
 

 

 

 

 

 

 

 
 

8．関東各県にある主な NPO 中間支援組織の紹介 

 

            

※次ページから掲載の NPO 中間支援組織は関東ブロック 1 都 9 県内（茨城、栃木、 

群馬、埼玉、千葉、神奈川、東京、新潟、山梨、静岡）に拠点を置いています。 

※各拠点の機能は様々ですが、会議室の貸し出しや備品のレンタル、ボランティアや NPO の情報収集

や相談等に対応しています。 

※掲載情報は 2017 年 6 月現在の情報を基に作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自分の家の近くでボランティア 
の相談ができたり、NPO 情報が 
もらえるところはないのかな？ 

もちろん、あなたの
お住まいの地域に

もありますよ。 
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施設名称 茨城 NPO センター・コモンズ 設立 1998 年 

運営団体 (認定特活)茨城 NPO センター・コモンズ 

住所 〒310-0022 茨城県水戸市梅香 2-1-39 
茨城県労働福祉会館 2 階 

電話番号 029-300-4321 FAX 029-300-4320 

利用時間 平日 9:00～17:00 

休館日 土日祝日は基本的に休み。※休日に御用の方は事前にご連絡下さい。 

施設概要 コモンズが相談対応する場所はありますが、個人、団体が自由に利用する施設・スペースはありませ

ん。いらっしゃる際にはご一報いただけると助かります。 

URL http://www.npocommons.org/  

e-mail info@npocommons.org  

一言メッセージ 環境ボランティアなど様々な市民活動に関心がある方のご相談に対応します。団体やイベントなどの情

報提供、ボランティア、インターン希望者と団体をマッチングしたり、ご自分で団体を設立したい方のご相

談にも対応します。 

 

施設名称 とちぎボランティア NPO センターぽ・ぽ・ら 設立 2003 年 

運営団体 とちぎ協働デザインリーグ 

住所 〒320-0032 栃木県宇都宮市昭和 2-2-7 

電話番号 028-623-3455  FAX 028-623-3465 

利用時間 9:30～18：00（土曜・日曜は 17 時まで） 

休館日 月曜日、祝日、年末年始 ※臨時休館あり 

施設概要 研修室、多目的ルーム、打合せ室、作業室、交流広場、パソコンコーナー、展示コーナー、 

図書資料コーナー、貸ロッカー、メールボックス 

URL https://tochigi-vnpo.net/  

e-mail popola@tochigi-vnpo.net  

一言メッセージ 一般の方、ボランティア、NPO、企業、行政、様々な主体をつなぐ拠点として、とちぎの元気に貢献して

います！ 皆さんからの相談をお待ちしています！ 

 

施設名称 宇都宮市まちづくりセンター「まちぴあ」 設立 2012 年 

運営団体 (特活)宇都宮まちづくり市民工房 

住所 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉５丁目９－７ 

電話番号 028-661-2778 FAX 028-689-2731 

利用時間 9:00～21:30（日曜・祝日は１７時まで） 

休館日 年末年始 （12 月 29 日～翌年 1 月 3 日）臨時休館 （施設点検等） 

施設概要 まちづくり活動を行う方を対象に，ミーティングルームや研修室，コピー機・印刷機などをご用意していま

す。また，市民活動団体向けにロッカー・メールボックスの貸出しや事務スペースとして利用できる貸し

オフィスのサービスも行っています。 

URL http://www.u-machipia.org/  

e-mail info@u-machipia.org  

一言メッセージ 宇都宮市の地域に根ざしたセンターです。NPO・地域・企業など宇都宮のまちづくりに関わる人、関わり

たい人の“接着剤”になる「まちぴあ」です。 

 

■栃木県 

■茨城県 

■栃木県 
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施設名称 NPO・ボランティアサロンぐんま 設立 1999 年 

