
 

            

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民公益活動に関する相談窓口、施設、制度などを紹介します。 

 
・高槻市ボランティア・市民活動センター 

・ボランティア保険ガイド 

・特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の手続き  
・大阪府内のボランティア・ＮＰＯ活動支援施設一覧 

  

第第４４章章  
 

 

 
市民公益活動お役立ち情報 
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■高槻市ボランティア・市民活動センター 
 

～ボランティア いい夢 いい街 いい未来～ 

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会 
 
 

 

 

  ボランティア・市民活動センターは、「ボランティア活動をしたい（している）方」 
と「ボランティアの力を必要としている方」をつなげるところです。そのほか、各種講 
座の開催やボランティア・市民活動に関する情報提供なども行っており、誰もがいつで 

も気軽に立ち寄ることができるボランティア・市民活動の活動拠点です。  
 

 

  

ボランティアコーディネート 

 「ボランティアの力を必要とする方」と「ボランティアをしたい（している）方」をつなぎます。 
  また、ボランティア・市民活動についての活動支援や情報提供を行っています。 
 

ボランティアの育成 

ボランティア・市民活動の裾野を広げるとともに、社会福祉に対する理解及び関心を深めるた
め、各種講座を開催しています。 

（１）ボランティア入門講座 

（２）手話講習会入門コース 
（３）朗読ボランティア養成講座 
（４）傾聴ボランティア養成講座 

（５）ボランティアステップアップ講座 
 

広報・啓発活動 

（１）チラシなど啓発物の作成 
（２）社会福祉協議会ホームページ及び広報紙などによる情報提供 

（３）ボランティア・市民活動フェスティバル 
（４）たかつきふれあいひろば 

   

会議室・備品の利用 

（１）会議室 
・利用上限人数 30 名。但し、感染症の流行状況等により人数の制限があります 

（２）備 品 

・印刷機（有料）・コピー機（有料）・プロジェクター・置き型スクリーンなど 
  

※会議室及び備品を利用する場合は高槻市ボランティア・市民活動センターへの登録が必要です。

ボランティア・市民活動センターとは 

事業内容 
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〒５６９－００６５ 高槻市城西町４番６号 

Ｎ 百貨店

大阪医科薬科大学病院

高槻市農協
桃園小学校

高槻警察署

高槻市社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センター

携帯電話ショップ

医師会看護専門学校

国道171号線

至
京
都

国
道
１
７
１
号
線

高槻市

消防本部

阪急高槻市駅

商店街

至
大
阪

ＪＲ高槻駅

高槻市役所

至
京
都

け
や
き
大
通
り

みずき通り

 
 

 開 所 時 間  

                 

平 日 午前９時～午後５時 

土曜日 午前９時～正午 

  

 休 館 日  

 

日曜日・祝日・年末年始 

  

 連 絡 先  

 

（福）高槻市社会福祉協議会 

高槻市ボランティア・市民活動センター 

ＴＥＬ  ０７２－６６１－２２０２（直通） 

０７２－６７４－７４９６（代表） 

ＦＡＸ  ０７２－６６１－２２０９ 

ＵＲＬ  http://www.ta-city-shakyo.com 

所在地と連絡先 
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■ボランティア保険ガイド 

   

 

 

 

日本国内において、ボランティア活動中に他人にケガをさせたり、他人の財物を破損させたことにより損
害賠償問題が生じた場合や、ボランティア活動中の事故によりボランティア本人がケガをした場合の損害
を補償する保険です。※自発的に他人や社会に貢献する目的をもって日本国内で取り組まれるボランティ
ア活動で、無償であり自助活動でないものが対象です。※社会福祉協議会への登録などの手続きが必要
です。 

 

 

 

 

日本国内において、「社会福祉協議会」や「ボランティアグループや NPO 法人などの市民活動団体」、
「社会福祉協議会の会員団体」が主催者となる行事活動中の、ボランティアスタッフや参加者のケガおよ
び主催者が賠償責任を負った場合に補償する保険です。実施予定日前日までにお申し込みください。 
 

 

 

 

日本国内において、「非営利・有償」活動中の万が一の事故に備えていただくために「団体総合生活補
償保険」と「賠償責任保険」の２つセットにした保険です。感染症に備えて、オプションで感染症見舞金費
用補償をご選択いただけます。また、最高可動人数は 2 名以上からのお申し込みとなります。 

 

 

 

日本国内で行われる移送サービス実施に伴い、自動車に搭乗している間の急激･偶然・外来の事故によ
り身体に傷害を被った場合に、サービス実施主体の責任の有無に関係なく補償する「普通傷害保険」で
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに掲載した保険は、大阪府社会福祉協議会 大阪府ボランティア・市民活動センターのホーム
ページ「ボランティア保険ガイド」から紹介しています（保険料など詳しいパンフレットは大阪府ボラ
ンティア・市民活動センターのホームページからダウンロードできます）。 

