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（特定非営利活動法人）ＩＴＣふくしま 
代表者氏名 加藤 昌宏 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字作町 2丁目 1-9 エスビル 2F 

電話番号 35-1430 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス http://www.itc-f.com/ 

主な活動場所 市内、県内 

会員数 17 名 

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）いわきイルミネーションプロジェクトチーム 

代表者氏名 若松 圭子 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8171  いわき市泉ヶ丘 2 丁目 12-7 

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス hikarun@iipt.biz 

ホームページアドレス https://iipt.biz 

主な活動場所 泉公民館、市内全域、21 世紀の森公園（冬） 

会員数 １０名（正会員） 

活動情報 

活動日 不定期（メインは秋～冬） 

会費 正会員 10,000 円/年 

賛助会員 3,000 円/年 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

市民の皆さんが世代を超えて交流できる場の創出をメイン活

動としてまちづくり活動を行っています。 

美術に関する各種ワークショップやイルミネーションイベン

トを開催しています。 

関心のある方、一緒に活動してみませんか？ 

皆さんのご参加をお待ちしてます。 
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（特定非営利活動法人）いわき市住まい情報センター 
代表者氏名 佐藤 光代 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字童子町２番地 10 

電話番号 0246-84-5341 

FAX 番号 0246-84-5342 

メールアドレス i.sumai@wind.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス http://akiya-iwaki.com 

主な活動場所 いわき市内 

会員数 24 団体 

活動情報 

活動日 月～金 8：30～17：00 

（休）土日祝日、年末年始 

会費 正会員  6 万円/年（入会金 10 万円） 

賛助会員 ２万円/年 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
いまや全国的な課題である「空き家問題」に対応するため、設

立した NPO 法人です。空き家の利活用や管理、相続など空き家

や住まいに関することでお困りの方は、ぜひご相談ください！ 

（特定非営利活動法人）with IWAKI 
代表者氏名 志賀 幸 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-0101  いわき市平下神谷字岸前 113 番地の１ 

電話番号 0246-84-7677 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（特定非営利活動法人）海と共生する癒し 

－福祉－のまちづくり研究プロジェクト 
代表者氏名 北見  正伸 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8221  いわき市小浜町北ノ作３３番地の５４ 

電話番号 96-6838 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）エシカルエナジープロジェクト・いわき 

代表者氏名 高萩 洋子 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8241  いわき市山田町林越 21 番地の６ 

電話番号 63-0606 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（特定非営利活動法人）S・Sプランニング 
代表者氏名 清水 久弘 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8043  いわき市中央台鹿島二丁目 14 番地の 12 

電話番号 090-3122-4611(清水) 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）小名浜まちづくり市民会議 
代表者氏名 大橋 錦一 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8101  いわき市小名浜本町 11 番地の 1 

電話番号 52-1275 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（特定非営利活動法人）共創のまちサポート 
代表者氏名 國井 達夫 

連絡先 

所在地（住所） 〒 

電話番号 090-6251-5814 

FAX 番号 同上 

メールアドレス hmashiko0 @icloud.com 

ホームページアドレス https：//kyousounomati-iwaki.jimdofree.com/ 

主な活動場所 平第 14 区公民館 

会員数 13 名 

活動情報 

活動日 火、水（朝食） 

会費 
大人 300 円 

高校生 100 円 

中学生以下 50 円 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
どなたでも参加できます。 

 コロナ対策としてテイクアウト型にし、安全安心でバランス

のとれた食事を提供します。（要予約） 

（特定非営利活動法人）ザ・ピープル 
代表者氏名 吉田 恵美子 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8168  いわき市小名浜君ヶ塚町 13-6 

電話番号 52-2511 

FAX 番号 92-4298 

メールアドレス the-people@email.plala.or.jp 

ホームページアドレス http://npo-thepeople.com/ 

主な活動場所 市内全域 

会員数 105 団体・個人 

活動情報 

活動日 基本 365 日（但し、お盆、年末年始、祝日、その他 休館有り） 

会費 活動会費 2,000 円/年 

賛助会員 10,000 円/年 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

「元気なまちには 元気な主張を続け 元気に行動する 市

民がいる」をスローガンに古着を燃やさない社会づくりを始

め、住民全体のまちづくりに取り組んでいます。 

震災後はオーガニックコットン栽培や、生活困窮者等へ食料品

や衣類を提供するフード＆クロージングバンク事業にも取り

組んでいます。 
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（特定非営利活動法人）相双の未来 
代表者氏名 坂本 栄司 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8172  いわき市泉玉露二丁目６番地の９ 

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）TATAKIAGE Japan 
代表者氏名 小野寺 孝晃 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字白銀町 2番地の 10 

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス info@tatakiage.jp 

ホームページアドレス httpｓ://tatakiage.jp 

主な活動場所 いわき市、福島県内 

会員数 95 名 

活動情報 
活動日  

会費 3,000 円（賛助会員費） 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
「地域にグッドインパクトを与えるプレーヤーと共に、まちを

