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地区 芳名 

北区 

（公財）大阪科学振興協会、区民センター、区大淀コミュニティセンター、

区役所、区社会福祉協議会、区老人福祉センター（大淀・北）、会館（豊

崎東・豊崎・中津福祉・大淀福祉）、西天満地域福祉センター、区地域女

性団体協議会・地域振興会女性部（堀川・西天満・梅田東・北天満・済美・

本庄・豊崎・中津・大淀・大淀東） 

都島 

アミジマ公設事業協同組合、区老人福祉センター、（福）正真会、大阪市

立総合医療センター、東朋病院、都島屋内プール、都島スポーツセンター 

 

福島 

区地域女性団体協議会（上福島・福島・玉川・野田・吉野・新家・大開・

鷺洲・海老江東・海老江西）、（株）全拓、（株）広拓、愛輝幼稚園、野田

中学校、区民センター、区役所、区子ども・子育てプラザ、区老人福祉セ

ンター、区社会福祉協議会 

此花区 

（株）アップフィールド社（上方温泉、一休）、アミティ舞洲、イオン高

見店、（福）大阪暁明館病院、大阪市コミュニティ協会此花支部協議会、

大阪市立男女共同参画センター西部館（クレオ大阪西）、大阪市立此花図

書館、大津病院、介護老人保健施設 あかつき、鎌田クリニック、北港学

園保育所、区子ども・子育てプラザ、区社会福祉協議会、区役所、区老人

福祉センター、ケアセンター水都ホーム、此花診療所、此花スポーツセン

ター、（一財）此花福祉会、此花郵便局、特別養護老人ホーム ガーデン

天使、特別養護老人ホーム ラヴィータ ウーノ、（株）濱寿司・濱いち、

ぶるうむ此花、れんげ保育園 

中央 

大阪市コミュニティ協会（中央区支部協議会・中央会館）、区社会福祉協

議会、区役所、（株）千田、千田硝子食器（株）、（株）高島屋 大阪店、

（株）拓洋デベロップメント、ホテルニューオータニ大阪 

西区 
大阪西南ロータリークラブ、大阪中部ライオンズクラブ、大阪御堂筋本町

ロータリークラブ、金光教玉水教会 

港区 

区社会福祉協議会、区民センター、区老人福祉センター、八幡屋鍼灸整骨

院、老人憩の家（池島・磯路・市岡・港晴・田中・築港・波除・弁天・三

先・南市岡・八幡屋） 

大正区 
泉尾特別養護老人ホーム、区社会福祉協議会、（特非）わかば ワークス

テーション大正 

天王寺区 
大阪市立美術館、区子ども・子育てプラザ、区民センター、区役所、クレ

オ大阪中央、区老人福祉センター 

浪速区 

愛染橋保育所、エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育館）、（株）カツヤ、

区子ども・子育てプラザ、区社会福祉協議会、区民センター、区役所、区

老人センター、通天閣観光（株）、浪速スポーツセンター、浪速図書館、
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難波市民学習センター 

