
道路空間の維持・活用に関する支援制度・法規制

（１）維持管理分野

①　アダプト制度（国・県・市）

アダプトプログラムは、1985 年にアメリカテキサス州で道路
の散乱ごみ対策の新しい取り組みとして始められました。
道路と「縁組」するというユニークな取り組みは、自分たちの
生活空間を快適にしたいという住民たちの間で広く普及し、瞬
く間に全米 48 州にまで広がりました。日本にも導入され、全
国で活動の輪が広がっています。

静岡県内のアダプト制度
（2010 年度の状況）

アダプト活動の内容

しずおか・アダプト・ロード・プログラムの場合

○清掃、除草、枝払い等
○花壇などの草花の維持管理
○その他

以下の補修・報告・情報提供などもアダプトの活動とされている。

○道路の陥没、サビ落とし等の簡易的な補修（プチメンテナンスとも呼ぶ場合がある）
○道路の損傷情報の提供等
○不法投棄に関する情報の提供　

４

区　分
国土交通省
静岡県

市　町

名　　　称 県内登録団体
ボランティア・サポート・プログラム
しずおかアダプト・ロード・プログラム 104

33

47
53

30
12

52
30
145

80

静岡市道路サポーター制度
浜松市道路・河川里親制度
道路愛護制度（浜松市）
JR三島駅南口里親
伊東市公共施設の里親制度
藤枝市まち美化里親制度
磐田市まち美化パートナー制度
掛川美化推進ボランティア

女神花の会の活動風景
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女神花の会の活動風景

① 道路などの清掃美化活動について地元の自治体や市民活動団体等と話し合う

② 県土木事務所と活動団体等と場所や活動内容、頻度などを検討し、確認

③ 県土木事務所と参加者（代表）と市町との間で「同意書」を取り交わす

④ 参加者の名簿を県土木事務所に提出

⑤ 活動区間に、県土木事務所が「アダプトサイン」を設置

⑥ 活動に際し、ボランティア保険に加入（費用は県が負担）

⑧ 団体は清掃美化活動を行う（ゴミは地元の市町が処分）

⑦ 活動に必要な道具や材料などを県土木事務所が現物支給
 　（初年度１団体 10万円以内・２年目以降は年２万円以内）

アダプトの清掃美化活動は、道路空間に関わる市民の活動清掃・ごみ拾い、ガム剥がし、除草、落書き消し、
花壇の世話、植樹・植栽、花苗の育成、粗大ごみの処理、違法広告物の撤去、情報提供、活動報告、砂まき（豪
雪地帯）などを行っている。

しずおか・アダプト・ロード・プログラムの手順
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アダプト・ロード・プログラムには表彰制度はなく、既存のコンクールに応募している。
アダプトの登録団体が受けた受賞として、以下の受賞を受けている（参考）。

2012 年 3月

しずおかアダプト・ロード・プログラム団体の受賞事例

財団法人静岡県グリーンバンクは、ゴルファー緑化協力金を始め、多くの方々からの寄付や協力を得て、緑
あふれる生活環境づくりを進めている「緑の善意銀行」である。
グリーンバンクの支援事業の中で、ボランティア向け事業は以下のものがある。

財団法人静岡県グリーン
バンク   

②　グリーンバンク

受賞団体名
女神花の会
（牧之原市）

比木みどり会
（御前崎市）
第3喜楽会
さわやかクラブ
（焼津市）

受賞名 表彰母体
花のまちづくりコンクール
最優秀賞 主催／花のまちづくりコンクール推進協議会

提唱／農林水産省・国土交通省

主催／静岡県「花咲くしずおか」推進協議会
（県・市の団体多数参加）
袋井土木事務所

焼津市まちをきれいにする運動推進協議会

花いっぱいコンクール
最優秀賞
河川愛護活動推進功労賞

環境美化活動功労賞

地元の花の会など地域で活動する団体を対象に緑化資材（種子、苗
木、土壌改良材、表示看板等）を無料配布する。配布時期は年2回。
詳細は要確認。

地元の花の会など地域で活動する団体を対象に緑化資材（種子、苗
木、土壌改良材、表示看板等）を無料配布する。配布時期は年2回。
詳細は要確認。

地域の景観づくりのために行う緑化活動・維持管理を支援する。苗
木などの資器材や基盤整備、調査・会議費などが対象で、事業によっ
て補助内容が異なるため、詳細は要確認。