 
お問合せ・加入手続きは、高槻市社会福祉協議会（☎０７２－６７４－７４９６）まで。 

お問合せ・加入手続き 

ボランティア活動保険 

ボランティア・市民活動行事保険 

非営利・有償活動団体保険 

移送中事故傷害保険 
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■特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の手続き 

 

〇 高槻市内のみに事務所を設置する特定非営利活動法人（NPO 法人）の各種申請・届出等に

ついては、高槻市が窓口となります。 

高槻市 市民生活環境部 コミュニティ推進室 （TEL 072-674-7462） 

 

〇 各種手続きの詳細については、高槻市ホームページをご参照ください。 

 https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/17/5263.html 

 

 

〇 申請・届出に必要な様式等もダウンロードできます。 

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/17/5262.html 

 

 

 

 

〇 ＮＰＯ法人の設立に向けた相談や設立後の支援等については、下記までご相談ください。 

高槻市市民公益活動サポートセンター（TEL 072-668-1781） 

 

※ 事務所が複数ある場合で、高槻市以外の大阪府内の市町村にも事務所がある場合は、 

大阪府が窓口となります。 

※ 認定・仮認定NPO 法人制度の申請・届出等については、大阪府が窓口となります。 



大阪府 市民活動スクエア「ＣＡＮＶＡＳ谷町」 大手前類第１ビル 大阪市中央区谷町2-2-20 2階 ０６－６８０９－４９０１（代）

大阪市 － － － －

堺市市民活動コーナー 堺市総合福祉会館２階 堺市堺区南瓦町2番1号 ０７２－２２８－８３４８

北区区民活動支援コーナー 新金岡市民センター2階 堺市北区新金岡町4丁1-8 ０７２－２５８－３９１１

堺市民活動サポートセンター 堺市総合福祉会館2階 堺市堺区南瓦町２番１号 ０７２－２３２－８６８６

豊中市市民活動情報サロン 阪急豊中駅駅舎を利用
豊中市本町１-１-１
（阪急宝塚線・豊中駅北改札口前）

０６－６１５２－２２１２

社会福祉法人　豊中市社会福祉
協議会
ボランティアセンター　ぷらっ
と

豊中市すこやかプラザ
豊中市岡上の町２－１－１５
（豊中市すこやかプラザ内） ０６－６８４８－１０００

池田市立公益活動促進センター
池田市立コミュニティ
センター

池田市栄本町９番１号 ０７２－７５０－５１３３

社会福祉法人　池田市社会福祉
協議会
池田市ボランティアセンター

池田市保健福祉総合セ
ンター

池田市城南３丁目１番４０号 ０７２－７５３－８８５８

TEL

美原区：美原区役所１
階

美原区　０７２－３６３－
９３１１
（堺市美原区役所企画総務
課）

中区　０７２－２７０－８
１５４
（中区役所自治推進課）
南区　０７２－２９０－１
８０３
（南区役所自治推進課）

中区：中区役所3階
南区：南区役所2階

堺市中区深井沢町2470番地7
堺市南区桃山台1丁1番1号

所在地（住所）

区民プラザ（美原区）

堺市

区民プラザ(中区・南区）

市町村名 拠点施設の名称 建物名称

■大阪府内のボランティア・NPO活動支援施設一覧

都道府県名 拠点施設の名称 建物名称 所在地（住所）

堺市美原区黒山167番地1

豊中市

池田市

TEL
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TEL所在地（住所）市町村名 拠点施設の名称 建物名称