西淀川区 風の子そだち園、区老人福祉センター、西淀川特別養護老人ホーム 

淀川区 
あすなろの家、加島希望の家、希望の園、（福）キリスト教ミード社会舘、

高松建設（株）、田辺三菱製薬（株）、プラザオーサカ 

東淀川区 

井高野ゴルフセンター、おがわ接骨院、かみしんプラザ、北さくら園、区

子ども・子育てプラザ、区社会福祉協議会、区役所出張所、区役所本庁、

区老人福祉センター、さかえ保育園、東北環境事業センター、ともしび保

育園、（一社）はんずサポート、東淡路住宅１・２号館自治会、ビハーラ、

ビハーラこのみ園、メゾンリベルテ、淀川寮、連合振興町会女性部（小松・

新庄）、（福）路交館 

東成区 
有光工業（株）、瓜生製作（株）、区社会福祉協議会、区役所、山水学園、

サンローズオオサカ、真如苑玉造、（株）いまそう 

旭区 区社会福祉協議会 

城東区 

関西スーパー（蒲生店・古市店）、区子ども・子育てプラザ、区社会福祉

協議会、区民センター、区老人福祉センター、城東警察署、（宗）真如苑

京橋支部、特別養護老人ホーム城東園、野江まつのはな保育園、（福）わ

かまつ園 

鶴見区 

イオン鶴見緑地店、区在宅サービスセンター、区民センター、区役所、グ

リンシティー秀和、区老人福祉センター、咲くやこの花館、城東病院、新

協和病院、地域包括支援センター（西部・南部）、鶴見警察署、鶴見消防

署、鶴見図書館、鶴見緑地公園事務所、鶴見緑地パークゴルフ場、鶴見緑

地パークセンター、特別養護老人ホームリベルタ・ヴィータ、保育園（い

ずみの・俊英舘第１・俊英舘第２・にじのき・みつばさ）、和田病院、（株）

one A 

阿倍野区 

育徳園子どもの家、育徳園保育所、育徳コミュニティセンター、区社会福

祉協議会、区民センター、区老人福祉センター、白たぬき、帝塚山病院、

特別養護老人ホーム いくとく、特別養護老人ホーム 阪和苑 

住之江区 

区子ども・子育てプラザ、区社会福祉協議会、区まちづくりセンター、区

老人福祉センター、食品館アプロ加賀屋店、マクドナルド新北島店、マク

ドナルド住之江トイザらス店、マクドナルド南港ポートタウン店、南大阪

病院 

住吉区 
カルチャーカフェ上方、区社会福祉協議会、区社会福祉施設連絡会、クル

ーズ薬局 

東住吉区 

今林の里、（福）大阪市長居障がい者スポーツセンター、区社会福祉協議

会、ケアハウスシエスタ、特別養護老人ホーム くれない、特別養護老人

ホーム ゆめあまみ、湯里保育園 
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平野区 

アルマ保育園、永寿ケアセンター、加美北特別養護老人ホーム、区民セン

ター、区民ホール、クラフトパーク、クレオ大阪南、区老人センター、そ

らまめ作業所、（福）大念仏寺社会事業団、地区募金会、東洋ツール工業

（株）、特別養護老人ホーム愛和、花源、平野区画整理記念会館、平野消

防署、メガロコープ平野３号棟、大和川園、リバーノ平野店、六反南保育

園、我が家 

西成区 
（（福）大阪自彊館、（福）白寿会、西成区子ども・子育てプラザ、大阪市

社会福祉研修・情報センター、区社会福祉協議会 

堺市 

泉ヶ丘市民センター、いづみ健老大学、（株）オアシス MSC 大阪労災病院

店、オークワ堺美原店、大阪ガス（株）ネットワークカンパニー南部導管

部地域共創グループ、大阪府警察署（堺・南堺・北堺）、介護老人保健施

設 カロス、介護老人保健施設 堺ラ・メール、介護老人保健施設 ベル

アモール、近畿中央呼吸器センター、区役所（東・北・美原）、グループ

ホーム ハーモニー美木多、ケアハウス はーとらんど、ケアハウス ブ

レス南花田、ケアハウス 美和、ケアハウス ゆーとりあ、軽費老人ホー

ム 延命荘、（福）幸雪会、コスモス地域福祉活動センター えると、子

ども家庭支援センター清心寮リーフ、堺市医師会、堺市勤労者福祉サービ

スセンター、堺市産業振興センター、堺市社協各事務所（堺・中・東・西・

南・北・美原）、堺市消防局、堺市女性団体協議会、堺市シルバー人材セ

ンター、堺市総合福祉会館、堺市博物館、堺市母子寡婦福祉会、堺市民活

動サポートセンター、堺市役所、堺商工会議所、堺市立のびやか健康館、

堺市老人クラブ連合会、（株）さかい新事業創造センター、堺西年金事務

所、堺福泉療護園、堺みなみ、阪田接骨院、（福）サワリ、支援センター

しらさぎ、じょぶライフだいせん、市立体育館（大浜・鴨谷・初芝）、市

立図書館（中央・中・東・西・南・南栂分館・北・美原）、清心寮、地域密

着型特別養護老人ホーム グランドオーク百寿、栂文化会館、特別養護老

人ホーム 愛らいふ、特別養護老人ホーム あけぼの苑、特別養護老人ホ

ーム アリオン、特別養護老人ホーム おおみの、特別養護老人ホーム 

くみのき苑しらさぎ、特別養護老人ホーム つるぎ荘、特別養護老人ホー

ム 年輪、特別養護老人ホーム ハーモニー、特別養護老人ホーム パル

ハウスくさべ、特別養護老人ホーム ふれ愛の家、特別養護老人ホーム 

ベルアルプ、特別養護老人ホーム ベルファミリア、特別養護老人ホーム 

美原荘、特別養護老人ホーム やすらぎの園、特別養護老人ホーム ゆー

とりあ、ピュアあすなろ、（福）福生会、ベルランド総合病院、御池台こ

ども園、（福）美木多園、美原総合福祉会館、美原病院、郵便局（堺金岡・

堺新金岡五）、吉川病院、老人デイサービスセンター 結いの里、老人福

祉センター（堺・中・東・西・南・北）  

岸和田市 アクアワールドツアー、ASANTE、ドライクリーニング阿波屋、囲碁クラブ、
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いるか薬局、with 美容室春木店、大阪緑ヶ丘、御菓子司 小山梅花堂、

隠れ家 BAR Closet、café SOUTH BEND 1981、CAFÉ' DINING uwasano Muu、

（株）カンプリ泉州店、岸和田北特別養護老人ホーム、岸和田市立高齢者

ふれあいセンター朝陽、岸和田市立福祉総合センター、岸和田特別養護老

人ホーム、岸和田民主商工会、きたばた酒店、季乃陣、くすの木、くぼた

鍼灸接骨院、毛糸花工房、co. BAR A-styie、こまちや、御幸食堂、さぬ

きや、岸和田市役所、（特非）自立生活センター・いこらー、STRIPE 

BALLOON、スポーツショップ ロブ、（株）泉南オートグリル、（株）泉州

薬局 岸和田市民病院前、Dining Kitchen MASA、竹本鍼灸接骨院、TACK'  

