名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

地図で防災・まちづくりサ
名古屋市千種区 地域安全
ポート

ウイメンズ・ボイス

目的
この法人は、地図を通して社会に貢献するため、防災や安心・安全、まちづくりなどに対し、ハザードマップ
をはじめとする安心・安全マップのコンサルティング及び作成、年代を追った地図の収集及び提供、有益な基
礎情報の収集・整理・提供、防災啓発・講習などに関する事業を行い、地図を活用した安全で安心で住みよい
まちづくりの実現に寄与することを目的とする。

この法人は、広く一般市民を対象として、男女共同参画社会を実現する啓発活動や情報提供を行い、男女が平
名古屋市千種区 男女共同参画社会の形成 等に尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

東海地域生物系先端技
名古屋市千種区 科学技術
術研究会

Ｍｕｌｔｉｖｅｒｓｅ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎ
名古屋市千種区 経済活動の活性化
ｍｅｎｔ

この法人は、生物系先端技術等に関する産学官の研究開発を推進・支援するとともに、産学官の連携・交流を
促進することによって、科学技術の振興と農林水産業、食品産業及び関連産業の発展、地域経済の活性化、地
域社会への貢献を図り、もって我が国の経済社会の発展に寄与することを目的とする。
この法人は、映像、音楽、音声、ＣＧ、ＩＰラジオ、アニメーション、漫画、文学などを複合的に組み合わせ
たメディアコンテンツの企画、制作、発表、供給と、情報メディア技術の研究開発及びその支援等を行い、教
育啓蒙活動によって人材の発掘と育成をし、地域のメディアコンテンツ制作環境、リリース環境及び情報発信
環境を整備し、コンテンツ産業の創出による地域の文化的活性化と経済的振興を推進することを目的とする。
この法人は、安心して暮らせるコミュニティの創出と災害に強いまちづくりを願う広汎な市民各層に対して、
平常時から、市民参加による災害救援ボランティアおよびコーディネータの発掘・養成、ボランティア参加の
2015年4月1日
地域コミュニティ再興、緊急時に生かす平常時のリサイクル活動、緊急時の積極的な支援活動などに関する事
～2020年3月31日
業を行い、緊急時のみならず平常時から人々が助け合い、支えあうボランタリー精神豊かな社会の構築に寄与
(認定)
することを目的とする。

レスキューストックヤード 名古屋市東区

災害救援活動

フェミニストサポートセン
名古屋市東区
ター・東海

この法人は、全ての人々の人権が尊重され、自立した生活が可能な社会を確立するために、相談・情報提供、
ドメスティックバイオレンス・セクシュアルハラスメント・レイプなど女性に対する暴力の被害当事者の生活
男女共同参画社会の形成 再建への援助、生活困窮者への直接支援、及び地域への啓発事業を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与
することを目的とする。

不動産総合相談所

ビーン

ママママルシェ

認定期間

名古屋市東区

経済活動の活性化

この法人は、不動産を保全・維持するための正しい知識を普及させるため、その活動を支える人材を育成する
とともに、不動産を資産として有効利用することを推進し、もって経済活動の活性化及び雇用機会の拡充を図
ることを目的とする。
この法人は、製造業や農業をはじめとする幅広い分野において、独自技術により開発した商品を普及させ、も
のづくり業界の設計品質向上と価値創造型商品の開発強化に資するとともに、新たな価値観の発展に寄与する
ことを目的とする。

名古屋市北区

農山漁村振興

名古屋市西区

この法人は、子育て中の母親に対して、子育て支援や男女共同参画社会の実現に関する事業を行い、子育て世
代の女性の生き生きとした生活の向上を図るとともに、子どもたちの健全な育成に貢献することを目的とす
男女共同参画社会の形成 る。

L＆U レザー･アンド･アス 名古屋市西区

名古屋市市民活動推進センター

経済活動の活性化

この法人は、一般市民に対して、名古屋市西区において江戸時代から綿綿と受け継がれてきた革製品製造の高
度な技術と、その文化の継承に関する事業を行い、技術者の働く機会の確保と皮革関連産業に対するイメージ
向上、皮革文化の発展に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的
この法人は、それぞれの地域住民に対して、労災･育児･防災･交通安全･防犯･介護に関する情報、サービスを
提供する事業を行い、安心して暮らせる地域コミュニティづくりに寄与することを目的とする。そして、地域
を愛するリーダーを育成することで地域ごとに抱える課題の解決に寄与することを目的とする。

