
事業内容 相手方 役割分担 効果

社会の課題解決を図るCSO（市民社
会組織）の先進的な取り組みに対して
賞金や経営サポートで表彰

一般社団法人大阪青年会議所
当法人：CSOの募集・支援・寄附金集め
大阪青年会議所：広報・運営支援

CSOアワードを受賞した団体が、メディアに取り上
げられ、活動発展につながった。また、自由使途の資
金と経営サポートを提供することにより、その組織の
課題解決につながった。

ブログ
Facebook
メールマガジン
広報誌「大阪CSO通信”むすび”」

「CSOアワード」事業は、社会的課
題の解決を図るCSO（市民社会組
織）の先進的で継続的な活動事業を通
じ、より多くの共感や感動を生み出し
ているのかを事業実績や功績をもとに
評価する表彰事業

一般社団法人大阪青年会議所
当法人：CSOの募集・支援・協賛金の募集
大阪青年会議所：広報協力、大阪青年会議所賞
の審査（人間力大賞への推薦)

ＣＳＯアワード応募選出者より、大阪市内を活動拠点
とする若者（20歳～40歳）を対象とした「大阪青年
会議所賞」として審査し、（公社）日本青年会議所が
主催する人間力大賞（青年版国民栄誉賞）に推薦す
る。人間力あふれる若者たちを発掘し、活動を世界に
向けて発信することで、日本のみならず世界をより良
く変えていける人材へと導き、ひいては活力ある地
域、国づくりへとつなげている。

ブログ
Facebook
メールマガジン
募集チラシの配布

大阪商工信用金庫の『商工ソーシャル
ビジネスローン』を活用した資金供給
及び情報提供等の支援を行うことを通
じ、地域経済の活性化の促進を図るこ
とを目的として相互提携

大阪商工信用金庫

当法人：社会性・公益性の評価とアドバイス・
情報提供等
大阪商工信用金庫：事業性の審査、融資実行等

が相互提携のうえ、前向きに審査を行い、
両者の強みを活かしたサポートを継続的に
行い、団体・事業者の発展を応援

地域の様々な課題解決を目指す事業活動に対し、法人
格を問わない、ソーシャルビジネス向け融資商品を取
扱うことで、“志”ある人を資金面で支援し、地域の
良き経済循環、地域社会の発展を創り出している。

大阪商工信用金庫ＷＥＢサイト
大阪商工信用金庫『商工ソーシャルビ
ジネスローン』冊子の配布
メールマガジン

ワン・ワールド・フェスティバル事業
は関西で最も大きな国際協力の催しで
関西国際交流団体協議会が新たに実行
委員会を結成している事業

特定非営利活動法人関西国際
交流団体協議会
及びワン・ワールド・フェス
ティバル実行委員会

当法人：ワン・ワールド・フェスティバル実行
委員会への参加、運営協力、広報協力等
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
（主催）
及びワン・ワールド・フェスティバル実行委員
会

日本の国際協力活動を活発化し、より充実した活動を
展開を目指し、本事業を通じて、市民に広く国際協力
の大切さを認識してもらい、活動への参加の場を提
供。実行委員・参加団体については海外援助だけでな
く、留学生や研修生の受入れ、人権擁護、開発教育、
国際交流等行う多様な団体・機関が一堂に会して活動
を紹介する関西地域唯一の機会で多様な団体や世代が
積極的に参加し、情報の提供やボランティア環境の整
備、ネットワーク化の推進の場となっている。

ブログ
Twitter
Facebook
参加チラシの配布
関西国際交流団体協議会ＷＥＢサイト

大阪市立大学大学院経済学研修科と教
育研究に関する協定事業
地域課題解決に資する教育研修等を行
うとともに、これらの分野での相互の
人的、知的資源の交流、地域社会の発
展に資することを目的

大阪市立大学大学院経済学研
修科

当法人：講義や現場視察等による人材育成、
キャリア強化、非営利組織、社会的企業、企業
の社会貢献等の教育研究に関する協力、情報提
供等
大阪市立大学大学院経済学研修科：人的、知的
資源の交流、情報提供