運営団体 群馬 NPO 協議会 

住所 〒371-8570 群馬県前橋市大手町 1-1-1 県庁昭和庁舎 1 階 

電話番号 027-243-5118 FAX 027-210-6217 

利用時間 10:00～20:00 （月～土） 

休館日 年末年始、施設点検日 

施設概要 交流コーナー、インターネット・PC コーナー、作業スペース 

URL http://nposalon.kazelog.jp    http://www.npo.pref.gunma.jp/   

e-mail gunma-nposalon1@kl.wind.ne.jp  

一言メッセージ NPO 法人会計基準、認定 NPO 法人制度改革、NPO 法改正など NPO をとりまく環境が変化していま

す。スタッフスキルアップ講座等で、変化に対応した支援を目指します。 

 

 

施設名称 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 設立 2000 年  

運営団体 （認定特活）ちば市民活動・市民事業サポートクラブ  

住所 〒261-0011  千葉県千葉市美浜区真砂 5 丁目 21-12  

電話番号 043-303-1688 FAX 043-303-1689 

利用時間 平日 9:00～18:00 

休館日 土日祝日 ※土日はイベント等の実施を行っていることが多い。 

施設概要 

（主な事業） 

相談対応（電話・出張相談）、講座開催、情報発信支援、東日本大震災広域避難者支援事業、多世
代交流拠点「おおなみ こなみ」運営事業、四街道市みんなで地域づくりセンター受託運営 
※個人、団体が利用する施設・スペースとして「おおなみ こなみ」（千葉市花見川区）を運営 

URL http://www.npoclub.com  

e-mail npo-club@par.odn.ne.jp  

一言メッセージ 地域の「困りごとを自分たちで解決したい」「魅力を活かしたい」…ボランティア活動、NPO の立ち上げな

どのご相談や企業の社会貢献活動に関してのご相談、様々なご相談に対応します。 

施設名称 埼玉県地球温暖化防止活動推進センター 設立 2005 年 

運営団体 （認定特活）環境ネットワーク埼玉 

住所 〒330-0074 

埼玉県さいたま市浦和区北浦和 5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎 3 階 

電話番号 048-749-1217 FAX 048-749-1218 

利用時間 平日 9:00～17:00 

休館日 土曜、日曜、祝日 

施設概要 環境保全に係るチラシ・パンフレットの提供、温暖化防止啓発用の展示パネルや DVD、機材等の貸出、

環境保全に係る相談対応、他 

URL http://www.kannet-sai.org/ 

e-mail info@kannet-sai.org  

一言メッセージ 行政や事業者、一般の方どなたでもご活用いただけます。特に、貸出ツールはイベントの際に良くご利

用いただいています。環境団体とのネットワークがあるので、これから環境の活動やボランティアを始め

たいという方へ団体を紹介いたします。お立ち寄りの際は、事前にご連絡をいただけるとスムーズです。 

■千葉県 

■群馬県 

■埼玉県 
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施設名称 NPO 支援センターちば 設立 2002 年 

運営団体 特定非営利活動法人 NPO 支援センターちば 

住所 〒277-0871 千葉県柏市若柴 227-6 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ 147 街区 
コモン A 棟 

電話番号 04-7135-8101 FAX 04-7135-8102 

利用時間 原則として 9:30～21:00 

休館日 年末年始  休日については応相談 

施設概要 作業や打合せ、セミナー等で使える多目的室（２室）、飲食可 

貸出備品：ノート PC、プリンター、プロジェクター、スクリーン、無線 LAN。ミニキッチン 

URL http://www.npo-scc.org/  

e-mail mail@npo-scc.org  

一言メッセージ 市民活動やコミュニティビジネスを応援する中間支援 NPO で、柏の葉キャンパスを現場とするまちづくり

サポート事業を展開しています。事務所のある「コレクティブハウス」は、様々な活動やコラボレーション

が生まれ育っていく地域の交流拠点になっています。 

 

 

施設名称 東京ボランティア・市民活動センター 設立 1981 年 

運営団体 (社福)東京都社会福祉協議会  

住所 〒162-0823  
東京都新宿区神楽河岸（かぐらがし）1-1 セントラルプラザ 10 階 

電話番号 03-3235-1171   FAX 03-3235-0050 

利用時間 火曜～土曜 9:00～21:00 日曜 9:00～17:00   

休館日 月曜・祝日、年末年始 

施設概要 会議室、オープンスペース、印刷機や各種器材の貸し出し、メールボックス 

URL http://www.tvac.or.jp/  

e-mail center@tvac.or.jp  

一言メッセージ 一人ひとりの想いがパワーとなる市民社会を目指します。ボランティアを始めたい人、ボランティアグル

ープやＮＰＯ法人を立ち上げたい人、市民活動と繋がりたい人など誰でもお気軽にご利用下さい。 

 