箕面市立みのお市民活動セン
ター

みのおキューズモール
ＷＥＳＴ１

箕面市坊島４丁目５番２０号みのお
キューズモールWEST１　2F

０７２－７２０－３３８６

箕面市社会福祉協議会ボラン
ティアセンター

箕面市立総合保健福祉
センター分館

箕面市船場西　1 - 11-35 ０７２－７４９－１５３５

豊能町 豊能町ボランティアセンター
豊能町立保健福祉セン
ター

豊能郡豊能町東ときわ台1丁目2番地
の６

０７２－７３８－５３７０

能勢町 能勢町ボランティアセンター
能勢町立ふれあいセン
ター

豊能郡能勢町宿野114番地 ０７２－７３４－０７７０

吹田市立市民公益活動センター
千里ニュータウンプラ
ザ
６階

吹田市津雲台１丁目２番１号 ０６－６１５５－３１６７

吹田市社会福祉協議会ボラン
ティアセンター

吹田市立総合福祉会館 吹田市出口町１９番２号 ０６－６３３９－１２１０

高槻市市民公益活動サポートセ
ンター（西大冠小学校内施設）

高槻市立西大冠小学校 高槻市城南町３丁目１－１ ―

高槻市市民公益活動サポートセ
ンター（協働プラザ）

グリーンプラザたかつ
き
３号館１階

高槻市紺屋町３－１－１０５ ０７２－６６８－１７８１

高槻市ボランティア・市民活動
センター

高槻市地域福祉会館
２階

高槻市城西町４－６ ０７２－６６１－２２０２

茨木市市民活動センター
茨木市市民総合セン
ター１階及び２階

茨木市駅前四丁目６－１６ ０７２－６２３－８８２０

茨木市社会福祉協議会ボラン
ティアセンター

茨木市福祉文化会館４
階

茨木市駅前四丁目７－５５ ０７２－６２７－００８６

茨木市

箕面市

高槻市

吹田市
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TEL所在地（住所）市町村名 拠点施設の名称 建物名称

摂津市 摂津市ボランティアセンター
摂津市立地域福祉活動
支援センター２階

摂津市三島二丁目5番4号 ０６－６３１８－１１２８

島本町社会福祉協議会ボラン
ティアセンター

島本町ふれあいセン
ター

島本町桜井三丁目４番１号 ０７５－９６２－５４１７

島本町ボランティア情報セン
ター

島本町立人権文化セン
ター

島本町広瀬二丁目２２番２７号 ０７５－９６２－４４０２

守口市
社会福祉法人守口市社会福祉協
議会　ボランティアセンター

社会福祉法人守口市社
会福祉協議会

守口市京阪本通２丁目５番５号
守口市役所　７階

０６－６９９２－２７１５

サプリ村野NPOセンター・市民
活動ネットワークルーム

サプリ村野 枚方市村野西町５番１号 ０７２－８０５－３５３７

社会福祉法人枚方市社会福祉協
議会
枚方市ボランティアセンター

ラポールひらかた
枚方市新町２－１－３５ラポールひ
らかた内

０７２－８４１－０１８１

寝屋川市 寝屋川市立市民活動センター
寝屋川市立市民会館
（4階）

寝屋川市秦町41番１号 ０７２－８１２－１１１６

大東市立生涯学習センターアク
ロス

ローレルスクエア住道
サンタワー

大東市末広町１－３０１ ０７２－８６９－６５０５

社会福祉法人　大東市社会福祉
協議会　大東市ボランティアセ
ンター

市立総合福祉センター 大東市新町１３－１３ ０７２－８７４－１０８２

門真市ボランティアセンター
門真市保健福祉セン
ター

門真市御堂町１４－１ ０６－６９０２－６４５３

門真市立市民公益活動支援セン
ター

門真市民プラザ３階 門真市大字北島５４６番地 ０７２－８００－７４３１

四條畷市
社会福祉法人四條畷市社会福祉
協議会
ボランティアセンター

四條畷市立市民活動セ
ンター（旧北出小学
校）

四條畷市北出町３番１号 ０７２－８７８－１２１０

大東市

門真市

島本町

枚方市
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TEL所在地（住所）市町村名 拠点施設の名称 建物名称