「緑化ボランティア団体、NPO法人からの提案部門」と「グリーン
バンクからの提案部門」の2部門がある。上限は年間50万円。詳
細は要確認。

地域の緑化事業や交流事業を行う団体に対して、事業費の9割また
は上限20万円を補助する。詳細については要確認。

景観づくり団体事業

企画提案型事業

定期配布事業

グループ支援事業

③　ふじのくにNPO活動基金（正式名：静岡県社会貢献活動促進基金）

ふじのくに NPO 活動基金は、社会貢献活動を行う団体の活動を推進するため県民や企業の「地域や社会の
ために」という想いに応えるため「寄附」というカタチで地域や社会の問題解決に取組む団体につなぐため
に創設された基金である。

静岡県内を拠点としたＮＰＯの社会貢献活動を財政的に支援し、安定した継続的な発展・促進を目的とす
る助成事業。ふじのくにNPO活動基金登録している団体が対象である。

図：ふじのくにNPO活動基金のホームページより抜粋

NPO活動助成事業

①　団体支援事業
　　寄附者が支援を希望した登録団体が企画・実施する社会貢献活動事業
　　　（補助率）寄附金の範囲内で事業に要する経費内で運営委員会が定める額
②　テーマ指定事業
　　寄附者の希望に基づき知事が指定したテーマに関して、登録団体が企画・実施する社会貢献活
　　動事業
　　　（補助率）寄附金の範囲内で事業に要する経費内でおいて運営委員会が定める額
③　自由提案型事業
　　登録団体が企画・実施する独創的なアイデアによる新規社会貢献活動事業
　　　※ 既に実施されている事業や静岡県外の不特定多数の者の利益増進に寄与する事業は対象
　　　　 となりません。
　　　（補助率）事業に要する経費の 3 分の 2 以内。但し上限額 200 万円

　　詳しくは　　http://www.npokikin-shizuoka.info/activities_grant/
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新しい公共の担い手となるＮＰＯ等の自立した活動の促進するための組織運営基盤の強化と環境整備、公
をＮＰＯ等に開く試行的な取組みに対して支援する事業。

新しい公共支援事業

①　活動基盤整備支援事業 
　　ＮＰＯ等の活動を活性化させるために必要な基盤となる支援である。
　　（例：HP作成、申請書や報告書の書き方、会計処理など）
②　寄附募集支援事業
　　ＮＰＯ等の活動促進と財源安定のための寄付募集推進に必要な応援をする。さらに寄附募集活
　　動の効果を高めたり、寄附者とのネットワークの形成を促進する支援。
③　融資円滑化支援事業
　　ＮＰＯ等の事業力を高めるために融資利用を促進するための支援や、金融機関等からの融資を
　　利用しやすくするための支援。
④　つなぎ融資利子補給事業
　　ＮＰＯ等が行政から受託した業務の実施に際して金融機関等のつなぎ融資を利用する場合に、
　　当該融資にかかる利子に相当する金額を支給する。
⑤　新しい公共の場づくりモデル事業
　　NPO 等が将来的に自立して活動を継続できるための支援。事業に参加する関係ＮＰＯ等の活
　　動基盤整備・寄附募集・融資利用等のための人材・情報・資金・仕組み等を強化する支援を含
　　む事業。
○条件
　・地域の課題解決に取り組む先進的な事業であり、他の地域のモデルになり得る事業
　・新しい公共の担い手として、ＮＰＯ等と県・市町との連携、又は、ＮＰＯ等と県・市町を構成員
　　に含む協議体が事業の実施主体（ＮＰＯ等単独での申請は不可）

