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みんなが「ホーム」

になれる場所を

みんなで。

人は独りでは生きていけない。これは「限界」を示す言葉ではありません。「人は共に生きることが出来る」こと
を示す希望の言葉です。人である限り「助け合う」のは当然であり、「助けて」と言えることが人であることの証拠
なのです。

なのに私たちは「他人に迷惑をかけてはいけない」と言い続けてきました。結果、常に背伸びをしながら「つら
い」とも言いえず、ひきつった笑顔で「大丈夫」と繰り返してきました。
今私たちに必要なのは、人が「ただ人として」生きることが出来る場所です。背伸びをせず正直に「私」を生きる
ことが出来るまちです。困った時には「助けて」と言え、同時に「助けて」と言われる、希望のまち。
誰かが「助けて」を聴いてくれたなら、自分は大切にされていると思えます。誰かに「助けて」と言われたなら、自
分は必要とされていることを知ります。希望のまちは、「助けて」が飛び交う「人のまち」です。

困っている人を前に、「資格がないから」「条件が合わないから」「自業自得だから」と自分に言い訳をして、後ろ
髪を引かれる思いでその場を立ち去った経験は、ないでしょうか。私たちは常に「断る理由」を考えてきてしまい
ました。「誰ひとりも取り残さない」希望のまちは、そんな方にとっても、誰にとっても、「希望のまち」となるはず
です。

このまちの土台には、「救護施設」があります。この施設は「措置施設」と言われ、障害者や高齢者といった枠
組みを超え、「困った人は誰でも入れる」施設です。様々な生きづらさを抱えた人、困窮状況にある人、そして孤
立している人が救護施設に入所します。彼らは同時に希望のまちの住人となります。ここで多くの人と出会い、
癒され、つながり、誰かを助ける人になっていきます。

そして希望のまちは、何気ない日常の場でもあります。困っている人を支えると同時に、そこには日々の暮らし
があります。希望のまちに生きる人は大きな家族となっていきます。出会いから看取りまでを包み込む時の流
れの中にあり、誰もが住人となれる。それが希望のまちなのです。

困窮と孤立が深刻化する日本社会において、私たちは新しい「まちづくり」に挑戦します。より多くの方々の賛同
とご支援が必要です。「かわいそうな人を助ける」のではありません。私自身にとって「あるべきまち」を創るので
す。自分の物語を生きることが出来る。それが希望のまちです。そんなまちがこの世界に生まれようとしている
のです。

どうぞ「希望のまち」にご参加ください。
そして、あなたご自身も希望のまちの住人となっていただければと願っています。

希望のまちプロジェクト推進本部 代表
認定NPO法人抱樸 理事長
奥田知志
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希望のまちプロ

ジェクトに寄せて
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奥田理事長を始め、ＮＰＯ法人抱樸の皆様の、長年にわたる生活困窮者支援などの活動に対して、深く敬意を
表します。

さて、長年本市では、市民や事業者、県警察と行政が一丸となって暴力追放運動に取り組んできました。その
結果、令和２年２月に、本市に拠点を置く暴力団のシンボルであった総本部事務所の撤去が行われました。

その跡地において、困った人が誰でも頼れる「希望のシンボルとなるまち」を作ろうとするのが、このプロジェク
トです。市としても大変期待をしているところです。

令和２年１２月には、地元住民の方を招いて希望のまちプロジェクト検討シンポジウムが開かれ、私も出席させ
ていただきました。パネルディスカッションでは奥田理事長や顧問の村木厚子さんの生活困窮者支援などに対
する熱い思いを聞かせていただき、私も応援していく意向を伝えました。

本プロジェクトは、今後、地域の方々と一緒に市民参加型で計画を作っていくと伺っています。市民の代表であ
る北九州市議会においても、プロジェクトの支援を求める陳情が全会派賛成で採択されています。
市としても、プロジェクトの進捗の段階に応じて、できる限りの支援を行っていきたいと考えています。

