
城東区対象団体等一覧

1 　地域レベルの団体

諏訪地域 諏訪地域活動協議会

諏訪連合町会

諏訪校下社会福祉協議会

諏訪第１町会

諏訪第２町会

諏訪第３町会

諏訪第４町会

諏訪第５町会

諏訪第６町会

諏訪第７町会

諏訪第８町会

諏訪東町会

諏訪中町会

諏訪西町会

永田東町会

永田中町会

永田北町会

第１コーポ町会

第２コーポ町会

諏訪コスモシティ町会

諏訪地区更生保護女性会

諏訪地区民生委員・児童委員協議会

諏訪地区保護司会

諏訪校下老人クラブ

諏訪地区ふれあい喫茶サービス委員会

諏訪地区スポーツ推進委員会

諏訪地区体育厚生協会

諏訪地区体育厚生協会

諏訪高齢者食事サービス委員会

諏訪地区青少年福祉委員会

諏訪連合子供会

諏訪地区母と子の共励会

中浜地域 中浜地域活動協議会

中浜連合町会

中浜校下社会福祉協議会

中浜第１町会

中浜第２町会

中浜第３町会

中浜第４町会

中浜第５町会

中浜第６町会



中浜第７町会

中浜第８町会

中浜第９町会

中浜女性会

中浜地区民生委員児童委員協議会

中浜地区保護司会

中浜校下老人クラブ

城東防犯協会中浜支部

中浜地区青少年指導員会

中浜地区青少年福祉委員会

中浜小学校ＰＴＡ

城陽中学校ＰＴＡ

中浜地区母と子の共励会

中浜地区ネットワーク委員会

中浜地区遺族会

中浜小学校体育施設開放運営委員会

中浜高齢者食事サービス委員会

中浜商店街

中浜地区スポーツ推進委員会

体育厚生協会

森之宮地域 森之宮地域活動協議会

森之宮校下社会福祉協議会

森之宮連合町会

森之宮連合第１町会

森之宮連合第２町会

森之宮連合第３町会

森之宮連合第４町会

森之宮連合第５町会

森之宮連合第６町会

森之宮連合第７・８町会

森之宮連合第９町会

森之宮連合第１０町会

森之宮連合第１２町会

森之宮連合第１３町会

森之宮女性会

森之宮地区民生委員・児童委員協議会

長寿会（森之宮連合老人クラブ）

森之宮地区保護司会

森之宮地区更生保護女性会

森之宮地区青少年指導員会

森之宮地区青少年福祉委員会

森之宮地区体育厚生協会

森之宮地域高齢者食事サービス委員会



森之宮地区スポーツ推進委員会

おやじの会（森之宮小学校ＰＴＡ・ＯＢ会）

森之宮小学校ＰＴＡ

森之宮連合子ども会育成会

森之宮地区人権啓発推進委員会

森之宮地区ネットワーク委員会

森之宮小学校生涯学習ルーム運営委員会

森之宮小学校区教育協議会（はぐくみネット）

森之宮連合地域防災リーダー

城東防犯協会森之宮支部

東中浜地域 東中浜地域活動協議会

東中浜校下社会福祉協議会

東中浜連合町会

第１町会

第２町会

第３町会

第４町会

第５町会

第６西町会

第６東町会

第７町会

第８町会

緑橋コーポ町会

森の城町会

東中浜地区民生委員・児童委員協議会

東中浜女性会

東中浜地区保護司会

城東防犯協会東中浜支部

東中浜校下老人クラブ

東中浜地区青少年福祉委員会

東中浜地区青少年指導員会

東中浜連合子ども会

東中浜地区スポーツ推進委員会

東中浜地区体育厚生協会

東中浜小学校ＰＴＡ

城東中学校ＰＴＡ

東中浜地区母と子の共励会

東中浜連合地域防災リーダー

東中浜地区ネットワーク委員会

高齢者食事サービス委員会

東中浜ふれあい喫茶の会

子育てサロン

東中浜アクション・プランプロジェクトチーム



東中浜小学校生涯学習ルーム運営委員会

東中浜小学校体育施設開放運営委員会

東中浜地区女性防火クラブ

東中浜小学校教育協議会（はぐくみネット）

東中浜公園愛護会

東中浜西商店街

東中浜東商店街

NPO法人のんきもんの作業所

東中浜校下人権推進委員会

