
愛日地域活動協議会
集英地域活動協議会
汎愛地域活動協議会
浪華地域活動協議会
北大江地域活動協議会
中大江地域活動協議会
南大江地域活動協議会
玉造地域活動協議会
桃園地区地域活動協議会
桃谷連合地域活動協議会
東平地区地域活動協議会
金甌地域活動協議会
渥美地区地域活動協議会
芦池地域活動協議会
御津地域活動協議会
大宝地域活動協議会
道仁地域活動協議会
精華地域活動協議会
河原地区地域活動協議会
高津地域活動協議会
中央区地域振興会愛日連合振興町会
中央区地域振興会船場連合振興町会
中央区地域振興会久宝連合振興町会
中央区地域振興会集英連合振興町会
中央区地域振興会汎愛連合振興町会
中央区地域振興会浪華連合振興町会
中央区地域振興会北大江連合振興町会
中央区地域振興会中大江東連合振興町会
中央区地域振興会中大江西連合振興町会
中央区地域振興会南大江東連合振興町会
中央区地域振興会南大江西連合振興町会
中央区地域振興会城南連合振興町会
中央区地域振興会玉造連合振興町会
中央区地域振興会桃園連合振興町会
中央区地域振興会桃谷連合振興町会
中央区地域振興会東平連合振興町会
中央区地域振興会金甌連合振興町会
中央区地域振興会渥美連合振興町会
中央区地域振興会芦池連合振興町会
中央区地域振興会御津連合振興町会
中央区地域振興会大宝連合振興町会
中央区地域振興会道仁連合振興町会
中央区地域振興会高津連合振興町会
中央区地域振興会精華連合振興町会
中央区地域振興会河原連合振興町会
愛日会館老人憩いの家管理運営委員会
愛日地域食事サービス委員会
大阪船場丼池筋連盟
愛日教育会
開平校下東地域会館運営委員会
集英地域食事サービス委員会
一般財団法人　大阪集英教育会
船場地区ＨＯＰＥゾーン活動協議会
地域防災会議
ボランティア会

市民活動団体との協働推進における区役所職員のコンプライアンス上の留意点

    対象団体一覧
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東防犯協会汎愛支部
船場まつり推進協議会
集英校下高齢者食事サービス委員会
北大江地区まちづくり実行委員会
大坂町中時報鐘顕彰保存会
八軒家浜連絡会
北大江公園愛護会
中大江校下センター老人憩の家運営委員会
中大江地域高齢者食事サービス
中大江西地区まちづくり研究会
ふれあい中大江
中大江あんぜん見守りたい
中央区体育厚生協会中大江支部
日本少年野球連盟大阪北支部
日本リトルリーグ関西連盟
南大江地域集会所運営委員会
南大江老人憩の家運営委員会
南大江やすらぎ編集委員会
南大江地域子育て応援団
南大江クリーン作戦隊
南大江たんぽぽの会
南大江和楽の会
中央区スポーツ推進委員協議会（南大江地区）
玉造老人憩いの家運営委員会
玉造セイフティネットワーク
うえに生協診療所
中央区スポーツ推進委員協議会（玉造地区）
桃園会館管理運営委員会
桃園老人憩の家運営委員会
桃園高齢者食事サービス委員会
桃園子育て支援実行委員会
桃園ふれあい花壇ＧＦクラブ
自然文化体験ツアー実行委員会
桃園人権啓発推進部
桃園青少年四団体部
桃園公園愛護会
桃谷会館管理運営委員会
桃谷高齢者食事サービス委員会
南防犯協会桃谷支部
中央防火協力会桃谷支部
中央区公衆衛生協会桃谷支部
中央区体育厚生協会桃谷支部
桃谷地区母と子の共励会
桃谷悠々会
東平連合振興町会保護司会
金甌連合育児部会
金甌連合保護司会
金甌連合人権啓発推進委員会
金甌連合環境衛生部会
金甌連合緑化委員会
金甌連合防犯部会
金甌連合暴排部会
金甌連合交通安全部会
金甌連合防災リーダー部会
金甌連合防災救助部会
金甌連合スポーツ推進委員会
渥美子育て支援委員会
南防犯協会渥美支部
渥美地区体育指導委員会
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渥美地区緑化リーダー委員会
渥美地区交通安全活動委員会
渥美地区防災リーダー
南船場会館運営委員会
芦池地区高齢者食事サービス委員会
南船場地域街づくり委員会
南船場保護司委員会
芦池地区体育指導委員会
南防犯協会芦池支部
芦池地区交通安全委員会