現在、長引くコロナ禍の影響を受け、孤独や孤立といった問題が深刻化しており、国においては、官民の連携
を促進するプラットフォームを設置し、ＮＰＯなどの活動を後押ししようとしているところです。
本市においても、NPO法人や市民活動団体が行う、地域の課題解決につながる活動について、しっかりと支
援してまいります。

是非、ＳＤＧｓ未来都市にふさわしい「希望のまち」を実現させましょう。

北九州市長 北橋健治



SDGs未来都市

「北九州市」

SDGs（持続可能な開発目標）

の理念に沿って推進する都市・

地域の中で、特に、経済・社

会・環境の三側面における新し

い価値創出を通して持続可能

な開発を実現するポテンシャル

が高い都市・地域を国が選定

する「SDGs未来都市」。

特に先導的な取組については、

「自治体SDGsモデル事業」とし

て選定されますが、北九州市

は、「SDGs未来都市」及び「自

治体SDGsモデル事業」に選定

されています。
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これまでの

経緯
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2019

2020

2015

2021

2015年 工藤会壊滅作戦に市民が立ち上がる
日本で唯一「特定危険指定暴力団」の指定を受ける工
藤会がある北九州市。2015年、市民が立ち上がって「工
藤会壊滅作戦」が始まり、5年後の2020年、ついにその
拠点であった工藤会会館（本部事務所）の処分が決まり
ました。

2019年10月 「希望のまち」プロジェクト計画スタート
北九州のイメージを変えていくには、新しいまちづくりを
していくしかありません。
抱樸は、福祉施設を核とした全世代型の福祉拠点の建
設をかねてより構想していました。 それをこの地で役立
ててもらえたら、まちづくりにも直結すると考え、改めて
「希望のまちプロジェクト」として計画しました。

2020年4月 工藤会本部跡地の買い受け
2020年4月28日、暴力団工藤会の本部事務所の跡地を、引き受けた民間企業
から、NPO法人抱樸が買い受けました。
資金は借り入れで行い、寄付を募りました。同日、記者会見を行い、事業概要と
進捗を奥田理事長から発表。この「希望のまちプロジェクト」顧問である村木厚
子氏にもオンラインで参加頂きました。
※土地購入の費用は、北九州市と福岡県暴力追放運動推進センターを通じて、本部建屋の
撤去費、滞納されていた固定資産税、襲撃事件被害者への賠償金として支払われました。

2021年6月 呼びかけ人・賛同人の募集
2021年6月、希望のまちの核である福祉施設の運営を担う、社会福祉法人の設
立準備会を発足。募集に応じて、多くの方が呼びかけ人・賛同人として参画して
います。

「怖いまち」
から

「希望のまち」へ



希望のまちの

3つの特徴
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SDGsの実践 地域再生の新モデルみんなで創る

「誰ひとり取り残さない」に本
気で取り組む希望のまちは、
誰もひとりにしない、誰も拒
絶しないまちになります。

助ける立場と助けられる立
場がコロコロと入れ替わり続
ける、そんなまちこそ今必要
です。

希望のまちは、多くの方のご
寄付に支えられて、創られま
す。

設立にご協力いただく方々
のお名前は施設に刻まれ、
誰もひとりにしないこの場所
を「みんな」が必要としたのだ
と示し続けます。

◼ 共同創設者としてのご支援
「希望のまち」にお名前が残る特別な寄付メニューをご用意しています。詳しくはp11をご覧ください。
◼ タイアップ企画の実施
希望のまちの寄付を集めるチャリティイベントや、製品・サービスを通じた「寄付つき商品」など、一緒に希望のまち
を盛り上げるタイアップ企画を募集します。希望のまちロゴのご提供や、情報発信の協力もご相談ください。
◼ 広報支援
公式ポスターの掲示、イベントの告知、SNSを通じた情報発信など、多くの方に希望のまちを知っていただくための
広報・情報発信へのご協力もよろしくお願いいたします。

募集しています

新たに建設する施設は、拠
点です。ここから、市全域を
巻き込んだ新しい共生の形
が生まれ、地域再生のモデ
ルとして全国に希望を発信
する拠点となっていきます。

施設の建設は、希望のまち
の始まりなのです。

1 2 3



希望のまちで

できること
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子どもも家族も
誰でも

希望のまちは誰にでも開
かれた場所です。
子ども食堂や学習支援な
ど、気軽に活用いただけ
るサービスを提供します。
子どもも家族も誰でも、気
軽に立ち寄れる場所、安
心できる居場所を目指し
ます。