市民活動をテーマとした寄付講座を開講し、市大の学
生に市民活動の現状と課題、中間支援の役割等を講義
した。これにより学生時代および卒業後に社会人とし
て市民活動に関与する機会と場があることを情報提供
した。

大阪市立大学のシラバス

条例指定法人の協働事業及び情報発信の状況

条例指定法人名
他の団体との協働による事業

情報発信ツール（HPを除く）

特定非営利活動法人
大阪NPOセンター

別 紙



事業内容 相手方 役割分担 効果

条例指定法人の協働事業及び情報発信の状況

条例指定法人名
他の団体との協働による事業

情報発信ツール（HPを除く）

別 紙

特定非営利活動法人
Homedoor

ホームレスの方の就労リハビリ及び本
格就労につなげるため、自転車修理を
生かしたシェアサイクルシステムを運
営

大阪ガス株式会社
大和リース株式会社
積水ハウス株式会社
西日本電信電話株式会社
（ＮＴＴ西日本）

当法人：予約、貸出、メンテナンスの実施
大阪ガス株式会社等：自転車のポート先の提供

就労リハビリ支援を行った60人のうち、55％が民間
企業での就労に移行することができた。また、シェア
サイクルシステムが多くの人の交通手段として利用さ
れ、放置自転車の減少や環境問題の解決に寄与した。

Twitter
Facebook
メールマガジン

重度心身障がい者がプールでのリハビ
リをより安全にできる、専用の浮き具
の開発

愛隣デイサービスセンター、
京都府、有限会社小林加工所

当法人：入水時の介助、モニタリング
小林加工所：浮き具の開発
愛隣デイサービスセンター：利用者が体験

リハビリがより活発化し、重度障がい者のプールでの
社会参加、健康増進につながった。

地域社会にチャリティー文化を創造す
ることによる市民活動の活発化

一般社団法人H2Oサンタ

当法人：フェスティバルでの活動紹介、他団体
とのトークイベント
H2Oサンタ：阪急百貨店梅田本店でのNPO
フェスティバルの開催

活動を知ってもらい、他のNPOやボランティア団体
と交流することで新たな協働につながった。

障がい者、障がい児のプール運動をサ
ポートする活動のボランティア体験会
の実施

阪急阪神ホールディングス株
式会社、公益財団法人日本
フィランソロピー協会

当法人：体験会等の実施
阪急阪神ホールディングス、日本フィランソロ
ピー協会：参加者の募集

新たなボランティアの登録や健常者と障がい者の相互
理解・交流を深めることにつながった。

AEDによる救命処置の普及啓発講習
会の実施

公益財団法人JR西日本安心
社会財団、公営プールの指定
管理者

当法人：AED講習の実施
JR西日本安心社会財団：AEDの機械の提供
指定管理者：プール施設の提供

ボランティアやプールの一般利用者など、多くの人に
AEDの使い方を普及させることができた。

サンタパトラン
サンタの衣装を身にまとい年末の防犯
活動（パトロールランニング/走って
防犯活動）
子どもたち、家族に防犯の啓発ととも
にお菓子を配付
（2019年は800個）

サントリー労働組合、NPO
法人改革プロジェクト、フル
タ製菓、住友生命京阪支社

当法人：企画運営
改革プロジェクト：企画運営
サントリー労働組合：参加者募集
フルタ製菓：お菓子の提供
住友生命：参加者の募集、社員ボランティアの
提供、子ども用色鉛筆の提供

地域の防犯意識を高めるとともに、それぞれの団体の
社会貢献活動のＰＲになった。

プール・ボランティアinラクラブドー
ムの実施
（プール貸切、夏休みの余暇の提供、
不登校児への支援活動）

NPO法人西淀川子どもセン
ター、NPO法人広報写真ボ
ランティア、一般社団法人
H2Oサンタ

当団体：水泳指導、運営
西淀：子どもたちに夏の遊び場を提供
広報写真：写真撮影
H2Oサンタ：社員ボランティアの参加

不登校、ネグレクトなどの問題を抱える子どもたちの
へ支援やその子どもたちと障がい児が交流できた。ス
ポーツによる社会貢献を広めることができた。地域企
業へ社員の社会貢献活動の参加を呼び掛ける良い機会
にもなった。