城東地域 城東地域活動協議会

城東校下社会福祉協議会

城東連合町会

城東連合町会 鴫野東１-１町会

城東連合町会 鴫野東１-３町会

城東連合町会 鴫野東２-１町会

城東連合町会 鴫野東２-２町会

城東連合町会 鴫野東２-３町会

城東連合町会 鴫野東２-５町会

城東連合町会 鴫野東３-１町会

城東連合町会 鴫野東３-２町会

城東連合町会 鴫野東３-３町会

城東連合町会 鴫野東３-５町会

城東連合町会 鴫野東３-６町会

城東連合町会 天王田町会

城東連合町会 東中浜１町会

城東連合町会 東中浜４・７町会

城東女性会

城東地区 民生委員・児童委員協議会

城東校下 保護司会

城東地区 ネットワ－ク委員会

城東連合 地域防災リ－ダ－

城東防犯協会 城東支部

城東地区 少年補導員連絡会

城東校下 青少年指導員会

城東校下 青少年福祉委員会

城東校下 老人クラブ

城東区母と子の共励会 城東支部

城東地域 更生保護女性会 代表

城東地区 スポ－ツ推進委員会

城東校下高齢者食事サ－ビス委員会

城東校下 はなびとコスモスタッフの会

城東校下 公園愛護会

城東っ子見守り隊



城東校下 いきいき百歳体操実行委員会

城東小学校 ＰＴＡ

城東小学校生涯学習ル－ム運営委員会

城東小学校区 教育協議会（はぐくみネット） 

城東小学校 体育施設開放事業運営委員会

城東幼稚園 ＰＴＡ

南鴫野商店会

子育てサロン（スキップ）

鴫野地域 鴫野地域活動協議会

鴫野校下社会福祉協議会

鴫野連合町会

第１町会

第２町会

第３町会

第４町会

第５町会

第６町会

第７町会

第８町会

第９町会

第１０町会

第１１町会

第１２町会

第１３町会

第１４町会

第１５町会

第１６町会

第１７町会

鴫野女性会

鴫野地区民生委員・児童委員協議会

鴫野地区ネットワーク委員会

鴫野地区更生保護女性会

鴫野校下老人クラブ

城東防犯協会鴫野支部

鴫野地区少年補導委員連絡会

鴫野地区青少年指導員会

鴫野地区青少年福祉委員会

鴫野なかよし連合子供会

鴫野地域高齢者食事サービス委員会

鴫野小学校ＰＴＡ（生涯学習、はぐくみネット含む）

鴫野地区母と子の共励会

鴫野地区遺族会

鴫野花フレンドの会



聖賢地域 聖賢地域活動協議会

聖賢校下社会福祉協議会

聖賢連合振興町会

第１町会

第２町会

第３町会

第４町会

第５町会

第６町会

第７町会

第８町会

第９町会

第１０町会

第１１町会

第１２町会

第１３町会

第１４町会

第１５町会

第１６町会

第１７町会

第１８町会

第１９町会

第２０町会

第２１町会

第２２町会

第２３町会

聖賢地区民生委員・児童委員協議会

聖賢連合老人会

聖賢地区保護司会

聖賢地区青少年指導員会

聖賢地区青少年福祉委員会

聖賢地区体育厚生協会

聖賢地区スポーツ推進委員会

聖賢地区ネットワーク委員会

聖賢地区人権啓発推進委員会

城東防犯協会聖賢支部

聖賢連合地域防災リーダー

聖賢高齢者食事サービス委員会

聖賢小学校生涯学習ルーム推進員会

聖賢小学校区教育協議会（はぐくみネット）

聖賢小ＰＴＡ

聖賢小同窓会

聖賢小鼓笛隊



聖賢夢舞人

城東商店街振興組合

今福地域 今福地域活動協議会

今福連合振興町会

今福校下社会福祉協議会

今福南１－１町会

今福南１－２町会

今福南２－１町会

今福南２－２町会

今福南２－３町会

今福南２－４町会

今福南４－１町会

今福南４－２町会

今福南４－３町会

今福南４－５町会

今福南４－６町会

今福南市住第１町会

今福南市住第３町会

今福南市住第４町会

今福女性会

今福地区民生委員・児童委員協議会

