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（１）交流促進機能　
①府大ご近所サミット

大阪府立大学の近隣の住民、活動者と事業者が一堂に集い交流する機会を「府大ご近所サ

ミット」として2016年10月1日に開催した。大阪府立大学は、堺市の中区、北区、東区の境界

に立地しており、このサミットにより普段は区を越えての交流の経験が少ない活動者や組織を

つなげると同時に、大学側にとっても近隣に対する社会貢献を進めることになった。自治会関

係者、ボランティア、PTA、商店街関係者、社会福祉協議会、福祉施設などから50名の参加が

あった。内容としては、お披露目を兼ねて本センターの設置主旨を説明した後、グループに分

かれて活動状況や地域の課題などを話し合い、全体で共有を行った。担い手の問題、活動拠

点の問題、情報の共有化などに関する意見が活発に出された。参加者からは互いのことを知

り合う機会になったという評価や大学との関係づくりに対する期待も出された。

②大阪府下の中間支援組織のラウンドテーブル

大阪府下の中間支援組織の連携を強めるために各組織からの参加を得て、会合を実施し

た。大阪には、社会的な民間活動の伝統があり、ボランティア・市民活動支援についても一定の

蓄積がある。ただし、近年さまざまな中間支援組織が生まれてきており、それらが個々に活動

するだけではなく連携・協働しながら活動を進めるための場が求められていた。本センターの

設立が契機となり、その機会を持つことができた。ラウンドテーブル「大阪の市民活動の未来

に向けて」は2017年2月12日に本学を会場に、15名の参加を得て行われた。参加組織は、

本センター、堺市社会福祉協議会、SEINの堺市内３組織のほか、大阪ボランティア協会、大阪

ＮＰＯセンター、大阪府社会福祉協議会、大阪市社会福祉協議会である。セミオープンの形で

実施し、各担当ばかりでなく関心がある者も傍聴できるようにした。各組織の状況や課題の共

有化を行い、今後どのような活動や連携を目指していくかについて意見交換した。これからも

こうした話し合いの場を持っていくことを確認した。

（２）相談機能　
①ボランティア・市民活動のコーディネート

学生や市民からの相談を受け、活動に結びつける支援を行った。2016年9月以降の実績として、学生からの相談50件、地域（自治会や

NPO）からの相談20件に対応した。

②活動上の課題に対する相談対応
● バリアフリー音楽祭「とっておきの音楽祭」を堺市で開催したいという学生ボランティアから

の相談を受け、堺市の障害施策推進課及び健康福祉プラザとの相談を経て、ドキュメンタ

リー映画「オハイエ！」の上映会を2016年12月に開催した。趣旨に賛同した市民・福祉施設

職員等の協力を受け実行委員会を結成し、12名の実行委員会で定期的に会議を開催し、企

画実施に向け準備をすすめた。
● 地域交流イベントの開催場所を求めている「NPO法人み・らいず」に対して、大学キャンパス

の開放及び設備提供等を行い地域交流行事としてもちつき大会を開催した。法人のサービ

ス利用者である障がい者や生活困窮世帯の児童たち約50名が参加した。
● 白鷺団地で月に１回開催されている「ふれあいサロン」にて、総合リハビリテーション学類・作業療法学専攻の学生チームが企画した「棒体

操（健康）」をテーマとしたプログラムを2017年1月に実施した。
● 堺市立宮園小学校及び堺市中区企画総務課からの依頼を受け、茶の湯体験の講師として大阪府立大学茶道部を紹介。2017年2月に授

業時間を用いて茶席を設けた。
● 子ども食堂を新たに開始する「社会福祉法人竹林会（デイサービスセンターつどい）」に対して、社会福祉協議会からの協力依頼を受け、

学生ボランティアによる子どもたちへの学習支援等を2月、3月と行った。
● 地域防災活動に関心のある学生チームと、土師校区自主防災会とをコーディネート。2017年3月25日に子ども防災企画「イザ！カエル