交野市立ボランティアセンター
交野市立ボランティア
センター

交野市天野が原町５－５－１ ０７２－８９４－３７３７

市民活動ルーム「みんカフェ」 交野市役所別館１階 交野市私部１－１－１ ０７２－８９２－０１２１

八尾市市民活動支援ネットワー
クセンター「つどい」

八尾市市民活動支援
ネットワークセンター

八尾市 本町 1-1-5 ０７２－９２８－３８４８

社会福祉法人八尾市社会福祉協
議会サポートやお　ボランティ
アセンター

八尾市在宅福祉サービ
スネットワークセン
ター（サポートやお）

八尾市青山町4-4-18 ０７２－９２５－１０４５

柏原市
柏原市ボランティア市民活動セ
ンター

柏原市健康福祉セン
ター
（オアシス）

柏原市大県４－１５－３５
０７２－９７２－６７６０
（専用）

東大阪市 ボランティア・市民活動センター
旧東大阪市立総合福祉
センター１階

東大阪市高井田元町１－２－１３
０６－６７８９－５５５
０

富田林市ボランティアセンター
富田林市市立総合福祉
会館

富田林市宮甲田町9番9号 ０７２１－２５－８２００

富田林市市民公益活動支援セン
ター

（特活）きんきうぇぶ
内

富田林市小金台2丁目5番10号 ０７２１－２６－７８８７

ボランティアセンター
イズミヤ河内長野店４
階

河内長野市喜多町６６３－１ ０７２１－６５－０１３３

かわちながのボランティア・市
民活動センター

イズミヤ河内長野店４
階

河内長野市喜多町６６３－１ ０７２１－６５－０１３３

松原市市民活動サポートサロン ゆめニティプラザ内 松原市上田３－６－１ ０７２－３３４－４３９５

まつばらボランティアセンター 松原市役所東別館 松原市阿保１－１－１ ０７２－３３９－０７４１

羽曳野市 羽曳野市ボランティアセンター 羽曳野市役所別館 羽曳野市誉田４－１－１ ０７２－９５８－２３１５

藤井寺市社会福祉協議会ボラン
ティアセンター

市立福祉会館
（ふれあいセンター）

藤井寺市北岡１丁目２番８号 ０７２－９３８－８２２０

市民活動相談会
藤井寺市役所１階
（情報交流ひろば ふ
らっと）

藤井寺市岡１丁目１番１号 ０７２－９３９－１３３１

八尾市

富田林市

河内長野市

松原市

藤井寺市

交野市

16



TEL所在地（住所）市町村名 拠点施設の名称 建物名称

大阪狭山市市民活動支援セン
ター

市役所南館
大阪狭山市狭山１－８６２－５（市
役所南館２階）

０７２－３６６－４６６４

ボランティア・インフォメー
ション・コーナー

市役所南館
大阪狭山市狭山１－８６２－５（市
役所南館２階）

０７２－３６０－１０１１

太子町 太子町ボランティアセンター
太子町立総合福祉セン
ター

南河内郡太子町大字春日963-1 ０７２１－９８－１３１１

河南町 河南町ボランティアセンター 河南町役場内 南河内郡河南町大字白木1359－6 ０７２１－９３－６２９９

千早赤阪村
千早赤阪村ボランティアセン
ター

千早赤阪村立いきいき
サロンくすのき

南河内郡千早赤阪村大字二河原辺
８－１

０７２１－７２－０２９４

泉大津市社会福祉協議会ボラン
ティアセンター

泉大津市立総合福祉セ
ンター

泉大津市東雲町9-15 ０７２５－２３－１３９３

泉大津市市民活動支援センター テクスピア大阪5階 泉大津市旭町22-45 ０７２５－２４－９０１６

和泉市
和泉ボランティア・市民活動セ
ンター　アイ・あいロビー

アムゼモール 和泉市いぶき野五丁目1番7号 ０７２５－５７－０２９４

高石市
高石市ボランティア・市民活動
センター

高石市役所別館１階 高石市加茂４丁目１番１号 ０７２－２６５－７６００

岸和田市
岸和田市市民活動サポートセン
ター

岸和田市立福祉総合セ
ンター

岸和田市野田町１丁目５番５号岸和
田市立福祉総合センター2階

０７２－４３８－２３６７

貝塚市 貝塚市ボランティアセンター 貝塚市保健合同庁舎 貝塚市畠中1丁目18番8号 ０７２-４３９－０２９４

泉佐野市
泉佐野市社会福祉協議会ボラン
ティアセンター

泉佐野市立社会福祉セ
ンター

泉佐野市中庄１１０２ ０７２－４６４－２２５９

泉南市 泉南市ボランティアセンター
泉南市総合福祉セン
ター

泉南市樽井一丁目8番47号 ０７２－４８３－０２９４

泉大津市

大阪狭山市

17



TEL所在地（住所）市町村名 拠点施設の名称 建物名称

阪南市社会福祉協議会ボラン
ティアセンター

阪南市地域交流館 阪南市尾崎町一丁目１８番１５号 ０７２－４７２－３３３３

阪南市市民活動センター夢プラ
ザ

阪南市地域交流館 阪南市尾崎町一丁目１８番１５号 ０７２－４７1－１０３０

熊取町 熊取町ボランティアセンター 熊取ふれあいセンター
泉南郡熊取町野田１丁目１番８号
（熊取ふれあいセンター３階）

０７２－４５２－６００１

田尻町 田尻町ボランティアセンター
田尻町総合保健福祉セ
ンター（たじりふれ愛
センター）

泉南郡田尻町嘉祥寺８８３番地１ ０７２－４６６－５０１５

岬町
岬町ボランティア住民活動支援
センター

社会福祉法人　岬町社
会福祉協議会

泉南郡岬町深日３２３８－２４
０７２－４９２－０６３３
０７２－４９２－５７００

 ※ここに掲載した内容は、大阪府NPO・ボランティアのホームページ「大阪府・府内市町村のボランティア・ＮＰＯ活動支援施設一覧」　
 （https://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/v-npo/2104shienshisetu.html）より引用しています。

阪南市
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