今福校下保護司会

今福青少年指導員会

今福青少年福祉委員会

今福地区少年補導員連絡会

今福地域防災リーダー

今福連合子供会

今福地区体育厚生協会

今福地区スポーツ推進委員会

今福小学校ＰＴＡ協議会

今福小学校体育施設開放事業運営委員会

今福小学校区教育協議会（はぐくみネット）

今福地区人権推進委員会

今福まつり実行委員会

今福アクションプラン実行委員会

今福地区緑化推進委員会

今福見守り隊

今福高齢者食事サービス委員会

今福小学校生涯学習ルーム運営委員会

今福地区子育てサロン委員会

今福地区ふれあい喫茶運営委員会

今福地区百歳体操委員会

城東防犯協会今福支部



今福ＳＯ－ＲＡＮキッズ

放出地域 放出地域活動協議会

放出連合町会

放出校下社会福祉協議会

放出西１町会

新喜多東１町会

新喜多東２町会

新喜多東２ー西町会

新喜多東四季彩都町会

放出西ファミール町会

新喜多東パークタワー城東町会

放出西２町会

放出西２－東町会

放出西３町会

放出西３ー中町会

放出西３ー東町会

放出地区民生委員・児童委員協議会

放出地区保護司会

放出高齢者食事サービス委員会

城東防犯協会放出支部

放出地区青少年指導委員会

放出地区青少年福祉委員会

放出連合子供会

大阪市立放出中学校ＰＴＡ

大阪市立放出小学校ＰＴＡ

放出地区体育厚生協会

放出地区スポーツ推進委員会

放出地区ネットワーク委員会

放出連合地域防災リーダー

放出小学校区教育協議会（はぐくみネット）

放出地区人権擁護委員会

大阪市立放出小学校体育施設開放事業運営委員会

大阪市立放出小学校生涯学習ルーム事業運営委員会

大阪市立放出中学校体育施設開放事業運営委員会

鯰江地域 鯰江地域活動協議会

鯰江校下社会福祉協議会

鯰江連合振興町会

今福西１－１町会

今福西１－２町会

今福西１－３町会

ＬＧ城東町会

今福西２－１町会

今福西２－２町会



今福西２－３町会

今福西３－１町会

今福西３－２町会

今福西４－１町会

今福西４－２町会

今福西４－３町会

今福西５－１町会

今福西５－２町会

今福西５－３町会

今福西６－１町会

ＴＰＳ町会

アールべール城東町会

城東防犯協会鯰江支部

鯰江連合地域防災リーダー

鯰江女性会

鯰江地区民生委員・児童委員協議会

鯰江地区保護司会

鯰江地区更生保護女性会

鯰江連合老人クラブ

鯰江地区健全育成連絡協議会

鯰江地区青少年指導員会

鯰江地区青少年福祉委員会

鯰江地区体育厚生協会

鯰江地区体育委員会

鯰江連合子ども会

鯰江中学校ＰＴＡ

鯰江小学校ＰＴＡ

鯰江地区人権啓発推進員会

鯰江地区ネットワーク委員会

鯰江高齢者食事サービス委員会

鯰江小学校生涯学習ルーム運営員会

城東商店街振興組合

鯰江東地域 鯰江東地域活動協議会

鯰江東連合振興町会

鯰江東校下社会福祉協議会

今福東１－１町会

今福東１－２町会

今福東１－３町会

今福東１－４町会

今福東１－５町会

今福東１－６町会

今福東１－７町会

今福東２－１町会



今福東２－２町会

今福東２－３町会

今福東２－４町会

今福東２－５町会

今福東３－１町会

今福東３－２町会

今福東３－３町会

今福東３－４町会

鯰江東女性会

鯰江東地区民生委員・児童委員協議会

鯰江東校下保護司会

鯰江東校下老人クラブ連合会

城東防犯協会鯰江東支部

鯰江東連合地域防災リーダー

鯰江東青色防犯パトロール隊

鯰江東こども見守り隊

鯰江東地区青少年指導員会

鯰江東青少年福祉委員会

鯰江東連合子ども会

鯰江東小学校ＰＴＡ

鯰江東地区体育厚生協会

鯰江東地区スポーツ推進委員会

鯰江東地区ネットワーク委員会