プール・ボランティア体験会の実施
株式会社毛髪クリニックリー
ブ 21

当団体：水泳指導、視覚障がい者体験の指導、
障がい者水泳の広報
リーブ：参加者募集、正しいシャンプーの仕方
の指導

障がい者水泳に興味を持ってもらい、また実際に体験
してもらって障がい者水泳の理解を深めてもらった。
子どもたちに正しいシャンプーの仕方など清潔指導も
行った。SDGsの目標達成のための活動にもなってい
る。

特定非営利活動法人
プール・ボランティア

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube

※リーブ21のＨＰ、SNS
※Ｈ２ＯサンタのＨＰ、SNS
などの企業ＨＰ、SNSでの発信

※健康産業総合展への出展
（SPORTEC）
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条例指定法人名
他の団体との協働による事業
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別 紙

重度心身障がい者がプールでのリハビ
リをより安全にできる、専用の浮き具
の開発、製作、普及（うきうきくん）

光研化成株式会社

当法人：浮き具の開発、設計、モニタリング、
水泳介助
光研化成：浮き具の設計図、縫製、素材選定な
ど製作までのコーディネート

リハビリがより活発化し、重度障がい者のプールでの
社会参加、健康増進につながった。（うきうきくん
は、現在特許出願中。）

プール専用車イスの製作、普及 川村義肢株式会社

当法人：プール専用車イスの開発、設計、モニ
タリング
カワムラ：設計図、縫製、素材選定など製作ま
でのコーディネート

東京オリンピック、パラリンピック、ワールドマス
ターズ水泳大会への提供を試みています。

障害者対応研修の普及 富士通
当団体：障害者対応研修実施
富士通：受講者を集め、研修内容を社内で普
及、スポーツボランティアとして出動予定

スポーツボランティアの育成に貢献

大阪マラソンなないろ合同練習会の実施

大阪マラソン オフィシャル
寄付先団体1６団体、広報写
真ボランティア、大阪マラソ
ン事務局、ミズノ、関西大学

当団体：運営企画、コーディネート
ハローライフ：運営、写真撮影
改革プロジェクト:運営、動画編集
ほか13団体：参加者募集と練習会運営
広報写真：写真撮影
マラソン事務局：協力
ミズノ：講師
関西大学：講師

