
市区町名 施設名 所在地
ＴＥＬ
ＦＡＸ

開館時間 休館日

横浜市市民協働推進
センター

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 横浜
市庁舎1階

045-671-4732
045-223-2888

平日：9:00-20:00
土･日･祝：9:00-
17:00

年末年始(12/29-1/3)

つるみ区民活動セン
ター

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
鶴見区役所２階

045-510-1694
045-510-1716

月-土(祝含む)：
8:45-17:00
第3水：8:45-21:00

日曜日･施設点検日･
年末年始(12/29-1/3)

神奈川区区民活動支
援センター

〒221-0824
横浜市神奈川区広台太田町3-8
神奈川区総合庁舎5階

045-411-7089
045-323-2502

8:45-17:00
土曜日･日曜日･祝日･
年末年始(12/29-1/3)

にしく市民活動支援
センター「にしとも
広場」

〒220-0051
横浜市西区中央1-5-10 西区役
所1階

045-620-6624
045-620-6624

9:00-17:00
水曜日･年末年始
(12/29-1/3)

なか区民活動センター
〒231-0021
横浜市中区日本大通35 中区役
所別館1階

045-224-8138
045-224-8343

月-土：9:00-21:00
日･祝：9:00-17:00

第3日曜日･年末年始
(12/29-1/3)

みなみ市民活動・多
文化共生ラウンジ

〒232-0024
横浜市南区浦舟町3-46 浦舟複
合福祉施設10階

045-232-9544
045-242-0897

9:00-17:00
第3月曜日･年末年始
(12/29-1/3)

港南区民活動支援セ
ンター

〒233-0004
横浜市港南区港南中央通10-1
港南公会堂棟1階

045-841-9361
045-841-9362

火-日：9:00-17:00
月曜日･年末年始
(12/29-1/3)

ほどがや市民活動セン
ター(愛称:アワーズ)

〒240-0006
横浜市保土ケ谷区星川1-2-1

045-334-6306
045-339-5120

月-土：9:00-21:00
日･祝：9:00-17:00

施設点検日(第3月曜日･
祝日の場合は翌平日)･
年末年始(12/29-1/3)

旭区市民活動支援セ
ンター「みなくる」

〒241-0022
横浜市旭区鶴ケ峰2-82-1 ココ
ロット鶴ヶ峰4階

045-382-1000
045-382-1005

月･水･金:9:00-17:00
火･木･土:9:00-20:30
日･祝:10:00-16:30

第3水曜日･年末年始
(12/29-1/3)

いそご区民活動支援
センター

〒235-0016
横浜市磯子区磯子3-5-1 磯子
区総合庁舎7階

045-754-2390
045-759-4116

10:00-17:00
祝日･年末年始
(12/29-1/3)

金沢区民活動センター
(愛称:ゆめかもん)

〒236-0021
横浜市金沢区泥亀2-9-1 金沢
区役所2階

045-788-7803
045-789-2147

8:45-17:00

第1日曜日･祝日(祝日が
土曜日･日曜日と重なる
日は除く)･年末年始
(12/29-1/3)