鯰江東地区食事サービス委員会

鯰江東地域更生保護女性会

鯰江東小学校区教育協議会（はぐくみネット）

鯰江東地区人権推進委員会

鯰江東小学校生涯学習ルーム運営委員会

鯰江東小学校体育施設開放事業運営委員会

鯰江東地区緑化推進委員会

鯰江東おーびー会

鯰江東憩の家運営委員会

関目地域 関目地域活動協議会

関目連合振興町会

関目校下社会福祉協議会

関目第１町会

関目第２町会

関目第３町会

関目第４町会

関目第５町会

関目第６町会

関目第７町会

関目第８町会



関目第９町会

関目第１０町会

関目第１１町会

関目女性会

関目地区青少年指導連絡会

関目地区民生委員・児童委員協議会

関目地区ネットワーク委員会

関目小学校体育施設開放運営委員会

関目校下老人クラブ

関目地区青少年指導員会

関目地区青少年福祉委員会

関目地区スポーツ推進委員会

関目小学校区教育協議会（はぐくみネット）

関目連合地域防災リーダー

城東防犯協会関目支部

関目交番連絡協議会

関目見守り隊

関目小学校ＰＴＡ

菫中学校ＰＴＡ

関目小学校生涯学習ルーム運営委員会

関目高齢者食事サービス委員会

北関目公園愛護会

関目駅前公園愛護会

関目地区更生保護女性会

関目商店街振興組合

関目地区保護司会

関目会（関目小学校ＰＴＡ　ＯＢ会）

人権啓発推進員城東区連絡会

関目東地域 関目東地域活動協議会

関目東校下社会福祉協議会

関目東連合振興町会

関目東連合第１町会

関目東連合第２町会

関目東連合第３町会

関目東連合第４町会

関目東連合第５町会

関目東連合第６町会

関目東連合第７町会

関目東連合第８町会

関目東連合第９町会

関目東連合第１０町会

関目東連合第１１町会

関目東連合第１２町会



関目東女性会

関目東地区民生委員・児童委員協議会

関目東校下保護司会

関目東校下更生保護女性会

関目東互楽会

関目東第二互楽会

城東防犯協会関目東支部（防犯委員）

関目東連合青少年育成部会

関目東青少年指導員会

関目東青少年福祉委員会

関目東スポーツ推進委員会

関目東こども会

関目東連合地域防災リーダー

関目東地区女性防火クラブ

関目東地区ふれあい喫茶

関目東地区子育てサロン

関目東地区声かけ見守り活動

関目東防犯特別パトロールチーム

関目東こどもみまもり隊

関目東小学校ＰＴＡ

関目東生涯学習ルーム運営委員会

関目東小学校区教育協議会はぐくみネット

関目、関目東母と子の共励会

関目東高齢者食事サービス委員会

菫地域 菫地域活動協議会

菫校下社会福祉協議会

菫連合振興町会

菫連合第１町会

菫連合第２町会

菫連合第３町会

菫連合第５町会

菫連合第６町会

菫連合第７町会

菫連合第９町会

菫連合第１０町会

菫連合第１１町会

菫連合第１２町会

菫連合第１３町会

菫連合第１４町会

菫連合第１５町会

菫連合第１６町会

菫連合第１７町会

菫連合第１８町会



菫連合第１９町会

菫連合第２１町会

菫連合第２２町会

菫連合第２３町会

菫連合第２４町会

菫連合第２５町会

菫連合第２６町会

菫地区民生委員・児童委員協議会

菫女性会

菫連合老人クラブ

菫地区保護司会

菫校下青少年指導員協議会

菫校下青少年福祉委員協議会

菫地区スポーツ推進委員会

城東防犯協会菫支部

菫連合地域防災リーダー

菫地区ネットワーク委員会

すみれ小学校生涯学習ルーム

菫高齢者食事サービス委員会

すみれ子ども見守り隊

菫中学校ＰＴＡ

大阪市立 すみれ小学校ＰＴＡ

常盤会（すみれ小学校ＰＴＡＯＢ会）

すみれ小学校区教育協議会（はぐくみネット）

すみれ小学校体育施設開放事業運営委員会

