
加点対象事業一覧

実施団体名

事　業　名

※事業名をクリックすると、「大阪市市民活動総合
ポータルサイト」の「ボランティア募集」へリンクします

登録日

※登録日以降を
加点対象とします

ボランティア活動
実績証明書依頼先 備　考

大阪市教育委員会事務局指導部
教育活動支援担当

学びサポーター（学力向上支援サポーター） 2018.4.1 各学校園

大阪市教育委員会事務局指導部
教育活動支援担当

理科補助員（学力向上支援サポーター） 2018.4.1 各学校園

大阪市教育委員会事務局指導部
教育活動支援担当

特別支援教育サポーター 2018.4.1 各学校園

大阪市教育委員会事務局指導部
教育活動支援担当

高等学校介助補助員 2018.4.1 各学校園 募集終了

大阪市教育委員会事務局指導部
教育活動支援担当

学校支援学生ボランティア 2018.4.1 各学校園

こども青少年局企画部
青少年課放課後事業グループ

児童いきいき放課後事業 2018.4.1 各学校園

平野区役所政策推進課 平野区こども学力サポート事業 2018.4.1 各学校園

此花区役所市民協働課
（教育支援・環境）

此花区CoCoチャレンジルーム　学習指導員 2018.4.20 各学校園

天王寺区役所市民協働課
(未来人材育成)

こどもの居場所における学び・生活サポーター 2018.4.26 各学校園

東淀川区役所保健福祉課
(保健福祉）

東淀川区中学生勉強会 2018.5.1 実施団体

港区役所協働まちづくり推進課 港区こどもの学び応援事業 2018.5.11 各学校園

東住吉区役所区民企画課
（次世代育成担当）

「東住吉区教育活動サポート事業」
（サポーターの配置） 2018.5.11 各学校園

中央区役所市民協働課 中央区外国籍児童生徒サポート事業 2018.5.15 各学校園

公益財団法人大阪YMCA エンジェル水泳
～知的障がいのある子どもたちの水泳 2018.5.16 実施団体

ななの絵本 ななの絵本 2018.5.19 実施団体

生野地区運営委員会 生野会館開放するデー！ 2018.6.4 実施団体

浪速地域　地域活動協議会 学習支援ルーム「コスモス」 2018.6.5 実施団体

浪速地域　地域活動協議会 学習支援ルーム「プチコスモス」 2018.6.5 実施団体

浪速地域　地域活動協議会 子ども食堂「チェリー」 2018.6.5 実施団体

NPO法人 南大阪電脳支援集団 山王プログラミング教室 2018.6.6 実施団体

阿倍野区役所総合企画課
（総合企画担当）

阿倍野区学校支援ボランティア人材募集事業 2018.6.21 各学校園

https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/7689
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000010833/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/7674
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/7805/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/7712/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/7813
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/7937/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/7877/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/7979/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/7972/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/7929/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8044/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8068/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8027/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8078/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/4590/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8319/
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西成区役所保健福祉課
子育て支援

西成区小中学校帰国・来日等の
こどもコミュニケーションサポーター

2018.6.21 各学校園

福島区企画総務課
企画調整担当

小学校放課後校庭等見守りボランティア事業 2018.6.25 各学校園

しま☆ルーム こどもの居場所「しま☆ルーム」 2018.7.13 実施団体

旭区役所
保健・子育て支援担当

旭区こども食堂学習等支援事業 2018.8.16 事業担当課

生野区役所地域まちづくり課 学校支援ボランティア人材バンク 2018.8.27 各学校園

特定非営利活動法人ＪＣワークス 子供食堂における幼児児童への学習支援 2018.10.24 実施団体

住吉区役所　教育文化課 住吉区市立学校園ボランティア等
募集支援事業 2018.11.1 各学校園

城東区役所保健福祉課
子育て教育担当

小学校での時間外学習会サポーター
（指導ボランティア） 2018.11.9 各学校園

NPO法人　キャンピズ 平野みんな食堂ネットワーク 2018.12.3 実施団体

Minami こども教室 Minami こども教室
：外国につながる子どもへの学習支援 2018.12.28 実施団体

団地の寺子屋 団地の寺子屋：子育てサロン 2019.1.28 実施団体

株式会社LIG
運動療育～発達障がいをお持ちのお子様の
成長を運動あそびでサポート～

2019.2.20 実施団体

特定非営利活動法人
出発のなかまの会

子どもゆうゆう広場みらくるちっぷ
における学習支援 2019.3.19 実施団体

社会福祉法人
みおつくし福祉会　東さくら園

無料学習塾　「ひだまり」 2019.4.1 実施団体

一般社団法人
大阪市よさみ人権協会

地域で支えるチャイルド・プア０（ゼロ）事業 2019.5.7 実施団体

住吉区地域子ども食堂連絡会 住吉区子ども食堂学習等支援事業 2019.5.13 実施団体

浪速区役所市民協働課
教育・学習支援担当

浪速区日本語の指導が必要な児童生徒
への支援事業 2019.6.19 各学校園

旭区役所企画総務課（企画調整） 学力アップアシスト事業
旭ベーシックサポート事業 2019.6.20 各学校園

特定非営利活動法人
出発のなかまの会

いくの子ども食堂 2019.6.24 実施団体

公益財団法人
大阪国際交流センター

こどもひろば 2019.9.12 実施団体

学童保育施設びっぐふぁみりー 学童保育施設びっぐふぁみりー 2019.9.17 実施団体

https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8334/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8334/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8347/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8523/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8813/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8199/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000002042/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000002088/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000002137/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000002320/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000002012/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/8506/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000003018/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000003018/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000007042/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000003197/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000003597/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000003740/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000004042/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000004050/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000007040/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000004479/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000005026/
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不登校・病児自立支援事業
ろ～たす

不登校・病児自立支援事業　ろ～たす 2019.10.3 実施団体

社会福祉法人
大念仏寺社会事業団
ボ・ドーム大念仏

学習会「ウィズJr.」 2020.1.8 実施団体

社会福祉法人
みおつくし福祉会　北さくら園

北カフェ 2020.1.27 実施団体

北区役所地域課 北区 学校活動有償ボランティア派遣事業 2020.3.19 各学校園

中央区役所市民協働課 発達障がいサポート事業 2020.4.15 各学校園

ヨリドコピンポン（ピンポン食堂） ピンポンで勉強しようの会 2020.7.5 実施団体

特定非営利活動法人　MSISK 地域における子どもの居場所づくり事業 2020.12.2 実施団体

大阪市教育委員会事務局指導部
教育活動支援担当

学校元気アップ地域本部　学生支援ボランティア 2021.4.2 各学校園

大阪市教育委員会事務局指導部
教育活動支援担当

学校力UPサポーター（学力向上支援サポーター） 2021.4.2 各学校園

住吉区役所　教育文化課 住吉区市立学校園補助スタッフ支援事業 2021.4.9 各学校園

福島区役所
保健福祉課（子育て教育）

学校活動支援ボランティア事業 2021.4.28 各学校園

特定非営利活動法人　ふらいおん 無料学習塾「ふらいおん」 2021.6.16 実施団体

天王寺堂ヶ芝学習館
「みんなで学ぶ教室」

天王寺堂ヶ芝学習館「みんなで学ぶ教室」 2021.9.13 実施団体

生涯学習道場 合気道教室での学習支援 2022.4.1 実施団体

https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000005099/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000006099/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000006323/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000006858/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000007064/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000007572/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000008815/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/?p=24000010776
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000010740/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000011078/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000012026/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/recruit/24000014338/