N  ROLL、地域包括支援センター 社協久米田・ほっと久米田、茶居夢、

デイサービス和み館、手打ちうどん鶴八、寺田酒造（有）、（特非）ドゥー

ルース、とっぷ整体整骨院、とりやす、西之内町会館、ニュータコイチ 春

木店、春木杉原接骨院、春木地区公民館、藤田ヒアリングセンター、fusion 

food raha、ふれあい喫茶もみじ、Hair Coordinate Space AQUA、Hair 

space glue、コーナン商事 岸和田三田店、道の駅 愛彩ランド、宮久保

薬局、みらい薬局 畑町店、八木こども園、やざき寿し 幸吉、（特非）

よりあい倶楽部岸和田、楽酒家、リーブル岸和田アネックス、和陶器の店 

やわらぎ 

豊中市 
KOHYO（SENRITO 店・阪急曽根店）、市社会福祉協議会、マックスバリュ（千

里南町プラザ店・豊中緑ヶ丘店） 

池田市 

池田地区保護司会、介護付有料老人ホーム レリーサポプラ、ケアハウス

ひまわり、軽費老人ホーム 万寿荘、市社会福祉協議会、市身体障害者福

祉会、市身体不自由児者父母の会、市総合スポーツセンター、市手をつな

ぐ親の会、市保健福祉総合センター、市夫婦池テニスコート、市友愛クラ

ブ連合会、精神障害者家族会 てしま会、特別養護老人ホーム ハートフ

ルふしお、特別養護老人ホーム 古江台ホール、特別養護老人ホーム ポ

プラ、特別養護老人ホーム ほほえみの園、はたの保育園、東山作業所 

吹田市 

旭ヶ丘学園、旭ヶ丘学園千一分室、イオン（北千里店・南千里店）、亥の

子谷デイサービスセンター、内本町デイサービスセンター、介護老人保健

施設千里、柿の木坂の家、柏本、かんてんぱぱ、Cup's、グループホーム 

あい、ケアサポート大阪西吹田センター、弘済院第一特別養護老人ホーム、

こども園（千里ニュータウン・千里山やまて学園・はぎのき・南ヶ丘）、

コミュニティセンター（亥の子谷・千一地区ちさと・千里山）、さつき福

祉会、サラージュ南吹田、シード、市社会福祉協議会、児童センター（千

里山竹園・豊一・山田西）、市民ホール（青山台・佐竹台・高野台・津雲

台）、市役所、シャロン千里、出張所（千里・千里丘・山田）、市立武道館

洗心館、シルバー人材センター、吹一地区公民館分館、吹田 竜ヶ池ホー

ム、吹田市きしべ地域人権協会、生活ネットワーク虹、青藍荘、千里山・



令和２年度 募金箱による協力者名簿（一般募金） 

 5 / 14 

佐井寺図書館、千里山会館、玉川学園幼稚園、地域包括支援センター（千

里山東 佐井寺・千里山西）、地区公民館（江坂大池・江坂町・片山・岸一・

岸二・北山田・佐井寺・吹田南・吹二・吹六・千一・千三・千二・千里新

田・豊二・西山田・山三・東山田・山手）、地区集会所（北山田・佐竹台

OPH）、地区福祉委員会（竹見台・東・山二）、特別養護老人ホーム あす

～る吹田、特別養護老人ホーム いのこの里、特別養護老人ホーム エバ

ーグリーン、特別養護老人ホーム 高寿園、特別養護老人ホーム 寿楽荘、

特別養護老人ホーム ちくりんの里、ハピネスさんあい、ブルーリボン、

プレーゴ緑地公園、保育園（あいの南千里駅前・あやめ・いずみ・片山・

岸部・きりん夜間愛育園・ことぶき・こばと・吹一・吹田・吹六・千三・

千里山・千里山くじら・第二愛育園・玉川学園・玉川学園高野公園・垂水・

東・南・南千里・南山田みどり・もみの木・もみの木千里・山三・山田）、

ホームセンターコーナン 千里山田、満マル、麵屋四季吹田店、モスバー

ガー吹田北口店、山五地区スペース、郵便局（内本町・千里丘上・千里山・

千里山西）、理化学研究所、離宮千里山、ローソン吹田寿町店 

泉大津市 

泉大津市消防署、泉大津ロイヤルテニスクラブ、和泉乳児院、FMいずみお

おつ、オークワ 泉大津店、菓子処ふる里、家族庵、軽費老人ホーム慈恵

園、KOHYO 泉大津店、市シルバー人材センター、市保健センター、市役所、

市立池上曽根弥生学習館、市立勤労青少年ホーム、市立公民館（北・南）、

市立総合体育館、市立総合福祉センター、市立図書館、市立ベルセンター、

辻尾真進堂薬局、特別養護老人ホーム オズ、特別養護老人ホーム 覚寿

園、特別養護老人ホーム 百楽園、特別養護老人ホーム ローズガーデン

条南苑、認定こども園（アンビー・とれぞあ・南海かもめ・ぱる・みらい

ずこども園）、ふじいただひろ接骨院、（医）府中病院付属きらら保育所、

ワークさつき、ワークショップかりん 

高槻市 

（福）大阪福祉事業財団 三島の郷、ケアハウス出丸苑、市社会福祉協議

会、児童養護施設 聖ヨハネ学園、真如苑 悠音精舎、地域生活支援セン

ター 光、（福）奈佐原寮、認定こども園 津之江さくら保育園 

貝塚市 

杏樹喫茶店、石谷医院、うずしお、永寿亭（株）マルカ支店、（福）延寿

会、オークワ 貝塚三ツ松店、大阪庄や、ガーデン喫茶マキノ、町会館（木

積・久保・小瀬・津田北・馬場・堀）、貝塚こすもすの里、貝塚コスモス

ロータリークラブ、貝塚誠心園、貝塚ロータリークラブ、Café 茶ぁちゃ

ん、髪ん堂 東貝塚駅前店、きしまの里、喫茶ウエスタン、喫茶ぴよちゃ

ん、地区公民館（浜手・山手）、コープ貝塚店、この木歯科、桜塚ふれあ

い喫茶チェリー、JA大阪泉州 貝塚南支店、塩五、市社会福祉協議会、市

老連、せんごくの里、たから寿司（本店・まるやま）、田口 誠税理士事

務所、田代フード、団地管理組合サンシティ貝塚、漬もの小池商店 清児

店、辻本医院、手づくりパン工房アケボノ、（福）どんまい、パサトーレ、
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深川本店、フランス屋二色パークタウン店、ほっこりの里、三ケ山町ふれ