キャラバン！in土師町～めざせ！防災マスター～」を開催した。約60名の子どもが参加した。

（３）啓発機能　
①キックオフイベント　

本センターのキックオフイベント「社会貢献都市“堺”を目指して」を2017年3月18日に本

学で開催した。大学、住民・市民、行政、各種団体がよりよい社会を目指して協働することを社

会貢献都市と表現し、こうした取組みを先駆的に実施している岡山ＮＰＯセンターの石原達也

氏の講演と、堺市内の地域・市民活動、学生ボランティアの状況報告を行った。住民、ＮＰＯ、福

祉施設、行政、大学関係者等、72名の参加を得た。大阪府立大学の辻洋学長からの期待をこ

めた挨拶もあった。

②熊本地震のフォーラム

2016年4月に起きた熊本地震の際に現地で支援活動を行った社会福祉施設と大学の取

組みを中心とするフォーラム「熊本地震の福祉避難所の運営から学ぶ」を2016年11月20

日に開催した。参加人数は46人であった。

③セミナー講師

堺市社会福祉協議会とSEINが主催している「市民協働ひろばステップアップセミナー」に

て、「若者を巻き込むコツ！～学生ボラティアのチカラを活かす方法～」というテーマで職員及

び学生が講師を担当。市民活動団体が学生ボランティアを自組織に活かすためのポイントを

共有した。

（４）情報発信機能　
①堺市内中間支援組織情報交換会（3者連絡会）の立ち上げ

堺市内に拠点を置く、堺市社会福祉協議会、SEIN、そして本センターによる中間支援組織の連絡会を開始した。堺市社会福祉協議会は

主に地域・ボランティア活動の支援、SEINは市民活動・ＮＰＯ支援、そして本センターは大学の強みを生かした学生の活動や社会貢献支援と

いうそれぞれの特色を有機的に連携させていくための事業である。11月からほぼ月に1回のペースで開催した。連携方法の検討やそれぞ

れの取組みに対する協力体制の構築、広報のあり方に関して話し合った。3者の連携が進む中で地域・市民活動を広範に支援することが可

能になってきている。

②ホームページの開設　学内サイトと共有サイト

センターの紹介とボランティア活動等の情報を広く提供するためにホームページを開設した。ホームページは2種類ある。

一つは、主に本センター取組みを紹介し、市民からの問い合わせ等に対応できるようにするため大阪府立大学WEBサイト内に開設した。

これにより活動情報を広く周知することができるようになった。

もう一つは、堺市内の地域資源等の情報が共有でき、より幅広い情報発信ができることを目指すものである。堺市社会福祉協議会、

SEIN、そして本センターの持つ情報をこのサイトによって共有し、住民活動のデータベースの構築を図るものである。実装予定のクラウド

システムを開発した。

③文献資料の収集

ボランティア活動や市民活動、NPOなどに関する文献、資料を収集して住民・市民、学生の活動促進に資する知識や情報を提供している。

（５）調査研究機能　
「堺市における社会貢献・地域貢献に関する基礎調査」の実施

堺市内の社会福祉、医療、教育機関や一般企業を対象に社会貢献活動に関する現状を把握するための調査を行った。インターネット上に

公開されている情報から367団体を無作為に抽出し、調査票を発送し、回答は返信用の用紙あるいはインターネットの活用を行った。内訳

は①社会福祉法人115、②医療法人等136法人、③学校法人56法人、④一般企業 60法人であった。

2017年2月末に調査票を発送し、3月23日現在で100の回答があった（回収率は27％）。内訳は、社会福祉法人49、医療法人等16、

学校法人16、一般企業19であった。

回答内容の特徴としては、社会貢献に対する関心は高く（約9割）、実際に社会貢献を行っている場合も多い（約8割）。ただし、活動のため

の課題や要望も寄せられている。こうした広範な団体を対象としたこの種の調査の実施例はほとんどなく、先駆的な研究といえる。堺市の

現状を示す貴重なデータであり、3年間の取組みの出発点を示す基礎資料である。

ボランティア・市民活動センター「市民活動活性化事業」の取り組み 2016年度

オハイエ！上映会

大阪の市民活動の未来に向けて

府大ご近所サミット

市民協働ひろばステップアップセミナー

社会貢献都市“堺”を目指して



（１）交流促進機能　
①企業向け社会貢献セミナー　

