
団体名 栃木県ボランティア活動振興センター（栃木県社会福祉協議会）

住所 〒320-8508　宇都宮市若草1-10-6

電話番号 028-622-0525、5838

ＦＡＸ番号 028-621-5298

メールアドレス tiikiv@tochigikenshakyo.jp

受付時間 10:00～17:00

休業日 土曜・日曜・祝日・年末年始

センター紹介

　当センターでは、とちぎ福祉プラザ1階のボランティアルームにボランティアコーディ
ネーターが常駐し、ボランティアの相談・活動紹介を行っております。ボランティアルー
ムでは、県内外の情報誌や講座情報等の提供、高齢者疑似体験グッズの貸し出し等
を行っており、無料で利用できるミーティングスペースもございます。お気軽に「ボラン
ティアルーム」へお越しください。
　また、当センターの事業として様々な研修会を実施しております。市民、企業、勤労
者向けや、ボランティアの推進・啓発に携わる担当者向けの研修等を開催しておりま
す。

★地域の詳しい活動内容をお知りになりたい方は、各市町の社会福祉協議会にお問
い合わせください。

団体名 宇都宮市社会福祉協議会　ボランティアセンター

住所 〒320-0806　宇都宮市中央１－１－１５

電話番号 028-636-1285

ＦＡＸ番号 028-634-2870

メールアドレス miya-vc@ap.wakwak.com

受付時間 8：30～17：15

休業日 日曜、祝祭日・年末年始、施設の休館日（清掃・点検など）

登録者数
ボランティア（団体）　　338団体（令和４年６月１日現在）
ボランティア（個人）　　44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

・主に宇都宮市内で活動していること
・営利目的・宗教・政治的活動ではないこと
･団体については、構成員が５名以上であり、活動団体として組織が確立し、活動の
目的、内容が明確化されていること
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団体名 足利市社会福祉協議会　ボランティアセンター

住所 〒326-0064　足利市東砂原後町1072番地（足利市総合福祉センター内）

電話番号 0284-44-1357

ＦＡＸ番号 0284-44-0529

メールアドレス as-sk@watv.ne.jp

受付時間 8：30～17：15

休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）

登録者数
・ボランティア（団体）　36団体（令和４年６月１日現在）
・ボランティア（個人）　20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

・年間を通して、市内でボランティア活動を行っている団体又は個人
・地域のボランティア活動に協力できる団体又は個人
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団体名 栃木市ボランティアセンター

  ①栃木本所　②大平支所　③藤岡支所　④都賀支所　⑤西方支所　⑥岩舟支所

住所

①栃木本所：〒328-0027 栃木市今泉町2-1-40　（栃木保健福祉センター内）
②大平支所：〒329-4415 栃木市大平町真弓1396　（ふるさとふれあい館内）
③藤岡支所：〒323-1104 栃木市藤岡町藤岡810
④都賀支所：〒328-0111 栃木市都賀町家中2357
⑤西方支所：〒322-0604 栃木市西方町元1601-1
⑥岩舟支所：〒329-4315 栃木市岩舟町三谷1038-1

電話番号

①栃木本所：0282-22-4457
②大平支所：0282-43-0294
③藤岡支所：0282-62-5861
④都賀支所：0282-28-0254
⑤西方支所：0282-92-8080
⑥岩舟支所：0282-55-2438

ＦＡＸ番号

①栃木本所：0282-22-4467
②大平支所：0282-43-0644
③藤岡支所：0282-62-5869
④都賀支所：0282-28-0323
⑤西方支所：0282-92-8351
⑥岩舟支所：0282-55-5590

メールアドレス

①栃木本所：chiki-tochigi@tochigishi-shakyo.or.jp
②大平支所：chiki-ohira@tochigishi-shakyo.or.jp
③藤岡支所：chiki-fujioka@tochigishi-shakyo.or.jp
④都賀支所：chiki-tsuga@tochigishi-shakyo.or.jp
⑤西方支所：chiki-nishikata@tochigishi-shakyo.or.jp
⑥岩舟支所：chiki-iwafune@tochigishi-shakyo.or.jp

受付時間 8:30～17:15

休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

登録者数

①栃木本所
・ボランティア（団体）　  90団体
・ボランティア（個人）　　61名
②大平支所
・ボランティア（団体）　  23団体
・ボランティア（個人）　　1名
③藤岡支所
・ボランティア（団体）　  13団体
・ボランティア（個人）　　0名
④都賀支所
・ボランティア（団体）　  16団体
・ボランティア（個人）　　0名
⑤西方支所
・ボランティア（団体）　  12団体
・ボランティア（個人）　  9名
⑥岩舟支所
・ボランティア（団体）　  27団体
・ボランティア（個人）　　5名

