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愛知県 あいちNPO交流プラザ 愛知県 ◎ H15.1 直営 あいち協働ルールブック2004 H16.3 ＊あいちモリコロ基金 H19.8

1 名古屋市 なごやボランティア・ＮＰＯセンター NPO法人ワーカーズコープ ◎ H14.4 指定管理者 市民活動促進基本方針 H13.12

2 豊橋市 豊橋市民センター・市民活動プラザ ◎ H13.5 直営 市民協働推進条例 H19.4
市民協働推進補助金/市民協働推
進基金

H16/H19

岡崎市北部地域交流センター NPO法人岡崎まち育てセンターりた ◎ H17.4 指定管理者

岡崎市南部地域交流センター NPO法人岡崎まち育てセンターりた ◎ H18.10 指定管理者

岡崎市西部地域交流センター NPO法人岡崎まち育てセンターりた ◎ H20.2 指定管理者

4 一宮市 一宮市市民活動支援センター *ボランティアグループの協力 ◎ H16.7 直営 自治基本条例準備中 市民活動助成金 H18

5 瀬戸市 瀬戸市市民活動センター NPO法人ネットワーク・せとっこ ◎ H17.2 事業委託 市民活動促進基本施策 H14.5 市民活動促進補助金 H16

6 半田市 春日井市市民活動支援センター ◎ H18.4 直営

7 春日井市 半田市市民活動支援センター ◎ H19.4 直営 ボランティア活動推進基本計画 H14.12

8 豊川市 とよかわボランティア・市民活動センター 豊川市社会福祉協議会 ◎ H18.4 事業委託 市民活動活性化基本方針 H15.3 市民協働のまちづくり事業交付金 H19

9 津島市 市民協働宣言 H18.3

10 碧南市 碧南市ボランティアサポートプラザ 碧南市ボランティア活動推進協議会 ◎ H15.1 事業委託

11 刈谷市 刈谷市民ボランティア活動支援センター NPO法人NPO愛知ネット ◎ H15.10 指定管理者 市民との共存・協働推進条例準備中

12 豊田市 とよた市民活動センター ◎ H13.10 直営 まちづくり基本条例、市民活動促進条例
H17.10/H
18.12

NPOはじめの一歩助成金 H15

13 安城市 安城市民活動センター NPO法人NPO愛知ネット ◎ H17.1 事業委託

14 西尾市 にしおボランティア市民活動センター ◎ H12.3 直営 市民活動団体と行政の協働のあり方 H15.3 公益活動等助成金 H20

15 蒲郡市 がまごおり市民まちづくりセンター NPO法人市民クラブ ◎ H14.8 事業委託
指針「がまごおりの協働のまちづくりに向
けて」

H17.3 まちづくり事業助成金 H18

16 犬山市 犬山市市民活動支援センター
NPO法人犬山市民活動支援セン
ターの会

◎ H13.8 事業委託
市民活動の支援に関する条例、施行細
則

H13.3
市民活動支援基金/市民活動助
成金

H12/H13

17 常滑市 新市民参画推進指針

18 江南市 市民活動の情報ステーション ○ H17.12 直営
市民参画、市民協働及び市民活動の推
進に関する条例

H21.4予定 地域まちづくり事業補助金 H20

19 小牧市 小牧市市民活動センター NPO法人こまき市民活動ネットワーク ◎ H17.6 事業委託 市民活動推進条例・施行細則 H17.4 市民活動助成金 H17

20 稲沢市 稲沢市市民活動支援センター ネットワークいなざわ ◎ H14.6 事業委託

21 新城市 しんしろ市民活動サポートセンター ○ H17.4 直営 めざせ明日のまちづくり事業 H18

22 東海市 東海市立市民活動センター ◎ H18.4 直営
NPOと行政の協働指針「協働ルールブッ
ク」

H18.10

23 大府市 大府市市民活動センター ◎（予定） H21.4 指定管理者 協働のまちづくり推進条例 H18.4
NPO法人立ち上がり支援事業補助
金、協働企画提案事業交付金など
協働のまちづくり推進基金.

H19/
H18

24 知多市 知多市市民活動センター NPO法人地域福祉サポートちた ◎ H19.1 直営（一部委託） 市民活動推進条例 H17.4

25 知立市

26 尾張旭市 尾張旭市市民活動支援センター ◎ 市民活動促進助成金 H20

27 高浜市
まちづくりパートナーズ基金の設置
及び管理に関する条例

H17.4

NPO法人設立支援事業交付金、協
働事業推進事業交付金/まちづくり
パートナーズ基金

H17/H18
/H17

28 岩倉市 岩倉市ボランティア活動センター ○ H15.4 直営 市民活動支援計画 H14.6

29 豊明市 豊明市市民活動室 豊明市商工会 ○ H10.11 直営 協働推進計画 H20.3 市民活動推進補助金 H18

30 日進市 にぎわい交流館 ◎ H17.10 直営 協働ルールブック(理念編）（実務編） H18.3/H19.3

31 田原市 田原市民活動センター ◎ H19.5 事業委託 市民協働まちづくり条例 H20.4

32 愛西市

33 清須市

34 北名古屋市

35 弥富市 地域づくり補助金 H20

36 東郷町 町民活動センター（イーストプラザいこまい館内） ◎ H16.4 直営

37 長久手町 長久手町まちづくりセンター ○ H17.2 直営 地域協働計画 H20.10予定

38 豊山町

39 春日町

40 大口町 NPO活動促進条例 H12.6
元気なまちづくり事業助成金/ふるさ
とづくり基金

H18/H11

41 扶桑町 住民活動及び協働の推進に関する条例 H18.10

42 七宝町

43 美和町 町民活動推進補助金 H20

44 甚目寺町

45 大治町

46 蟹江町

47 飛島村

48 阿久比町

49 東浦町

50 南知多町

51 美浜町

52 武豊町

53 一色町

54 吉良町 住民協働推進条例 H20.4 住民活動支援交付金 H20

55 幡豆町

56 幸田町

57 三好町 町民活動サポートセンター ◎

58 設楽町

59 東栄町

60 豊根村

61 小坂井町

サポートセンター 条例、指針、計画など

愛知県内の市町村における市民活動関連施策の状況　　　（愛知県ＮＰＯグループＷｅｂから、H20.10ネイバーズ調べ）

市民協働推進指針 市民公益活動助成金 H20H16.4岡崎市3