地域とつながる
地域をつくる

コミュニティカフェや地域
互助会の運営を通じて、
地域とのつながりつくりを
サポートします。たい、安
心できる居場所を目指し
ます。ボランティアや本棚
オーナー等、より主体的
に地域づくりに関わってい
ただける機会と場所も提
供します。

どんな相談も
聞いてつなげる

「ひとりにしない」それが
希望のまちの相談スタン
スです。困った時、誰に相
談していいかわからない
時「とりあえず希望のまち
に」と言われる場所を目
指します。常設の窓口と、
訪問型の相談の両輪で
地域の「困った」に応えま
す。

災害時には
避難所として

避難所の機能とあわせて
救援物資等の提供ができ
るように支援物資等を貯
蔵します。
地域での防災訓練なども
実施し、この場所が地域
の防災と安全のために
「なくてはならない場所」と
なることを目指します。

必要な時は
福祉の支援も

希望のまちの土台には「救護施設」があります。
様々な生きづらさを抱えた人、困窮状況にある人、孤立している人など。支援を必要として
いる人を幅広く受け入れる救護施設は、希望のまちの象徴であり、新しい地域づくりの要と
なります。
従来、家族が担ってきたような日常のサポートから、専門的な福祉のサポートまで、一環し
て提供することで、困っている人も今はそうでない人も、同じ場所で共に過ごし、交流し、つ
ながっていく。希望のまちは、そんな場所と時間を提供します。



希望のまちの

7つの機能
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総合相談機能

「ひとりにしない」それが希望のまちの相談スタ
ンスです。解決型支援と伴走型支援（つながり
続ける）を両輪として実施します。

よろず相談
「きぼう」（仮名）

生活、子ども、家族、仕
事、障害、住む所、移住
などどんなことでも相談
できる常設の相談窓口。

アウトリーチ型相談
「みらい」（仮称）

「あの人が心配」という
地域の声にも応える、
訪問型の相談窓口。

子ども・家族支援機能

地域が大きな家族となって子どもたちを育てる
仕組みを提供することで、子どもと家族を同時
に支援します。子どもたちは、地域の人々や救
護施設入所者との交流をすることによって自分
の居場所を確認し、救護入所者も自分の出番
を得ることが出来ます。

訪問型学習支援

集合型学習支援

居場所提供と子ども食堂

家族支援 社会参加支援

自立支援付入所施設機能

生きづらさや障害のため日常
生活を営むことが困難な方た
ちが入居できる施設を運営し
ます。

地域共生社会創造機能

地域に暮らす人々が孤独孤立状態にならない
ための支え合いと交流のための事業を実施し
ます。

日常生活支援機能

地域包括ケアの仕組みに民
間サービスを組み合わせた支
援体制を構築し、従来家族が
引き受けてきた日常生活に関
する支援を担います。

障害福祉機能

障害がある方々が社会参加で
きるための事業を実施します。
地域と交流や出会いを重視し
たものとなります。

ボランティア事務局 地域づくりコーディネート

地域互助会

コミュニティカフェ

フードバンク・家財バンク

本棚オーナー

防災機能

災害時の避難場所となります。
同時に救援物資等の提供ができるように支援
物資等の貯蔵をします。事業を実施します。地
域での防災訓練なども実施。救護施設が地域
の避難場所となることで「なくてはならない存
在」として住民から認証されることで差別や偏
見の解消にもつながります。