ＮＰＯ法人さかえ会（フォーワーク）

榎並地域 榎並地域活動協議会

榎並連合町会

榎並校下社会福祉協議会

野江西１南町会

野江西１東町会

野江西１中町会

野江西１北町会

野江西２東町会

野江西２西町会

野江西３東町会

野江西３西町会

野江中１－１町会

パレス町会

野江中１－３町会

野江中２町会

野江中３南町会

野江中３北町会



成育４町会

榎並女性会

榎並地区民生委員・児童委員協議会

榎並地区保護司会

榎並校下老人クラブ

城東防犯協会榎並支部

榎並地区少年補導委員会

榎並地区青少年指導員会

榎並地区青少年福祉委員会

榎並連合子供会

榎並小学校ＰＴＡ

蒲生中学校ＰＴＡ

榎並高齢者食事サービス委員会

榎並地区母と子の共励会

榎並地区スポーツ推進委員会

榎並地区ネットワーク委員会

榎並地域体育厚生協会

榎並小学校区教育協議会（はぐくみネット）

成育地域 成育地域活動協議会

成育校下社会福祉協議会

成育連合振興町会

成育連合振興町会第１町会

成育連合振興町会第２町会

成育連合振興町会第３町会

成育連合振興町会第４町会

成育連合振興町会第５町会

成育連合振興町会第６町会

成育連合振興町会第７町会

成育連合振興町会第８町会

成育連合振興町会第９町会

成育連合振興町会第10町会

成育連合振興町会第11町会

成育女性会

成育地区民生委員・児童委員協議会

成育校下保護司会

成育連合和楽会

城東防犯協会成育支部

成育地区青少年指導員会

成育地区青少年福祉委員会

成育地区少年補導員連絡会

成育連合子ども会

成育小学校ＰＴＡ

蒲生中学校ＰＴＡ



成育地区体育厚生協会

城東区母と子の共励会成育支部

成育地区スポーツ推進委員会

成育地区ネットワーク委員会

成育連合地域防災リーダー

成育小学校区教育協議会（はぐくみネット）

成育地区公園愛護会

成育小学校生涯学習ルーム運営委員会

成育地区子育てサロン推進委員会

成育地区ふれあい喫茶推進委員会

成育地区食事サービス調査委員会

ソーラン・ザ・成育推進委員会

成育会

成育地区更生保護女性会

成育子ども安全見守り隊

成育青色パトロール隊

成育地域成人の集い実行委員会

花を愛でる会実行委員会

百歳体操実行委員会

2 　区レベルの団体等

城東区地域活動協議会連絡会

城東区地域振興会（大阪市城東区赤十字奉仕団）

城東区社会福祉協議会

城東区地域振興会女性部

城東区地域女性団体協議会

城東区商店会連盟

城東区小売市場連合会

城東区母と子の共励会

城東区遺族会

城東まつり実行委員会

交通事故をなくす運動城東区推進本部

城東区安全なまちづくり推進協議会

大阪市コミュニティ協会城東区支部

城東区スポーツ推進委員協議会

城東区スポーツ・レクリエーション協会

城東区青少年指導員協議会

城東区青少年福祉委員協議会

城東区子ども会育成連合協議会

城東地区保護司会

城東区更生保護女性会

城東地区BBS会

城東区人権啓発推進員連絡会



生涯学習推進員城東区連絡会

城東区ゆめ～まち～未来会議

アイラブ城北川実行委員会

城東区民生委員児童委員協議会

城東区食生活改善推進員協議会

城東区健康づくり推進協議会

城東区PTA城友会

城東区老人クラブ連合会

城東防火協力会

城東防犯協会

城東鶴見工業会

大阪商工会議所東支部

大阪城東ライオンズクラブ

大阪城東ロータリー

城東区医師会

城東区歯科医師会

城東区薬剤師会

3 　その他区長が適当と認める団体等

大阪市地域振興会（大阪市赤十字奉仕団）

大阪市商店会総連盟

大阪市地域女性団体協議会

大阪市ひとり親家庭福祉連合会

大阪市工業会連合会

大阪私立保育園連盟


