
住所 電話番号
ホームページ

(あれば)

1 さいたま市市民活動サポートセンター
さいたま市浦和区東高砂
町11－1　コムナーレ９階

048-813-6400
http://www.saitamac
ity-support.jp/

2 さいたま市　市民協働推進課
さいたま市浦和区東高砂
町11－1　コムナーレ９階

048-813-6403

3 各地域包括支援センター

https://www.city.sait
ama.jp/002/003/003
/001/001/p003506.h
tml

4 アーバンデザインセンターみその［UDCMi］
さいたま市緑区下野田
494-1 オークリーフ1F

048-812-0301
http://www.misono-
tm.org/udcmi/

5 さいたま市　みどり推進課
さいたま市浦和区常盤６－
４－４

048-829-1423
https://www.city.sait
ama.jp/001/010/019
/007/001/index.html

6 さいたま市　みどり推進課
さいたま市浦和区常盤６－
４－４

048-829-14１４
https://www.city.sait
ama.jp/001/010/019
/003/p032109.html

7 さいたま新都心ふれあいプラザ
さいたま市中央区新都心
10番地けやきひろば1階

048-600-3192
https://www.city.sait
ama.jp/006/001/005
/p002487.html

8 さいたま市　健康教育課
さいたま市浦和区常盤6-
4-4

048-829-1679
https://www.city.sait
ama.jp/006/015/035
/002/p000645.html

9 さいたま市　文化財保護課
さいたま市浦和区常盤６－
４ー４

048-829-1723
https://www.city.sait
ama.jp/001/013/009
/p021417.html

10 さいたま市　植水公民館 さいたま市西区中野林173－2048-623-0989

https://www.city.sait
ama.jp/nishi/001/00
1/006/003/p034304.
html

11 さいたま市　中央図書館　資料サービス課
さいたま市浦和区東高砂
町１１-1

048-871-2100
https://www.lib.city.s
aitama.jp

場所(名称) 住所 電話番号
ホームページ

(あれば)
備考 担当課または機関

1 その他（市民活動に関する情報）
さいたま市市民活動サポー
トセンター

浦和区東高砂町11－1
コムナーレ９階

048-813-6400
http://www.saitamacity
-support.jp/

さいたま市　市民協働推進
課

2 その他（協働事業に関する情報） さいたま市 市民協働推進課
浦和区東高砂町11－1
コムナーレ９階

048-813-6403
https://www.city.saita
ma.jp/001/013/003/00
2/004/001/index.html

さいたま市　市民協働推進
課

3 その他（本市が所轄するNPO法人情報） さいたま市 市民協働推進課
浦和区東高砂町11－1
コムナーレ９階

048-813-6403
NPOコバトン便、内閣
府NPOホームページ

さいたま市　市民協働推進
課

4
サークル・趣味
地域サロン
その他（生活支援サービス等）

いきいき活動リスト
https://www.city.saita
ma.jp/007/007/001/00
1/p059861.html

地域社会資源リスト（地域サロ
ン、趣味等を通じた通いの場、
生活支援サービス情報をまとめ
たもの）をHPで公開しています。
（四半期ごとに更新）

【周知・広報】
さいたま市　いきいき長寿推
進課
【活動内容詳細】各地域包括
支援センター

発信している情報の分野
※常時発信しているとは限らない

地域活動に関するお問い合わせ窓口
※相談の内容によっては他機関(部署)を紹介する場合がある

備考

公共花壇等の花の植栽及び維持管理を行うボランティア
団体に限ります。

市で管理する緑地の下草刈りや枝打ちなどの緑地保全
作業を行うボランティア団体に限ります。

さいたま新都心バリアフリーまちづくりボランティアに関す
る情報

図書館・読書活動推進に関するボランティア活動を行っ
ている団体を紹介します。

市民活動に関する相談

NPO法人に関する相談・問い合わせ

植水公民館登録団体を紹介します。

各地域包括支援センターに地域支え合い推進員を配置
し、サロンや生活支援サービス情報を収集しています。

防犯ボランティア、「ながら見守り」ボランティアについて
の情報に限ります。

地域活動に関する情報発信について(さいたま市)

