
 

環境保全・災害救援・地域安全・町内会活動（NPO 法人） 
 
※ あいうえお順に並んでいます。 
 
（特定非営利活動法人）いわき環境研究室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（特定非営利活動法人）いわき環境システム ・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（特定非営利活動法人）いわき健康を守る会 ・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（特定非営利活動法人）いわき災害復興センター ・・・・・・・・・・・・・・２ 

（特定非営利活動法人）いわき竹プロジェクト ・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（特定非営利活動法人）いわき鳴き砂を守る会 ・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（認定特定非営利活動法人）いわき放射能市民測定室「たらちね」 ・・・・・・４ 

（特定非営利活動法人）郷土の集いＮＥＴ ・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（特定非営利活動法人）ビッグスマイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（特定非営利活動法人）福島県防災士会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（特定非営利活動法人）湯本川を愛する市民ネットワーク ・・・・・・・・・・６ 
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（特定非営利活動法人）いわき環境研究室 
代表者氏名 原田 正光 

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 http://www4.ocn.ne.jp/~iwaki-kk/ 

主な活動場所 市内 

会員数 15 名 

活動情報 
活動日 不定期 

会費 個人 2,000 円/年  賛助会員 １万円/口 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

地域環境の質の向上に向けて３本柱の活動をしています。 

①地域環境の調査研究事業（水環境調査等） 

②学習支援事業（自然エネルギー講座） 

③地域環境改善のための活動事業（小学生対象の夏休み自由研

究支援 他） 

（特定非営利活動法人）いわき環境システム 
代表者氏名 川口 美岐男 

連絡先 

所在地（住所） 〒979-3131  いわき市平赤井字田中 10 番地の 7 

電話番号 35-6242 

FAX 番号 23-7868 

メールアドレス info@iwaki-ks.or.jp 

ホームページアドレス http://www.iwaki-ks.or.jp/ 

主な活動場所 市内を中心とした福島県及び近隣県 

会員数 16 法人（すべて法人会員） 

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）いわき健康を守る会 
代表者氏名 井浦 満男 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8151  いわき市小名浜岡小名字権現山 23 番地 

（福島市飯坂町平野字上台 16 番地の 1） 

電話番号 53-3078 

FAX 番号 53-3079 

メールアドレス  なし 

ホームページアドレス なし 

主な活動場所 県内全域 

会員数 25 名 

活動情報 

活動日 不特定 

会費 個人 5,000 円/年 

団体 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 化学進歩に伴う環境の破壊と汚染をなくそう。 

（特定非営利活動法人）いわき災害復興センター 
代表者氏名 青山 秀男 

連絡先 

所在地（住所） 〒972-8322  いわき市常磐上湯長谷町五反田 131  

県住 21-102 

電話番号 43-3503 

FAX 番号 43-3503 

メールアドレス kitago@coral.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内全域（将来全国規模） 

会員数 20 名 

活動情報 
活動日 不定期 

会費 一口 1,200 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

みんなが安全に暮らせる地域を目指して、環境保全活動を行っ

ています。 

※ 高齢者（65 歳以上）の仕事サポート！ 

※ 整体師養成サポート！ 
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（特定非営利活動法人）いわき竹プロジェクト 
代表者氏名 諸橋 鑑一郎 

連絡先 

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

電話番号 35-1430 

FAX 番号 35-1431 

メールアドレス k-morohashi@iwaki-liaison.co.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内全域 

会員数 21 名 

活動情報 
活動日  

会費 年会費 3,000 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 竹林整備、竹細工等を行っています。 

竹に興味のある方の参加をお待ちしています。 

（特定非営利活動法人）いわき鳴き砂を守る会 
代表者氏名 桶田 隆司 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8003  いわき市平下平窪字諸荷前 19-5 

電話番号 0246-25-2633 

FAX 番号  

メールアドレス okedata@green.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス https://iwakinakisuna.web.fc2.com/ 