堺市内に拠点を置く企業・個人事業主等を対象としたセミナー「堺×企業×社会貢献～企業・個人事業主の社会貢献の進め方～」を2017年

12月19日に開催した。約30名の参加があり、各企業からの実践報告や今後の社会貢献活動の進め方に関するディスカッションが行われた。

参加者からは、企業間の情報交換等を促進するためのネットワークづくりを期待する声、地域ごとや主体ごとに協働を促進するためのコーディ

ネーターを配置することを望む声などが出された。

②大学の連携に向けた社会貢献セミナー

堺市内に拠点を置く大学の社会貢献部署等に関係する教員・職員・学生を対象とした社会貢献

セミナー「若者と地域がつながるまちを目指して～大学の社会貢献プラットホームづくり～」を

2018年3月22日に開催した。10数名の参加があり、本センターや堺市社会福祉協議会による

実践報告が行われた。また、本センター学生スタッフにより「若者と地域がつながるまち」プロジェ

クトが話題提供され、堺市内の若者・学生による社会貢献活動の今後の大学間連携の必要性につ

いて話し合いを行った。参加大学からは、学生の自主組織を運営していくことの難しさなどが語ら

れ、今後の学生交流の実現に向け具体的な顔つなぎの場となった。

③モデル地区ラウンドテーブル

大型マンションの建設等により人口が急増している金岡南小学校区における取り組み。金岡南小学校区まちづくり協議会が主催する防犯・

防災をテーマにした地域イベント「安全安心フェスタ２０１８」において、地域型のラウンドテーブルの位置づけでパネルディスカッション「住み

よいまちってどんなまち？」を2018年2月18日に実施した。複数のプラグラムが盛り込まれた同イベントには合計700名近くの参加者が

あった。

④さかいボランティア・市民活動チャレンジ

「堺市中間支援組織情報交換会」での連携がベースとなり、堺市社会福祉協議会、SEIN、そし

て本センターによる共催で「さかいボランティア・市民活動チャレンジ（※「さかいボランティア・市

民活動フェスティバル2017」内プログラム）」を2017年10月28日に実施した。堺市内の高校

に通う生徒のボランティア活動等を顕彰する機会として「高校生ボランティア・アワード」を、実践

発表・交流会において「学生・ワカモノのボランティア」というテーマで分科会を企画実施。準備段

階から大学生が事業推進に関わり高校生と大学生間の交流促進を実現すると共に、若者の社会

参加促進に向けた意見交換を行うことができた。

（その他）羽曳野市における展開

近隣住民、活動者と事業者が一堂に集い交流するイベント「府大ご近所サミット」について、中百舌鳥キャンパスにおいて培った実践ノウハウ

を羽曳野キャンパス周辺地域においても活用し、「府大ご近所サミットinはびきの」を2017年4月と12月に2回開催した。羽曳野キャンパス

の学生が堺市での活動につながるきっかけにもなり、両地域でお互いに刺激を与え合いながら活動を展開することにつながっている。

（２）相談機能　
①ボランティア・市民活動のコーディネート

学生や市民からの相談を受け、活動に結びつける支援を行った。2017年度の実績として、学生からの相談300件（前年度50件）、地域（自

治会やNPO）からの相談60件（前年度20件）に対応した。内容としては、自身の関心に合った活動の紹介、ボランティアグループの立ち上げ

や運営にあたっての助言、学生（若者）と協力した活動の提案、などを実施した。

②活動上の課題に対する相談対応
● 新規で子ども食堂を立ち上げる「なかもず『つなぐば』」「白鷺団地『こども夢くらぶ』」に対して、学生ボランティアによる学習支援等の協力を行った。
● 「NPO法人み・らいず」が堺市から受託運営している「堺市学習と居場所づくり支援事業」について、会場提供、学生ボランティアの紹介を行った。
● 堺市長寿支援課からの依頼を受け、「第8期いきいき堺市民大学」の後期授業として「府立大学ゼミ」を開講して、受講生（シニア）と学生との地

域協働実践の実現に協力した。
● 堺市市民協働課からの依頼を受け、「認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター」と協力をして、本学大学祭である「白鷺祭」において

「生命のメッセージ展」を共同開催した。
● 大阪府「2025日本万国博覧会誘致委員会」と協力して、同じく白鷺祭において、大阪万博誘致PRイベント「万博を誘致しようfor 2025」を開