育て、福島県浜通りから日本を変えていく。」をミッションに

掲げ活動をしている団体です。 
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（特定非営利活動法人）中之作プロジェクト 
代表者氏名 坂本 政男 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-0313  いわき市中之作字川岸 10 番地 

電話番号 55-8177 

FAX 番号 55-8178 

メールアドレス nakanosakuproject@gmail.com 

ホームページアドレス https://nakanosaku.xsrv.jp/ 

主な活動場所 いわき市中之作周辺 

会員数 50 名 

活動情報 

活動日  

会費 賛助会員 20,000 円/年  

正会員 A 5,000 円/年 正会員 B 3,000 円/年 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
中之作・折戸地域にて民家や町並みの保存及び地域の活性化に

関する事業など、建築の視点から地域の歴史と文化の伝承コミ

ュニティづくりを行ってます。 

（特定非営利活動法人）勿来まちづくりサポートセンター 
代表者氏名 舘 敬 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8223  いわき市佐糠町東一丁目１９番地の５ 

電話番号 63-5055 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

   



【分野 まちづくり（NPO 法人）】 

8 
 

（特定非営利活動法人）ぬくもりネット 
代表者氏名 折笠 利一 

連絡先 

所在地（住所） 
〒970-8044 

いわき市中央台飯野四丁目２番地の４  

いわきニュータウンセンタービル２階 

電話番号 46-0321 

FAX 番号 46-0322 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 いわきニュータウン 

会員数 20 名 

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 主に年１回行っている「いわきニュータウン夏祭り」に協力を

しています（2021 年度はコロナ感染拡大防止のため中止） 

（特定非営利活動法人）フォーラムパワーアップいわき 
代表者氏名 遠藤 浩 

連絡先 

所在地（住所） 〒979-3131  いわき市平赤井字深田 28 

電話番号 090-3126-7139 

FAX 番号  

メールアドレス foram@giga.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内、事務局 

会員数 10 名 

活動情報 
活動日 平日 10：00～17：00 

会費  

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 団体等のネットワーク構築により団体等の事務局代行をメイ

ンに活動しております。 
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（特定非営利活動法人）ふくしま洋上風力発電・絆ネットワーク 

代表者氏名 永山 剛清 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字作町２丁目８番地の 12 

電話番号 88-1788 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）まーく 
代表者氏名 藁谷 太哉 

連絡先 

所在地（住所） 〒 

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（ＮＰＯ法人）ＭＯＣＣＳ 
代表者氏名 長谷川 梢 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字作町一丁目９番地の３ 

電話番号 35-1887 

FAX 番号 35-1886 

メールアドレス moccs@cscom.co.jp 

ホームページアドレス https://ikoino-nagaisyo.business.site/ 

主な活動場所 福島県内 

会員数 15 名 

活動情報 
活動日 不定期 

会費 正会員・一般会員 1,500 円/年  学生会員 無し 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

旧永井小学校（三和町）の廃校利活用事業として 10 年プロジ

ェクトを掲げた活動をしています。地域の皆様に、衣・食・健

を提供する交流施設「いこいの学校 長居小」が 2019 年 11 月

にオープン致しました。土・日・祝を営業日として活動中です。 

（特定非営利活動法人）よつくらぶ 
代表者氏名 伊藤 浩一 

連絡先 

所在地（住所） 〒979-0201  いわき市四倉町字五丁目 218 番地１ 

電話番号 32-8075 

FAX 番号 68-6690 

メールアドレス  

ホームページアドレス http://www.429-Love.jp/ 

主な活動場所 いわき市 

会員数 68 名 

活動情報 

活動日 不定期 

会費 正会員 10,000 円/入会金 3,000 円/年 賛助会員 50,000

円以上/入会金 （年会費なし） 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
市民と行政との協働により、賑わいのあるまちづくりに関する

地域振興の事業を行うことで、活量ある地域社会づくりに寄与

することを目的とする。 
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（特定非営利活動法人）Lamia resort 
代表者氏名 吉田 秀幸 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8101  いわき市小名浜燈龍原 53 番地の 17 

電話番号 090-9999-9669 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 
活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）わくわくネットいわき 
代表者氏名 新妻 寿雄 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8028  いわき市平上神谷字神谷分２２－１ 

電話番号 57-0255 

FAX 番号 57-0256 

メールアドレス se-waku2@agate.plala.or.jp 

ホームページアドレス http://www6.plala.or.jp/wakuwaku/ 

主な活動場所 市内全域 

会員数 11 名 

活動情報 
活動日 月曜日～土曜日 

会費  

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 子ども達の成長と発達を支えるサービスを担う、自閉症に特化

し幼児から成人までの民間の福祉事業所です。 

 


