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地区 寄付者芳名 

北区 長野 正宜 

西区 中村 恵利子、林 明 

天王寺区 一本松 三雪、溝渕 良行、森岡 史郎 

淀川区 辻川 松子 

東淀川区 小笠原 幸子 

住之江区 辻 博、八木 孝雄 

住吉区 仲本 房司、畑山 勇 

東住吉区 佐々木 伸一 

西成区 柴田 雄敏 

堺市 

阿津地 勲、池田 典子、井上 正治、岩村 昇、大野 和子、奥野 秀邦、越

智 茂、桂 春宜、釡納 経夫、河本 隆子、楠本 憲男、久保 篤史、久保 泰

男、小尾 智恵子、阪口 修、阪口 一美、嶌田 潤作、忠岡 博、永井 俊光、

中野 眞佑、中野 豊子、永野 治男、西尾 薫、東﨑 五彦、宮田 英幸、矢

追 千鶴子、吉田 力造、吉本 和子 

岸和田市 坂本 道子 

豊中市 亀田 章 

泉大津市 笹内 秀仁、千百松 茅子 

貝塚市 田口 冨雄 

八尾市 杉本 幸雄、三歩一 富美子、和田 一成 

富田林市 吉國 幸子 

河内長野市 中森 昌博 

和泉市 佐藤 タケ子 

柏原市 小森 テリ子、谷口 和宏 

羽曳野市 佐藤 恭史 

門真市 吉兼 和彦 
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高石市 中野 滋子 

東大阪市 
小野 悦俊、片岡 英代、河角 光雄、北埜 吉克、中根 實、檜垣 光義、村

上 靖平、横手 治彦 

四條畷市 井上 節子、中山 航、淺井 茂、石原 欽子、守谷 

阪南市 古野 康男 

能勢町 

石井 欽也、今村 雅人、今村 雅幸、大西 達也、奥 和巳、奥 孝司、尾崎 

進、片瀬 博司、木村 二郎、小谷 忠重、子安 丈士、子安 裕子、塩田 金

吾、塩田 善昭、高垣 博明、田中 三男、谷 元美、谷尾 剛、田和 秀樹、

中 弓子、中西 信介、西 勇彦、畑中 収、東 高司、平沢 正夫、福井 鉄

也、福井 文子、福田 仁美、福西 克敏、福畑 慎吾、本田 豊治、前田 太

郎、松尾 一儀、松尾 重信、松尾 義信、松村 孝志、松室 雅次、宮本 孫

宏、森 健治、横川 靖久  

熊取町 阪上 安輝、井上 正弘、井谷 敏男、岸本 敬仁、七里 雅隆 

大阪府 林田 潔 
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地区 法人名 

北区 

大阪北ロータリークラブ、（公社）大阪市ひとり親家庭福祉連合会、大阪

地下街（株）、大阪ロータリークラブ、(株)カネカ、近畿土地(株)、キン

キ道路(株)、コスモ建物管理(株)、塩谷硝子(株)、ジャトー(株)、伸和サ

ービス(株)、(株)スペースクリエーション、積水化学工業(株)、センコー

(株)、ＤＳＰ五協フード＆ケミカル(株)、（公財)鉄道弘済会 西日本支部、

(株)鳥羽商会、中井司法書士行政書士合同事務所、日本銀行 大阪支店、

日本電気機器(株)、特許業務法人 原謙三国際特許事務所、阪急電鉄（株）、

阪急阪神不動産㈱総務部、阪急阪神ホールディングス（株）、（株）ビデオ

エイペックス、(株)ベクト、(株)ミルバ 

都島区 (福)治栄会関係者一同、(株)ＤＩＫアグリワーカーズ、山下電気工業（株） 

福島区 
石田エンジニアリング(株)、野田興業(株)、（株）阪急阪神ホテルズ ホテ

ル阪神大阪 

此花区 

大阪ガス(株) エネルギー研究所、(株)鴻池組 大阪本店、鴻池運輸(株) 