催した。
● 地域防災活動に関心のある学生チームと、金岡南小学校区まちづくり協議会とをコーディネート。子ども防災企画「イザ！カエルキャラバン！～め

ざせ！防災マスター～」を開催した。また、土師校区自主防災会ともコーディネートし、同様の企画を堺市中区土師町においても開催した。

（３）啓発機能　
①セミナー等講師

● 堺市西区区民評議会における平成29年度諮問事項「若者の力を活かしたまちづくりについて」に関して、2017年8月29日の第3回評議

会に出席し大学ボランティアセンターにおける実践報告を行った。
● 「NPO法人大阪難病連」におけるボランティア学習会の講師として、2017年11月25日に大

阪市内の事務所を訪問して実践報告を行った。
● 大学ボランティアセンター設置に向けた動きのある静岡県立大学からの依頼を受け、「静岡県

立大学ボランティアセンター構想フォーラム」に2017年12月16日に登壇して実践報告を

行った。
● 「NPO法人W・I・N・G－路をはこぶ」からの依頼を受け、大阪市内の同法人フリースペースにおい

て重症心身障害者と学生ボランティアとの交流を2018年3月10日に行った。
● 中区さかいボランティア連絡会が主催する交流研修会に2018年3月28日に出席して、学生ボ

ランティアと地域ボランティアとの交流を行った。

②ボランティアマッチングイベント

主に府立大学学生を対象としたボランティアマッチングイベントを大学内で季節ごとに計4回

開催し、合計190名の参加があった。

③ボランティア先生出前授業

小中学生に対するボランティア啓発の取り組みとして、大学生が講師役（ボランティア先生）と

なりマスコットキャラクター「Ｖ仮面」と共に出前授業を行う事業を新規で実施。白鷺小学校放課

後ルームにて2018年3月23日に開催し、約20名の子どもの参加があった。

（４）情報発信機能　
①堺市中間支援組織情報交換会（3者連絡会）

本センター、堺市社会福祉協議会、SEINによる中間支援組織の連絡会を、ほぼ月例の連絡会として年間10回開催した。市民活動促進に関

する定期的な情報交換を行うと共に、「地域資源共有クラウドシステム」の開発に向けた話し合いが行われた。

②情報共有の仕組みの構築（地域資源共有クラウドシステム）

上記連絡会において共有する地域資源等の情報を共有するためにデータベース型ビジネスアプリ「kintone（キントーン）」を導入して試験

的に活用を始めている。共有した情報を精査しつつ、市民向けに広く情報発信するための公開ページの開設準備を進めている。

③ＨＰ、フェイスブックを使っての情報発信

本センターの取り組みを発信するため、大阪府立大学WEBサイト内の該当ページ及びフェイスブックを用いて情報の提供を進めている。

（５）調査研究機能　
①市民活動等の先進地域の調査研究

● 学生と市民との相互の交流や学生とまちとの関係を深めるために「学生のまち推進条例」を制定している金沢市を2018年2月16日に視

察訪問し、市民参画課職員より情報収集を行った。金沢市においては行政主導により２０１０年より事業が開始されたとのことだったが、堺市

においては大学・学生が中心になり「若者と地域がつながるまち（社会貢献活動に関する大学ネットワーク）」プロジェクトを推進することの有

用性を確認した。
● 大学付属の社会貢献センターが2018年春より「NPO法人アーツセンターあきた」として独立予定にしている秋田公立美術大学を2018

年3月2日に視察訪問し、大学職員より情報収集を行った。法人化にあたっての準備や事業収入計画についてヒアリングを行い、本センター

の2019年度以降の運営に関する参考情報を得ることができた。

②社会貢献都市に関する調査研究

● 「社会貢献都市・堺」宣言に向けた基礎資料として、自治体の都市貢献度を把握するための指標の検討を行っている。先行研究（issue+de-

sign「創造都市INDEX」）においては、堺市は市民へのアンケート調査に基づく「社会貢献指標」の評価が21団体中20位となっていること

がわかり、堺市民の社会貢献意識を高めることが課題として挙げられる。

ボランティア・市民活動センター「市民活動活性化事業」の取り組み 2017年度

ボランティア先生出前授業

中区さかいボランティア連絡会 交流研修会

高校生ボランティア・アワード

大学の連携に向けた社会貢献セミナー



府大ご近所サミット