スケジュール

（予定含）
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準備

12月 第1回希望のまちシンポジウム開催

計画策定

6月 社会福祉法人設立準備会発足

寄付キャンペーン

3月 建設予定地完全取得

4月 寄付キャンペーンキックオフ

6月 第2回希望のまちシンポジウム

9月 北九州市法人審査会へ基本計画の提出・審査

11月 第3回希望のまちシンポジウム

2021

2022

2020

2024
建設開始

1月 建設開始

10月 「希望のまち」まちびらき

2023
社会福祉法人認可

1月 クラウドファンディング

6月 社会福祉法人認可・登記



希望のまちの

拠点の紹介
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▲「希望のまち」建設予定地

設計監理
手塚貴晴・由比

OECD(世界経済協力機構)とUNESCOにより世界で
最も優れた学校に選ばれた「ふじようちえん」を始め
として、子供の為の空間設計を多く手がける。

近年ではUNESCOより世界環境建築賞(Global 
Award for Sustainable Architecture)を受ける。手塚
貴晴が行ったTEDトークの再生回数は2015年の世
界7位を記録。

国内では日本建築学会賞、日本建築家協会賞、
グッドデザイン金賞、子供環境学会賞などを受けて
いる。手塚由比は文部科学省国立教育政策研究所
において幼稚園の設計基準の制定に関わった。

コミュニティデザイン
山崎 亮

studio-L代表。コミュニティデザイナー。社会福祉士。

1973年愛知県生まれ。大阪府立大学大学院および東
京大学大学院修了。博士（工学）。建築・ランドスケー
プ設計事務所を経て、2005年にstudio-Lを設立。地域
の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニ
ティデザインに携わる。まちづくりのワークショップ、住
民参加型の総合計画づくり、市民参加型のパークマネ
ジメントなどに関するプロジェクトが多い。

▲「希望のまち」拠点建設予定地周辺地図
所在地：北九州市小倉北区



費用の内訳
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建築事業費 10億 （予定）

土 地

建 物
設 備

建 物
設 備

土地 1.3億
※ 1億円プロジェクトのご寄付＋抱樸から支出した0.3億で2022年3月に支払い済。
ご協力誠にありがとうございました。

制度事業 7億 （予定）

【内訳】
• 国及び北九州市からの
補助金 3億 （予定）

• 抱樸の資金及び金融機関等より
借入 4億 （予定）

非制度事業 3億 （予定）

済

寄付でご協力

ください



プロジェクト

実施体制
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応援団

有識者会議

◼ 議長：稲月正 （北九州市立大学教授）

◼ メンバー：今後各地域と相談して決定

希望のまち検討シンポジウム

◼ 地域の住民、関係者

希望のまちプロジェクト推進本部

◼ 代表：奥田知志（NPO法人抱樸理事長）

◼ 顧問：村木厚子（元厚生労働省事務次官）

◼ コミュニティデザイン：山崎亮（株式会社studio-L代表）

プロジェクト事務局 （NPO法人抱樸）

建築・運営団体

◼ 建築デザイン：手塚貴晴・由比

（株式会社手塚建築研究所）



企業さま向け

寄付・ご協力の

ご案内

◼ 寄付メニュー
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寄付の種類 金額 主な特典

共同創設者
（10社程度）

1,000万 ■共同創設者として企業名・ロゴ掲載：施設内寄付者銘板、関連資料、
キャンペーンページ（WEB） ■関連イベントでの企業名ご紹介 ■奥

田理事長出張講演 ■まちびらきイベントにご招待 ■活動現場見学
にご招待 ■スポンサーデーにご招待 ■感謝状贈呈

トップスポンサー
（10社程度）

500万 ■トップスポンサーとして企業名・ロゴ掲載：施設内寄付者銘板、関連
資料、キャンペーンページ（WEB） ■関連イベントでの企業名ご紹介
■奥田理事長出張講演 ■まちびらきイベントにご招待 ■活動現場
見学にご招待 ■スポンサーデーにご招待 ■感謝状贈呈

ロイヤルスポンサー
（想定20社）

300万 ■ロイヤルスポンサーとして企業名・ロゴ掲載：施設内寄付者銘板、
関連資料、キャンペーンページ（WEB） ■関連イベントでの企業名ご
紹介 ■奥田理事長出張講演 ■まちびらきイベントにご招待 ■活
動現場見学にご招待 ■スポンサーデーにご招待 ■感謝状贈呈