施設名称 市民国際プラザ 設立  1999 年 

運営団体 （一財）自治体国際化協会（CLAIR）/ 

（特活）国際協力 NGO センター（JANIC） 

住所 〒102-0083  東京都千代田区麹町 1-7 相互半蔵門ビル 1F 

電話番号 03-5213-1734 FAX 03-5213-1740 

利用時間 平日 9:30～17:30 

休館日 土日祝日 年末年始、※その他、臨時休館日あり 

施設概要 会議スペース・展示スペースの貸出、連携相談対応、 

国際協力・多文化共生に関するライブラリーコーナー 

URL http://www.plaza-clair.jp/  

e-mail international_cooperation@plaza-clair.jp  

一言メッセージ 自治体や国際交流協会と NGO/NPO が行う連携事業に関する相談を受付けています。 

国際協力・多文化共生に関するイベント情報なども提供していますので、ぜひご利用ください。 

■東京都 

■東京都 

■千葉県 
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施設名称 （エコギャラリー新宿） 新宿区立 
区民ギャラリー/環境学習情報センター 

設立 平成 16 年 

運営団体 NPO 法人 新宿環境活動ネット 

住所 〒160–0023 新宿区西新宿 2-11-4 新宿中央公園内 

電話番号 03-3348-6277 FAX 03-3344-4434 

利用時間 区民ギャラリー10：00-18：00 環境学習情報センター10：00-21：00 

休館日 毎月第 4 月曜日（祝日の場合は、その翌日）、年末年始 12/29～1/3 

施設概要 新宿中央公園の中にあるエコギャラリー新宿は、1 階が区民ギャラリーで区民の皆様方の文化活動の
発表の場。2 階は、新宿区立環境学習情報センターとして平成 16 年に開設された。1 階と 2 階を合
わせて指定管理者制度が採用され、プロポーザルを経て NPO 法人新宿環境活動ネットが運営管理を
している。区民、事業者、団体、学校、行政等の協働と連携で運営を行っているのが特徴である。 

URL http://www.shinjuku-ecocenter.jp/  

e-mail info@shinjuku-ecocenter.jp  

一言メッセージ 大江戸線都庁前駅から徒歩 5 分、都庁のおひざ元 新宿中央公園の中の山吹色の建物がエコギャラ
リー新宿です。「文化の薫り高き環境都市新宿の実現」をめざし、区民の皆様と一緒に活動しています。
2 階の情報コーナーは、空いていれば予約なしで誰でも使用できます。少人数の打ち合わせなどにぜひ
ご活用ください。 

 

施設名称 かながわ県民活動サポートセンター 設立 1996 年 

住所 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 
         かながわ県民センター内 

電話番号 045-312-1121（代） FAX 045-312-4810 

利用時間 9:00～22:00 

休館日 年末年始、施設点検日 

施設概要 打ち合せ・交流スペース、ミーティングルーム、ロッカー・レターケース 
情報コーナー(書籍等)、ワーキングコーナー(印刷機、裁断機、紙折り機等)、ボランタリー活動相談窓口 

かながわコミュニティカレッジ（活動人材を育成する講座） 

URL http://www.pref.kanagawa.jp/div/0051/   http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100303/ (かながわコミュニテ

ィカレッジ)  https://www.facebook.com/npokyodo.kanagawa?ref=profile (かにゃお facebook) 

e-mail 上記ＵＲＬからフォームメール 

一言メッセージ ＮＰＯ・ボランティアの“もっと”を応援します。 

 

