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１２ 県内市町村市民活動支援センター一覧 

【平成 29年 4月 1日現在】 

名称（五十音順） 所在地 電話番号 

あびこ市民活動ステーション 
我孫子市本町 3-1-2 
けやきプラザ 10 階 04(7165)4370 

市川市ボランティア・NPO 活動センター 
市川市八幡 2-4-8 
（旧八幡市民談話室） 

047(712)8704 

市川市ボランティア・NPO 活動センター
行徳 

市川市末広 1-1-31 
行徳支所 2階 

047(359)1146 

印西市市民活動支援センター 印西市中央南 1-4-1 
中央駅前地域交流館 2 号館 2 階 

0476(48)4500 

浦安市市民活動センター 浦安市猫実 1-1-1 
（市庁舎 1階） 

047(305)1721 

柏市民交流センター 
（市民活動サポートコーナー） 柏市柏 1-7-1-301 04(7163)1143 

鎌ケ谷市市民活動推進センター 
鎌ケ谷市富岡 1-1-3 
きらり鎌ケ谷市民会館内 047(401)0891 

木更津市市民活動支援センター 
「きさらづみらいラボ」 

木更津市中央 1-1-6 
両総通運ビル内 

0438(53)7070 

栄町住民活動支援センター 
印旛郡栄町安食 938-1 
ふれあいプラザさかえ内 

0476(80)1733 

佐倉市市民公益活動サポートセンター 佐倉市鏑木町 198-2 
ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ佐倉内 

043(484)6686 

山武市市民交流サロン 山武市殿台 296 0475(80)0151 

さんぶの森市民交流サロン 山武市埴谷 1884-1 0475(89)3630 

白井市市民活動推進センター 白井市堀込 1-2-2 047(498)0705 

匝瑳市市民活動サポートセンター 
匝瑳市八日市場ハ 793-2（匝瑳市役所
内） 

0479(73)0088 

千葉市民活動支援センター 
千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央ツイ
ンビル 2 号館 9 階 

043(227)3081 

銚子市まちづくりサポートルーム 銚子市若宮町 1-1 0479(24)8794 

東金市ボランティア・市民活動センター 東金市田間 3-9-1 
ふれあいセンター2 階 

0475(52)5198 

とみさと市民活動サポートセンター 富里市七栄 652-1 0476(93)4123 

流山市民活動推進センター 
流山市中 110 流山市生涯学習センター
（流山エルズ）3階 04(7150)4355 
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名称（五十音順） 所在地 電話番号 

習志野市市民協働インフォメーション
ルーム 

習志野市津田沼 5-12-12 
サンロード津田沼 5階 

047(453)9337 

野田市市民活動支援センター 野田市鶴奉 5－1 
野田市総合福祉会館 3 階 

04(7197)1543 

船橋市市民活動サポートセンター 船橋市本町 1-3-1 
フェイスビル 5 階 

047(423)3483 

まつど市民活動サポートセンター 松戸市上矢切 299-1 047(365)5522 

八千代市市民活動サポートセンター 
八千代市ゆりのき台 
5-30-6 047(481)3222 

四街道市みんなで地域づくりセンター 
四街道市大日 396 
文化センター1階 

043(304)7065 
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１３ 県内ボランティアセンター一覧 