プレミアムスポンサー
（想定50社）

100万 ■プレミアムスポンサーとして企業名・ロゴ掲載：施設内寄付者銘板、
関連資料、キャンペーンページ（WEB） ■関連イベントでの企業名ご

紹介 ■奥田理事長出張講演 ■まちびらきイベントにご招待 ■活
動現場見学にご招待 ■スポンサーデーにご招待 ■感謝状贈呈

◼ 寄付+αのご協力

• 寄付付き商品によるご支援
貴社の製品・サービスに「社会貢献」という価値を付加し、貴社のお客様に寄付機会を提供い
ただくことで、「気軽に社会貢献したい」という消費者ニーズにも応えることが可能です。

• 製品・サービスのご提供
貴社の製品やサービスのご提供もお受けいたします。

• 広報協力
貴社の企業ネットワークを通じて、広報にご協力いただくことも大きな支援となります。



現在の企業

ご支援者様

◼ 現在の支援者様（50音順、敬称略）
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寄付の種類

共同創設者 株式会社 田園興産

トップスポンサー

ロイヤルスポンサー

プレミアムスポンサー



個人さま向け

寄付・ご協力の

ご案内
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◼ 寄付メニュー

寄付の種類 金額 主な特典

共同創設者
（5名程度）

1,000万 ■共同創設者としてお名前掲載：施設内寄付者銘板、関連資料、
キャンペーンページ（WEB） ■関連イベントでのお名前ご紹介
■奥田理事長出張講演 ■まちびらきイベントにご招待 ■活
動現場見学にご招待 ■パートナーデーにご招待 ■感謝状贈
呈 ■プレゼント：公式名刺、ステッカー

トップパートナー 500万 ■トップパートナーとしてお名前掲載：施設内寄付者銘板、関連
資料、キャンペーンページ（WEB） ■まちびらきイベントにご招
待 ■活動現場見学にご招待 ■パートナーデーにご招待 ■
感謝状郵送 ■プレゼント：公式名刺、ステッカー

スペシャルパートナー 300万 ■スペシャルパートナーとしてお名前掲載：施設内寄付者銘板、
関連資料、キャンペーンページ（WEB） ■まちびらきイベントに
ご招待 ■パートナーデーにご招待 ■感謝状郵送 ■プレゼ
ント：公式名刺、ステッカー

パートナー 100万 ■パートナーとしてお名前掲載：施設内寄付者銘板、関連資料、
キャンペーンページ（WEB） ■まちびらきイベントにご招待 ■
パートナーデーにご招待 ■感謝状郵送 ■プレゼント：公式名
刺、ステッカー

50万 ■パートナーとしてお名前掲載：関連資料、キャンペーンページ
（WEB） ■まちびらきイベントにご招待 ■パートナーデーにご
招待 ■感謝状郵送 ■プレゼント：公式名刺、ステッカー

10万 ■パートナーとしてお名前掲載：関連資料、キャンペーンページ
（WEB） ■感謝状郵送 ■プレゼント：公式名刺、ステッカー

※お名前の掲載・ご紹介はご希望に応じます。 ※上記以外の金額のご寄付も受け付けています。

◼ 寄付+αのご協力

• イベント企画：希望のまちプロジェクトを盛り上げるイベントの企画を募集しています。
• ポスター掲示、広報協力：公式ポスター掲示場所のご提供や、SNS等を使って広報にご協力いただくことも、