※すべて令和4年6月1日現在の数字です。

登録団体等とな
る場合の条件等

ボランティア活動をしている者、団体であれば可
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佐野市社会福祉協議会

　①佐野本所：総務福祉課　地域福祉推進係　②田沼支所：地域支援係
　③葛生支所：地域支援係

住所

　①佐野本所：総務福祉課　地域福祉推進係
　　　　〒327-0003  佐野市大橋町3212-27（佐野市総合福祉センター内）
　②田沼支所：地域支援係
　　　　〒327-0323  佐野市戸奈良町1-1（田沼中央公民館内）
　③葛生支所：地域支援係
　　　　〒327-0525  佐野市あくと町3084（葛生あくと保健センター内）

電話番号

　①佐野本所：総務福祉課　地域福祉推進係
　　　0283－22－8136
　②田沼支所：地域支援係
　　　0283－61－1139
　③葛生支所：地域支援係
　　　0283－86－2940

ＦＡＸ番号

　①佐野本所：総務福祉課　地域福祉推進係
　　　0283－22－8199
　②田沼支所：地域支援係
　　　0283－62－5695
　③葛生支所：地域支援係
　　　0283－86－2941

メールアドレス ボランティアセンター　アドレス　sano-vc@sanoshakyo.or.jp

受付時間 8時30分～17時15分

休業日 土曜日・日曜日・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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　40団体（令和４年４月１日現在）
・ボランティア（個人）（傾聴ボランティア含む） 　　172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

・福祉分野の活動を中心とする
・活動にはボランティア保険に加入する

団体名
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団体名 鹿沼市社会福祉協議会

住所 〒322-0043　鹿沼市万町931-1

電話番号 0289-65-5191

ＦＡＸ番号 0289-62-9361

メールアドレス kashakyou@kanuma-shakyo.or.jp

受付時間 8時30分～17時15分

休業日 土曜日・日曜日・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）31団体
・ボランティア（個人）675名

登録団体等とな
る場合の条件等

（個人）・ボランティアをしている方、関心のある方
（団体）ボランティア活動をしている団体

団体名 日光市社会福祉協議会

住所 〒321-2522　日光市鬼怒川温泉大原2-6

電話番号 0288-25-3070

ＦＡＸ番号 0288-25-7288（地域福祉課）

メールアドレス office@shakyo-nikko.or.jp

受付時間 8：30～17：15

休業日 土曜、日曜、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）：８団体（令和４年６月１日現在）
ボランティア（個人）：154名

登録団体等とな
る場合の条件等

（団体）
・日光市内に活動拠点を有し、代表者が明確であり、活動内容を公表できること
・団体構成員が５名以上であること
・法人格を有していないこと  等
（個人）
・地域福祉活動を行うことを希望していること
・日光市内で活動ができること  等
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団体名 小山市社会福祉協議会

住所 〒３２３－００２３　小山市中央町２－２－２１

電話番号 ０２８５－２２－９５０１

ＦＡＸ番号 ０２８５－２２－２９４０

メールアドレス d-syakyo@city.oyama.tochigi.jp

受付時間 ８時３０分～１７時１５分

休業日 土曜日・日曜日・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）：31団体（令和４年６月１日現在）
・ボランティア（個人）：45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

（団体）・概ね１年以上の期間、ボランティア活動の実績を持つ団体

団体名 真岡市社会福祉協議会

住所 〒321-4305 真岡市荒町110-1

電話番号 0285-82-8844

ＦＡＸ番号 0285-82-5516

メールアドレス m_shakyo@atlas.plala.or.jp

受付時間 8:30-17:15

休業日 土曜日・日曜日・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）　13団体　（令和４年６月１日現在）
ボランティア（個人）　　６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

登録する者（団体）は原則、ボランティア活動保険に加入すること
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団体名 大田原市社会福祉協議会

住所 〒324-0041　大田原市本町1丁目3番1号　市役所A別館1階

電話番号 0287-23-1130

ＦＡＸ番号 0287-23-1138

メールアドレス ohtawara₋shakyou@rapid.ocn.ne.jp

受付時間 8：30～17：15

休業日 土・日・祝日、12月29日～1月3日

登録者数
ボランティア（団体）　132団体 （令和４年４月１日）
ボランティア（個人）　　  48名  （令和４年４月１日）

登録団体等とな
る場合の条件等

主に福祉に関係するボランティア団体であること

団体名 矢板市社会福祉協議会

住所 〒329-2161　矢板市扇町二丁目４番１９号

電話番号 0287-44-3000

ＦＡＸ番号 0287-43-6661

メールアドレス info@yaita-shakyo.org

受付時間 ８時３０分～１７時１５分

休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始

登録者数 ボランティア（団体）　60団体（令和４年６月１日）

登録団体等とな
る場合の条件等

・市内でボランティア活動を行い、政治的、宗教的、営利目的のない個人および団体
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団体名
那須塩原市社会福祉協議会　ボランティアセンター