主な活動場所 市内全域、市外も有る 

会員数 正会員 26 名、学生会員 9名、特別会員 5社 

活動情報 
活動日 特になし、定例会（毎月第 2 金曜日） 

会費 年間 3,000 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

環境改善のための諸活動を行い、鳴き砂を健全な状態で、次世

代に引き継ぐことを目的とする。 

・これまでの主な活動 

トヨタソーシャルフェスタ 毎年 7月海岸の清掃 200 人の参加 

いわきプラージュ（浜辺） 毎年 9月 3日間 JR いわき駅前 

砂の象づくり・鳴き砂体験・砂絵教室・フラダンスも披露 5000 人参加 

「鳴き砂は環境のバロメーター」 
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（認定特定非営利活動法人）いわき放射能市民測定室「たらちね」 

代表者氏名 鈴木 薫 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8162  いわき市小名浜花畑町 11 番地の３ 

電話番号 92-2526 

FAX 番号 38-8322 

メールアドレス toiawase@tarachineiwaki.org 

ホームページアドレス http://tarachineiwaki.org 

主な活動場所 いわき市内、福島県内及び近隣地域 

会員数 76 名 

活動情報 
活動日 

月曜日～金曜日 9：00～16：00 

※出張検診は主に日祝 

※クリニックは 17：00 まで 

会費 12,000 円/年（正会員） 一口 3,000 円/年（賛助会員） 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

目に見えない・におわない・感じない放射能による環境汚染と

長期的に向き合い、子どもたちと地域の人々の健康と暮らしを

守るため、これから先のとおり未来を見据えた活動を行ってい

ます。 

（特定非営利活動法人）郷土の集い NET 
代表者氏名 舟山 英弘 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026 いわき市平字田町 63 の 13  

ライオンズプラザ 103 

電話番号 83-3063 

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）ビッグスマイル 
代表者氏名 洪 浩彰 

連絡先 

所在地（住所） 〒972-8141 いわき市鹿島町走熊字渡折４番地の１ 

電話番号 090-2023-8152 

FAX 番号 0246-29-4252 

メールアドレス officekoh@mac.com 

ホームページアドレス http://npobigsmile.jimdofree.com 

主な活動場所 福島県内および、自然災害被災地 

会員数 29 名 

活動情報 
活動日 不定期 

会費 入会金 ０円 年会費（賛助） 1,000 円 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

東日本大震災から徐々に時間が経過し、被災地でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

を行う方の減少が大きな問題となっています。この問題を少し

でも改善するため、当 NPO は継続的支援及びﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の証

明に関する事業及び活動資金の収集代行事業を行い、結果とし

て被災者の自立に向けた支援に寄与する事を目的としていま

す。 

（特定非営利活動法人）福島県防災士会 
代表者氏名 瀧田 吉宏 

連絡先 

所在地（住所） 〒973-8404 いわき市内郷内町磐堰 86 番地 

ソシオあすかグループ事務所内 

電話番号 45-1045 

FAX 番号 26-8896 

メールアドレス t_waragai_bousaisi_19617@yahoo.co.jp 

ホームページアドレス http://fukushima-bousaishi.com/ 

主な活動場所 福島県内全域 

会員数 155 名 

活動情報 

活動日 不定期 

会費 正会員：3,000 円/年 

賛助会員：個人 2,000 円/年、団体 3,000 円/口数/年 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

愛すべきふるさと「福島」のために貢献する防災士の仲間との

活動や、地域防災イベントなど、防災に関する情報や話題を提

供いたします。 

興味のある方、一緒に活動してみませんか。 

ご連絡お待ちしています。 
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（特定非営利活動法人）湯本川を愛する市民ネットワーク 
代表者氏名 渡邉  弘 

連絡先 

所在地（住所） 〒972-8321  いわき市常磐湯本町天王﨑 33-1 

電話番号 43-2757 

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 常磐地区 

会員数 33 名 

活動情報 
活動日 不定期 

会費  

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

 