あいセンター、みずなす工房よさこい、水間ヶ丘、みつばち、山口整形外

科、郵便局（麻生中・貝塚蕎原簡易・貝塚澤・パークタウン二色の浜・半

田）、夢二色、りぶりー 

守口市 

イオンモール大日、こども園（寺内さくら・白鳩チルドレンセンター八雲

中・高瀬ひまわり・土居ひまわり・守口中央・らいこうじ学園）、保育園

（寺内さくらつぼみルーム・Ｆｉｎｅひまわり）、しらゆり園守口荘、松

下看護専門学校、守口市中部エリアコミュニティセンター 

枚方市 

イオンリテール（株）、恩地食品（株）、介護老人保健施設 なごみの里、

クボタ枚方製造所労働組合、ケアハウスつくしんぼ長尾、軽費老人ホーム 

悠々の苑、（福）恵裕会、（株）サンエスモータース、市社会福祉協議会、

四天王寺松風荘、市民生委員児童委員協議会、市役所関係施設、（福）秀

美福祉会、中村病院、南海香里のさと、枚方交野地区保護司会、（福）枚

方療育園、保育園（宇山光の子・常称寺・ハレルヤ・船橋・三矢ゆりかご）、

保育所（香里敬愛・中振敬愛）、（株）ヤマジ、（株）ワカバヤシ 

茨木市 

イオンスタイル（茨木・新茨木）、イオンモール茨木、いのち・愛・ゆめ

センター（沢良宜・総持寺・豊川）、茨木市農業協同組合、上中条青少年

センター、川端康成文学館、北辰出張所、キリシタン遺物資料館、久遠結

社、公民館（安威・石河・茨木・太田・太田分室・春日丘・郡山・白川・

玉櫛・玉島・中条・天王・西・福井・耳原・見山）、高齢者活動支援セン

ターシニアプラザ、こども健康センター、コミュニティセンター（春日・

郡・彩都西・沢池・庄栄・豊川・中津・西河原・畑田・東・東奈良・穂積・

三島・水尾・山手台）、市社会福祉協議会、市民総合センター（クリエイ

トセンター）、市民体育館（茨木・東・福井・南）、市民プール（五十鈴・

西河原）、市役所東玄関前、生涯学習センターきらめき、障害福祉センタ

ーハートフル、シルバー人材センター、多世代交流センター（葦原・沢池・

西河原・福井・南茨木）、男女共生センター ローズ WAN、図書館（庄栄・

中央・中条・穂積・水尾）、忍頂寺スポーツ公園竜王山荘、ぷらっとホー

ムティータイムりんりん、文化財資料館、保健医療センター 

八尾市 

特非）ありんこ、移送サービス（福祉有償運送）、認定こども園（こども

のいえ・志紀おおぞら・西郡そよかぜ・東山本わかば・南山本せせらぎ・

八尾ソレイユ・安中ひかり）、（福）信貴福祉会、市社会福祉協議会、末広

保育所、大東衣料センター、特別養護老人ホーム あけぼのホーム、特別

養護老人ホーム 大畑山苑、特別養護老人ホーム 香久山会、特別養護老

人ホーム 萱振苑、特別養護老人ホーム 吉兆会、特別養護老人ホーム 

久宝寺愛の郷、特別養護老人ホーム 幸寿、特別養護老人ホーム 高秀園、

特別養護老人ホーム しあわせの郷、特別養護老人ホーム 信貴の里、特

別養護老人ホーム 寿光園、特別養護老人ホーム 成法苑、特別養護老人
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ホーム 高安の郷、特別養護老人ホーム 長生園、ノムラクリーニング 

JR 八尾駅前店、PicaPica 市役所、ひまわり、ふじ福祉会、ベーカリーえ

いか、保育園（さくら・五月橋・荘内・ふじ・緑ヶ丘ふじ・やおぎ）、ホ

ーム太子堂、（福）ポポロの会、（特非）みのりコミュニオン（Café' ROWAN・

みのり・もくれん）、（福）未来波 きっと、八尾菊花ライオンズ、八尾商

工会議所、八尾市立保育連盟、八尾図書館、八尾東ロータリークラブ、八

尾ライオンズクラブ、八尾ロータリークラブ、幼稚園（清友・志紀学園・

白鳩・聖光・竹渕・みなみ・南高安・八尾青い鳥・用和・龍華）、ライフ

サポートおいばら、（特非）ロータス、ワークすずらん、ワークスペース 

あすく、ワクワクセンター ひばり 

泉佐野市 

青松記念病院、（福）アムリタ、（株）アローズ泉佐野店、イオンモール日

根野店、いこらも～る泉佐野、（福）泉ヶ丘園、泉ヶ丘療護園、（一財）泉

佐野市文化振興財団、（福）犬鳴山、栄公苑、エルダーケア、オークワ泉

佐野松風台店、ケアハウス泉佐野、恵誠の里、コープ 泉佐野店、こども

園（上之郷・なかよし）、ささゆり作業所、市長生会連合会、市役所、市

立社会福祉センター、市立北部市民交流センター福祉分館・きちょう苑、

（福）清光会、全日本空輸（株）関西空港支店、暢楽荘、特別養護老人ホ

ーム ホライズン、光園、ライフワークぎんなん、（福）来友会、りんく

うプレジャータウンシークル、りんくう総合医療センター、りんごの樹、

老人保健施設 ホライズン 

富田林市 
福）こごせ福祉会、市社会福祉協議会、市役所、（福）悠生会、（福）いず

み野福祉会 

寝屋川市 

イオンモール、イオンリテール、グリーンヒル淳風、グループホーム楠根

の里、ケアハウス清徳、ねやがわ成美の森こども園、コミュニティセンタ

ー（東北・西南・西北・西・東・南）、サービス高齢者向け住宅マザー館、

市社会福祉協議会、シティ・ステーション（香里・萱島・西・ねやがわ）、

市保健福祉センター、市役所本庁、市立保育所（あざみ・コスモス・さく

ら・さざんか・さつき・たんぽぽ）、第三中学校区地域包括支援センター、

地域生活支援センターあおぞら、特別養護老人ホーム香西園、特別養護老

人ホーム香西会スバル、特別養護老人ホーム香西会テレサ、特別養護老人

ホーム香里寿苑、特別養護老人ホームロイヤルライフ・天寿苑、特別養護

老人ホーム和の里、パコダの丘作業所合掌園、東高齢者福祉センター、ブ

リーゼ、保育園（かえで・神田・こまどり・しらゆり・寝屋川めぐみ・明

徳）、みつわ会寝屋川製作所、めぐみデイサービスセンター、隆光学園、

療育・自立センターあかつき・ひばり園、ロイヤルライフ・カミダ 

河内長野市 

あまの園、アングラーズ河内長野店、auショップ外環河内長野店、オーク

ワ河内長野店、介護老人保健施設寿里苑フェリス、加賀田デイサービスセ

ンター、（株）河内長野ガス、河内長野市医師会、河内長野市歯科医師会、
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河内長野市薬剤師会、関西サイクルスポーツセンター、関西スーパー、キ