　① ボランティアセンター本所
　② ボランティアセンター黒磯

住所
　① 〒329-2705　那須塩原市南郷屋5-163（健康長寿センター内）
　② 〒325-0042　那須塩原市桜町1-5　（いきいきふれあいセンター）

電話番号
　① 0287-47-6700
　② 0287-73-0073

ＦＡＸ番号
　① 0287-47-6690
　② 0287-73-0073

メールアドレス
　①　v.center@ns-shakyou.jp
　②　k.vcenter@ns-shakyou.jp

受付時間 　８：３０～1７：１５

休業日 　土、日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

登録者数
　両センター共通（令和４年４月１日現在）
　ボランティア（団体）…９８団体
　ボランティア（個人）…８１人

登録団体等とな
る場合の条件等

ボランティア活動をしている個人・団体

団体名 さくら市社会福祉協議会

住所 〒329-1412　さくら市喜連川904番地

電話番号 028－686-2670

ＦＡＸ番号 028－686-2423

メールアドレス honbu@sakura-shakyo.or.jp

受付時間 8時30分～17時15分

休業日 土曜日・日曜日・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）　15団体（令和４年６月１日現在）
・ボランティア（個人）　62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

（団体）・市内で活動する団体
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団体名 那須烏山市社会福祉協議会

住所 〒321-0526　那須烏山市田野倉85－1

電話番号 0287-88－7881

ＦＡＸ番号 0287-88－9747

メールアドレス  vc@nasukarasuyama-shakyo.or.jp

受付時間 8時30分～17時15分

休業日 土曜日・日曜日・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）　　44団体(令和４年４月１日現在）
 ・ボランティア（個人）　　11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

市内で活動する団体及び個人ボランティア

団体名 下野市社会福祉協議会　ボランティアセンター

住所 　〒329-0414　下野市小金井７８９番地（下野市保健福祉センターゆうゆう館内）

電話番号 　０２８５－４３－１２３６

ＦＡＸ番号 　０２８５－４４－５８０７

メールアドレス 　info@shimotsuke-syakyo.or.jp

受付時間 　８時３０分～１７時１５分

休業日 　土曜日・日曜日・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）　　73団体（令和４年４月１日現在）
・ボランティア（個人）　　24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

市内で活動する団体及び個人ボランティア
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団体名 上三川町社会福祉協議会　ボランティアセンター

住所 〒329－0617　河内郡上三川町上蒲生127－1（上三川いきいきプラザ内）

電話番号 0285－56－3166

ＦＡＸ番号 0285－56－3164

メールアドレス chiiki@kamisyakyo.or.jp

受付時間 8時30分～17時15分

休業日 土曜日、日曜日、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）　15団体　（令和４年４月１日現在）
・ボランティア（個人）　127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

（団体）　町内に事務所を有するボランティア団体であること
（個人）　原則、町内在住でボランティア活動が可能な方

団体名 益子町社会福祉協議会

住所 〒321-4217　芳賀郡益子町大字益子1532-5（福祉センター内）

電話番号 0285-70-1117

ＦＡＸ番号 0285-72-9141

メールアドレス daihyou@mashikoshakyo.com

受付時間 8時30分～17時15分

休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始

登録者数
・ボランティア（団体）　　18団体（令和４年６月１日現在）
・ボランティア（個人）　　42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

（団体）・益子町内を拠点として活動している団体
（個人）・特になし
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団体名 茂木町社会福祉協議会

住所 〒321-3531　芳賀郡茂木町大字茂木1043-1

電話番号 0285-63-4969

ＦＡＸ番号 0285-63-5070

メールアドレス tochigi@motegishakyo.or.jp

受付時間 8：30～17：15

休業日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

登録者数
ボランティア団体 　14団体（令和4年4月1日現在）
ボランティア個人 　241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

(1)ボランティア活動を通じて、誰もが住みよい地域づくり、町づくりに寄与すること
(2)ボランティア保険に加入していること

団体名 市貝町社会福祉協議会　ボランティアセンター

住所 〒321-3423　芳賀郡市貝町市塙1720番地1

電話番号 0285-68-3151

ＦＡＸ番号 0285-68-3553

メールアドレス iti-sya@atlas.plala.or.jp

受付時間 8時30分～17時15分

休業日 土曜日・日曜日・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）　　18団体419人（令和４年４月１日現在）

