
住所 〒320-0032 宇都宮市昭和2-2-7

電話番号 028-623-3455

ＦＡＸ番号 028-623-3465

メールアドレス popola@tochigi-vnpo.net

受付時間 火～土曜日　9：00～17：00

休業日 日曜・月曜・祝日・年末年始・臨時（施設点検等）

登録者数
・施設利用登録団体 ：417団体（令和４年４月１日現在）
・データベース登録：591団体（令和４年４月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

・社会貢献を目的とした活動を行っていること
・宗教、政治、営利を目的としないこと
・営利企業であっても社会貢献を目的とする活動は登録可能

住所 〒320－0002　宇都宮市瓦谷町1070（栃木県総合教育センター内）

電話番号 028-665-7207

ＦＡＸ番号 028-665-7219

メールアドレス skc-syougai@pref.tochigi.lg.jp

受付時間 10:00～17:00

休業日 第1・3日曜日、国民の祝日、年末年始（12月28日～1月4日）、臨時休所日

登録者数
・ボランティア（団体）　264団体（令和４年４月１日現在）
・ボランティア（個人）　469名　 （令和４年４月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

・住所は県内に限らないが、活動場所は県内であること
・団体は、２名以上で継続的な活動をしていること
・ボランティア保険は、各自必要に応じて加入のこと

栃木県生涯学習ボランティアセンター

とちぎボランティアNPOセンター「ぽ・ぽ・ら」
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住所 〒321-0954　宇都宮市元今泉5-9-7

電話番号 028-661-2778

ＦＡＸ番号 028-689-2731

メールアドレス info@u-machipia.org

受付時間 平日 9:00～21:30　　日・祝日 9：00～17：00

休業日 年末年始（12月29日～１月３日、年２回：保守点検等のための臨時休館あり）

登録者数 登録団体数　142団体（令和４年４月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

・市内で活動実績があるか、市外の団体であっても、宇都宮市内で活動の意思がある団
体であること
・５名以上で組織された団体で、団体登録シート、会則を提出すること
・営利を目的とせず、公益的な活動を行う団体であれば、市民活動団体に限らず、事業
者、地縁組織での登録も可能。会則や事業計画を提出のこと
・代表者が18歳以上であること
・団体構成員が５名以上であること
・任意で、活動年度における活動報告書の提出を求めていること

住所 〒326-0052 足利市相生町1-1

電話番号 0284-44-7311

ＦＡＸ番号 0284-44-7312

メールアドレス info@shimin-act.jp

受付時間 10:00～19:00

休業日 土曜日・日曜日・第３月曜日・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）

登録者数
ボランティア（団体）：99団体（令和４年6月1日現在）
ボランティア（個人）：18名   （令和４年6月1日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

次の活動を行う団体又は個人は、登録できない
①営利を目的とする活動
②宗教活動や政治活動を主たる目的とする活動
③特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対すること
を目的とする活動
④暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体等の活動

宇都宮市まちづくりセンター「まちぴあ」

足利市民活動センター
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団体名 とちぎ市民活動推進センター「くらら」

住所 〒328-0016　栃木市入舟町6-8　キョクトウとちぎ蔵の街楽習館1階

電話番号 0282-20-7131

ＦＡＸ番号 0282-20-7132

メールアドレス kurara-tochigi@cc9.ne.jp

受付時間 10：00～21：00（日・祝 10：00～17：00）

休業日 水曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

登録者数 272件（令和４年４月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

市民活動を行っている個人・団体

団体名 佐野市市民活動センター「ここねっと」

住所 〒327-0003　佐野市大橋町3211-5

電話番号 0283-20-5166

ＦＡＸ番号 同上

メールアドレス sanosc@sctv.jp

受付時間 9:00～21:00（但し日曜日、祝日は18:00まで）

休業日 毎週月曜日　年末年始（12月29日～１月３日）

登録者数
団体　115団体（令和４年６月１日現在）
個人　 44人　 （令和４年６月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

・政治・宗教・営利目的以外の市民活動を行っている団体
・政治・宗教・営利目的以外の市民活動を行っている個人で、ボランティア保険に加
入していること
・営利企業であっても社会貢献を目的とする活動は登録可能
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住所 〒322-0054　鹿沼市下横町1302まちなか交流プラザ1階

電話番号 0289-60-2212

ＦＡＸ番号 0289-60-2213

メールアドレス sapo@kanuma-flat.org

受付時間 9：00～21：00（日・祝9：00～19：00）

休業日 毎週水曜日、施設メンテナンス日、年末年始（12/29～1/3）

登録者数 487団体（令和４年４月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

・市民活動団体及び個人
・社会貢献団体及び個人
・地縁団体（自治会）であること
・営利企業でも、地域貢献、社会貢献活動への意欲があれば登録可能

住所 〒321-1261 日光市今市304－1

電話番号 0288－22－2271

ＦＡＸ番号 同上

メールアドレス info@nikko-shiencenter.jp

受付時間 9:00～23:00　（19：00以降は会議室利用時のみ）

休業日 年末年始（臨時休館有）

登録者数 活動団体（170団体）（令和４年６月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

①日光市内で活動する公益団体である事
②センターの活動に協力頂ける団体である事
③政治・宗教・営利活動等を行わない団体である事
④２名以上で継続的な活動をしている事

かぬま市民活動広場「ふらっと」

日光市民活動支援センター
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住所 〒323-0025　小山市城山町3-7-5　城山・サクラ・コモンビル2階

