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大阪市北区 

区大淀コミュニティセンター、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、区老人福祉センター(北・大淀)、地域社会福祉協議

会(大淀西・豊崎東・中津) 

大阪市都島区 

アミジマ公設事業協同組合、イオン京橋店、大阪市立総合医療センター、近

畿社会福祉専門学校 学園祭実行委員会、区社会福祉協議会、区民センター、

区老人福祉センター、(福)治栄会 

大阪市福島区 
(株)拓洋、(一財)大阪市コミュニティ協会、区老人福祉センター、区子ども・

子育てプラザ、区社会福祉協議会、区役所 

大阪市此花区 

(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区支部協議会、大阪市立男女

共同参画センター西部館(クレオ大阪西)、大津病院、(株)ガイア 西九条店、

介護老人保健施設 おとしよりすこやかセンター西部館、鎌田クリニック、

区子ども・子育てプラザ、区社会福祉協議会、区老人福祉センター、ケアセ

ンター水都ホーム、此花警察署、此花診療所、此花スポーツセンター、此花

図書館、(一財)此花福祉会、此花郵便局、炭旬、特別養護老人ホーム ラヴィ

ータ ウーノ、特別養護老人ホーム ガーデン天使、(株)濱寿司・濱いち、ぶ

るうむ此花、北港学園保育所、れんげ保育園 

大阪市中央区 

大阪市コミュニティ協会中央区支部協議会、大阪市コミュニティ協会中央区

支部協議会(中央会館)、(株)ガイア アイオン難波店、区社会福祉協議会、区

役所、シティプラザ大阪、(株)千田、千田硝子食器(株)、(株)髙島屋 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、(株)丸井 なんばマ

ルイ 

大阪市西区 区社会福祉協議会、区役所 

大阪市港区 
区社会福祉協議会、区民センター、区老人福祉センター、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) 

大阪市大正区 泉尾特別養護老人ホーム大正園、(一財)大阪市コミュニティ協会大正区支部
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協議会、区社会福祉協議会 

大阪市天王寺区 

大阪市立美術館、大阪府視覚障害者福祉協会、ガイア上六店、区子ども子育

てプラザ及び職員、区社会福祉協議会、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、高津学園、四天王寺病院、総本山四天王寺、ロ

ータリークラブ 

大阪市浪速区 

愛染橋保育園、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、(株)クボタ、区民センター、区役所、

区老人福祉センター、通天閣観光(株)、特別養護老人ホーム アシステンツァ

桜川、特別養護老人ホーム なにわ、浪速市民学習センター、浪速スポーツセ

ンター、浪速図書館、日本橋総合案内所(株) 

大阪市西淀川区 
風の子そだち園、区社会福祉協議会、区老人福祉センター、(福)松福会(西淀

川特別養護老人ホーム・特別養護老人ホーム ルーチェ) 

大阪市淀川区 

イーグルボウル、イオンタウン淀川三国、大阪市建設局北部方面管理事務所、

(福)大阪自興会、大阪市淀川区社会福祉協議会、ガイア東三国店、(福)キリス

ト教ミード社会館、区青少年指導員連絡協議会、区役所、区役所課長会、十

三公園事務所、ジョブサイトよど、水道局北部センター、高松建設(株)、田

辺三菱製薬(株)、千代グループ、東北環境事業センター、特別養護老人ホー

ムコモンズ三国、博愛社、プラザオオサカ、淀川消防署、淀川図書館、楽市

楽座 

大阪市東淀川区 

淡路介護老人福祉施設 ビハーラ、井高野ゴルフセンター、大阪自彊館 メゾ

ンリベルテ、大阪市立北さくら園、大阪市立淀川寮、区社会福祉協議会、区

役所、区役所淡路出張所、区老人福祉センター、子ども子育てプラザ、さか

え保育園、障がい者支援施設 エフォール、特別養護老人ホーム ジュネス、

ともしび保育園、東淀川消防署 

大阪市東成区 
有光工業(株)、瓜生製作(株)、神路ふれあい会館、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、真如苑玉造布教所、タイセ
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イ(株)、特別養護老人ホーム サンローズオオサカ、日本ニューマチック工業