施設名称 藤沢市市民活動推進センター 設立 2001 年 

運営団体 認定 NPO 法人 藤沢市民活動推進機構 

住所 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 1031 小島ビル 2F  

電話番号 0466-54-4510 FAX 0466-54-4516 

利用時間 9:00～22:00 

休館日 毎週火曜日（祝日の場合は、その翌日）・年末年始 

施設概要 推進センター 3 つのサポート 
[インフラストラクチャー]市民団体向けに場所や設備を提供（・会議室/フリースペース・印刷機 ・PC/無線 LAN） 
[コンサルティング] 研修講座・交流会・イベント・相談会等の開催（・NPO マネジメント講座・IT サポート講座 ・アドバイザ
ー相談） 
[インターミディアリー]市民活動団体の情報や NPO 関連情報などの収集・発信/マッチング（・WEB site 「NPO café」・
NPO 交流サロン・ボランティア情報誌「VOLUNTEERS」） 

URL http://npocafe.f-npon.jp/ 

e-mail f-npoc@shonanfujisawa.com 

一言メッセージ 市民活動を推進する拠点として、市民活動の自立化を支援することを目的に、藤沢市が設置した施設で
す。 
チョットだけ心が動いたときに。チョットだけ元気が欲しいときに。チョットだけ翔び立つ勇気がでたときに。 

■神奈川県 

■東京都 

■神奈川県 
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施設名称 新潟県 NPO・地域づくり支援センター 設立 2006 年4 月 

運営団体 （特活）新潟 NPO 協会、（特活）まちづくり学校 

住所 〒950-0994 新潟市中央区上所2-2-2 新潟県ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ 1F 

電話番号 025-283-8686   FAX 025-281-0014 

利用時間 9:00～18:00   

休館日 年末年始、日・祝日  

施設概要 
(主な事業) 

 NPO 等の設立・運営相談、助成金・イベント情報等の発信、講師・ファシリテーターの派遣、研修会・ワ
ークショップの企画・運営、図書貸出サービス ※個人、団体が利用するためのスペース・設備なし 

URL 【にいがたＮＰＯ情報ネット】http://www.nponiigata.jp/ 

【新潟ＮＰＯ協会】http://nan-web.jimdo.com/ 【まちづくり学校】http://www.machikou.com/ 

e-mail info@nponiigata.jp 

一言メッセージ 新潟県全域で NPO 支援を行う「新潟 NPO 協会」と、地域づくり支援を行う「まちづくり学校」が協働で運

営。相談業務だけでなく、毎年、旬な地域づくりのテーマによる巡回講座や 10 年以上継続している「地

域づくりコーディネーター養成講座」等を実施しています。 

 

施設名称 ながおか市民協働センター 設立 2012 年 

運営団体 （特活）市民協働ネットワーク長岡 

住所 〒940-0062 長岡市大手通 1-4-10 アオーレ長岡西棟 3 階 

電話番号 0258-39-2020 FAX 0258-39-2900 

利用時間 8:00～22:00  コーディネータ相談窓口 9:00～18:00 （平日） 

休館日 12 月 29 日～1 月 3 日 

施設概要 打合せ・作業スペース、印刷機、会議室がご利用いただけます（非営利団体のみ）。その他に、ポスタ
ーやチラシの設置や、市民団体が主催するチケットを購入することが出来ます。 

URL http://nkyod.org/     検索 コライト 

e-mail kyodo-c@ao-re.jp  

一言メッセージ 情報発信やネットワークづくりなど市民の前向きな想いをカタチにする市民活動支援を幅広く行っていま

す。助成金やボランティア情報、活動の参考になる図書コーナーなど多彩な情報をご用意してお待ちし

ております。ホームページもぜひご覧ください。 

 

施設名称 山梨県ボランティア・ＮＰＯセンター 設立 1977 年 1 月 

運営団体 （社福）山梨県社会福祉協議会 

住所 〒 400-0031 甲府市丸の内１-６-1 防災新館１階 

電話番号 055-224-2941   FAX 055-232-4087 

利用時間 火曜日～金曜日 9：00～21：00、土曜日・日曜日 9：00～17：00 

休館日 毎週月曜日、祝日・月曜日が祝日の場合は翌日振休、年末年始 

施設概要 打合せ・作業スペース、印刷機、ボランティア情報掲示板 

 

URL https://www.yamanashi-nponet.jp/ 

e-mail vol01@yva.jp  

一言メッセージ ボランティア・ＮＰＯ活動のご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

■新潟県 

■新潟県 

■山梨県 
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施設名称 静岡市清水市民活動センター 設立 2006 年 