旗あげ日本

名古屋市中村区 地域安全

ＨａｎａＭｉｃｈｉ

この法人は、未婚者に対して、結婚活動の支援に関する事業を行い、少子高齢化に係る問題の改善や解決を図
名古屋市中村区 男女共同参画社会の形成 り、婚姻率・出生率の向上に寄与することを目的とする。

ガーディアン・サポート

センチュリーブライダル

時計BUNKA

起業支援ネット

建設経営者倶楽部

長州の絆会

認定期間

この法人は、独身男女に対して、婚活支援に関する事業を行い、社会教育の推進を図る活動及び男女共同参画
社会の形成の促進を図る活動を通して少子化対策、生産人口の減少対策、高齢化社会に係る問題の解決を図
名古屋市中村区 男女共同参画社会の形成
り、社会福祉の向上及び安定した地域社会の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、街づくりを推進する各種団体や行政などと協働しながら、地域の特徴を生かした街づくりや、結
名古屋市中村区 男女共同参画社会の形成 婚にむけた出会いの環境の創出などを行い、地域社会の豊かな発展と活力あふれる街づくりに寄与することを
目的とする。

名古屋市中村区 科学技術

名古屋市中村区 経済活動の活性化

名古屋市中村区 経済活動の活性化

名古屋市中区

観光振興

Ｓｍａｒｔ－Ｖｉｌｌａｇｅ Ｓｙｓｔｅ
名古屋市中区
ｍコンソーシアム

農山漁村振興

チェルノブイリ救援・中部 名古屋市中区

災害救援活動

名古屋市市民活動推進センター

この法人は、市民に対して時と時計に関する過去から現在の文化・技術を紹介することにより、関心を抱いて
いただきそれを端として科学技術の発展や実り豊かな市民社会の実現につなげていくことを目的として設立す
る。
この法人は女性をはじめ、現在の社会構造及び経済構造の下で、経済的自立や自己実現にハンデイを負う人に
対して、雇用されないもう一つの働き方としての仕事おこし（起業）に必要な知識を普及する事業を行い、上
記対象者の経済的自立を通じた自己実現の支援を図り、もって広く社会全体の利益の増進に寄与する事を目的
とする。
この法人は、耐震偽装問題や談合問題をはじめとする諸問題により、建設物に対する社会的信用が失墜してい
る問題が発生していることに対し、建設に関連する技術的能力や倫理観の向上という観点から、広く国民から
の意見を得て、オープンな場で議論することにより、建設物の社会的信用の失墜という問題を解決することを
目指す。これにより、良質な社会資本整備の充実を図り、国民生活に寄与することを目的とする。
特定非営利活動法人長州の絆会は、子供からお年寄りまで山口県出身者の誰もが‶山口県に生まれ、育ち、住
んでよかった”と心から実感できるよう、山口県の魅力ある文化・産業・観光の情報を全国に発信し提供する
ことを通じて、「活力みなぎる山口県」の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、社会的課題となっている高齢化の進展に伴う高齢者等の買物弱者に対してこの法人が開発するＳ
ｍａｒｔ－Ｖｉｌｌａｇｅ Ｓｙｓｔｅｍの普及事業を通じて、その利用者に対して買物弱者支援、地域広
報、地域経済活性化支援、地域産業振興支援等に関する当該システムの機能を提供し、独居高齢者の買物困難
や地域広報、地域活性化、地域産業振興に係る問題の改善や解決の支援を図り、地域住民の生活利便性の向上
と地域活力の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、チェルノブイリ原子力発電所事故および福島第一原子力発電所事故の被災者を救援する事業を行
い、国際協力と人権の擁護に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
中部みなと防災ネット