【平成 29年 4月 1日現在】 

名称 所在地 電話番号 

千葉県ボランティア・市民活動 
センター 

千葉市中央区千葉港 4-3 043-204-6010 

さわやかちば県民プラザ 
千葉県体験活動ボランティア活動 
支援センター 

柏市柏の葉 4-3-1 
さわやかちば県民プラザ内 04-7135-2200 

千葉市ボランティアセンター 
千葉市中央区千葉寺町 1208-2  
千葉市ハーモニープラザ B棟 3階 

043-209-8850 

中央区ボランティアセンター 千葉市中央区中央 4-5-1 
Qiball（きぼーる）11 階 

043-221-2177 

花見川区ボランティアセンター 
千葉市花見川区瑞穂 1-1 
花見川保健福祉センター3階 043-275-6438 

稲毛区ボランティアセンター 千葉市稲毛区穴川 4-12-4 
稲毛保健福祉センター3階 

043-284-6160 

若葉区ボランティアセンター 
千葉市若葉区貝塚町 2-19-2 
若葉保健福祉センター4階 043-233-8181 

緑区ボランティアセンター 
千葉市緑区鎌取町 226-1 
緑保健福祉センター2階 

043-292-8185 

美浜区ボランティアセンター 千葉市美浜区真砂 5-15-2 
美浜保健福祉センター2階 

043-278-3252 

ちば生涯学習ボランティアセンター 
千葉市中央区弁天 3丁目 7番 7号  
千葉市生涯学習センター内 

043-207-5815 

市原市ボランティアセンター 市原市国分寺台 4-1-4 0436-20-3100 

市川市社会福祉協議会 
地域福祉・ボランティアセンター 市川市東大和田 1-2-10 047-320-4002 

市川市行徳ボランティアセンター 
市川市末広 1-1-31   
行徳支所 2階 

047-356-0007 

船橋市ボランティアセンター 
船橋市本町 2-7-8 
船橋市福祉ビル 3階 047-431-8808 

習志野市ボランティア・市民活動セ
ンター 

習志野市秋津 3-4-1 047-451-7899 

八千代市社会福祉協議会 
八千代市ボランティアセンター 

八千代市大和田新田 312-5 
八千代市福祉センター内 

047-483-3021 

浦安市社会福祉協議会ボランティア
センター 

浦安市東野 1-7-1 
総合福祉センター2 階 047-380-8864 

松戸市社会福祉協議会 
地域福祉推進センターボランティア
センター 

松戸市上矢切 299-1 047-362-5963 

野田市社会福祉協議会 
野田市ボランティアセンター 

野田市鶴奉 5-1 
野田市総合福祉会館内 

04-7124-3939 

柏市社会福祉協議会ボランティアセ
ンター 

柏市柏 5-8-12 04-7165-0880 

流山市ボランティアセンター 
流山市平和台 2-1-2 
流山市ケアセンター3階 04-7159-4939 
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名称 所在地 電話番号 

我孫子市ボランティア市民活動 
相談窓口て・と・り・あ 我孫子市寿 2-27-41 04-7185-5233 

鎌ケ谷市社会福祉協議会 
鎌ケ谷市ボランティアセンター 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷 2-6-1 047-442-2940 