運営団体 （特活）NPO サポート・しみず 

住所 〒424-0943 静岡市清水区港町 2-1-1 

電話番号 054-340-1010 FAX 054-351-5530 

利用時間 9:00～21:30 （日・祝日は 18:00 まで） 

休館日 年末年始、毎月第 1・3 水曜日 

施設概要 オープンスペース、会議室、情報コーナー、貸ロッカー、貸事務ブース、 

URL http://shimizu-s-center.org/  

e-mail mail@shimizu-s-center.org  

一言メッセージ ＮＰＯに関する相談、お問い合わせ、情報の収集や提供を行っています。会議室や利用者が自由に使
えるオープンスペースもあります。これから市民活動を始めたい、とお考えの方も大歓迎です。ぜひご来
館下さい。 
 

 

施設名称 ふじのくにＮＰＯ活動センター 設立 2010 年 4 月 

運営団体 公益財団法人 ふじのくに未来財団 

住所 〒422-8067  
静岡県静岡市駿河区南町 14 番 1 号 水の森ビル 2 階 

電話番号 054-260-7601  FAX 054-260-7603 

利用時間 10:00～19:00（月曜～金曜） 10:00～17:00（土曜・祝日） 

休館日 年末年始、土・日曜日、祝日 

施設概要 ＮＰＯ相談コーナー、情報提供コーナー、ＮＰＯ法人開示書類閲覧コーナー等 

URL https://www.npo-fujinokuni.jp/ふじのくに NPO 活動センター/ 

e-mail fnc@shizuokafund.org  

一言メッセージ ＮＰＯの方だけではなく、社会貢献活動をこれからはじめたい市民や企業の方にもご利用いただけます。

ご相談は事前にお電話で日程を確認いただきご来館ください！ 

 

施設名称 ふじのくに西部ＮＰＯ活動センター 設立 2013 年 

運営団体 特定非営利活動法人魅惑的倶楽部 

住所 〒430-0929 静岡県浜松市中区中央１丁目１２−１ 
静岡県浜松総合庁舎１階 

電話番号 053-458-7115 FAX 053-458-7026 

利用時間 10:00～19:00（月曜～金曜） 10:00～17:00（土曜・祝日） 

休館日 年末年始、土・日曜日、祝日 

施設概要 NPO相談、企業の社会貢献活動支援、管内市町の市民活動所轄課、市民活動支援施設や中間支援
団体との連携支援、情報提供コーナー等 

URL http://www.npo-fujinokuni.jp/ふじのくに西部 NPO 活動センター/  

https://www.facebook.com/FNCWEST   

e-mail fnc-west@shizuoka.tnc.ne.jp  

一言メッセージ NPOに関する相談や企業の社会貢献活動（CSR）相談等お気軽にお問い合わせ下さい。事前に日程の

確認をして頂けるとスムーズです。 
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施設名称 ふじのくに東部ＮＰＯ活動センター 設立 平成 25 年 

運営団体 特定非営利活動法人東海道・吉原宿 

住所 〒410-0801 沼津市大手町１丁目１－３ 沼津商連会館ビル３階 

電話番号 055-951-8500 FAX 055‐952‐1433 

利用時間 10:00～19:00（月曜～金曜） 10:00～17:00（土曜・祝日） 

休館日 年末年始、土・日曜日、祝日 

施設概要 NPO 相談、情報提供コーナー等 

URL http://www.npo-fujinokuni.jp/ふじのくに東部 NPO 活動センター/  

https://www.facebook.com/fnc.numazu  

e-mail manager@fnc-numazu.net  

一言メッセー

ジ 

静岡県内のＮＰＯ団体がよりよい活動ができるように、さまざまな情報提供や各種相談業務、静岡県東
部における中間支援をする専門的な人材の育成、静岡県をはじめとした行政機関や民間企業との協
働促進などを支援する施設です。 
JR 沼津駅南口すぐ商連会館ビル 3F が FNC です。沼津にお出かけの際はぜひお立ち寄りください！ 

 