(株)、東成山水学園、森ノ宮医療学園専門学校 

大阪市生野区 

生野東養護老人ホームおがわ苑、(一財)大阪市コミュニティ協会生野区支部

協議会、区社会福祉協議会、区役所、(特非)精神障害者支援の会ヒット、(特

非)たびだちの WA、中川連合振興町会女性部 

大阪市旭区 区社会福祉協議会 

大阪市城東区 
関西スーパー蒲生店、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 

大阪市鶴見区 

イオン鶴見緑地、イオンモール鶴見緑地、いずみの保育園、区子ども子育て

プラザ、区社会福祉協議会、区地域包括支援センター(西部・南部)、区民セ

ンター、区役所、区老人福祉センター、ケアハウス グリーンシティ秀和、咲

くやこの花館、俊英館保育園、城東病院、新協和病院、鶴見警察署、つるみ

更生指導所、鶴見図書館、つるみの郷、鶴見緑地公園事務所、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、にじのき保育園、み

つばさ保育園、(特非)緑・ふれあいの家、(株)oneA 

大阪市阿倍野区 

育徳園保育所、育徳コミュニティーセンター、喫茶メモリー、区子ども・子

育てプラザ、区社会福祉協議会、区民センター、グランヒル大阪、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 

大阪市住之江区 
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、住之江木の実園、どろんこ保育園 

大阪市住吉区 
ガイア杉本町店、区社会福祉協議会、区地域見守り相談室、区老人福祉セン

ター 

大阪市東住吉区 
(福)大阪市立長居障がい者スポーツセンター、特別養護老人ホーム くれな

い、特別養護老人ホーム 城南ホーム、特別養護老人ホーム ゆめあまみ 

大阪市平野区 アルマ保育園、イオン喜連瓜破駅前店、永寿特別養護老人ホーム、加美北特
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別養護老人ホーム、すぎな保育園、大念仏寺社会福祉事業団、平野愛和学園、

平野愛和第 2 学園、平野愛和第 3 学園、平野消防署、平野地区募金会、平野

本町通商店街振興組合、ふれあい喫茶ひだまり、(福)大和川園、(株)リバーノ 

平野本町店、老人福祉センター、六反南保育園、我が家 

大阪市西成区 
アイオン天下茶屋店、大阪自彊館、大阪市社会福祉情報センター、区社会福

祉協議会、デルーサマックス、白寿苑 

堺市 

イオン(堺北花田店・新金岡店)、イオンモール堺鉄砲町、泉ヶ丘市民センタ

ー、いづみ健老大学、江川鍼灸整骨院、(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)南部事務所近畿圏部南部地域共創チーム小

さな灯運動南部支部、大阪少年鑑別所、大阪地方検察庁 堺支部、大阪法務局

堺支局、大阪保護観察所堺支部、ガイア深井店、介護老人保健施設 カロス、

介護老人保健施設 ベルアモール、各区役所(堺・中・東・西・南・北・美原)、

北区域交流まつり、近畿大学医学部堺病院、近畿中央胸部疾患センター、グ

ループホーム ハーモニー美木多、クロスモール、クロスモールオリックス

インテリア(株)、ケアハウス ゆーとりあ、警察署(堺・北堺・南堺)、軽費老

人ホーム 延命荘、KOHYO(堺店・諏訪の森店)、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、堺市社会福祉協議会 各区事

務所(堺・中・東・西・南・北・美原)、堺市消防局、堺市職員労働組合、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、堺市ファミリー・サポート・センター、堺市民活動サポートセンター、

堺市役所、堺商工会議所、堺市立総合医療センター、堺市立栂文化会館、堺

市立のびやか健康館、(株)さかい新事業創造センター、堺福泉療護園、堺ブ

レイザーズ、さかい利晶の杜、阪田接骨院、支援センターしらさぎ、自治労

堺、市立体育館(大浜・初芝・鴨谷)、市立図書館(中央・中・東・西・南・北・

美原)、生活支援センターしんしょうれん、清心寮、第 12 回みはら区民まつ

り、第 14 回さかいボランティア・市民活動フェスティバル、ダイエー(おお



平成 28 年度 募金箱設置協力者芳名 

 5 / 20 

とり店・北野田店・栂店)、特別養護老人ホーム 愛らいふ、特別養護老人ホ

ーム おおみの、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ふれ愛の家、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、中村医院、

年金事務所(堺東・堺西)、ピーコックストア泉北晴美台店、ピュアあすなろ、

(福)福生会、 (福)フローラ藤の会、ベルランド総合病院、ホテル・アゴーラ 

リージェンシー堺、ホテルリバティプラザ、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、老人福祉センター(堺市総合福祉会