　　詳しくは　　http://www.npokikin-shizuoka.info/public_works/

（２）利活用分野

①　公募型社会実験

社会実験とは、新たな施策の展開や円滑な事業執行のため、社会的に大きな影響を与える可能性のある施
策の導入に先立ち、市民等の参加のもと、場所や期間を限定して施策を試行・評価するもので、地域が抱
える課題の解決に向け、関係者や地域住民が施策を導入するか否かの判断を行うことができる。
国土交通省道路局では、道路に対する価値観やニーズの多様化、生活環境に対する意識の高まりに伴い、
幅広い意見を採り入れながら施策の導入を考えていくために、平成 11年度より社会実験を実施している。

社会実験のテーマ（過去の実施事業）

●歩行者・自転車の優先 
　・くらしのみちゾーン
　・トランジットモール
●オープンカフェ等の地域主体の道活用
　・オープンカフェ
　・イベント等　道路空間の多目的利用
●公共交通機関の利用促進を図る実験 
　・パーク＆ライド／バス利用の促進
　・自動車共同利用（カーシェアリンング）
●観光地の交通円滑化
　・観光交通の流入制限、バスの運行
　・交通・観光情報の総合的な提供
●自転車利用環境の向上
　・レンタサイクルシステムの導入
　・自転車通行空間の創出
●物流・駐車対策
　・路上・路外での荷捌き空間の創出
　・違法路上駐車を駐車場に誘導 
●通り名による道案内
　通り名・位置番号方式による道案内システム
●その他
　交通安全対策／道路管理の協働　等

オープンカフェの実験

路上や路外での荷捌き空間創出

通り名等による道案内の実験

社会実験の実施により、道路法等の一部改正（緩和）など道路空間の利活用に貢献している。
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新しい公共の担い手となるＮＰＯ等の自立した活動の促進するための組織運営基盤の強化と環境整備、公
をＮＰＯ等に開く試行的な取組みに対して支援する事業。

新しい公共支援事業

①　活動基盤整備支援事業 
　　ＮＰＯ等の活動を活性化させるために必要な基盤となる支援である。
　　（例：HP作成、申請書や報告書の書き方、会計処理など）
②　寄附募集支援事業
　　ＮＰＯ等の活動促進と財源安定のための寄付募集推進に必要な応援をする。さらに寄附募集活
　　動の効果を高めたり、寄附者とのネットワークの形成を促進する支援。
③　融資円滑化支援事業
　　ＮＰＯ等の事業力を高めるために融資利用を促進するための支援や、金融機関等からの融資を
　　利用しやすくするための支援。
④　つなぎ融資利子補給事業
　　ＮＰＯ等が行政から受託した業務の実施に際して金融機関等のつなぎ融資を利用する場合に、
　　当該融資にかかる利子に相当する金額を支給する。
⑤　新しい公共の場づくりモデル事業
　　NPO 等が将来的に自立して活動を継続できるための支援。事業に参加する関係ＮＰＯ等の活
　　動基盤整備・寄附募集・融資利用等のための人材・情報・資金・仕組み等を強化する支援を含
　　む事業。
○条件
　・地域の課題解決に取り組む先進的な事業であり、他の地域のモデルになり得る事業
　・新しい公共の担い手として、ＮＰＯ等と県・市町との連携、又は、ＮＰＯ等と県・市町を構成員
　　に含む協議体が事業の実施主体（ＮＰＯ等単独での申請は不可）

　　詳しくは　　http://www.npokikin-shizuoka.info/public_works/

（２）利活用分野
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路上や路外での荷捌き空間創出
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社会実験の実施により、道路法等の一部改正（緩和）など道路空間の利活用に貢献している。
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②　日本風景街道

日本風景街道は、郷土愛を育み、日本列島の魅力・美しさを発見、創出するとともに、多様な主体による
協働のもと、景観、自然、歴史、文化等の地域資源を活かした国民的な原風景を創成する運動を促し、地
域活性化、観光振興、美しい国土の形成を目指している。