なかもずフェスティバル

堺市災害ボランティアセンター設置訓練

千早赤阪村 稲刈り

堺商人まつり

カマドDEボウサイ

ボランティア情報誌「COMVO」インタビュー

秋ボラ2016（Make a CHANGE Day）

中区ピンクリボンフェスタ2016

中区ハロウィンキャンドルナイト

第23回杏樹祭:羽曳野キャンパスでのPR活動

CHARITY for...＠第68回白鷺祭

土師校区自主防災訓練

Tamariba講座

大阪府市町村ボランティア連絡会設立20周年記念イベント

菰池･下池クリーンアップキャンペーン

中之島自転車マナーアップフェスタ

白鷺リュミエール祭

関西国際センターふれあい交流祭り

大阪難病連 ボランティア学習会

オハイエ！上映会

国際ボランティアセミナー

第８回なかよしクリスマス会

越冬闘争 体験プログラム

もちつき大会

冬ボラ2017

白鷺団地ふれあいサロン

大阪の市民活動の未来に向けて

新潟青陵大学 訪問交流会

福井豪雪体験ボランティアツアー

白鷺団地ふれあいサロン

KAGAVOCO SALON

大阪市ボランティア・市民活動センター開設30周年記念事業

学生ボランティアフォーラム（東京）

静岡県内外の災害ボランティアによる救援活動のための図上訓練

市民協働ひろばステップアップセミナー

3.11さかい灯りの花広場

社会貢献都市“堺”を目指して

イザ！カエルキャラバン！in土師町～めざせ！防災マスター～

みんなの食堂

Blue Challenge Minami-Osaka 2017

アートツリープロジェクト

第８回府大花まつり

　…お花見もちつき大会

　…楽垣ペイントキッズ

　…とっておきの音楽祭プレステージ

　…堺市のボウサイを知ろう！

府大ご近所サミットinはびきの

春ボラ2017

ふれあいスマイルフェスティバル

はびきの祭

堺ブルースフェスティバル２０１７

災害ボランティアセミナー

CHARITY for...＠第56回友好祭

ナカ ナカマネットワーク

リレー･フォー･ライフ･ジャパン2016大阪あさひ

堺しらさぎArt Avenue 2017

千早赤阪村 田植え

国際ボランティアセミナー

ホッとネットおおさか避難者交流会

府大×市大ボランティア交流会

オープンカレッジ修学旅行

夏ボラ2017

上野芝小 上小なつまつり

中区子育て夏まつり

地域交流ラウンドテーブル

Ｖ仮面焼き出店

会場提供、ボランティア参加

イベント共同実施

Ｖ仮面焼き出店

後援会チャレンジくん事業

取材対応

ボランティアマッチングイベント企画

Ｖ仮面出演

地域イベントボランティア参加

Ｖ仮面焼き出店

募金活動

地域イベント企画出展

講師担当

I-siteなんば会場提供、事例発表

地域イベントボランティア参加

Ｖ仮面出演

Ｖ仮面出演

Ｖ仮面出演

講師担当

地域イベント企画協働

研修会企画

地域イベント企画協働

イベント企画

イベント共同実施

ボランティアマッチングイベント企画

地域イベント企画出展

中間支援組織ラウンドテーブル

大学間交流

イベント共同実施

地域イベント企画出展

I-siteなんば会場提供、運営協力

事例発表

事例発表

研修参加

事例発表

地域イベント企画協働

キックオフイベント

地域イベント企画協働、後援会学生サポートGP事業

地域イベント企画協働

地域イベント企画協働

イベント共同実施

地域イベント企画協働

地域イベント企画協働

地域イベント企画協働

地域イベント企画協働

地域交流ラウンドテーブル企画協働

ボランティアマッチングイベント企画

地域イベントボランティア参加

地域イベント企画協働

Ｖ仮面出演

研修会企画

募金活動

イベント共同実施

チャリティーイベント参加

地域イベント企画協働

イベント共同実施

研修会企画

I-siteなんば会場提供、ボランティア参加

研修会企画

ボランティア参加

ボランティアマッチングイベント企画

地域イベント企画協働

Ｖ仮面出演

V-station

中百舌鳥駅前通商店街振興組合

堺市社会福祉協議会

下赤阪棚田の会

堺市商店連合会

V-station

大阪市ボランティア・市民活動センター

V-station

堺市中保健センター

堺市中区企画総務課

V-station

日本赤十字社