横浜市
金沢区

アクセス：京浜急行金沢文庫駅徒歩11分、京浜急行・金沢シーサイドライン金沢八景駅徒歩13分

横浜市
磯子区

アクセス：ＪＲ磯子駅徒歩５分、市営・京急バス停「磯子区総合庁舎前」

横浜市
港南区

アクセス：横浜市営地下鉄港南中央駅、バス停「港南区総合庁舎前」下車すぐ

横浜市
保土ケ
谷区

アクセス：相模鉄道星川駅徒歩４分

横浜市
旭区

アクセス：相模鉄道鶴ヶ峰駅南口徒歩２分

横浜市
西区

アクセス：京浜急行戸部駅徒歩８分、相模鉄道平沼橋駅徒歩10分

横浜市
中区

アクセス：ＪＲ関内駅(南口)徒歩７分、横浜市営地下鉄関内駅(１番出口)徒歩７分、みなとみらい線日本大通り
駅(3番出口)徒歩４分

横浜市
南区

アクセス：横浜市営地下鉄阪東橋駅４番出口徒歩５分、京浜急行黄金町駅徒歩10分

横浜市

アクセス：みなとみらい線馬車道駅1C出入口直結、ＪＲ・市営地下鉄桜木町駅徒歩３分

横浜市
鶴見区

アクセス：ＪＲ鶴見駅徒歩９分、京浜急行京急鶴見駅徒歩７分

横浜市
神奈川区

アクセス：ＪＲ東神奈川駅徒歩７分、東急東横線反町駅徒歩７分、京浜急行京急東神奈川駅徒歩９分

公設ボランタリー活動支援施設一覧あなたの街の

令和４年４月１日現在

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、開館時間および休館日が変更される場合があります



市区町名 施設名 所在地
ＴＥＬ
ＦＡＸ

開館時間 休館日

港北区区民活動支援
センター

〒222-0032
横浜市港北区大豆戸町26-1
港北区役所4階

045-540-2246
045-540-2246

8:45-17:00
土曜日･日曜日･祝日･
年末年始(12/29-1/3)

緑区市民活動支援セン
ター みどりーむ

〒226-0019
横浜市緑区中山4-36-20

045-938-0631
045-939-5401

月-土：9:00-21:00
日･祝：9:00-17:00

第2月曜日(祝日の場
合は翌日)･年末年始
(12/29-1/3)

青葉区区民活動支援
センター

〒225-0024
横浜市青葉区市ケ尾町31-4
青葉区役所1階

045-978-3327
045-972-6311

月-金：8:45-17:00
第2・第4土：9:00-
12:00

第2･4以外の土曜日･日
曜日･祝日･年末年始
(12/29-1/3)

都筑区民活動センター
〒224-0032
横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
都筑区役所1階

045-948-2237
045-943-1349

9:00-17:00
第3月曜日･祝日･施設
点検日･年末年始
(12/28-1/4)

とつか区民活動セン
ター

〒244-0805
横浜市戸塚区川上町91-1 モレ
ラ東戸塚3階

045-825-6773
045-825-6774

火-金：9:00-21:00
土･日･祝日：9:00-
17:00

月曜日･年末年始
(12/29-1/3)

さかえ区民活動セン
ター

〒247-0007
神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷
1-5-4（SAKAESTA内）

045-894-9900
045-894-9903

月-土: 9:00-21:00
日・祝 9:00-17:00

毎月第３月曜日（祝
日の場合は翌日）・
年末年始（12/29－
1/3）

いずみ区民活動支援
センター

〒245-0024
横浜市泉区和泉中央北5-1-1
泉区役所1階

045-800-2393
045-800-2518

月-金：8:45-17:00
土曜日･日曜日･祝日･
年末年始(12/29-1/3)

瀬谷区民活動センター
〒246-0021
横浜市瀬谷区二ツ橋町469
せやまる・ふれあい館2階

045-369-7081
045-366-4670

10:00-17:00
第3日曜日･年末年始
(12/29-1/3)

かわさき市民活動セ
ンター

〒211-0004
川崎市中原区新丸子東3-1100-
12

044-430-5566
044-430-5577

9:00-21:00
第3月曜日(祝日の場
合は翌日)･年末年始
(12/29-1/3)

川崎市有馬・野川生
涯学習支援施設（ア
リーノ）

〒216-0002
川崎市宮前区東有馬4-6-1

044-853-3737
044-853-3746

9:00-21:00

第3月曜日(祝休日の場
合、直後の平日)･施設
点検日･年末年始
(12/29-1/3)

麻生市民交流館やま
ゆり

〒215-0021
川崎市麻生区上麻生1-11-5

044-951-6321
044-951-6467

月-金：9:30-17:00
※平日夜間、土日、
祝日も予約すれば利
用可

施設点検日･年末年始
(12/29-1/3)