成田市社会福祉協議会ボランティア
センター 

成田市赤坂 1-3-1 0476-27-8010 

佐倉市ボランティアセンター 佐倉市海隣寺町 87 043-484-6198 

四街道市ボランティアセンター 四街道市鹿渡無番地 043-421-6300 

八街市社会福祉協議会 
八街市八街ほ 35-29  
市総合保健福祉センター3階 043-443-1411 

印西市ボランティアセンター 印西市竹袋 614-9 0476-42-0294 

白井市ボランティアセンター 
白井市復 1123  
白井市保健福祉センター3階 047-492-5716 

富里市社会福祉協議会 
富里市七栄 653-2 
富里市福祉センター内 

0476-92-8221 

酒々井町社会福祉協議会 印旛郡酒々井町中央台 1-28-8 043-496-6635 

栄町社会福祉協議会 印旛郡栄町安食台 1-2 0476-95-1100 

銚子市社会福祉協議会 銚子市若宮町 4-8 
銚子市保健福祉センター内 

0479-24-8189 

旭市社会福祉協議会 
旭市横根 3520 
旭市保健福祉センター内 0479-57-3133 

匝瑳市社会福祉協議会 
匝瑳市今泉 6491-1 
野栄福祉センター1 階 

0479-67-5200 

香取市ボランティアセンター 香取市佐原ロ 2116-1 0478-54-4410 

香取市生涯学習人材バンク推進 
協議会 

香取市佐原口 2127 香取市役所内 0478-50-1224 

神崎町社会福祉協議会 香取郡神崎町神崎本宿 96 0478-72-4031 

多古町社会福祉協議会 香取郡多古町多古 777-1 0479-76-5940 

東庄町ボランティアセンター 
香取郡東庄町石出 2692-4 
東庄町社会福祉協議会事務所内 

0478-86-4714 

東金市ボランティア・市民活動 
センター 東金市田間 3-9-1 0475-52-5198 

山武市ボランティア・市民活動 
センター 

山武市埴谷 1868-14 
山武福祉センター内 

0475-89-2121 

大網白里市社会福祉協議会 大網白里市大網 131-2・133 合併 1 0475-72-1995 

九十九里町社会福祉協議会 山武郡九十九里町片貝 2910 0475-70-3163 

芝山町社会福祉協議会 山武郡芝山町飯櫃 126-1  
芝山町福祉センターやすらぎの里内 

0479-78-0850 
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名称 所在地 電話番号 

横芝光町社会福祉協議会 山武郡横芝光町宮川 11902 0479-80-3611 

茂原市ボランティアセンター 
茂原市町保 13-20 
茂原市総合市民センター内 

0475-23-1969 

茂原市体験活動ボランティア活動支
援センター 

茂原市千代田町 2-8-20  
社会教育センター内 

0475-20-1665 

勝浦市社会福祉協議会 勝浦市ボラ
ンティアセンター 勝浦市串浜 1191-1 0470-73-6101 

いすみ市社会福祉協議会 いすみ市岬町東中滝 720-1 
ふれあい会館内 

0470-87-8857 

一宮町ボランティアセンター 長生郡一宮町一宮 1865 0475-42-3424 

睦沢町社会福祉協議会 長生郡睦沢町上市場 921-1 0475-44-2514 

長生村ボランティアセンター 長生郡長生村本郷 1-77 
長生村総合福祉センター内 

0475-32-3391 

白子町ボランティアセンター 長生郡白子町関 92 0475-33-5746 

長柄町社会福祉協議会 長生郡長柄町桜谷 712 0475-30-7200 

長南町社会福祉協議会 長生郡長南町長南 2110 0475-46-3391 

大多喜町社会福祉協議会 夷隅郡大多喜町新丁 163 0470-82-4969 

御宿町社会福祉協議会 御宿町ボラ
ンティアセンター 夷隅郡御宿町久保 1135-1 0470-68-6725 

館山市ボランティア連絡協議会 館山市北条 402 市役所 4号館内 0470-23-5068 

木更津市ボランティアセンター 木更津市潮見 2-9 0438-25-2089 

鴨川市社会福祉協議会 鴨川市ボラ
ンティアセンター 

鴨川市八色 887-1 
ふれあいセンター2 階 04-7093-0606 

君津市社会福祉協議会 君津市ボラ
ンティアセンター 

君津市久保 3-1-1 
君津市保健福祉センター「ふれあい館」3階  

0439-55-0294 

富津市ボランティアセンター 
富津市下飯野 2443 
富津市社会福祉協議会内 0439-87-9611 

袖ケ浦市社会福祉協議会 袖ケ浦市
ボランティアセンター 

袖ケ浦市飯富 1604 
袖ケ浦市社会福祉センター内 

0438-63-3988 

南房総市社会福祉協議会ボランティ
アセンター 

千葉県南房総市千倉町瀬戸 2705-6 0470-44-3577 

鋸南町ボランティアセンター 安房郡鋸南町保田 560 0470-50-1174 
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１４ 計画の策定経緯 

 

年月日 委員会等 主な内容 

平成 29 年 

6 月 6日（火） 
第１回千葉県県民活動推進懇談会 計画の骨子について 

8 月 7日（月） 
第１回千葉県県民活動推進懇談会に 

係る幹事会 
計画原案について 

11 月 1 日（水） 第２回千葉県県民活動推進懇談会 計画原案について 

平成 30 年 

1 月 11 日（木） 
第３回千葉県県民活動推進懇談会 計画案について 

2 月 6日（火） 計画案公表  

2 月 6日（火） 

～2月 26 日（月） 
計画案パブリックコメント  

3 月 16 日（金） 第４回千葉県県民活動推進懇談会 計画最終案について 
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１５ 千葉県県民活動推進懇談会委員名簿 

（平成 29年 4月 1日現在。敬称略） 

 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 氏 名 所 属 団 体 等 備 考 

有識者 

鎌田 元弘 
千葉工業大学 副学長 

工学部建築都市環境学科 教授 

座 長 

幹事会委員 

渡辺 鉱 
株式会社千葉日報社  

販売局専任局長兼読者サービス室長 
 

市民活動 

団体関係者 

牧野  昌子 
認定特定非営利活動法人 

ちば市民活動・市民事業サポートクラブ代表理事 

副座長 

幹事会委員 

奥野 不二子 特定非営利活動法人 ACOBA 副代表理事 
 

社会福祉 

協議会 

関係者 

大野 トシ子 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 副会長 幹事会委員 

文入 加代子 社会福祉法人松戸市社会福祉協議会 会長  

企  業 

関係者 

小松 孝之 株式会社ちばぎん総合研究所 受託調査部長 幹事会委員 

細矢 孝 株式会社 CMS 代表取締役  

市町村 

関係者 

荒井 康彦 船橋市市民生活部市民協働課長  

加瀬 敏也 富里市市民経済環境部市民活動推進課長 幹事会委員 

合 計 
 

１０名 
 