電話番号 0285-20-5562

ＦＡＸ番号 0285-20-5562

メールアドレス info@oyamaru.net

受付時間 9:00～21:00

休業日 年末年始のみ

登録者数
・団体292団体(令和４年６月１日現在）
・個人  13名　 (令和４年６月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

●市民活動団体
・小山市内で公益的な活動を行う団体である事
・政治、宗教、営利活動等を行わない事

●企業等「その他の団体」、
・館内での直接、間接の政治、宗教、営利活動をしない事
・センターの設置主旨を理解頂く事

住所 〒321-4507 真岡市石島893-15(真岡市二宮コミュニティセンター内）

電話番号 0285-81-5522

ＦＡＸ番号 0285-81-5558

メールアドレス info@collabo-moka.net

受付時間 平日：9:00～21:00　土・日：9:00～18:00

休業日
月曜日・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）
※施設管理の関係で臨時休館となる場合あり

登録者数
・ボランティア（団体）　　217団体（令和４年６月１日現在）
・ボランティア（個人）　　106名　（令和４年６月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

市民活動に関心のある方や既に市民活動を行っている団体及び個人の方
ただし、次の場合は使用できません。
①営利を目的としていると考えられるとき
②宗教の教養を広め、儀式行事を行い、及び信者を教育、育成することが目的と
　考えられるとき
③政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することが目的と考えられる
  とき
④その他、他人に迷惑を及ぼし、またはセンター設置目的に反する行為があったとき

真岡市市民活動推進センター「コラボーレもおか」

小山市市民活動センター
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住所 〒324-0041　大田原市本町１丁目2716-5

電話番号 0287-23-2003

ＦＡＸ番号 0287-23-1903

メールアドレス syougaigakusyuu@city.ohtawara.tochigi.jp

受付時間 ９時～21時(月・水・木・金・土)　９時～18時(日・祝)

休業日 火曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

登録者数 70団体（令和４年６月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

原則として、市内に活動拠点を有する下記の団体
・生涯学習関係団体
・ボランティア活動団体
・非営利活動団体
・地域活動団体
・事業者等で社会貢献活動を行うもの

住所 〒329-3157  那須塩原市大原間西1-11-10

電話番号 0287-73-5741

ＦＡＸ番号 0287-73-5743

メールアドレス siminkatsudou@city.nasushiobara.lg.jp

受付時間
9時～22時(日・祝　9時～17時）
※17時以降は、会議室の事前予約があった場合のみ開館

休業日 水曜日・年末年始（12月29日～1月3日）

登録者数
（団体）　105団体（令和４年６月１日現在）
（個人）　 26名　 （令和４年６月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

・市民活動を行う市内の団体
・市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者であって、市内において市民活動を
行うもの

大田原市生涯学習センター

那須塩原市市民活動センター
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住所 〒329-1311　さくら市氏家1857番地

電話番号 028-615-7117

ＦＡＸ番号 028-615-7973

メールアドレス chodo-e@sakura-casc.jp

受付時間
9:00～21:00（コーディネーター常駐時間は9:00～17:45、会議室の予約が入っていな
い時は17:45閉館）

休業日 日曜日・月曜日・祝日・お盆・年末年始

登録者数 55団体（令和４年６月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

市民活動やボランティア活動している個人や団体

住所 〒329-0433　　下野市緑3-5-1

電話番号 0285-32-7290

ＦＡＸ番号 0285-38-8633

メールアドレス shiminkatsudou@city.shimotsuke.lg.jp

受付時間
団体登録：9：00～17：00（月・火・木・金・土・日）
貸館・印刷機等：9：00～21：00（月・火・木・金・土）
　　　　　　　　　　　9：00～17：00（日・祝日）

休業日 毎週水曜日・年末年始（12月29日～翌年１月３日）

登録者数
団体　　46（令和４年６月１日時点）
個人　　　3（令和４年６月１日時点）

登録団体等とな
る場合の条件等

下野市内で市民活動を行う個人または団体
（営利目的・宗教活動・政治活動・公益を害するおそれのある活動を除く）

下野市市民活動センター

さくら市市民活動支援センター「さくらいふ」
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団体名 壬生町町民活動支援センター「みぶりん」

住所 〒321-0214 下都賀郡壬生町大字壬生甲3843番地1（壬生町保健福祉センター内）

電話番号 0282-21-8731

ＦＡＸ番号 0282-21-8732

メールアドレス miburin@bz04.plala.or.jp

受付時間 10:00～18:00（火～金）、10:00～17:00（土・日・祝日）

休業日 月曜日、年末年始（12月29日～１月３日）

登録者数
・団体　291（令和４年４月１日現在）
・個人    46（令和４年４月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

自発的で営利を目的としない団体（ボランティア団体・ＮＰＯ・地縁団体・企業及び行
政等）及び個人で、壬生町で活動される方

住所 〒329-0101 下都賀郡野木町友沼4930－1

電話番号 0280－23－1231

ＦＡＸ番号 0280－23－1232

メールアドレス kirarikan@pearl.ocn.ne.jp

受付時間 9:00～17:00 （火～土）､9:00～17:00(日・祝日）   （夜間利用の場合は事前に要予約）

休業日 毎週月曜日・年末年始（12月29日～１月３日）

登録者数
・ボランティア（団体）　 85団体（令和４年４月１日現在）
・ボランティア（個人）　 35名   （令和４年４月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

・原則として野木町を拠点にボランティア活動する団体・個人の方
・宗教活動・政治活動・選挙活動・公益を害するおそれのある活動は登録できませ
ん｡

野木町ボランティア支援センター「きらり館」
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