関西支店、佐川急便(株)、住友化学(株) 大阪工場、住友電気工業(株) 大

阪製作所、(株)中日本冷蔵 、日本製鉄(株) 関西製鉄所、(合)ユー・エス・

ジェイ 

中央区 

(株)アイザック、アジア化工(株)、アラヤ特殊金属(株)、伊藤忠システッ

ク(株)、(株)ＳＲＩ、大阪シティ信用金庫、大阪商工信用金庫、（福）大

阪府社会福祉協議会職員、紀伊産業(株)、(株)共立物流システム、香栄興

業(株) 大阪営業所、塩野義製薬(株)、（宗）真如苑 本町、正同化学工業

(株)、(株)清林社、(株)ソフト９９コーポレーション、(株)總田商行、ソ

ワーズ(株)、(株)大雅、太平化学産業(株)、武田薬品工業(株)、田辺三菱

製薬(株)、(株)東畑建築事務所、(株)日商エステム、(株)日本衛生公社、

福田繊維(株)、富士商事(株) 、古林紙工(株)、(株)立地評価研究所、ロ

ーバル(株)、和光合成樹脂(株) 

西区 

因幡電機産業(株)、(株)扇谷、大阪うつぼロータリークラブ、(株)オーサ

カステンレス、大阪西南ロータリークラブ、大阪中部ライオンズクラブ、

大阪府民共済生活協同組合、要薬品(株)、工建産業(株)、金光教玉水教会、

三和鋼管(株)、ダイリキ(株)、田渕海運(株)、トヨタカローラ大阪(株)、

(株)久門製作所、(株) ヒロセ、寶生教、(株)南出キカイ、(株)ユニオン  

港区 (株)巴製作所 

大正区 （有）上田起業、丸翔建設（株） 

天王寺区 
（株）イデア、大阪信用金庫本店、近鉄グループホールディングス(株)、

寿精版印刷(株)、(株)スミロン、(株)ナガイパッケージ、(株)日進社、 (株)
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ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター 

浪速区 
岡本無線電機(株)、(株)産業経済新聞社 大阪本社、ニッタ(株)、福原運

輸(株)、(株)藤井ファーム、（株）明治スポーツプラザ 

西淀川区 イノック(株)、坂口鍛工(株) 

淀川区 

(株)シェル石油大阪発売所、主計管工(株)、スミセイ情報システム(株)、

(株)ダイヘン 総務部、(株)ディビオン、東洋技研コンサルタント(株)、

中島工業(株)、日本アクティ．システムズ(株)、(株)明治機械製作所、（有）

安川製作所 

東淀川区 かくい(株)、新都共栄(株)、西川産業(株) 

東成区 
シーホネンス(株)、(株)スマイルウィル、東成区民生委員児童委員協議会、

東成区医師会、東成区歯科医師会 

生野区 (株)しまず、(福)田島童園職員、(株)豊田商会   

旭区 ショーナン・ロジテック、(株)大東化成工業(株)、古瀬建設工業(株) 

城東区 

ダイナガ(株)、タカラスタンダード(株)、日本総合住生活(株) 大阪支社、

（有）ヌーベルキムラヤ、扶桑薬品工業(株)、行田電線(株)、龍建設工業

(株) 

鶴見区 イオン鶴見緑地同友店会、(株)ベスト 

阿倍野区 竹澤ビル(株) 

住之江区 
大阪コンテナターミナル管理(株)、南港運輸(株)、阪神国際港湾(株)、百

又(株) 

住吉区 
アオイ舗道(株) 、(一財)播磨屋記念財団、(株)阪南コーポレーション、

阪和住吉総合病院、阪和病院、(株)阪和薬店 

平野区 
(有)澤井商事、(福)大念仏寺社会福祉事業団職員一同、(株)大和科学教材

研究所、(株)ビティー、平野警察署 

西成区 
(株)足立工具店、岡一不動産(株)、光和商事(株)、日本モルタルン(株)、

(株)松三製作所 

堺市 

ENEOS（株）堺製油所、区民生委員児童委員協議会（堺・東・西・南・北・

美原）、堺市更生保護女性会、(株)芝田化工設計、(株)シマノ、鈴の宮幼

稚園、鶴田電設(株)、西川商工(株)、西田汽缶工業(株)、BOOK OFF堺御陵

前店、ベルランド総合病院、ボーイスカウト堺第 25団 

岸和田市 

岸和田交通(株)、久米田病院、シンコー設備工業(株)、新和設備(株)、(株)