タバあやたホール、くすのかホール、ケンタッキー・フライド・チキン、

公民館（天野・天見・加賀田・川上・高向・千代田・南花台・三日市）、

コーナン PRO、こころッと、子育て支援センターあいっく、コマサ化粧品

本店、市高齢福祉課、市市民窓口課、市社会福祉協議会、市消費生活セン

ター、市生活福祉課、市民総合体育館、生涯学習推進室（キックス）、障

害者福祉センターあかみね、しょうとく園、シルバー人材センター、生登

福祉ケアセンター、特別養護老人ホーム寿里苑、特別養護老人ホーム泰昌

園、福祉センターキタバ錦渓苑、ふれあいの丘、フレッシュながの、みな

と寮、みのでホール、モリ工業（株）、ライオンズクラブ、ライフサポー

トあおぞら、ラブリーホール、ロイヤルホームセンター、ワークメイト聖

徳園 

大東市 オークワ大東店、サワノクリーニング住道店、南都銀行 大東支店 

和泉市 

イオン和泉府中店、和泉ボランティア・市民活動センター アイ・あいロ

ビー、エコール・いずみ、オークワ（和泉小田店・和泉中央店）、大阪ワ

ークセンター、介護老人保健施設サンガーデン府中、介護老人保健施設プ

リムラ和泉、KOHYO 光明池店、（株）山陽マルナカ和泉店、市障がい者地

域活動支援センター、ショップサンパール、市立和泉診療所、市立総合福

祉会館、市立北部総合福祉会館、スーパーセンターオークワ 和泉納花店、

第３いずみ通所センター、特別養護老人ホーム FLORA、特別養護老人ホー

ムひかりの園、ピープルハウス和泉、府中クリニック、プライスカット 和

泉鶴山台店 

箕面市 （福）箕面市社会福祉協議会 

柏原市 

大阪柏原企業団地協同組合、大阪柏原ロータリークラブ、大阪好意の庭、

大阪中河内農業協同組合 堅下支店、大阪有機化学工業（株）、柏原警察

署、柏原寿光園、柏原青年会議所、柏原羽曳野集合工場事業協同組合、柏

原羽曳野団地単独企業協議会、柏原ライオンズクラブ、ケアハウスグリー

ンデル柏原、サラヤ（株）、（株）ジェイテクト、市議会事務局、市社会福

祉協議会、児童養護施設武田塾、児童養護施設南河学園、市保護司会、市

役所、障害者支援施設高井田苑、障害福祉サービス風の森、障害福祉サー

ビス夢工房くるみ、第二好意の庭、日本ピグメント（株）、はくとう、（株）

フジキン、保育園（旭丘まぶね・かしわ・北阪・国分・まどか・みずほ）、

宮脇書店 

羽曳野市 

柏原羽曳野集合工場事業協同組合、四天王寺大学、四天王寺悲田院、市立

コミュニティセンター（丹比・東部・羽曳が丘）、市立市民会館、市立生

活文化情報センター、総合スポーツセンターコロセアム、羽曳野荘、陵南

の森公民館 
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門真市 

イオン古川橋駅前店、ジェイ・エスステージ、市保健福祉センター、しろ

くま薬局 古川橋店、地域生活支援センター あん、特別養護老人ホーム 

門真千寿園、なるなる鍼灸接骨院大和田院、ホワイトハウス、幼保連携型

認定こども園 おおわだ保育園、幼保連携型認定こども園 柳町園 

摂津市 

オークワ南摂津駅前店、大阪人間科学大学、コーナン薬局、山陽マルナカ

摂津店、市社会福祉協議会、市母子福祉会、市役所、市立コミュニティプ

ラザ、市立保健センター、摂津市商工会、摂津青年会議所、（福）摂津宥

和会、ライフ正雀店、リーフ薬局 

高石市 

アプラたかいし、綾井住宅 虹の会、いずみ通所センター、オークワ高石

羽衣店、カモンたかいし、関西スーパー高石駅前店、銀装 羽衣工場、公

民館（清高・中央・千代田・羽衣・東羽衣）、コラール明日架、サンプラ

ザ羽衣店、市社会福祉協議会、障がい者ふれあいプラザ、（株）ショッピ

ングセンター池忠、市立診療センター、市立図書館、市立老人福祉センタ

ー（菊寿苑・慶翠苑・瑞松苑）、市立老人保健施設きゃらの郷、スーパー

はやし富木店、スギ薬局高石駅前店、スポラたかいし、（特非）せらび、

第２いずみ通所センター、たかいし苑、高石自動車スクール、高石障害者

作業所、高石特別養護老人ホーム、デージードーム、ドコモショップ高石

店、とろしプラザ、羽衣青少年センター、（特非）陽だまり、フレンドリ

ーV、三井化学（株）羽衣社員寮、元町カフェ、ライフ高石店、臨海スポ

ーツセンター 

藤井寺市 

青山こどもクリニック、青山病院、青山藤ヶ丘病院、池田医院、介護老人

保健施設ふじいでら、学生服の大ビル、（福）賀光会、数尾診療所、可児

医院、北村外科内科クリニック、喫茶ミワ、久志本クリニック、ケアセン