大きな支援となります。



現在の個人

ご支援者様

◼ 現在の支援者様（50音順、敬称略）
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寄付の種類

共同創設者
（想定5名）

トップパートナー

スペシャルパートナー

パートナー



応援団

参加のお願い

希望のまちプロジェクトの応援団にご参加ください。

◼ 応援団の皆さまにお願いしたいこと

（例）

• キャンペーンページ（WEB）等でのお名前・お写真の掲載許可

• 希望のまちへの応援メッセージのご提供

• 希望のまちプロジェクトの関連イベントへのご登壇

• 希望のまちプロジェクトに関する情報発信へのご協力

• 希望のまちを紹介できるイベント等のご紹介

• 希望のまちを応援してくださる人や企業のご紹介

17



応援団紹介

◼メンバー
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• アサダワタル （文化活動家）
• 一条真也 （本名佐久間庸和 作家 株式会社サンレー代表取締役社長）
• 加藤秀樹 （構想日本代表）
• 垣迫裕俊 （北九州市社会福祉協議会会長）
• 金高雅仁 （元警察庁長官・日本警察協会会長）
• 神津里季生 （連合会長）
• 坂上香 （ドキュメンタリー映画監督）
• 清水康之 （NPO法人ライフリンク代表）
• せやろがいおじさん （芸人）
• 高橋美佐子 （朝日新聞記者）
• 田口ランディ （作家）
• 手塚貴晴・由比 （建築家）
• 杉山春 （ルポライター）
• 中川五郎 （歌手・作家）
• 西山太吉 （元毎日新聞記者）
• 林眞琴 （検事総長）
• 平野健二 （株式会社サンキュードラッグ代表取締役 兼 CEO）
• 平野啓一郎 （作家）
• 藤田早苗 （エセックス大学ヒューマンライツ・センターフェロー）
• 松原照明（シーエススチール株式会社代表）
• 三宅民夫 （アナウンサー）
• 三好修 （三好不動産社長）
• 茂木健一郎 （脳科学者）
• 若松英輔 （評論家・詩人）

※順不同 （2022.2月現在）



寄付・応援団参加

の手続きについて

ご寄付の方法

◼ 銀行振込

別添の「寄付申出書」に必要事項をご記入のうえ、NPO法人抱樸までご提出ください。
その後、最寄りの金融期間等からお振込みください。

◼ クレジットカード ：現在準備中です。2022年4月からご利用いただけます。

◼ クラウドファンディング ：現在準備中です。

◼ ふるさと納税 ：現在準備中です。

応援団参加の方法

別添の「応援団参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、NPO法人抱樸までご提出ください。
お写真のご提供等について、事務局から個別にご連絡させていただきます。

19

【振り込み先】

ゆうちょ銀行

振替口座 01780-8-64142

特定非営利活動法人 抱樸

トクヒ）ホウボク

【寄付申出書・応援団参加申込書のご提出先】

認定NPO法人抱樸 （ほうぼく）

〒805-0015 北九州市八幡東区荒生田２-１-３２

✉ npo@houboku.net
※メールでも受付けております

寄付控除制度のご案内

◼ 企業の場合
法人が認定NPO法人に寄附をした場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金
の損金算入限度額が設けられています。
そのため、寄附金の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わ
せて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
◼ 個人の場合
所得税（国税）の計算において、寄附金控除（所得控除）または寄附金の特別税額控除（税額控除）のいずれかを選択し
て確定申告を行うことにより、所得税の還付を受けることができます。



NPO法人抱樸

のご紹介
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27の事業

政策提言 まちづくり

生きることに意味がある
「生きる意味のないいのち」が公然と語られる時代。抱樸は
これと闘い、「生きることに意味がある」と言い切ります。これ
こそが、私たちが最も大切にしている普遍的価値だからです。
家族にすべてを押し付けない
「家族」の役割を社会が分業できるか。これが抱樸のテーマ
でした。出会いから看取りまで、それが抱樸の目指す家族
機能の社会化です。
断らない
NPO法人抱樸は、ひとりとの出会いから創造的に事業を興
し、必要に応じて連携の仕組みを創ってきました。そして今、
社会福祉法人を設立する準備をしています。制度を基盤と
する社会福祉法人と、「広く、自由」なNPO法人との連携によ
り「断らない」という在り方を一緒に実現します。
生産とは
抱樸は、「生産」を「自己実現」と捉えます。誰にも与えられて
いる「かけがえのない自己」を実現するために、抱樸の事業
は存在しています。抱樸は、自己実現のために社会的孤立
と闘い、出会いと伴走を担います。

「ほうぼく」では、制度にひとを合わせるのではなく、
そのひとに必要な支援を考えサポートした結果、27
事業まで増えました。
そして、そこで得られた知見や経験を、抱樸内でとど
めるのではなく社会全体の仕組として定着できるよう
に取組んでいます。

・こども・家族marugoto支援事業

・障がい福祉事業

・ホームレス自立支援センター事業

・居住支援事業

・ボランティア事業

・自立生活サポートセンター事業

・就労準備支援事業

・互助会事業 etc.