土師校区自主防災会

NPO法人W･I･N･G－路をはこぶ

大阪府ボランティア・市民活動センター

土師町自治会

大阪府警察本部

しらさぎ３１０商友会

国際交流基金 関西国際センター

NPO法人大阪難病連

堺市障害施策推進課 等

NPO法人NICE（日本国際ワークキャンプセンター）

友好祭実行委員会 等

V-station

NPO法人み・らいず

V-station

白鷺団地自治会

V-station

新潟青陵大学ボランティアセンター

谷の山を愛する会

白鷺団地自治会

関西学生ボランティアコーディネーターネットワーク

大阪市ボランティア・市民活動センター

国立青少年教育振興機構

川根本町災害ボランティアコーディネーターの会 等

堺市社会福祉協議会、NPO法人SEIN

社会福祉法人コスモス 等

V-station

土師校区自主防災会

社会福祉法人福生会

NPO法人チャンレジ・クラブ

社会福祉法人ライフサポート協会

SAクリーンクラブ

しらさぎ３１０商友会

同実行委員会（地域の福祉団体等）

堺市危機管理室、自衛隊堺出張所 等

羽曳野市市民協働ふれあい課

V-station

中区つむぎの会、社会福祉法人東光学園

羽曳野市市民協働ふれあい課

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会

V-station

大阪府「共生の森づくり基金」

堺市授産活動支援センター

公益財団法人 日本対がん協会 等

しらさぎ３１０商友会

下赤阪棚田の会

V-station

大阪府下避難者支援団体等連絡協議会

大阪市立大学ボランティアセンター

大阪府立大学オープンカレッジ運営委員会

V-station

上野芝小学校PTA

堺市中区子育て支援課

10月

11月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

12月

2016 事業名 概要 主催/連携団体

2017 事業名 概要 主催/連携団体

若年層に対するプログラミング教育の普及推進 事業

Study Plus 

ボラセンエキスポin大阪

徳島週末ワークキャンプ

福井伝統行事ボランティアツアー

中区区民フェスタ

東北スタディツアー

国際交流・流しソーメン大会

堺市西区 区民評議会

堺市なかもず子ども食堂「つなぐば」

避難所一泊体験

南大阪地域大学等合同展示発表会

はびきの秋まつり

環境衛生週間 ペットボトル回収

秋ボラ2017

チョコでちょこっと知る食の世界

犯罪被害にあうということ

いきいき堺市民大学・府立大学ゼミ

「J:COMデイリーニュース」出演

高校生ボランティア･アワード（堺市ボラフェス）

第24回杏樹祭:羽曳野キャンパスでのPR活動

CHARITY for...＠第69回白鷺祭

生命のメッセージ展

万博を誘致しよう for 2025

国際シネマ月間

堺市災害ボランティアセンター設置訓練

菰池･下池クリーンアップキャンペーン

ふらっとカフェ

イリゼ＆ぜるこば見学会

白鷺リュミエール祭

大阪難病連 ボランティア学習会

土師校区自主防災訓練

第２回 府大ご近所サミットinはびきの

静岡県立大学ＶＣ構想フォーラム

堺×企業×社会貢献

第９回なかよしクリスマス会

越冬闘争体験プログラム

冬ボラ2018

静岡県内外の災害ボランティアによる救援活動のための図上訓練

いきいき堺市民大学・府大探索ツアー

光明池団地新年会

ワン・ワールド・フェスティバル

KAGAVOCO SALON

福井豪雪体験ボランティアツアー

安全安心フェスタ２０１８

　…イザ！カエルキャラバン！ in 金岡南 ～めざせ！防災マスター～

ＳＤＧｓ体験イベント

学生ボランティアフォーラム（東京）

イザ！カエルキャラバン！ in 土師町 ～めざせ！防災マスター～

ファシリテーション研修

こども食堂「こども夢くらぶ」

Tamariba講座

3.11さかい灯りの花広場

はにふこども食堂

堺×大学×社会貢献

ボランティア先生 出前授業

はびきの市民活動フェスタ2018

中区さかいボランティア連絡会 交流研修会

ボランティア参加

イベント共同実施

事例発表

イベント共同実施

イベント共同実施

地域イベント企画出展

イベント共同実施

地域イベントボランティア参加

事例発表