出典：風景街道中部地方協議会ホームページより

活動の支援メニュー

○人的支援
○制度的支援
○多様な主体による協働の取り組みを通しての支援（施設整備、情報発信　等）
○全国的な観点からの支援（財政的支援、ロゴの使用　等）

「風景街道」に登録されるメリット

○「風景街道」として紹介され、全国にPRされる。
○風景街道中部地方協議会を介した様々な支援が受けられる。
○美しい地域が創られ、観光客の増加、地域の活性化が期待される。

出典：風景街道中部地方協議会ホームページより

平成 19 年 9 月に「風景街道」の第１回目の登録が行われ、平成 23 年 12 月現在、全国で合計 126 ルー
トが登録された。静岡県内は５ルートが登録。
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③　中部建設協会の活動助成金

④　NEXCO中日本のハイウェイ緑の里プロジェクト

社団法人中部建設協会では、国土の健全な発展に寄与することを目的として、公益活動支援を行っている。
公益活動事業の充実と特定非営利活動法人（以下「NPO」という）の育成を図るために、国土の利用・整備・
保全及び防災に関する活動を行うNPOや地域づくり活動を助成している。

NEXCO 中日本では、高速道路ののり面やインターチェンジ周辺などで地域の方々に場所を提供し、緑を
育ててもらう「ハイウェイ緑の里プロジェクト」を創設、参加者を募集。地域の皆様との共同プロジェク
トとして行う、高速道路の緑化・美化活動は、初めての試み。

○活動内容
　高速道路ののり面（花壇の整備、樹木の植栽）
○対象者
　高速道路の近くの事業所、自治会、公益法人、学校などが対象
○助成内容
　樹木・苗木・花壇材料等の費用助成
※１件の助成対象に対し年間２０万円（初年度に限る）

助成区分 内　　容
○助成対象
　中部建設協会の定める地域や活動内容などの条件を満たしたNPO。
○対象事業
　まちづくりの推進や環境保全、災害救援活動などに対して、単年度
の申請で事業費の7割または上限100万円を助成する。
○注意事項
　同制度を活用した場合は「地域づくり活動助成」の応募は不可。
　詳細は要確認。

○助成対象
　岐阜、静岡、愛知、三重各県および長野県の上伊那・飯伊・木曽地
域で事業を行うＮＰＯ法人、任意団体、市町村、学校等に助成する。
○対象事業
　道路の美化などの環境整備、防災、地域づくり等。事業費の 5 割ま
たは上限 50 万円とする。年間 2 件まで応募できる（その際の上限
は2件併せて50万円）。
○注意事項
　同制度を活用した場合は「NPO 助成」への応募は不可。詳細は要
確認。

NPO助成

地域づくり活動助成　
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種　類 対　象 所　管 根拠法他 許可事例
道路上に物件を設
置して継続的に使
用する場合

道路管理者
（国、県、市町村）

道路法、条例 電柱、電線、ポスト、水
道管、露店、看板、標識、
旗竿ざお　他

交通に支障のある
ような道路の使用
をする場合

警察庁
（所管警察署）

道路交通法 道路工事、道路上への石
碑や広告板設置、屋台　
他

道路占用許可

道路使用許可

（３）道路空間の維持・活用に関する許可制度・手続き

①　イベント等開催時の許可手続きについて

近年、地域活性化やにぎわい創出の場としての道路空間の活用に対する期待が高まっている。行政上、道
路は人や車の通行が本来の目的であり、それ以外の利用については原則許可が必要になる。せっかく地元
の了解を得ながら、許可の申請を忘れてイベントが開催できないような事態を避けるため、主な許可制度
についてここに紹介する。
何よりも大事なのは「早めの相談、早めの手続き」。前例があっても、最終的には道路管理者、警察署から
認められない場合もあり得る。早めに相談、確認することで何が課題なのか見えてくる。時間に余裕があ
ればこそ、課題解決に向けた対応もできるはずである。