館・堺・中・東・西・南・北)、(福)和風会 

岸和田市 

愛彩ランド、いるか薬局、大阪館 春木店、おしゃれるーむ ウィッティ、海

鮮居酒屋ほのか丸、隠れ家 BAR Closet、菓匠よこ山、Cafe のだて、関西電

力(株)岸和田営業所、岸和田デイサービス和み館、岸和田民主商工会、きた

ばた酒店、季乃陣、紀陽銀行(岸和田支店・東岸和田支店)、毛糸花工房、コ

ーナン商事(株) 岸和田三田店、こだわり食品専門店はるき、co.bar A-style、

こまちや、小山梅花堂、市役所、昭和ホルモン、市立高齢者ふれあいセンタ

ー朝陽、市立福祉総合センター、白ゆりケアプランセンター、STRIPE 

BALLOON、Spain Bar El Camino、スポーツショップロブ、泉南オートグ

リル、ダイキチうどん南海岸和田店、竹本鍼灸整骨院、楽酒家、手打ちうど

ん鶴八、手打ちうどん不二屋、ドライクリーニング阿波屋、なまづや靴店、

西之内町会館、パリー美容室、春木杉原整骨院、PEP 治療院、ビューティー

サロン城北上松店、福原薬局、藤田ヒヤリングセンター、藤原鍼灸整骨院、

ぷちローザ、fusion food raha、ふれあい喫茶もみじ、ふれあいリビングほし

がおか、Hair Coodinate Space AQUA、宝泉丸油(株)(第 2 阪和岸和田 SS・

蛸地蔵 SS)、まるちゃん、宮久保薬局、御幸食堂、みらい薬局畑町店、理容

ヤマト、渡辺ドライクリーニング店、和陶器の店 やわらぎ 

豊中市 あいわ苑、アルゴ７、市社会福祉協議会、市社会福祉施設連絡会 研修会、庄
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本介護予防センター、高川介護予防センター、多機能型事業所みらい、豊中

グリーンヒル、美豊苑 

池田市 

石橋プラザ、喫茶パーラーいけだ(市立池田病院店、府・市合同庁舎店)、ケ

アハウスひまわり、経費老人ホーム 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、市精神障害者家族会てしま会、市

手をつなぐ親の会、市母子寡婦福祉会(市立池田病院売店)、市立図書館、特

別養護老人ホーム ハートフルこうだ、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、東山作業所 

吹田市 

青山台福祉ふれあい祭り、旭ヶ丘学園、旭ヶ丘学園千一分室、あす～る吹田、

あやめ保育園、イオン南千里店、イズミヤ千里丘店、亥の子谷デイサービス

センター、いのこの里、内本町デイサービスセンター、うどん屋 柏本、江坂

大池地区市民体育祭運営委員会、エバーグリーン、ガイア吹田店、柿の木坂

の家、Cup's、川園町連合自治会、かんてんぱぱ、北山田地区集会所、きりん

夜間愛育園、グループホーム「あい」、グループホームここから南千里、ケア

ポート大阪西吹田センター、高寿園、コミュニティセンター(亥の子谷・千一・

千里山)、サークル K サンクス吹田江坂 5 丁目店、さつき福祉会、サラージ

ュ南吹田、シード、四季、児童センター(豊一・千里山竹園)、市民ホール(津

雲台・藤白台)、寿楽荘、(公社)吹田市シルバー人材センター、吹田市役所、

吹田市立総合福祉会館、吹田竜ヶ池ホーム、吹田地区募金会、吹田母子寡婦

福祉会、生活ネットワーク 虹、青藍荘、千里ニュータウン保育園、千里山会

館、千里山西デイサービスセンター、千里山やまて学園、第二愛育園、竹見

台多目的施設、玉川学園保育園、玉川学園幼稚園、地域包括支援センター(千

里山西、千里山東・佐井寺)、地区公民館(吹一本館・吹一分館・吹二・吹六・

南吹田・豊二・江坂大池・山手・佐井寺・千一・千二・千三・千里新田・岸

一・岸二・山三・山五・西山田・北山田)、地区福祉委員会(吹三、東、東地区
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南正雀ブロック、千二、山二、桃山台)、ちくりんの里、豊一地区文化祭、ド

