
 

 

                         
 

     特定非営利活動促進法に係る事務の権限移譲のお知らせ   

 平成２６年４月１日から、NPO法人の認証等の事務権限を新たに、会津若松市、郡山市に移譲します。 

 これにより、会津若松市若しくは郡山市のみに事務所を置くNPO 法人の設立認証等に係る申請や事業報告書等の提出先が、県から会

津若松市若しくは郡山市に変更となります。 

 １ 権限を移譲する事務 

  ・ NPO 法人の設立の認証申請  ・ 公告及び縦覧   ・ 設立登記完了の届出の受理  ・ 役員変更等、変更届の受理 

  ・ 事業報告書等の受理     ・ 定款変更の認証  ・ 事業報告書等の閲覧の実施解散届出書の受理       など 

 ２ 窓口の一覧  

ＮＰＯ法人の事務所の所在地 取り扱い窓口 

いわき市のみに事務所を置くNPO法人 いわき市 市民協働部 市民協働課 

TEL：0246-22-7414 FAX：0246-22-7609 

白河市のみに事務所を置くNPO法人 白河市 市民生活部 地域支援課 

TEL：0248-22-1111（代）FAX：0248-27-1844 

二本松市のみに事務所を置くNPO法人 二本松市 総務部 企画財政課 企画調整係 

TEL：0243-55-5090 FAX：0243-22-7023 

会津美里町のみに事務所を置くNPO法人 会津美里町 まちづくり政策課 

TEL：0242-55-1171 FAX：0242-55-1139 

会津坂下町のみに事務所を置くNPO法人 会津坂下町 政策財務部 政策企画班 

TEL：0242-84-1504 FAX：0242-83-1361 

会津若松市のみに事務所を置くNPO法人 

     (平成26年4月1日より権限移譲) 

会津若松市企画調整課 協働・男女参画室 

〒965－8601  会津若松市東栄町3－46 

TEL：0242-39-1405 FAX：0242-39-1400 

郡山市のみに事務所を置くNPO法人 

     (平成26年4月1日より権限移譲) 

郡山市市民・NPO活動推進課 

〒963-8601  郡山市朝日１丁目23-7 

TEL：024-924-3471 FAX：024-931-5186 

上記7市町以外の市町村に事務所を置くNPO法人 福島県文化スポーツ局文化振興課 

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 

              (西庁舎11階) 