ター和、高齢者ケアセンターつどうホール、佐井胃腸科・肛門科、さくら

福祉訓練所、市医師会、市議会事務局、市社会福祉協議会、市商工会、市

シルバー人材センター、市訪問看護ステーション、清水眼科、市役所（支

所サービス課・福祉総務課）、（福）しゅらの郷福祉会、障害者地域生活支

援センターわっと、白江医院、市立市民総合会館、市立市民総合体育館、

市立生涯学習センター、市立図書館、市立老人福祉センター松水苑、そご

うクリニック、竹口クリニック、たべ処 にしや、どうみょうじ高殿苑、

特別養護老人ホーム第２ひかり、特別養護老人ホームひかり、特別養護老

人ホーム松が苑、鳥居医院、ながいクリニック、長崎医院、ナワタクリニ

ック、なんぽう腎・泌尿器科クリニック、西村クリニック、認定こども園

（なな・ひかり）、のぎく作業所、パンと暮らしの coccoya(コッコヤ)、藤

井寺敬任会クリニック、藤井寺敬任会クリニック分院、藤井寺特別養護老

人ホーム、藤共同作業所、藤本眼科、船内クリニック、保育所（惣社保育

園・ふじみ保育園・ラミー保育園）、マルシンでんか、元村医院、やまど

り医院、有料老人ホーム ViVi 藤井寺、有料老人ホーム ラ・カーサ青
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山、葭矢皮膚科医院、若葉 

東大阪市 

アースグリーン、アーバンケア島之内、アーバンケア八戸ノ里、あおぞら

つぐみの家、アトラス、アンパス東大阪、イースタンビラ、イオン（東大

阪店・布施駅前店）、池田クリニック、生駒学園、東大阪医療センター、

いんくる、ヴェルディ八戸ノ里、えいじいくらふと、大阪シティ信用金庫 

布施支店、おきべ麦の家、ガーデンエル、ガーデンロイ、介護老人保健施

設アーバンケア御厨、かわち野里ながせ、きずり逢花苑、近鉄バス（株）

本社、くつろぎ友井荘、グループホームハンナ、ケアハウス鴻ノ里、ケア

ハウスかわち野里、ケアハウス喜里川、ケアハウス枚岡、公徳学園、公民

分館（英田・池島・石切・岩田・意岐部・上小阪・孔舎衙・楠根・小阪・

三ノ瀬・大蓮・高井田東・盾津鴻池・盾津東・玉串・長堂・豊浦・長瀬北・

長瀬東・縄手・縄手南・弥刀・森河内・若江）、向陽学園、産業創造勤労

者支援機構、社会福祉事業団、（特非）ジャンボ、就労支援センターWill、

就労支援センターレジスタ、春光園、障害福祉さぽーとライフグリーン、

シルバー人材センター、進光自動車、すぷらうと、千寿園、第二東福、た

ちばなの里、たちばなの里別館永楽、中和会、T&Mサービス、デイサービ

スセンターひしの実、東販社マイホール、とうふく布施、東福六万寺、東

洋テック、特別養護老人ホームアーバンケア御厨、長瀬人権文化センター、

長瀬青少年センター、長瀬老人センター、ながた尚老苑、長田の里、なる

かわ苑、なんかみホーム、南都銀行（石切支店・永和支店）、22棟サロン

（長瀬）、布市福寿園、花園精舎、パレットひびき、パンジー、ビオスの

丘、東大阪再開発、東大阪商工会議所、東大阪養護老人ホーム、向日葵、

枚岡交通、枚岡神社、枚岡の里、フォレストガーデン、福寿苑、プレジャ

ーライフ、フローラ、文化振興協会、ほたる、牧野病院、マックスバリュ

（小阪店・瓢箪山店）、みのわの里、恵の里、八戸ノ里向日葵、吉城会計

事務所、ラプラージュ、レーベンズポルト、レーベンズラウム、レピラ、

蓮、蓮Ⅱ、ろうふく、YMCAサンホーム、和音堂、若江学院、若草工房、わ

かば、わんせるふ 

泉南市 

ア・ラ・カルト PINO（ピノ）、青木整形外科、アントレ洋菓子工房、イオ

ンモールりんくう泉南、イオンりんくう泉南店、池田泉州銀行 泉南支店、

上原鍼灸科院、うどん忠雅堂、えなみ整骨院、大阪信用金庫 泉南支店、

大阪晴愛病院、大原はり灸整骨院、おやつ工房 cafeおりーぶ、かつ喜 泉

南新家店、カフェ・レストラン杏樹、かめもと歯科医院、岸村歯科医院、

紀泉病院、紀泉わいわい村、喫茶 祥雲、木村医院、紀陽銀行 泉南支店、

KINJI FACTORY（キンジ ファクトリー）、くうた動物病院、くすのき保健

整骨院、くれクリニック、ケアハウス田園、ケーキハウス サンク・フレ

ール、坂口整形外科、サンエス温水プール、Cyan（シアン）、市社会福祉

協議会、市商工会、市総合福祉センター、シャトレーゼ 泉南店、白井病
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院、市立図書館、しろくま鍼灸整骨院、新泉南病院、しんめん内科クリニ