道路管理者（国、県、市町村）に申請するのが「道路占用許可」、所管の警察署に申請するのが「道路
使用許可」。最近は両許可を道路管理者に一括申請できるようになってきた。

占用、使用許可の違い

「道路」とは何かという点で、地域住民にとっては生活空間の一部であっても、行政上の位置づけでは
自動車等の交通確保が優先される。その上で、交通に支障があっても、公益上、社会の慣習上やむを
得ない場合に占用・使用を許可する。目的、地域住民や道路利用者の合意形成等が判断材料になるので、
「交通への影響＜公益性」を示せることが大事。

許可の判断

・平成16年には警察庁が通達で、イベント等に伴う道路使用許可手続きを円滑化するために、実施主
　体の事前相談を受ければ適切な助言、情報提供を行い、協力する旨を示した。
・同17年には国土交通省が地域活性化を目的とした路上イベントに伴う道路占用の手続きを円滑化す
　るためのガイドラインを策定。
・同19年、静岡県で、道路占用・使用許可申請のワンストップサービスを開始。県土木事務所に両方
　の申請書を一括して提出することができるようになった。ただし、使用許可は警察署で受領。自治
　体によっては一括申請できない場合もあるので要確認。

昨今の動き

●道路占用、道路使用許可

※使用許可の申請料や許可取得後の占有料がかかる場合があるので事前に確認すること
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○道路占用の主な対象物
・のぼり旗
・露店、商品置き場
・看板、案内板
・幕、アーチ
・テント、パラソル
・ステージ、やぐら、観客席
・テーブル、椅子 ・音響機材（スピーカー等）
・電飾、提灯、ランプ ・フェンス、コーン
・フラワーポット ・ベンチ

●主な許可条件
・迂回路や駐車場などの交通案内を行うこと
・歩行者、自転車が安全に通行できる幅を確保すること。 
・占用物件は、営業時間以外は毎日撤去すること。 
・占用箇所周辺の美化に努め、毎日清掃し、占用物件の整理整頓をすること。 
・路上イベントにより多数の来客が見込まれる場合は、十分な駐車場などを確保すること
・路上イベント終了後は、道路の清掃を行い、原状回復すること

●収益活動
・オープンカフェ ( オープンテラス )
・朝市、軽トラ市、ワゴンセール、屋台など

●非収益活動
・歩行者天国、 祭り、パレード、コンサート、
  大道芸（ストリート・パフォーマンス）など
・道路美化活動
・放置自転車対策（自転車駐車施設）

②　道路占用許可

道路上に物件を設置し、継続して道路を使用する場合には、道路法第32 条に基づき、道路管理者の許可が
必要になる。電気・電話・ガス管を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置す
る場合なども含まれる。占用する際、道路の占用料を支払う。
受理してから概ね２週間程度の期間がかかるため、イベント等で占用する場合は、時間的余裕をもって事
前協議をしておくことを勧める。

地域活性化に資する路上イベントの道路占用

※平成17年3月 国土交通省の道を活用した地域活動の円滑化のちためのガイドラインより

道を活用した地域活動を実施する際には、道路占用許可、道路使用許可が必要。また、地域活動の内容によっ
ては、食品営業許可（飲食物を扱う場合）なども必要となる。

許可手続きの流れ

事業計画案の策定（変更）
公共性、地域住民との合意形成の度合いに留意。許可
申請時に問わることもある。

事前相談（道路管理者、警察署）
※相談した上で、許可申請が必要ない場合もある

　（報告はしたほうが良いことも）　

許可申請（道路管理者、警察署）
※占用、使用許可を一括で申請できるワンストップ
　サービスを行っている道路管理者も増えている。

【道路占用許可】（道路管理者）
（国道 - 国土交通省、県道 - 県道路担
当部署）※県管理国道も有
公共性、公益性に基づき許可。内容に
よっては占用料がかかるので要確認