TEL：024-521-7179 FAX：024-521-5677 

福島県内で2以上の市町村に事務所を置くNPO法人 

福島県の他に、他都道府県にも事務所を置くNPO法人で、主たる

事務所を福島県に置くNPO法人 

 ３ その他 

   県が市町に事務を移譲するに際し、各NPO法人において手続き等は発生いたしません。取扱窓口が市町へ変更となる法人の申請 

  等で、移譲前に県が受け付けたものは、該当市町へ申請等されたものとしてそのまま市町へ引き継がれます。 

   南相馬市内の団体は、設立時の申請や、変更、報告等の手続きの窓口は、福島県文化スポーツ局文化振興課になっています。 

   認定ＮＰＯの手続きについては、引き続き全県福島県文化スポーツ局文化振興課になっています。 

   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

「平成２５年度南相馬市市民活動サポートセンター登録団体一覧 
1 アグリ・ウォツチャー・クラブ 2 朝日座を楽しむ会 3 あった会 

4 一般社団法人 

 いちばん星南相馬プロジェクト 

5 一般社団法人 

 えこえね南相馬研究機構 

6 一般社団法人 

 南相馬除染研究所 

7 一般社団法人 みんな未来センター 8 ＮＰＯ法人 浮船の里 9 ＮＰＯ法人 実践まちづくり 

10 ＮＰＯ法人 相双ＮＰＯセンター 11 ＮＰＯ法人 福島県環境ｴﾈﾙｷ゙ 共ー生機構 12 ＮＰＯ法人 フロンティア南相馬 

13 ＮＰＯ法人 みんなのとなり組 14 折り紙伝承会 15 絆の会 

16 コール・すずらん 17 国際ソロプチミスト 原町 18 子どもといっしょの会 

19 ごみとくらしを考える市民の会 20 ＣＴＶＣ原町ベース 21 社団法人 原町観光協会 

22 新老人の会福島支部相双ブランチ 23 タピオラの会 24 玉ノ井一俵会 

25 ちゅうりっぷ文庫 26 塚原行政区復興促進会 27 つながろう南相馬！ 

28 特定非営利活動法人 

 あさがお 

29 特定非営利活動法人 

 いのち・環境再生機構 

30 特定非営利活動法人 

 きぼう 

31 特定非営利活動法人 

 さぽーとセンターぴあ 

32 特定非営利活動法人 

 ハッピーアイランドサーフツーリズム 

33 特定非営利活動法人 

 ほっと悠 

34 としょかんのＴＯＭＯみなみそうま 35 虹色の会 36 認知症の人と家族の会 相双地区会 

37 原町あけぼの会 38 はらまち九条の会 39 原町絵本と童話の会 

40 原町おやこ劇場 41 原町区ゲートボール協会（ＧＢ協会） 42 原町子どもネットワーク 

43 原町サイクリング協会 44 原町手話サークル耳通口 45 原町赤十字奉仕団 

46 ひといきの会 47 ひまわりプロジェクト南相馬 48 福島県青少年赤十字賛助奉仕団 

 相双地区 

49 福島県俳句連盟 相双支部 50 放射能測定センター・南相馬 51 南相馬市希望のまちづくりフォーラム 

52 南相馬市グラウンド・ゴルフ協会 53 南相馬市国際交流協会 54 南相馬市女声合唱団はなみずき 

55 南相馬農地再生協議会 56 リンク   

                                           アイウエオ順 

        各団体イベント情報      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   地域のイベント情報 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
4月12日(土) 

ﾗｲﾌ゙ﾗﾘーｼｱﾀー「横道世之介」 

 開場13：00 開演13：30 

情報交流センター 

マルチメディアホール 
無 料 

南相馬市中央図書館 

     0244－24－7789 

4月14日(月) 

5月12日(月) 

5月24日(土) 

認知症介護相談会 （4/14，5/20） 

つどい （5/24） 

 13：30～15：30 

原町区福祉会館 無 料 
認知症の人と家族の会 

  荒  0244－23－4519 

4月15日(火) 

5月20日(火) 

フリースペース 遊び場・しゃべり場 

 10：30～12:00 

原町おやこ劇場 

事務所 
無 料 

原町おやこ劇場 

 （岡田） 0244-23-1921 

4月26日(土)～ 

6月 8日(日) 

 被災地の原野に生きる 

 ＝南相馬市の生き物と人・暮らし＝ 

 9：00～16：45 休館 毎週月曜日 
南相馬市博物館 

一般 300円 高校生 200円 

小中学生 100円（市内に居

住・通学する小中高生は無料） 

南相馬市博物館 

     0244－23－6421 

4月20日(日) 
子ども映画会「ころわんのおはなし」 

 開場14：00 開演14：30 

中央図書館 

おはなしの蔵 
無 料 

南相馬市中央図書館 

     0244－24－7789 

4月20日(日) 
相双～苦難を超え”環境・生活”への創造 

「にじをつなぐ友・有・悠PARTⅡ 

 開場10：00 開演16：00 
道の駅 南相馬 無 料 

長澤 利枝 

     0244－22－2917 

 

原町こどもネットワーク 

 

活動団体支援情報 

 復興 第２４回 相馬民謡 

≪ 相馬流れ山全国大会 ≫ 

 

 と き ： 平成２６年 ６月 ８日（日） 

       予 選 会 

          １０：００～ 

       決勝大会 

          １３：００～ 

              １５：００ 

 ところ ： 南相馬市民文化会館 

           （ゆめはっと） 

 ゲスト ： ● 下町こども手踊り保存会 

       ● 南相馬＆杉並トモダチプロジェクト 

 料 金 ： 入場前売券 １，０００円 

       当日券   １，５００円 

       （中学生以下無料） 

 ―――――――――――――――――――――   

 問合せ ： 相馬流れ山全国大会実行委員会 

       ０２４４―２２―２１１４ 

      （社団法人 原町観光協会内） 

特定非営利活動法人 ほっと悠 

   「お針子教室」                「第３回 お茶っこ会」 

  季節の飾り物などを作ります。 

 

 講 師 ： 新田 二美子さん               日 時 ：  

 日 時 ： 平成２６年 ４月１１日 （金）            平成２６年 ４月２２日（火） 

             ４月２５日 （金）                  ４月２５日（金） 

             １２:３０ ～ １４:３０         １３:００ ～ １５:００ 

 場 所 ： いっぷく屋（小高区役所内）          場 所 ： いっぷく屋（小高区役所内） 

 材料費 ： ３００円 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――-   

 問合せ ： 特定非営利活動法人 ほっと悠            ０２４４―２４―５５５７ 

社団法人 原町観光協会 

   ～ 楽しもう壤晴彦とともに ～ 

   レッスンと講演のための参加者募集！ 
 

 日  程            会  場 
 平成２６年 ４月１３日（土）  市民情報交流センター 

                       中会議室 

 平成２６年 ５月１１日（日）     〃 

 平成２６年 ６月 ８日（日）     〃 

 平成２６年 ７月１３日（日）     〃 （予定） 

 平成２６年 ８月３１日（日）     〃 （予定） 

 平成２６年 ９月２１日（日）     〃 （予定） 

 平成２６年１０月２６日（日）     〃 （予定） 

 平成２６年１１月３０日（日）     〃 （予定） 

 平成２６年１２月１３日（土）   リハーサル 

 平成２６年１２月１４日（日） 発表と壤氏による朗読 

 開講時間 ： １３：００～１７：００ 

 受講料（各回毎） ： 大人  ５，０００円 

            高校生 １，０００円 
 ―――――――――――――――――――――   

 問合せ ：原町子どもネットワーク 

             ２４―３３６１ （小畑） 
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