http://www.saitamacity-support.jp/
http://www.saitamacity-support.jp/
http://www.misono-tm.org/udcmi/
http://www.misono-tm.org/udcmi/
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/007/001/index.html
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/007/001/index.html
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/007/001/index.html
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/003/p032109.html
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/003/p032109.html
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/003/p032109.html
https://www.city.saitama.jp/006/001/005/p002487.html
https://www.city.saitama.jp/006/001/005/p002487.html
https://www.city.saitama.jp/006/001/005/p002487.html
https://www.city.saitama.jp/006/015/035/002/p000645.html
https://www.city.saitama.jp/006/015/035/002/p000645.html
https://www.city.saitama.jp/006/015/035/002/p000645.html
https://www.city.saitama.jp/001/013/009/p021417.html
https://www.city.saitama.jp/001/013/009/p021417.html
https://www.city.saitama.jp/001/013/009/p021417.html
https://www.city.saitama.jp/nishi/001/001/006/003/p034304.html
https://www.city.saitama.jp/nishi/001/001/006/003/p034304.html
https://www.city.saitama.jp/nishi/001/001/006/003/p034304.html
https://www.city.saitama.jp/nishi/001/001/006/003/p034304.html
https://www.lib.city.saitama.jp/
https://www.lib.city.saitama.jp/
https://www.city.saitama.jp/001/013/003/002/004/001/index.html
https://www.city.saitama.jp/001/013/003/002/004/001/index.html
https://www.city.saitama.jp/001/013/003/002/004/001/index.html
https://www.city.saitama.jp/007/007/001/001/p059861.html
https://www.city.saitama.jp/007/007/001/001/p059861.html
https://www.city.saitama.jp/007/007/001/001/p059861.html
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ホームページ

(あれば)
備考 担当課または機関

発信している情報の分野
※常時発信しているとは限らない

5 育児サークル等
さいたま市 子育て支援政
策課

・さいたま子育てWEB
　http://www.saitama-
kosodate.jp/
・子育てきっかけ応援ブッ
ク
https://www.city.saitama.j
p/003/001/012/p006887.
html

さいたま市　子育て支援政
策課

6 一部のボランティア(子どもの居場所づくり)
さいたま市 子育て支援政
策課

https://www.city.saitama.j
p/003/001/009/p059709.
html

ホームページにおいて、市で補
助している団体等についての開
催場所や日時について掲載して
います。

さいたま市　子育て支援政
策課

7 一部のボランティア（水辺のサポート制度） さいたま市 環境対策課
さいたま市浦和区常盤6-
4-4

048-829-1331
https://www.city.saita
ma.jp/001/009/011/00
3/p008578.html

水辺のサポート制度は、市民団
体等が市内の河川等の水辺の
サポーターとなり、環境美化活
動を行う際に、市がこれを支援
する制度です。詳細はホーム
ページを御覧下さい。

さいたま市　環境対策課

8
ボランティア全般、その他（さいたま市美園地区における、まちの
デザインやサービス、プロモーション情報等）

アーバンデザインセンター
みその［UDCMi］

さいたま市緑区下野田
494-1 オークリーフ1F

048-812-0301
http://www.misono-
tm.org/udcmi/

さいたま市美園地区
さいたま市　環境未来都市
推進課

9 一部のボランティア（緑化・環境） さいたま市 みどり推進課
さいたま市浦和区常盤６－
４－４

０４８－８２９－１４２３
https://www.city.saita
ma.jp/001/010/019/00
7/001/index.html

公共花壇等の花の植栽及び維
持管理を行うボランティア団体
です。詳細はホームページをご
覧ください。

さいたま市　みどり推進課

10 一部のボランティア（緑地保全) さいたま市 みどり推進課
さいたま市浦和区常盤６－
４－４

０４８－８２９－１４１４
https://www.city.saita
ma.jp/001/010/019/00
3/p032109.html

市で管理する緑地の下草刈り
や枝打ちなどの緑地保全作業
を行うボランティア団体です。

さいたま市　みどり推進課

11
一部のボランティア（さいたま新都心バリアフリーまちづくりボラン
ティア）

さいたま新都心ふれあいプ
ラザ

さいたま市中央区新都心
10番地けやきひろば1階

048－600－3192
https://www.city.saita
ma.jp/006/001/005/p0
02487.html

さいたま新都心バリアフリーまち
づくりボランティアの募集

さいたま市　都心整備課

12 一部のボランティア（防犯ボランティア） 児童の通学路

子どもの登下校時に地域を見回
り、子どもたちの見守りを行うボ
ランティアです。
市内在住の方が対象です。

さいたま市　健康教育課

13 一部のボランティア（さいたま市「ながら見守り」ボランティア） 市内
https://www.city.saita
ma.jp/003/002/011/p0
61830.html