さがみはら市民活動
サポートセンター

〒252-0236
相模原市中央区富士見6-6-23
けやき会館3階

042-755-5790
042-755-5790

火-土:9:00-21:00
日：9:00-17:00

月曜日･定期点検･清
掃日･年末年始
(12/29-1/3)

ユニコムプラザさが
みはら

〒252-0303
相模原市南区相模大野3-3-2 bono
相模大野サウスモール3階

042-701-4370
042-701-4371

9:00-22:00
施設点検日･年末年始
(12/29-1/3)相模原

市
アクセス：小田急相模大野駅中央改札口北口デッキ徒歩３分

相模原
市

アクセス：ＪＲ相模原駅南口(1,2番乗り場ほか）からバス「市役所前」下車徒歩３分

川崎市

アクセス：ＪＲ南武線武蔵小杉駅東口徒歩3分、ＪＲ横須賀線武蔵小杉駅新南口徒歩5分、東急東横線・目黒線武
蔵小杉駅南口徒歩3分

川崎市
宮前区

アクセス：東急田園都市線「鷺沼駅」から【鷺02】小杉駅行き、『有馬第二団地前』下車、すぐ前

横浜市
泉区

アクセス：相鉄いずみ野線いずみ中央駅徒歩５分

横浜市
瀬谷区

アクセス：相模鉄道三ツ境駅徒歩12分

川崎市
麻生区

アクセス：小田急新百合ヶ丘駅南口徒歩４分

横浜市
都筑区

アクセス：横浜市営地下鉄センター南駅徒歩５分

横浜市
戸塚区

アクセス：ＪＲ東戸塚駅西口徒歩１分

横浜市
栄区

アクセス：JR京浜東北線「本郷台駅」から徒歩３分

横浜市
港北区

アクセス：東急東横線大倉山駅徒歩７分

横浜市
緑区

アクセス：ＪＲ横浜線、横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅南口徒歩７分

横浜市
青葉区

アクセス：東急田園都市線市が尾駅徒歩７分

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、開館時間および休館日が変更される場合があります



市区町名 施設名 所在地
ＴＥＬ
ＦＡＸ

開館時間 休館日

横須賀市立市民活動サ
ポートセンター

〒238-0041
横須賀市本町3-27 ベイスクエ
アよこすか一番館1階

046-828-3130
046-828-3132

9:00-22:00 年末年始(12/29-1/3)

ひらつか市民活動セ
ンター

〒254-0045
平塚市見附町1-8 2階

0463-31-7571
0463-35-6601

9:00-22:00
施設点検日･年末年始
(12/28-1/4)

鎌倉市市民活動セン
ター・NPOセンター 鎌倉

〒248-0012
鎌倉市御成町18-10

0467-60-4555
0467-60-4555

9:00-17:00
第2･4･5日曜日･祝日･
年末年始(12/29-1/3)

鎌倉市市民活動セン
ター・NPOセンター 大船

〒247-0061
鎌倉市台1-2-25 たまなわ交流
センター１階

0467-42-0345
0467-42-0345

9:00-17:00
第2･4･5日曜日･祝日･
年末年始(12/29-1/3)

藤沢市市民活動推進
センター

〒251-0052
藤沢市藤沢1031 GRAFARE
FUJISAWA 2階

0466-54-4510
0466-54-4516

9:00-22:00
火曜日(祝日の場合は翌
日)･年末年始(12/29-
1/3)

藤沢市市民活動プラ
ザむつあい

〒252-0813
藤沢市亀井野4-8-1 六会市民
センター2階

0466-81-0222
0466-81-0222

9:00-19:00
月曜日(祝日の場合は
翌日)･年末年始
(12/29-1/3)

おだわら市民交流セ
ンター(愛称：ＵＭＥ
ＣＯ）

〒250-0011
小田原市栄町1-1-27

0465-24-6611
0465-24-6633

9:00-21:30
(会議室・活動エリア
の使用は21:00まで)