復興

2018年4月30日現在
所在地

名古屋市中区

名古屋市中区

全国地域自主防災防犯
名古屋市中区
対策協議会

参画プラネット

名古屋市中区

ビタショコ

名古屋市中区

国際技術文化交流セン
ター

名古屋市中区

Ｄ-Ｓｕｐｐｏｒｔ

名古屋市中区

主な活動分野
災害救援活動

災害救援活動

地域安全

科学技術

経済活動の活性化

経済活動の活性化

旭順

名古屋市中区

経済活動の活性化

名古屋市市民活動推進センター

この法人は、中部地域の港湾・海岸の健全で信頼性ある発展のための正確な情報発信と、地震・台風等災害時
などの港湾・海岸の防災活動への支援を行うとともに、安心、安全な港湾・海岸の発展への幅広い支援など公
益への貢献に寄与することを目的とする。
この法人は、東日本大震災被災地域で暮らす人々に対して、生涯を通じて文化的な生活が送れるよう、また、
誇りを持って地域で生きていくことができるように支援する事業を行い、活力ある地域社会の実現に寄与する
ことを目的とする。
この法人は、日本国民を対象として危機管理に関する知識・理論の普及・啓蒙を図るとして、その研究の深化
に努め、全国における地域の自主防災防犯活動及び少子化対策活動を通し、危機管理の能力向上並びに地域安
全・活性化の増進に寄与することを目的とする。

この法人は、女性に対して自立及び社会進出向上を目指して起業支援及び起業後事業継続支援、就職支援、生
活のサポート及び社会貢献活動参画支援に関する各種事業を行い、女性の自立及び社会進出に係るあらゆる問
男女共同参画社会の形成
題の改善や解決を図り、女性の起業・就職率の向上と女性の社会進出の増進に寄与することを目的とする。

名古屋市中区

名古屋市中区

認定期間

この法人は、広く市民に対して、それぞれの個性を生かして多様な選択肢から自分なりの人生を選びとり「自
己実現」できるような支援を展開し、あらゆる男女が職場、学校、地域、家庭などに対等にバランスよく参画
男女共同参画社会の形成
し、社会的自立を果たせる社会の構築を目指すことを目的とする。

Earth as Mother

シニアキャリアサポート

目的

経済活動の活性化

この法人は、研究者や企業の交流を促進する事業等を行い、国際的な技術と文化交流を推進させ、お互いの国
に寄与することを目的とする。
この法人は、これから起業を考えている人たちや起業して間もない若手経営者に対して、経営に関する知識や
心構え、実践的なスキルの取得、多種多様な業種の方との人脈構築などの様々な支援となるサービスを提供す
ることで、企業経営に従事する人たちが各々の目指すビジョンへと事業展開しながら、多くの人々に貢献でき
る事業を生み出し明るく豊かな社会への実現に寄与することを目的とする。
この法人は、自立地域経営の基盤づくりに取り組む全国の地域自治体及び農業団体、広く一般市民に対して、
知識、経験豊かな者や、協力企業による助言・提言、ネットワーキング、並びに事業構築、プランニングなど
で、有機・無農薬農法や畜産の担い手の育成、就農・営農や・定住の促進、農と衣食住の産業再生・開発、自
然再生と環境保全、ならびに本定款第4条に関する事業を行い、青少年及び若者育成支援と生活困窮者、生活
保護者、障がい者、高齢者の生活自立と社会的自立支援を行い、産業活動への参入を促して地域経済の活動を
高め、自立する地域経営の基盤作りを推進し、健康で住み良い国である社会福祉環境を創造することに寄与す
ることを目的とする。
この法人は、日本と中国及び諸外国の企業、事業主、個人に対して輸出入に関する事業を行い、貿易に係る問
題の改善や解決を図り、経済の向上と国際交流の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、各分野で、長い実務経験から習得した高度な知識と豊かな経験を備えたシニアが、中小企業の経
営者や従業員および新規起業家に対し、経営相談や能力開発の促進などの支援活動を実施することにより、地
域社会や経済活動の活性化を図ることを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