泉宏産業、雪本鈑金塗装工業、別寅かまぼこ(株)、(株)北海鉄工所、(株)

雪本保険事務所 



令和２年度 共同募金寄付者協力者芳名(法人・団体の部) 

 3 / 4 

豊中市 真如苑大阪精舎 

吹田市 

大阪大学歯学部附属病院、御旅町工場等協議会、北大阪農業協同組合、す

ながクリニック、日本システム収納（株）、桃山台ショッピングセンター、

森繁建設（株）、リック（株） 

泉大津市 （株）イノウエ商事、マドレの庭～cf-madre～、(株)ロイヤルティ 

高槻市 （株）協真、(有)髙橋興業、田淵産業（株）、（有）徳山産業、(株)松浦 

貝塚市 
兎太靖子税理士事務所、貝塚市老人クラブ連合会、水間寺、二色の浜産業

団地協議会、パレス貝塚自治会、別寅かまぼこ(株) 貝塚工場 

枚方市 
高橋開発（株）、田中克実税理士事務所、永井電設（株）、枚方スイミング

スクール・枚方フィットネスクラブ、(有)松浦ガーデン、(株)ヤマジ 

茨木市 
茨木市農業協同組合、茨木ローズライオンズクラブ、(株)十全、善照寺、

辯天宗 

八尾市 

(有)梅村硝子、（一社）大阪府断酒会、帝国チャック(株)、とみた歯科医

院、富士電子工業(株)、ホシデン(株)、細田工業(株)、八尾徳洲会総合病

院 

泉佐野市 和泉の里職員、エルダーケア職員、ゆかりの里職員、（福）来友会職員 

河内長野市 
(株)ＮＴＮ金剛製作所、河内長野ガス(株)、佐野耳鼻咽喉科、（株）西井

商店、モリ工業(株)  

松原市 (株)インテルナワタナベ 

和泉市 和泉丘病院、和泉遊技業組合、(株)深阪工務店 

箕面市 市老人クラブ連合会 

柏原市 神慈秀明会玉手山支部 

羽曳野市 四天王寺大学、羽曳野ライオンズクラブ 

門真市 栗原木工（株） 

摂津市 
(株)髙速産業、(福)成光苑職員、鳥飼土木工業(株)、日本ガス工業(株)、

ぺプチスター㈱ 

藤井寺市 
紀伊産業(株)、サントリービバレッジサービス(株) 大阪南支店、藤井寺

市民生委員児童委員協議会、藤井寺ライオンズクラブ 

東大阪市 

(株)板倉不動産、大阪金物団地協同組合、河西建設(株)、希来里資源回収

ボランティア会、五條ステンレス工業、セカンドハウス東京堂、(特非)地

域情報支援ネット、(株)ツジショー、(株)西岡エンタープライス、念通寺、

(株)富士製作所、三繁工業、脇田物産(株) 
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大阪狭山市 青葉丘病院、(株)下平電機製作所 

能勢町 岡﨑精工(株)、奥井医院、(株)ノセボックス、(株)福井組 

熊取町 七山病院、(株)松藤テリー、(福)弥栄福祉会 

岬町 
小島フィッシング(株)、松ノ木会、岬町自治区長連合会、岬町職員組合、

岬町長生会連合会、岬町民生委員児童委員協議会 

河南町 
河南町区長会、河南町民生委員児童委員協議会、農事組合法人かなん「道

の駅かなん」、阪南清掃(株) 

大阪府 

(株)オリエントコーポレーション、(株)ガイア、ゼブラ(株)、ソフトバン

ク（株）、東洋羽毛工業（株）、徳島大正銀行従業員組合（株）丸八真綿販

売 

 