ック、スーパーエバグリーン泉南店、すがの犬猫病院、すみれの森、セキ

整骨院、泉南大阪晴愛病院、泉南新家クリニック、泉南ドラッグストアー 

アカカベ、曽和内科クリニック、第五なぎさクリニック、たじま歯科、デ

イリーカナート新家店、デイリーヤマザキ泉南新家店、中井内科医院、西

森医院、西山内科循環器科医院、ニワ美容室、野上病院、濱田医院、パン

ジー、フードセンター畚寅砂川店、藤田整骨院、ふじひら鍼灸整骨院、ふ

るたに眼科、ブレスガーデン泉南本店、ほりぐち歯科、堀越内科、松本内

科胃腸科、もはらクリニック、焼肉 仁家、やざわ整骨院、やなせ整骨院、

山﨑クリニック、郵便局（信達大苗代・泉南・泉南一丘・泉南新家・泉南

信達牧野・泉南砂川・泉南樽井・西信達）、リカーグッズ エンジェル 

四條畷市 

高齢者地域サポートセンターふるさと、市役所、市立図書館（四條畷・田

原）、田原台ひまわりこども園、特別養護老人ホーム 四條畷荘、なわて

すみれ園、（福）るうてるホーム 

交野市 

いきいきランド交野、交野市議会事務局窓口、きんもくせい特別養護老人

ホーム、倉治図書館、ケアハウスきんもくせい、軽費老人ホーム明星、こ

ども園（あさひ幼児園・あまだのみやちどり・倉治・くらやま幼児園・星

田・わかば）、JAファーマーズプチ星田店、スーパーマーケットツジトミ

交野店、青年の家、特別養護老人ホーム天の川明星、特別養護老人ホーム

かたの美来、特別養護老人ホーム明星、特別養護老人ホーム美来、保育園

（交野・私部・第２きんもくせい・ふじが丘）、星の里いわふね、ボラン

ティアセンター窓口、本庁受付窓口、幼稚園（開智・交野・高岡・ひかり

の子・ふじがお・ほしだ） 

大阪狭山市 

青葉丘病院、（株）浅野歯車工作所、穴川整形外科医院、アピス薬局（金

剛店・狭山店）、あやは眼科、いいたに眼科、イオン金剛店、イカリ寿司

狭山店、井出眼科、今井医院、今井クリニック、イルカ薬局、いわもと歯

科、上島医院、うえむらクリニック形成外科、梅山眼科、うらしま歯科、

逢喜の郷、オークワ 狭山店、大阪サヤマ自動車学院、大阪さやま病院、

大阪府立狭山池博物館、大阪南農業協同組合（狭山西支店・狭山東支店）、

おがわクリニック、奥歯科クリニック、奥平薬局、おざさクリニック、か

い内科クリニック、樫本病院、辛川医院、河田整骨院、漢方クローバー薬

局、きくち歯科クリニック、キタバ薬局（くみのき店・金剛西口店・西山

台店）、喫茶 葡萄の丘、喫茶 プランタン、喫茶 ふれあい、紀陽銀行 

狭山支店、餃子の王将 大阪狭山店、きよみ整骨院、きりの診療所、近畿

大学病院、くすのき薬局、茱萸木中央公民館、クラフトハウス、くれよん

薬局、クローバー悠苑、ケアハウス フレスコ、コーヒーショップ グリ

ーンアイランド、こじま歯科医院、コニカミノルタ大阪狭山サイト、コミ

ュニティセンター、金剛あさひ薬局、金剛駅防犯ステーション、金剛整骨
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院、金剛メディカルクリニック、阪田歯科医院、さくら会病院、さくらの

杜・半田、さくら薬局、さつき荘（心身障害者・母子父子福祉センター）、

さやか薬局 大阪狭山店、さやまシティ薬局、狭山スカイハイツ自治会館、

さやま荘 食堂、さやま荘（老人福祉センター）、さやまの里、SAYAKAホ

ール、狭山みんなの診療所、市社会福祉協議会、しばもとクリニック、市

民活動支援センター、市役所、シャトレーゼ大阪狭山店、小規模保育所 サ

ニーサイド、商工会、城野誠文堂、市立公民館、市立こども園（旧南第三

幼稚園）、市立図書館、シルバー人材センター、砂川医院、整形外科ふじ

さわクリニック、センヤ歯科医院、たかはしクリニック、高安歯科医院、

たこ焼き Curu Curu、田中歯科医院、田中整骨院、たにしまクリニック、

地域包括支援センター、地域包括支援センター ニュータウンサテライ

ト、千葉歯科医院、中央整骨院、つきやま胃腸科内科、ティエス調剤薬局 

くみのき店、手作り弁当ケーズランチ[K's lunch]、寺子屋 結いまーる、

てらにしレディースクリニック、とうだクリニック、徳竹歯科医院、とぐ

ち歯科医院、特別養護老人ホーム（くみのき苑・寿里苑花舞の郷・陽だま

りの丘・ファヴォーレ・ファヴォーレ狭山）、戸倉歯科医院、とっさま、

豊川整形外科、とりでん 狭山店、とんかつ鶴亀、長尾クリニック、中川

矯正歯科、中島薬局、永田医院、中村歯科医院、西村医院、にしむらクリ

ニック、西山クリニック、ニュータウン連絡所、認定こども園（池尻なな

こども園・大谷さやまこども園・大野台こども園・きらりこども園・つぼ

みこども園・山本こども園）、パティスリーNANA＃７、馬場歯科医院、ハ

ヤシ耳鼻咽喉科、原整骨院、阪神調剤薬局 大阪狭山店、半田あつたかク

リニック、兵田病院、平林小児科、広田歯科クリニック、ふじたこどもク

リニック、ふれあいの里 好寿苑、保育所（池尻保育園・花梨つばさ保育

園・ルンビニ保育園）、細井医院、マーヤの家東野、ますだ皮ふ科、まつ

うら歯科医院、（株）松源 大阪狭山店、松村鍼灸整骨院、松本歯科医院、

ミスタードーナツ R３１０さやまショップ、村本耳鼻咽喉科、ももの鍼

灸整骨院、森歯科クリニック、森田クリニック、山崎鍼灸整骨院、山村歯

科医院、やまもと歯科、幼稚園（半田幼稚園・東幼稚園・東野幼稚園）、

吉岡耳鼻咽喉科、ラーメン七福じん 大阪狭山店、ラーメン純情屋、レス

トラン SAYAKA、れもん薬局、ワークくみのき、わかきクリニック、わだ歯

科医院、渡辺歯科医院 

阪南市 

いきいき交流センター、大阪螺子販売（株）、子ども NPO はらっぱ、市役

所市民福祉課、阪南尾崎郵便局、阪南市介護者（家族）の会、ピア動物病

院、古野 康夫、桃の木の森こども園 

島本町 

大阪染工、サントリースピリッツ（株）山崎蒸溜所、シダックス大新東ヒ

ューマンサービス（株）、島本町商工会、島本町シルバー人材センター、

（医）清仁会、町社会福祉協議会、町役場、町立人権文化センター、トッ
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パン・フォームズ関西（株）大阪桜井工場、ネッツトヨタ新大阪（株）み