中部知財コンサルティン
名古屋市中区
グ

主な活動分野
経済活動の活性化

名古屋国際観光推進協
名古屋市昭和区 観光振興
議会

ライフコンシェルジュ

中部ビジネス支援専門
家ネットワーク

被災者応援愛知ボラン
ティアセンター

認定期間

この法人は、中小企業、小規模事業者を含む広範囲な民間企業等に対して、知的財産の創造・保護・活用を促
進する事業を行い、もって社会教育の推進、科学技術の振興及び経済活動の活性化に寄与することを目的とす
る。
この法人は、観光、文化、技術、製品他、日本が持つ様々な資源を諸外国に受け容れ、購入して貰う為、民間
会社と行政の中間の位置からそれら資源を持つ法人、施設、組織等に積極的に関わり、日本と諸外国の国際交
流を促進させて行く。以って日本の経済的発展、国際的地位の向上に寄与する事を目的とする。

この法人は、個人の家庭や職場における生活環境の向上に貢献するために、サポートをする事業を行い、自分
らしく生きるための知識の提供、そして実現、ワークライフバランスの実現、生活全体にわたる有資格の専門
名古屋市昭和区 男女共同参画社会の形成 家によるワンストップサービスの相談窓口の提供、人間尊重の理念に基づいての企業、団体、自治体、学校等
の職場環境向上、人間関係円滑化の問題解決に貢献することを目的とする。
名古屋市昭和区 経済活動の活性化

名古屋市熱田区 災害救援活動

耐震化アドバイザー協議
名古屋市熱田区 地域安全
会

愛の音

目的

名古屋市中川区 地域安全

地域防犯支援センター中
名古屋市中川区 地域安全
部

ミッションクラブ

名古屋市中川区 地域安全

中部日中経済交流会

名古屋市中川区 経済活動の活性化

名古屋市市民活動推進センター

この法人は、中小企業・公益法人や創業を目指す人等に対して、経営に関する支援を行い、地域経済の活性化
と地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法人は、この法人に参加するボランティアが被災者と関係を深めつつ、被災者を仲間として元気づける被
災者応援活動を愛知から行うことを第一の目的とする。そして愛知でできる多彩な被災者応援活動を行いなが
らボランティア同士の関係を深め、この法人の活動に関わる人々が「共利共愉」の関係となり、もってボラン
ティアスピリット
にあふれる社会を築いていくことに寄与することを目的とする。
この法人は、地域市民に対して、耐震補強の推進・実施に関する事業を行い、予想される大地震による家屋等
の倒壊による被害に係る問題の改善や解決を図り、耐震性の向上と、市民の生命と財産を守ることの増進に寄
与することを目的とする。
この法人は、地域の高齢者、障害者その他の住民に対して、生活に関する支援及び情報提供等を行うととも
に、自然災害時の支援活動及び防災に対する啓蒙活動等を行うことにより、社会的弱者の人権擁護を図るとと
もに、地域社会の福祉の増進を図り、快適な生活環境の構築に寄与することを目的とする。
この法人は、地域住民及び犯罪被害者又は犯罪者に対して、各種防犯支援活動及び犯罪関係者の自立支援活動
に関する事業を行い、地域住民の日常生活の安全維持及び犯罪被害者の支援、犯罪者の更生に係る諸問題の改
善及び解決を図り、安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は会員所有のオープンカーや希少車を展示しその注目度と集客率を活かし、交通問題や防災に関する
知識を持った会員が、多くの地域住民に対して交通安全や防災・被災地支援の振興に関する事業を行い、地域
の住民と交流しながら地域安全の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、日中平和友好条約の掲げる精神を遵守し、日本国と中華人民共和国両国民の間の相互理解と友好
関係を増進し、もって日中友好を発展させるため中部地区内で日本と中華人民共和国の経済・文化・芸術・教
育・スポーツなど各分野での交流事業等を行い、国際協力の推進・発展に寄与することを目的とする。
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法人名称