・更生保護事業

・高齢福祉事業

社会化・仕組み化



抱樸の

関係人数

21



抱樸の

発信力
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23

社会福祉法人抱樸



なぜ

社会福祉法人か

24

私たちにとってNPOの活動は「自由」ということでした。制度の枠から始まるのではなく、「その人」と

の出会いから必要な支援を創ってきました。。対象者を限定しないことが特徴でした。これが「断らな

い」という共生社会を体現したと思います。

しかし、同時に制度外の事業が多く常に財政面では緊迫していました。「専門性」に関しても多くの課

題が見えてきました。そこで、NPO法人を継続する一方でより高度なケアを実現するために「社会福

祉法人抱樸」の設立を目指します。NPOと社福が重なることで一層「断らない」が徹底できると思いま

す。



社会福祉法人

「抱樸」が

やりたいこと
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社会福祉法人になることで社会福祉法の第一種事業が可能になります。第一種事業は、経営の安

定が求められ、行政か社会福祉法人に限られた事業です。私達は、第一種事業である「救護施設

（措置施設：自治体責任による福祉サービス）」の開設を目指します。現在の福祉は「措置から契約

へ」という流れにあります。しかし一方で、自分だけでは「契約」できない方もいます。

「契約しなかった（助けてと言わなかった）あなたが悪い」ということではいけません。「契約」を基盤に

するには、「最後は（契約ができなくても）、公が責任を担う」ことが必要です。救護施設は、「身体や

精神の障害や、何らかの課題（生きづらさ）を抱えていて、日常生活を営むことが困難な方たちが利

用している福祉施設です。（中略）支援を必要としている方を幅広く受け入れる救護施設は、命と生

活そのものを支える存在」（全国救護施設協議会HPより）です。この介護や障がいで区別されない

「幅広さ」は、抱樸が実施してきた活動に近く、支援体制の充実が図れます。私達は、NPO法人と新

しい社会福祉法人との連携で「共生型の救護施設」開設を目指します。制度と制度外の事業を組み

合わせた活動にします。



代表呼びかけ人

呼びかけ人

のご紹介
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◼ 代表呼びかけ人のお名前・団体名

株式会社サンレー
公益財団法人芳賀文化財団
石本龍成
板倉峰子
大熊由紀子
北岡賢剛
平野啓一郎
村木太郎
村木厚子
奥田知志

◼ 呼びかけ人のお名前・団体名

一般社団法人あおい福祉AI研究所・公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会・一般社団法人鹿

児島県労働者福祉協議会・グリーンコープかごしま生協・グリーンコープ生活協同組合（長崎）・グ
リーンコープ生活協同組合おおいた・グリーンコープ生活協同組合おおさか・グリーンコープ生活協
同組合くまもと・グリーンコープ生活協同組合さが・グリーンコープ生活協同組合ひろしま・グリーン
コープ生協ふくおか・グリーンコープやまぐち生活協同組合・一般社団法人高知県労働者福祉協議
会・照圓寺・社会福祉法人生活クラブ・公益財団法人鉄道弘済会・株式会社不動産中央情報セン
ター・株式会社プラスアド・山口裕税理士事務所・労働者福祉中央協議会・穴井堅能・石橋誠一・大
野重雄・大野素子・片山正之・工藤一成・國武優子・紺谷早苗・柴本孝夫・瀬戸克範・高橋厚至郎・
田島良昭・平澤勉・細川礼三・又村あおい・松永奉義・村上さとこ・森松長生・山﨑秀一・山田雄次・
和田香織・渡邉芳樹

お名前公開の許可を頂いた方のみ掲載しております（50音順、敬称略）
※2021年8月25日現在



お問合せ先

認定NPO法人抱樸 （ほうぼく）

〒805-0015 北九州市八幡東区荒生田2-1-32

☎ 093-653-0779
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