なせ店、日立金属（株） 

豊能町 

町社会福祉協議会、町役場（本庁・吉川支所）、町立公民館（中央・西）、

町立スポーツセンターシートス、町立図書館、町立保健福祉センター、町

立ユーベルホール、町立老人福祉センター（永寿荘・豊寿荘）、デイリー

カナートイズミヤ光風台店、阪急オアシスときわ台店 

能勢町 

青山荘、大里荘、おおさとの赤い屋根、北大阪明月荘、くりのみ園、住

民サービスセンター、生涯学習センター、淨るりシアター、第２三恵園、

宝島福祉会、町社会福祉協議会、東部デイサービスセンター、ともがき、

B＆G海洋センター、保健福祉センター、三恵園、みんとはうす、役場、

夢来人の家 

忠岡町 
オークワ忠岡店、チューリップ保育園、町総合福祉センター、町役場、

ピープル忠岡チャイルドスクール、ピープルハウス忠岡、丸福 tadaoka 

熊取町 

大阪泉州農協 熊取支店、きのくに信用金庫 熊取支店、（公社）熊取町

シルバー人材センター、七山病院、障害者支援施設 熊取療育園、障がい

者支援施設なかまの里、障害者支援施設くまとり弥栄園、障害福祉サービ

ス事業 多機能型事業所やさか、障害福祉サービス事業やさかホーム、町

社会福祉協議会、デイサービスセンター 第２弥栄園、デイサービスセン

ターしんえい、特別養護老人ホーム 弥栄園、特別養護老人ホーム永楽荘、

永山病院付属診療所、保育所（アトム共同保育園・つばさ共同保育園）、

(福)弥栄福祉会、郵便局（熊取小垣内・熊取五門・熊取ニュータウン・熊

取野田） 

田尻町 
高齢者複合施設 インテフィール、町社会福祉協議会、特別養護老人ホー

ム フィオーレ南海、マックスバリュ羽倉崎店 

岬町 

ウエルシア 岬淡輪店、大阪ゴルフクラブ、大阪泉州農業協同組合 岬支

店、ショッピングセンターピノ 味かくや、寿司よし、（有）竹善商店、

淡輪地区福祉委員会 みんなのたまり場、中国飯店 紀淡、町社会福祉協

議会、町役場、とっとパーク小島、ピアッツア５ コミュニティカフェ峠、

ビューティーサロン 瀬戸、深日地区福祉委員会 深日会館、みさきカン

トリークラブ、岬町商工会、道の駅みさき 夢灯台、郵便局（岬・岬多奈

川・岬淡輪・岬深日・岬緑ヶ丘） 

太子町 

大阪南農協（営農経済センター・営農指導課・太子支店）、カインズ太子

店、サンプラザ太子店、磯長郵便局、町まちづくり観光交流センター、町

役場健康福祉部 福祉課、町立公民館、町立総合福祉センター、町立竹内

街道歴史資料館、道の駅 近つ飛鳥の里太子、ローソン上宮太子校前 

河南町 

あすかの園、大阪芸術大学、大阪南農業協同組合（石川支店・河南支店）、

菊一寿司、草笛の家、軽費老人ホーム 河南荘、コナミスポーツ（株）か

なん健康づくりパートナーズ、スーパーセンターオークワ 河南店、地域
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密着型介護老人福祉施設 ゆうり、町社会福祉協議会、町役場 住民生活

課、特別養護老人ホーム あんり、農事組合法人かなん 「道の駅かなん」、

やまなみホール、郵便局（河南・河南神山・大ヶ塚）、ワールド開発（株）、

ワールド牧場 

千早赤阪村 （福）千早赤阪村社会福祉協議会 

大阪府 

アジア太平洋トレードセンター（株）、ヴィアーレ大阪、宇治茶園、NHK大

阪放送局、大阪家庭少年友の会、（株）大阪キャッスルホテル、（福）大阪

市社会福祉協議会、大阪市消費者センター、（公社）大阪市シルバー人材

センター、（特非）大阪市難聴者・中途失聴者協会、大阪市役所、（福）大

阪障害者自立支援協会、大阪商工会議所、大阪市立長居トレーニングセン

ター、大阪市立長居プール、（福）大阪手をつなぐ育成会、大阪府咲洲庁

舎、大阪府里親会、（福）大阪府社会福祉協議会、（公財）大阪府精神障害

者家族会連合会、（一社）大阪府断酒会、（財）大阪府地域福祉推進財団、

大阪府庁、（福）大阪府母子寡婦福祉連合会、大阪歴史博物館、カフェ菜、

川村義肢（株）、きど動物病院、ケアハウスコスモスガーデン、（特非）こ

ころの救急箱、堺市里親会「つながり会」、（一社）セレッソ大阪スポーツ

クラブ スポーツ施設 管理事務所、高槻けやきの郷、特別養護老人ホー

ム 常清の里、特別養護老人ホーム生駒園、特別養護老人ホーム江之子島

コスモス苑、特別養護老人ホーム聖和荘、特別養護老人ホームせっつ桜苑、

特別養護老人ホームみどりの里、長居庭球場、日本生命病院、（公社）日

本リウマチ友の会 大阪支部、（株）阪急阪神ホテルズ（ホテル阪神アネ

ックス大阪・ホテル阪神大阪）、（独）福祉医療機構 大阪支店、Freedom、

マーレ会、みずほ信託銀行（株） 大阪支店、三井住友信託銀行（株） 大

阪本店法人事務部、（株）宮岸商店、やまと運輸（株） 
 
 