芦池地区防災リーダー
心斎橋筋北商店会
財団法人大宝文化会館
南防犯協会大宝支部
鰻谷商店会事業協同組合
大宝寺通り商店会
ヨーロッパ村周防町通り商店会
千年町商店会
玉屋町商店会
畳屋町振興会
交通事故をなくす運動推進本部道仁支部
高津老人憩の家運営委員会
高津地区高齢者食事サービス委員会
高津まちづくり協議会
高津小学校子ども文楽委員会
南防火協力会高津支部
南防犯協会高津支部
高津連合女性防火クラブ
精華地区交通指導委員協議会
玉造女性会
南大江女性会
中大江女性会
集英汎愛女性会
愛日女性会
浪華女性会
桃谷女性会
東平女性会
桃園女性会
金甌女性会
渥美御津大宝女性会
道仁女性会
高津女性会
河原女性会
玉造校下青少年指導員協議会
南大江青少年指導員会
中大江校下青少年指導員会
開平校下地域青少年指導員協議会
桃園連合青少年指導員会
桃谷地域青少年指導員会
東平地域青少年指導員協議会
金甌連合自治会立青少年指導員会
南地域青少年指導員連絡協議会
高津地域青少年指導員協議会
愛日地区青少年福祉委員連絡協議会
集英汎愛地区青少年福祉委員連絡協議会
中大江地区青少年福祉委員連絡協議会
南大江地区青少年福祉委員連絡協議会
玉造地区青少年福祉委員連絡協議会
桃園地区青少年福祉委員連絡協議会
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桃谷地区青少年福祉委員連絡協議会
東平地区青少年福祉委員連絡協議会
金甌地区青少年福祉委員連絡協議会
渥美地区青少年福祉委員連絡協議会
芦池地区青少年福祉委員連絡協議会
御津地区青少年福祉委員連絡協議会
大宝地区青少年福祉委員連絡協議会
道仁地区青少年福祉委員連絡協議会
精華地区青少年福祉委員連絡協議会
河原地区青少年福祉委員連絡協議会
高津地区青少年福祉委員連絡協議会
愛日地区青年団体協議会
集英地区青年団体協議会
中大江地区青年団体協議会
南大江地区青年団体協議会
玉造地区青年団体協議会
桃園地区青年団体協議会
桃谷地区青年団体協議会
東平地区青年団体協議会
金甌地区青年団体協議会
渥美地区青年団体協議会
芦池地区青年団体協議会
御津地区青年団体協議会
大宝地区青年団体協議会
道仁地区青年団体協議会
精華地区青年団体協議会
河原地区青年団体協議会
高津地区青年団体協議会
開平校下子ども会育成連合協議会
中大江校下子ども会育成連合協議会
南大江校下子ども会育成連合協議会
玉造校下子ども会育成連合協議会
中央小校下子ども会育成連合協議会
南小校下子ども会育成連合協議会
高津校下子ども会育成連合協議会
開平小学校PTA
中大江小学校PTA
南大江小学校PTA
玉造小学校PTA
中央小学校PTA
南小学校PTA
高津小学校PTA
東中学校PTA
上町中学校PTA
南中学校PTA
愛珠幼稚園PTA
銅座幼稚園PTA
玉造幼稚園PTA
中大江幼稚園PTA
桃園幼稚園PTA
南幼稚園PTA
中央高校PTA
中央聴覚支援学校PTA
愛日地域社会福祉協議会
愛日地区民生委員児童委員協議会
開平東校下社会福祉協議会
集英地域社会福祉協議会
集英地区民生委員児童委員協議会
中大江校下社会福祉協議会
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中大江地区民生委員児童委員協議会
南大江社会福祉協議会
南大江地区民生委員児童委員協議会
玉造校下地域社会福祉協議会
玉造地区民生委員児童委員協議会
桃園地域社会福祉協議会
桃園地区民生委員児童委員協議会
桃谷地域社会福祉協議会
桃谷地区民生委員児童委員協議会
東平地域社会福祉協議会
東平地区民生委員児童委員協議会
金甌連合社会福祉協議会
金甌地区民生委員児童委員協議会
渥美地区社会福祉協議会
芦池地域社会福祉協議会
南船場地区民生委員児童委員協議会
御津地域社会福祉協議会
大宝地域社会福祉協議会
道仁地域社会福祉協議会
島之内地区民生委員児童委員協議会
精華地域社会福祉協議会
河原連合社会福祉協議会
南地区民生委員児童委員協議会
高津地域社会福祉協議会
高津地区民生委員児童委員協議会
心斎橋筋北商店街振興組合