地域イベントボランティア参加

地域イベント企画協働、後援会学生サポートGP事業

Ｖ仮面焼き出店

地域イベント企画協働

啓発活動、後援会チャレンジくん事業

ボランティアマッチングイベント企画

イベント企画、後援会チャレンジくん事業

イベント共同実施

市民大学講座

ケーブルテレビ番組出演

イベント共同実施

Ｖ仮面焼き出店

募金活動

イベント共同実施

イベント共同実施

イベント企画、後援会チャレンジくん事業

ボランティア参加

地域イベントボランティア参加

イベント企画

イベント共同実施

Ｖ仮面出演

講師担当

地域イベント企画出展

地域交流ラウンドテーブル企画協働

講師担当

企業向け社会貢献セミナー

地域イベント企画協働

イベント企画

ボランティアマッチングイベント企画

研修参加

地域イベント企画協働（市民大学講座 企画）

イベント共同実施

イベント企画出展、後援会チャレンジくん事業

運営協力

イベント共同実施

地域ラウンドテーブル

地域イベント企画協働、後援会学生サポートGP事業

研修会企画

研修参加

地域イベント企画協働、後援会学生サポートGP事業

研修会企画

地域イベントボランティア参加

講師担当

地域イベント企画協働

地域イベントボランティア参加

大学向け社会貢献セミナー

出前授業

地域イベントボランティア参加

交流会企画

ロボットプラグラミング教室「ロボ団」

NPO法人チャレンジ・クラブ

関西学生ボランティアコーディネーターネットワーク

NPO法人NICE（日本国際ワークキャンプセンター）

谷の山を愛する会

堺市中区自治推進課

V-station×ボラカフェ

堺市多文化交流協会、多文化交流クラブ 等

堺市西区総務企画課

つなぐば運営チーム

社会福祉法人東光学園

南大阪地域大学コンソーシアム

はびきの市民活動交流会 等

中百舌鳥小学校

V-station

V-station

認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター

堺市長寿支援課

NPO法人ことはじめ

堺市社会福祉協議会、NPO法人SEIN

V-station

認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター

堺市、大阪被害者支援アドボカシーセンター 等

2025日本万国博覧会誘致委員会

V-station

堺市社会福祉協議会

土師町自治会

V-station

株式会社グランディーユ

しらさぎ３１０商友会

NPO法人大阪難病連

土師校区自主防災会

羽曳野市市民協働ふれあい課 等

静岡県立大学

V-station

友好祭実行委員会 等

V-station

V-station

川根本町災害ボランティアコーディネーターの会 等

堺市長寿支援課

光明池団地自治会

ワン・ワールド・フェスティバル実行委員会

関西学生ボランティアコーディネーターネットワーク

谷の山を愛する会

金岡南校区まちづくり協議会

一般社団法人ソーシャルギルド

国立青少年教育振興機構

土師校区自主防災会

NPO法人SEIN

しらさぎ夢テラス（NPO法人ワーカーズコープ）

NPO法人W･I･N･G－路をはこぶ

社会福祉法人コスモス 等

埴生校区自治会

V-station

白鷺小学校放課後ルーム運営委員会

はびきの市民活動交流会 等

堺市社会福祉協議会 中区事務所

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

2018 事業名 概要 主催/連携団体

学生ボランティアの活動一覧

少子高齢化、人口減少、そして社会的格差が進行する中で、さまざまな社会・生活問題が発生しています。しかし、既存の取り組みでは、現在
の複雑化し、多様化した問題の解決が困難になっています。住民・市民組織、ＮＰＯ、企業、地域金融機関、大学、行政などがつながり、活躍でき
る社会の実現が期待されていますが、その連携は進んでいるとはいえません。
堺市産学公連携「大学における市民活動促進業務」では、大阪府立大学に『ボランティア・市民活動センター』を設置し、多様な活動主体が

連携しつつ問題解決に取り組むことを通して、『社会貢献都市・堺』を構築することを目指しています。

ボランティア・市民活動センターについて