参加者120名を超えるマラソン練習会イベントで、
それぞれの団体の活動告知の場にもなった。
また、チャリティ文化の普及、促進にも寄与すること
ができた。

茨木市立東市民体育館の管理運営 茨木市
当法人：体育館の管理運営
茨木市：指定管理業務の委託

活動の拠点である場所と人材の確保ができた。

各種スポーツ教室の開催やスポーツ
サークルの育成

茨木市、地元自治会
当法人：教室等の開催
茨木市：広報誌に募集案内を随時掲載
自治会：ポスター掲示、チラシの回覧

スポーツの普及に寄与した。

各種スポーツ大会の開催、ラジオ体操
を含むスポーツ講座やふれあい講座の
実施

茨木市、地元老人会、
NPO法人ライフこども囲碁
クラブ

当法人：大会等の開催
茨木市：広報誌に掲載
自治会：ポスター掲示、チラシの回覧
老人会：参加者の募集
子ども囲碁クラブ：指導員の育成及び活動への
助成金

大会等への参加をきっかけに、その参加者が各種ス
ポーツ教室への入会につながり、ひいてはスポーツの
普及に寄与した。

子ども向けの科学教室、もの作りやパ
ソコンお絵かきイベントの実施

独立行政法人国立青少年教育
振興機構、公益財団法人東教
育財団、大阪市内の幼稚園・
小学校

当法人：会場準備、講師派遣等
国立青少年教育振興機構・東教育財団：助成金
の交付
幼稚園・小学校：参加者の募集

学校や家庭教育とは違った実践教育学習に貢献した。

地域の現状や歴史など様々な講座を開
講するとともに、受講終了後に地域で
活躍できる人材の養成

特定非営利活動法人大阪区民
カレッジ、特定非営利活動法
人大阪府民カレッジ

当法人：講師派遣等
区民・府民カレッジ：
教室の確保、受講生の募集

地域の行事・祭りへの参加や子どもたちとの世代間交
流等、ボランティア活動の取組みにつながった。

特定非営利活動法人
プール・ボランティア

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube

※リーブ21のＨＰ、SNS
※Ｈ２ＯサンタのＨＰ、SNS
などの企業ＨＰ、SNSでの発信

※健康産業総合展への出展
（SPORTEC）

特定非営利活動法人
茨木東スポーツクラブ
レッツ

広報誌「レッツ通信」
茨木市広報誌「いばらき」

認定NPO法人
大阪府高齢者大学校

Facebook
メールマガジン
広報誌「れいんぼー」
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条例指定法人の協働事業及び情報発信の状況

条例指定法人名
他の団体との協働による事業

情報発信ツール（HPを除く）

別 紙

特定非営利活動法人
虹色ダイバーシティ

LGBTの当事者やその周囲の人たちの
居場所づくり、相談事業の実施

大阪市淀川区
特定非営利活動法人
Queer and Woman's
Resource Center
（QWRC）

当法人：各種手続き
大阪市淀川区：
LGBT支援事業の委託
QWRC：コミュニティスペース、個別相談の実
施

当事者が外出できるようになった、行政の生活支援窓
口につながった、あるいは就職できた、という効果が
あり、他の自治体のLGBT支援のモデルにもなった。

Twitter
Facebook
Instagram

高齢者を対象とした年度制講座、公開
講座の実施

大阪府高齢者大学校同窓会、
大阪府シルバーアドバイザー
連絡協議会

当法人：教室の確保、講師派遣等の講座の運営
同窓会：募集要項の配布等の広報、各教室での
交流活動
協議会：広報活動

地域でボランティア活動に従事する人の増加につな
がった。

歌体操教室、手づくりおもちゃ教室の
実施

大阪府高齢者大学校同窓会、
大阪府シルバーアドバイザー
連絡協議会

当法人：運営スタッフとして参加
協議会：イベントの企画・運営

地域でボランティア活動に従事する人の増加につな
がった。

ローズWAMキッズ祭り
茨木市立男女共生センター
ローズWAM

当法人：運営スタッフとして参加
ローズWAM：イベントの企画・運営

親子の絆を作るきっかけとなった。

大阪府同行援護従業者養成講座大阪府
移動支援従業者養成講座

トップハート
当法人：運営スタッフとして参加
トップハート：講師派遣

地域でボランティア活動に従事する人の増加につな
がった。

フレイル予防講座 大阪府健康管理士会
当法人：運営スタッフとして参加
管理士会：イベントの企画

高齢者の健康長寿を考えるきっかけとなった。

豊中市くらしかん祭り
豊中市立生活情報センターく
らしかん

当法人：運営スタッフとして参加
くらしかん：イベントの企画・運営

親子の絆を作るきっかけとなった。地産地消を推進す
ることで、まちづくりの推進にも貢献した。

当法人：企画運営

豊中市岡町商店街 商店街：協力団体

生活協同組合コープこうべ コープこうべ：協力団体

豊中青年会議所 青年会議所：協力団体

豊中市商工会議所 商工会議所：協力団体

豊中市・教育委員会 教育委員会：後援

豊中市社会福祉協議会 協議会：後援

広報誌「ONCC NEWS」
活動報告

キッズベンチャー

わが国では「生きる力」の育成を目標に社会の一員と
して自分らしい生き方を実現していくキャリア発達を
促すべく、社会的・職業的自立に必要な能力や態度を
育てるキャリア教育が進められている。子供たちで会
社を作り、作った商品を販売し利益の使い道を考える
活動、組織内で意見を出し合いコミュンケーション力
を養う（起業家体験スクール）

NPO法人
大阪府北部コミュニ
ティカレッジ