道路占用許可条件例
・付近住民への周知
・現状復旧
・歩行者への配慮
・周辺の美化、清掃
・来場者への駐車場確保　等

【道路使用許可】（警察署）
交通への影響を上回る公益性等を考慮
し可否を判断。
広域の活動では所管が異なる場合もあ
るので要注意。

【食品営業許可】（保健所）
飲食店、喫茶店、乳類・魚介類などの
販売（34業種）・・・許可が必要
※都道府県の条例によって、食品衛生
責任者の設置、衛生管理の措置など異
なるので事前の確認が必要

【屋外広告物法・条例】（県・市町）
景観上の問題などから、過剰な広告を
規制。
・広告禁止区域、許可の要件
・看板の大きさ、数量、色彩等の制限
・違反広告物の撤去などが示されてい
る。

道路使用許可条件例
・付近住民への周知
・歩行者動線の確保
・交通整理員の配置
・終了後の清掃　　　　等

事業計画の確定、実施
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③　道路使用許可

イベントや工事などで道路を使用する場合には、道路交通法第 77 条に基づき、所轄警察署長の許可が必要
になる。
なお、道路占用許可と道路使用許可はいずれかの窓口に一括して申請することもできる。
道路使用許可は、申請を受理されるまでにも一定の期間がかかり、受理から許可まで一般的に 10 日程度の
時間を要するので、あらかじめ事前協議をしておくことを勧める。

④　食品営業許可

●営業許可
縁日、祭礼や各種イベント等の行事において、有料で飲食物を提供する場合、原則として食品衛生法で
定めている「営業許可」が必要である。すなわち、その場で加工・調理をして有料提供する場合に営業
許可が必要。営業許可を受けるためには、保健所に営業許可の申請をし、施設基準に合致した施設をつ
くり、食品衛生上の危害を発生させないよう取り扱いをする。
以下のような実施形態によっては、営業許可が不要な場合がある。
　・学校や地域の祭りでのバザー等（バザーの届出は必要）
　・無料の「試食品」の提供（営業ではないので、許可は不要）
　※詳細は最寄りの保健所で確認のこと。

●露天商の営業許可
イベント等で恒常的に施設を持たない営業の場合（露天商など）は、露天商の営業許可（５年間有効）を取っ
ている場合もある。
イベント等で飲食関連の販売出店をする場合、臨時営業許可や移動食品の営業許可証を取っていること
が条件になる場合もある。

●臨時営業
臨時営業とは、１ケ月ほどの海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭若しくは市街地等
における地域の活性化のため等の催し物の会場での臨時の営業。臨時営業のうち飲食店営業、喫茶店営業、
菓子製造業で取扱うことができる食品には制限がある。

●イベントにおける食品提供
臨時的に施設を設けて不特定多数の者を対象に、食品を大量に調理又は製造し、その場で提供する場合
並びに大量に配布する場合には、保健所との事前協議と届出が必要。

⑤　道路上への広告物の設置

屋外への広告物設置は、道路空間の活用方法の一つであるが、一方で景観上の問題などから過剰な広告を
規制する動きが強まっている。「屋外広告物法」では、自治体が「屋外広告物条例」を定め、必要な規制を
することができるとしている。
景観法に基づく景観条例の中でも、屋外広告物については規定されているものもあるため、その条例の有
無を確認することも忘れてはいけない。

屋外広告物条例には、
　・広告禁止区域
　・許可の要件
　・看板の大きさ、数量、種類、形状、色彩
　・違反広告物の撤去　　などが示されている。
看板の設置を計画する者、違法看板に困っている住民は、自治体の条例を十分に確認すること。
また、看板は道路占用物となるので、道路占用許可の対象になるのか道路管理者に確認の上、必要に応じ
て占用料を支払わなければならない点も考慮しなければならない。