毎月第1月曜日（祝休日
の場合は、その日以降
の最初の平日）
年末年始（12月29日～1
月3日）

ちがさき市民活動サ
ポートセンター

〒253-0041
茅ヶ崎市茅ヶ崎3-2-7

0467-88-7546
0467-88-7546

9:30-21:30
第3水曜日･年末年始
(12/28-1/3)

逗子文化プラザ市民
交流センター

〒249-0006
逗子市逗子4-2-11

046-872-3001
046-872-3003

平日・土:9:00-21:00
※受付は20:00まで
日:9:00-18:00
※受付は17:00まで

第1･3火曜日(祝日の場
合は直後の平日)･年末
年始(12/29-1/3)

三浦市民交流センター
ニナイテ

〒238-0111
三浦市初声町下宮田5-16　ベ
イシア三浦店2階

046-845-9919
046-845-9229

9:00-21:00 12月31日～1月3日

秦野市市民活動サ
ポートセンター

〒257-0054
秦野市緑町16-3 秦野市保健福
祉センター4階

0463-83-1760
0463-83-1760

9:00-18:00 年末年始(12/29-1/3)

厚木市ボランティア
センター

〒243-0018
厚木市中町1-4-1 厚木市保健
福祉センター4階

046-225-2789
046-222-7440

8:30-17:15
厚木市保健福祉セン
ターの休館日･年末年
始(12/29-1/3)

鎌倉市

アクセス：ＪＲ鎌倉駅西口徒歩５分

三浦市

アクセス：京浜急行三崎口駅　1番のりば マリンパーク方面バス、2番のりば 三崎、城ヶ島方面バスで「引橋」
バス停から徒歩2分

鎌倉市

アクセス：ＪＲ大船駅西口徒歩５分

藤沢市

アクセス：ＪＲ藤沢駅北口徒歩８分

横須賀
市

アクセス：京浜急行汐入駅徒歩１分

平塚市

アクセス：ＪＲ平塚駅西口徒歩８分

厚木市

アクセス：小田急本厚木駅徒歩５分

藤沢市

アクセス：小田急六会日大前駅東口徒歩７分

小田原
市

アクセス：ＪＲ、小田急小田原駅東口徒歩３分

秦野市

アクセス：小田急秦野駅発「土橋経由渋沢駅北口行」･小田急渋沢駅発「土橋経由秦野駅行」、「保健福祉セン
ター前」下車、徒歩1分

茅ヶ崎
市

アクセス：ＪＲ茅ヶ崎駅北口徒歩10分

逗子市

アクセス：京浜急行逗子・葉山駅徒歩２分、ＪＲ逗子駅徒歩５分

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、開館時間および休館日が変更される場合があります



市区町名 施設名 所在地
ＴＥＬ
ＦＡＸ

開館時間 休館日

大和市民活動セン
ター

〒242-0018
大和市深見西1-2-17 市民活動
拠点ベテルギウス内

046-260-2586
046-205-5788

9:00-18:00
日曜日･毎月第3月曜
日・年末年始(12/29-
1/3)

いせはら市民活動サ
ポートセンター

〒259-1142
伊勢原市田中297

0463-94-5300
0463-94-5333

9:30-17:00
(ただし、利用日の7日前
までに申出がある場合
は、20:30まで開館)

毎週日曜日・年末年
始(12/29-1/3)

えびな市民活動セン
ター交流館（愛称：
ビナレッジ）

〒243-0421
海老名市さつき町51-2

046-259-8116
046-235-4110

9:00-22:00
第2木曜日･年末年始
(12/29-1/3)

座間市民活動サポー
トセンター

〒252-8566
座間市緑ケ丘1-1-1 ざまコ
ミュニティプラザ1階

046-255-0201
046-255-3243

9:00-17:00
火曜日･祝日及びその振
替休日･年末年始
(12/29-1/3)