通勤や買い物などをしながら、
ストラップ付カードを携行して子
どもの見守りを行うボランティア
です。詳細はホームページをご
覧ください。
主に早朝と夕方に市内で活動で
きる成人の方が対象です。

さいたま市　健康教育課

14 ボランティア（チャレンジスクール） 市立小・中学校 048-829-1703
https://volunteercity-
saitama.jp/

詳しくは、ボランティアシティさい
たまWEBのチャレンジスクール
のページをご覧ください。

さいたま市　生涯学習振興
課

15 生涯学習 市内各所 048-829-1704
https://gakushu.city.sa
itama.jp/

さいたま市　生涯学習振興
課

https://www.city.saitama.jp/001/009/011/003/p008578.html
https://www.city.saitama.jp/001/009/011/003/p008578.html
https://www.city.saitama.jp/001/009/011/003/p008578.html
http://www.misono-tm.org/udcmi/
http://www.misono-tm.org/udcmi/
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/007/001/index.html
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/007/001/index.html
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/007/001/index.html
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/003/p032109.html
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/003/p032109.html
https://www.city.saitama.jp/001/010/019/003/p032109.html
https://www.city.saitama.jp/006/001/005/p002487.html
https://www.city.saitama.jp/006/001/005/p002487.html
https://www.city.saitama.jp/006/001/005/p002487.html
https://www.city.saitama.jp/003/002/011/p061830.html
https://www.city.saitama.jp/003/002/011/p061830.html
https://www.city.saitama.jp/003/002/011/p061830.html
https://volunteercity-saitama.jp/
https://volunteercity-saitama.jp/
https://gakushu.city.saitama.jp/
https://gakushu.city.saitama.jp/
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16
一部のボランティア
（田島ケ原サクラソウ自生地を守る会ボランティア）

さいたま市 文化財保護課
さいたま市浦和区常盤６－
４ー４

０４８－８２９－１７２３
https://www.city.saita
ma.jp/001/013/009/p0
21417.html

募集に関しては、2月頃、市報に
掲載を予定しています。ご確認く
ださい。

さいたま市　文化財保護課

17 生涯学習・市民大学
生涯学習総合センター及
び各公民館

各施設 各施設
https://www.city.saita
ma.jp/003/003/004/ind
ex.html

各施設にリンク
さいたま市　生涯学習総合
センター

18 サークル活動
生涯学習総合センター及
び各公民館

各施設 各施設
https://www.city.saita
ma.jp/003/003/004/ind
ex.html

各施設にリンク
さいたま市　生涯学習総合
センター

19 一部のボランティア（図書館に関するボランティア） さいたま市 中央図書館
さいたま市浦和区東高砂
町１１-1

048-871-2100
https://www.lib.city.sai
tama.jp/contents?1&pi
d=187

各館でそれぞれ活動している団
体がありますので、ご希望の図
書館にお問い合わせください。

さいたま市　中央図書館
資料サービス課

https://www.city.saitama.jp/001/013/009/p021417.html
https://www.city.saitama.jp/001/013/009/p021417.html
https://www.city.saitama.jp/001/013/009/p021417.html
https://www.city.saitama.jp/003/003/004/index.html
https://www.city.saitama.jp/003/003/004/index.html
https://www.city.saitama.jp/003/003/004/index.html
https://www.city.saitama.jp/003/003/004/index.html
https://www.city.saitama.jp/003/003/004/index.html
https://www.city.saitama.jp/003/003/004/index.html
https://www.lib.city.saitama.jp/contents?1&pid=187
https://www.lib.city.saitama.jp/contents?1&pid=187
https://www.lib.city.saitama.jp/contents?1&pid=187