⑥　道路敷地内　占有の特例

都市再生整備計画の区域内において以下のものを設置する場合、
都市再生特別措置法の一部を改正する法律等が施行 (10 月 20 日 ) され、道路空間を有効に活用して、まち
のにぎわい創出等に資するための「道路占用許可」の特例制度が創設された。
この特例は、都市再生整備計画＊の区域内において、都市の再生に貢献する一定の工作物に係る道路占用
許可について、無余地性の基準（道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない場合であること）占用許
可基準の適用を除外することとする。

なお、占用許可を受けた者は、緩和措置を受けるだけでな
く、周辺の道路の清掃、植栽の管理等も併せて実施するこ
とになる。

＊都市再生整備計画とは、市町村が作成するまちづくり　

　のために策定する計画

オープンカフェの例

民間広告板の設置例（バス停）

●特定の対象施設
・オープンカフェ等の食事施設、購買施設、案内所
・自転車駐車器具の設置（賃貸事業用）
・広告塔又は看板（良好な景観の形成又は風致の維 
　持に寄与するもの）
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（４）道路空間の維持・活用の活動を支援する機能
市民活動団体や企業等が道路空間の維持・活用に係る活動する際、相談・助言、紹介する中間支援機能が
必要になる。
道路空間の維持・活用に係る活動も市民活動の一環であり、県や市町が設置する市民活動センター等がそ
の役割を担う。

志縁組織
（NPO、ボランティア団体）

企業
経済団体

行政
学校

地縁組織
（自治会、コミュニティ）

中間支援組織
（パレット、市民協働）

静岡県内の市民活動支援拠点一覧表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

静岡県

静岡県

静岡県

熱海市

伊東市

三島市

沼津市

御殿場市

富士市

静岡市

静岡市

静岡市

焼津市

藤枝市

島田市

島田市

掛川市

掛川市

袋井市

磐田市

浜松市

湖西市

ふじのくにNPO活動センター　

東部パレット（静岡県東部地域交流プラザ）

西部パレット（静岡県西部地域交流プラザ）

熱海市NPO・ボランティア団体支援ルーム

伊東市民活動支援センター  pal（ぱる）

三島市民活動センター　

沼津市NPOセンター

御殿場市民活動支援センター　ふじざくら　

富士市民活動センター・コミュニティｆ

静岡市番町市民活動センター

静岡市清水市活動センター

清水NPO・ボランティア市民センター

焼津市総合福祉会館「ふくしの場」

ふじえだ市民活動支援センター「ぴゅあ」

島田市地域交流センター歩歩路

しまだ楽習センター

掛川市大東市民交流センター

大須賀市民交流センター

袋井市協働まちづくりセンター「ふらっと」

磐田市市民活動センター のっぽ（NoPｐO)

浜松市市民協働センター

アクティブ湖西
（湖西市市民活動支援事務局）

静岡市駿河区南町14-1　
　水の森ビル２Ｆ
沼津市大手町1-1-3 
　沼津商連会館ビル3 階
浜松市中区鍛冶町100-1
　ザザシティ浜松中央館５階
熱海市中央町1-1
　熱海市文化会館内

伊東市 東松原町13－22

三島市本町 3-29

沼津市大手町1-1-3 
　沼津商連会館ビル１階

富士市吉原 2丁目10-20 
　ラクロス吉原 2Ｆ

静岡市葵区一番町５０番地

静岡市清水区港町 2-1-1
　キラキラシティー２Ｆ

焼津市大覚寺 630

藤枝市駅前　2-1-5
　藤枝市文化 センター2階

島田市本通 3丁目6 番の1

島田市栄町４番の１９

掛川市三俣 620 番地　3・4 階

掛川市西大渕100 番地

袋井市方丈 3-5-11

磐田市森岡１５０
　磐田市役所豊田支所内

浜松市中区中央1丁目13-3

湖西市鷲津 1293-4
　（H24.4.1より移転開設予定）

静岡市清水区辻1-2-3

御殿場市萩原 988 番地の1

№ 設置 名　 称 所在地

平成 24年 3月 1５日現在
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№ 設置 名　 称 所在地

平成 24年 3月 1５日現在
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