戎橋筋商店街振興組合
道頓堀商店連盟
道頓堀商店街振興組合
千日前商店街振興組合
千日前道具屋筋商店街振興組合
上六商店会
南地相合橋筋商店会
空堀通り商店街振興組合
難波駅前町会商店会
なんさん通り商店会
なんば南海通商店会
心斎橋筋商店街振興組合
なんなんタウン商店街振興組合
千日前南通商店会
千日前中央通商店会
なんばウォーク商店会
ミナミ千日前商店会
難波センター街商店街振興組合
黒門市場商店街振興組合
なんばＣＩＴＹ会
エスカールなんば店主会
心斎橋清水通商店街振興組合
なんば千日前通商店会
アメリカ村の会
道頓堀南商店会
クリスタ長堀会
宗右衛門町商店街振興組合
道頓堀商店会
法善寺前本通り商店街振興組合
久左衛門商店街事業協同組合
せんば心斎橋筋協同組合
南地中筋商店街振興組合
船場センタービル連盟
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天満橋京町商店会
ＯＭＭ地下2階名店会
三休橋筋商業協同組合
京阪天満橋部会
ギャラリー・ツイン２１ テナント会
大阪大手前一丁目商店会
ホテルニューオータニ大阪プラザシャトウ
愛日地域ネットワーク委員会
集英地域ネットワーク委員会
中大江地域ネットワーク委員会
南大江地域ネットワーク委員会
玉造地域ネットワーク委員会
桃園地域ネットワーク委員会
東平地域ネットワーク委員会
金甌連合ネットワーク委員
渥美地区ネットワーク委員会
芦池地域ネットワーク委員会
御津地域ネットワーク委員会
大宝地域ネットワーク委員会
道仁地域ネットワーク委員会
高津地域ネットワーク委員会
愛寿会・久宝寿会
汎愛寿会
浪華楽寿会
中大江敬寿会
南大江熟年クラブ
桃園老人クラブ
桃谷桃寿会
東平クラブ
金甌連合寿会
白楽会
鶴友会
御津白仙会
大宝福寿会
豊寿会
長生会
開平小学校教育協議会－はぐくみネット－
中大江小学校教育協議会－はぐくみネット－
南大江小学校教育協議会－はぐくみネット－
玉造小学校教育協議会－はぐくみネット－
中央小学校教育協議会－はぐくみネット－
南小学校教育協議会－はぐくみネット－
高津小学校教育協議会－はぐくみネット－
開平小学校生涯学習ルーム運営委員会
中大江小学校生涯学習ルーム運営委員会
南大江小学校生涯学習ルーム運営委員会
玉造小学校生涯学習ルーム運営委員会
中央小学校生涯学習ルーム運営委員会
南小学校生涯学習ルーム運営委員会
高津小学校生涯学習ルーム運営委員会
開平小学校体育施設開放事業運営委員会
中大江小学校体育施設開放事業運営委員会
南大江小学校体育施設開放事業運営委員会
玉造小学校体育施設開放事業運営委員会
中央小学校体育施設開放事業運営委員会
南小学校体育施設開放事業運営委員会
高津小学校体育施設開放事業運営委員会
東中学校体育施設開放事業運営委員会
上町中学校体育施設開放事業運営委員会
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南中学校体育施設開放事業運営委員会
中央区地域振興会
中央区赤十字奉仕団
中央区遺族会
中央区母と子の共励会
中央区花と緑のまちづくり推進委員会
中央区地域女性団体協議会
中央地区保護司会
中央地区更生保護女性会
中央区PTA協議会
中央区青少年指導員連絡協議会
中央区青少年福祉委員連絡協議会
中央区体育厚生協会
中央区スポーツ推進委員協議会
中央区子ども会育成連合協議会
中央区人権啓発推進協議会
大阪市企業人権推進協議会中央区支部
大阪市生涯学習推進員中央区連絡会
中央地区BBS会
中央区更生保護協力会
中央区青年団体協議会
大阪市中央区商店会連合会
社会福祉法人大阪市中央区社会福祉協議会
中央区民生委員児童委員協議会
中央区老人クラブ連合会
中央区身体障害者団体協議会
大阪市手をつなぐ育成会中央区支部
中央区食生活改善推進員協議会
中央区健康づくり推進協議会（パンジーの会）
公益財団法人　東教育財団
一般財団法人　大阪市コミュニティ協会中央区支部協議会
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