施設名称 静岡県地球温暖化防止活動推進センター 設立 2003 年 

運営団体 特定非営利活動法人アースライフネットワーク 

住所 〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町 12-5 丸伸ビル 2F  

電話番号 054-271-8806 FAX 054-254-7052 

利用時間 営業時間：平日 9：00～18：00 

休館日 土日・祝日 

施設概要 施設として開放、ミーティングスペースの貸出し等はしておりません。 

温暖化防止や環境活動・イベントなどに係る団体様等へのイベントツール貸出しなどを行っています。 

URL http://www.sccca.net  

e-mail info@sccca.net  

一言メッセージ 当法人は、県内の温暖化防止活動をサポートすべく、県知事より「静岡県地球温暖化防止活動推進セ
ンター」に指定されています（2004～）。環境イベントツールの貸出しや、一般・団体・企業・学校などの
エコ活動、環境教育、省エネ・再可エネについての普及啓発等の相談にも対応！ご相談はお気軽に♪
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アイサーチ・ジャパン 教育 33

iPledge 3R 31

アサザ基金 生物 教育 16

A SEED JAPAN 温暖化 教育 震災 ﾌﾟﾛﾎﾞﾉ 全般 40

アースウォッチ・ジャパン 生物 全般 16

荒川クリーンエイド・フォーラム 3R 教育 31

エコ・リーグ 温暖化 3R 教育 全般 41

NPO birth 生物 教育 19

NPOコミュニケーション支援(a-con) ﾌﾟﾛﾎﾞﾉ 39

エバーラスティング・ネイチャー 生物 17

FoE Japan 生物 温暖化 震災 国際 全般 41

開発教育協会/DEAR 教育 34

風土―Kazetsuchi― 生物 温暖化 3R 教育 34

ガリレオスクール 教育 35

環境エネルギー政策研究所 温暖化 30

共存の森ネットワーク 生物 教育 ﾌﾟﾛﾎﾞﾉ 全般 27

グラウンドワーク三島 生物 3R 教育 全般 20

国際自然大学校 教育 35

国土緑化推進機構 生物 温暖化 教育 震災 20

サービスグラント ﾌﾟﾛﾎﾞﾉ 40

埼玉県自然学習センター　北本自然観察公園 生物 教育 17

宍塚の自然と歴史の会 生物 教育 36

しずおか環境教育研究会(エコエデュ) 教育 36

自然環境復元協会 生物 教育 ﾌﾟﾛﾎﾞﾉ 全般 21

渋谷Flowerプロジェクト(シブハナ) 生物 3R 教育 全般 21

JUON(樹恩)NETWORK 生物 温暖化 教育 震災 全般 27

樹木・環境ネットワーク協会 生物 教育 全般 22

団体索引 【五十音順】
（活動ジャンル早見表）

あ行

か行

さ行
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棚田ネットワーク 生物 全般 28

ダンザニア・ポレポレクラブ 生物 温暖化 教育 国際 38

地球と未来の環境基金 生物 教育 全般 22

地球緑化センター 生物 温暖化 教育 国際 全般 23

千葉自然学校 教育 全般 37

チャウス自然体験学校(NPO法人チャウス） 教育 全般 37

つくば環境フォーラム 生物 教育 全般 23

東京港グリーンボランティア 生物 教育 19

トチギ環境未来基地 生物 温暖化 教育 震災 全般 24

トトロのふるさと基金 生物 温暖化 全般 24

NICE日本国際ワークキャンプセンター 国際 38

新田環境みらいの会 生物 28

日本エコツーリズムセンター 生物 教育 全般 29

日本自然保護協会(NACS-J) 生物 教育 18

日本生態系協会 生物 教育 国際 全般 18

ひずるしい鎮玉 生物 教育 25

富士山クラブ 生物 3R 32

ブリッジ エーシア ジャパン 3R 教育 国際 39

BLUE BIRD 生物 教育 32

ホールアース研究所 生物 温暖化 全般 25

村おこしNPO法人 ECOFF 生物 教育 29

森のライフスタイル研究所 生物 温暖化 教育 震災 30

野外教育学修センター　魚沼伝習館 教育 33

ユギ里山保全チーム 生物 全般 26

よこはま里山研究所（NORA） 生物 温暖化 教育 全般 26

ま行

や行

た行

な行

は行
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