南足柄市市民サポー
トルーム

〒250-0105
南足柄市関本591-1 ヴェルミ3
南足柄市女性センター内

0465-73-8071
0465-70-1832

9:00-19:00
水曜日・年末年始
(12/29-1/3)

市民活動センターあ
やせ

〒252-1107
綾瀬市深谷中1-3-1 中央公民
館内

0467-70-1232
0467-70-1232

9:00-21:00
火曜日･第3水曜日･年
末年始(12/28-1/4)

葉山まちづくり館
〒240-0112
葉山町堀内1874 葉山町立図書
館2階

046-876-0421
046-876-0421

10:00-17:30

月曜日･祝日の翌日･図
書館の館内整理日等の
休館日･年末年始
(12/28-1/5)

にのみや町民活動サ
ポートセンター

〒259-0196
二宮町二宮961(町民センター
内）

0463-71-0141
0463-73-0134

9:00-17:00 年末年始(12/28-1/4)

開成町民活動サポー
トセンター

〒258-8502
開成町延沢773(開成町民セン
ター2階)

0465-84-0315
0465-82-5234

月：9:00-16:00
火-日:9:00-21:00

月曜日が祝日の日、
年末年始(12/28-1/4)

真鶴地域情報セン
ター

〒259-0201
真鶴町真鶴433-1

0465-68-1111
0465-68-6327

平日:9:30-20:00
土･日･祝日：9:30-
18:00

月曜日(祝日の場合は翌
日)･年末年始(12/28-
1/4)

あいかわ町民活動サ
ポートセンター

〒243-0392
愛川町角田251-1

046-205-1323
046-205-1324

日･月･火･金･土･
祝:9:30-17:00
木:9:30-19:00

水曜日･施設点検日･
年末年始(12/29-1/3)

かながわ県民活動サ
ポートセンター

〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2

045-312-1121
045-312-4810

9:00-22:00
施設点検日･年末年始
(12/29-1/3)

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、開館時間および休館日が変更される場合があります

〔発行者〕かながわ県民活動サポートセンター　ボランタリー活動サポート課　045-312-1121㈹

神奈川
県

アクセス：ＪＲ、私鉄各線横浜駅徒歩５分

綾瀬市
アクセス：・小田急線・相鉄線海老名駅からバス 3・4番のりば 各経由「綾瀬市役所行き」－「綾瀬市役所」下車 徒歩5分
・小田急線・相鉄線海老名駅からバス　5番のりば「綾51系統　綾瀬市役所行き」－「市民文化センター前」下車すぐ
・相鉄線さがみ野駅からバス「吉岡工業団地行き」－「市民文化センター前」下車すぐ
・小田急線長後駅からバス 3番のりば 市役所または文化センター経由「綾瀬車庫行き」－「市民文化センター前」下車すぐ

葉山町

アクセス：ＪＲ横須賀線逗子駅又は京浜急行逗子・葉山駅からバスで「風早橋」又は「向原」バス停から徒歩5分

二宮町

アクセス：ＪＲ二宮駅北口徒歩４分

アクセス：・小田急線新松田駅から箱根登山バス1番のりば「関本行き」-「四ツ角」下車すぐ
・小田急線開成駅から徒歩30分

開成町

真鶴町

アクセス：ＪＲ真鶴駅南口徒歩5分

愛川町

アクセス：小田急本厚木駅からバス「愛川町役場」下車徒歩１分

座間市

アクセス：小田急相武台前駅徒歩15分、座間駅徒歩20分

南足柄
市

アクセス：大雄山線 終点大雄山駅徒歩１分

大和市

アクセス：小田急・相鉄大和駅徒歩10分

伊勢原
市

アクセス：小田急伊勢原駅北口徒歩13分、伊勢原駅南口4番線からバス「東海大学病院行き」に乗車し、「行政セ
ンター前」下車

海老名
市

アクセス：小田急･ＪＲ相模線厚木駅徒歩10分、小田急･相鉄海老名駅徒歩20分