2018年4月30日現在
所在地

日本水上オートバイ救助
名古屋市港区
普及協会

まち活倶楽部

ジュノ・サポート

名古屋市港区

名古屋市南区

中小企業マネージャー育
名古屋市南区
成塾

BitL

主な活動分野

災害救援活動

経済活動の活性化

目的

認定期間

この法人は、国民ひとりひとりにとどまらず企業さらには教育機関、行政などの不特定かつ多数のものに対し
て水難事故の救助、救護活動、海岸及び海岸周辺の環境保護に関する事業を行い、活動の所在を「水」に特化
し、水に係わるあらゆる救援組織として国民の生命、身体を水害から保護する活動を図り、組織の認識を高
め、専門知識を学び、実践的なトレーニングを体験、修得、普及することをその目的とする。
この法人は、港区港北学区周辺地域の商店街・個人商店・地域内法人・地域内個人に対して、エネルギーの省
力化・ＣＯ２削減に寄与するエコ活動に応じた地域通貨を発行し地域内で循環させる活動や、この地域で働き
たい意向があるものの短時間しか働くことができず職についていない人々の雇用を地域内で発掘・確保する活
動に関する事業を行い、「地球温暖化・エネルギー・高齢化・雇用・地域活力」といった問題の改善や解決を
図り、港区港北学区周辺地域の公益活動に貢献することを目的とする。

この法人は、結婚を考える独身男性女性及びその家族に対して、コミュニケーション能力向上に関する事業を
行い、仕事と生活の調和がとれた希望する生き方を選択できるよう支援し、男女共同参画社会の形成の促進に
男女共同参画社会の形成
寄与することを目的とする。

経済活動の活性化

この法人は、自立的なマネージャーを目指す不特定多数の市民を対象に実践的な教育及び支援等を行うことに
より、中小企業の発展に寄与し、もって地域経済の活性化、健全な人づくりの推進に寄与することを目的とす
る。マネージャーとは企業活動を管理し運営する人のことをいう。

この法人は、社会一般にワーク・ライフ・バランスを周知させるために、フォーラム、セミナー、ワーク
ショップ等の活動を通じ、企業自身が今までスタンダードと考えられてきた働き方を見直し、またこれからの
名古屋市守山区 男女共同参画社会の形成
新しい働き方について考える場を提供することを目的とする。

悩み事相談解決支援セ
名古屋市守山区 経済活動の活性化
ンター

この法人は日本国籍を有する人及び外国国籍を有する自然人及び法人からの相談者に対して、同人の悩みを紐
解き、的確な助言又は専門家への橋渡しをすることにより、相談者の社会経済生活等の悩み問題を解決し、充
実した活動を実現させるための社会貢献に資することを目的とする。
この法人は、訪日外国人旅行者及び地域住民に対して、地域の魅力の発信や国際文化交流に関する事業を行
い、異文化の相互理解や外国人旅行者受入れサービス体制の強化に係る問題の改善や解決を図り、ツーリズム
産業の国際競争力の向上と豊かな国際文化交流社会の増進に寄与することを目的とする。

ディスカバリージャパン

名古屋市緑区

観光振興

ＳＯＣＩＯ

名古屋市緑区

この法人は、小さな子供を持つ女性が、子供と一緒に楽しむ事の出来るイベントを提供する事業を行い、それ
男女共同参画社会の形成 によって産後女性の社会との繋がりを創出し、早期の職場復帰等を促す事を目的とする。

放射線環境・安全カウン
名古屋市名東区 科学技術
シル
地域産業政策研究セン
ター

名古屋市名東区 経済活動の活性化

喜びの橋

名古屋市天白区 地域安全

名古屋市市民活動推進センター

この法人は、放射線・放射能に関する情報の集積及び分析、技術の開発並びに知識の普及に関する事業を行
い、もって社会に対して放射線利用の安全・安心の確保を図ると共に放射線に対する一般社会の理解を深める
ことによって、教育・研究・医療・産業における放射線利用を促進することを目的とする。
この法人は、新産業の振興に取り組む産学官の関係者に対して、産学官の連携交流に関する事業を行い、新産
業の創出と地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
この法人は、子どもの登下校時における安全を守り、保育士や保護者の子育てに関する知識向上を図る為に、
防犯パトロール及び各種セミナーや講習を行い、地域の安全及び地域における子育ての支援に寄与することを
目的とする。
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法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

テクノプロス

名古屋市天白区 科学技術

この法人は、産業界および一般個人に対して、産業技術の支援と啓蒙に関する事業を行い、科学技術の振興に
寄与することを目的とする。

食・尾張プロジェクト

名古屋市天白区 経済活動の活性化

この法人は、中部地域に対して、食文化及び食生活に関する事業を行い、経済活動の活性化に寄与することを
目的とする。

名古屋市市民活動推進センター

認定期間
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