登録団体等とな
る場合の条件等

１）ボランティア活動を行う意思がある団体及び個人であること
２）町内の地域福祉活動の推進に協力できる団体及び個人
３）依頼された活動に対し、原則として不定期又は単発の活動ができること
４）ボランティア活動内容に、政治的、宗教的、営利的目的がないこと
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団体名 ボランティアセンターはが（芳賀町社会福祉協議会）

住所 〒321-3307　芳賀郡芳賀町祖母井南1-6-1

電話番号 028-677-4711

ＦＡＸ番号 028-677-4732

メールアドレス h-shakyo@atlas.plala.or.jp

受付時間 ８時30分～17時15分

休業日 土曜日・日曜日・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　27団体（令和４年６月１日現在）
ボランティア個人　46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

・町内でのボランティア活動が可能である団体、個人
・宗教的、政治的、営利目的ではないこと
・地域福祉の推進に協力できる団体、個人
・団体においては、活動内容や代表者が明確であること

団体名 壬生町社会福祉協議会　社会福祉課　地域福祉係

住所 〒321-0214　栃木県下都賀郡壬生町壬生甲3843-1

電話番号 0282-82-7899

ＦＡＸ番号 0282-82-3589

メールアドレス chiiki@mibu-shakyo.net

受付時間 ８：30～17：15

休業日 土曜日・日曜日・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)　45団体　(令和４年４月１日現在)
・ボランティア(個人)　25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

※福祉活動を行っている個人・団体であること。
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団体名 野木町社会福祉協議会　社会福祉課　地域福祉係

住所 〒329-0101　野木町大字友沼5840-7

電話番号 0280-57-3100

ＦＡＸ番号 0280-57-3101

メールアドレス tiiki@nogi-shakyo.or.jp

受付時間 8:30～17：15

休業日 土・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）　11団体　（令和４年４月１日現在）
・ボランティア(個人）　53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

(団体）野木町社会福祉ボランティア連絡協議会に加入していること
(個人）特になし

団体名 塩谷町社会福祉協議会

住所 〒329-2221　塩谷郡塩谷町大字玉生872

電話番号 0287-45-0133

ＦＡＸ番号 0287-45-2413（送る前に連絡をいただき、切り替えないと受信できません。）

メールアドレス 408shakyo@gmail.com

受付時間 8:30～17:15

休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

登録者数 ボランティア（個人）　※随時募集なので、登録はしておりません

登録団体等とな
る場合の条件等

・行事・その他ボランティアを募集した時に要求した条件に見合うこと
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団体名 高根沢町社会福祉協議会　/地域支えあいセンターまるっと

住所 〒329-1225　塩谷郡高根沢町大字石末1825　福祉センター内

電話番号 028-612-3440（代表）

ＦＡＸ番号 028-612-3441（代表）

メールアドレス taka.bora@takashakyo.jp

受付時間 8時30分～17時15分

休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始

登録者数
ボランティア(団体)　　５団体（令和４年４月１日現在）
ボランティア(個人)　　72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

・高根沢町社協でのボランティア保険加入
・町内に本拠地を置く、ボランティア団体、個人

団体名 那須町社会福祉協議会　那須町ボランティアセンター係

住所 〒329-3215　那須郡那須町大字寺子乙2566-1　ゆめプラザ・那須内

電話番号 0287-72-5133

ＦＡＸ番号 0287-72-0416

メールアドレス egaoippai-1702@nasu-shakyo.jp

受付時間 8時30分～17時15分

休業日 土曜日、日曜日、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）21団体　67名（令和４年６月1日現在）
・ボランティア（個人）     　　　15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

（個人）
・ボランティア保険に加入していること
（団体）
・町内で活動をしているボランティア団体で、ボランティア活動保険に加入していること

72

mailto:taka.bora@takashakyo.jp#
mailto:egaoippai-1702@nasu-shakyo.jp#


団体名 那珂川町社協ボランティアセンター（助け合いスマイルセンター）

住所 〒324-0613 那須郡那珂川町馬頭560-1

電話番号 0287-92-2226

ＦＡＸ番号 0287-92-1295

メールアドレス info@nakagawa.syakyo.com

受付時間 9：00～17:00

休業日 土、日、祝日、年末年始

登録者数
団体　32団体(令和４年４月１日現在)
個人　20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

団体・個人ともに、ボランティア活動保険に加入することが可能な活動を実施している
こと｡また、団体においては、町内に事務局等が設置されていること
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