リーマーぷくぷく、ハピネスさんあい、ひょうたん、ファミリーマート吹田

千里山西店、武道館、ブルーリボン、プレーゴ緑地公園、南ヶ丘こども園、

メヌホット千里丘、モスバーガー吹田北口店、山手地区福祉委員会(市民体育

祭)、郵便局(内本町・千里山・千里山西)、緑地公園グランドコーポ、ローソ

ン吹田寿町店、ローソン千里山西一丁目店 

泉大津市 

泉大津さんま祭り実行委員会、泉大津市市民活動支援センター、和泉乳児院、

(株)オークワ 泉大津店、介護老人保健施設 アザリア、菓子処 ふる里、家族

庵、勤労青少年センター、くつろぎ処べっかんこ、軽費老人ホーム慈恵園、

公民館(北・南)、市民会館、市役所、シルバー人材センター、すこやか認定

こども園、曽根弥生学習館、体育館、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、図書館、とれぞあ子ども園、南海かもめ認定こども園、

認定こども園 アイビースクール、認定こども園 アンビー、ぱる認定こども

園、福祉センター、福祉ふれあいまつりハートちゃん募金箱、ふじいただひ

ろ整骨院、ふれあい健康まつり、ベルセンター、保健センター、ホテルきら

らリゾート関空、みらいずこども園、ワークさつき、ワークショップかりん

高槻市 

聖ヨハネ学園、第一東和会病院、高槻けやきの郷、出丸苑、認定こども園 津

之江さくら保育園、認定こども園 柱本保育園 子ども未来学舎、やまびこ園、

れんげ荘 

貝塚市 

杏樹喫茶店、石谷医院、伊藤鍼灸整骨院、うずしお、永寿亭(株)マルカ支店、

戎前ふれあい喫茶、オークワ(株)三ツ松店、大阪庄や、おさきマタニティク

リニック、ガーデン喫茶カナメ、介護老人福祉施設ミモザ、貝塚いぶき作業

所、貝塚こすもすの里、貝塚コスモスロータリークラブ、貝塚消防署、貝塚

誠心園、貝塚青年会議所、貝塚ロータリークラブ、カフェ 茶華、cafe 茶ぁ

ちゃん、ガマダシモン、髪ん堂 東貝塚駅前店、きしまの里、北校区ふれあい
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ルーム、喫茶ウエスタン、喫茶ぴよちゃん、久保町会館、久保府住自治会、

コープ貝塚店、小瀬町会館、木積町会館、桜塚ふれあい喫茶チェリー、サン

シティ貝塚自治会、ＪＡ大阪泉州 貝塚南支店、塩五、篠原カメラ、社協事務

所、せんごくの里、たから寿司 本店、田口誠税理士事務所、たこやき屋、団

地管理組合サンシティ貝塚、堤ふれあい喫茶、手づくりパン工房アケボノ、

特別養護老人ホーム水間ヶ丘、(福)どんまい、西校区いきいき部会、西校区

福祉まつり、パサトーレ、馬場町会館、浜手地区公民館、東町会、東山自治

会館、深川 本店、フランス屋 二色店、ふれあい二色の浜、ふれあい健康ま

つり二色の浜、ほっこりの里、ほの字の里、堀町会館、まちの整体整骨院、

三ヶ山ふれあいセンター、みずなす工房よさこい、みつばちアフタースクー

ル、森の小径、山口整形外科、山﨑理容店、郵便局(麻生中・加神・沢・蕎原

簡易・二色・半田・堀)、夢二色、よしだ鍼灸整骨院、りぶりー、脇浜南ふれ

あい喫茶 

守口市 

イオンモール大日、大阪国際大学くすくすひろば、吉祥、市社会福祉協議会、

寺内さくらこども園、白鳩チルドレンセンター八雲中、高瀬ひまわりこども

園、土居ひまわりこども園、特別養護老人ホーム守口荘、守口中央こども園、

らいこうじ学園 

枚方市 

アイリス、恩地食品(株)、ケアハウスつくしんぼ長尾、(株)サンエスモーター

ス、市社会福祉協議会、市役所関係施設、常称寺保育園、特別養護老人ホー

ム 軽費老人ホーム悠々の苑、特別養護老人ホーム 四天王寺松風荘、南海香

里のさと、ハレルヤ保育園、(福)枚方療育園、ファミリーマート枚方御殿山

店、(福)船橋福祉会、三矢ゆりかご保育園、(株)ヤマジ、(株)ワカバヤシ 

茨木市 

葦原多世代交流センター、イオン新茨木、イオンスタイル茨木店、イオンモ

ール茨木、五十鈴市民プール、茨木商工会議所、クリエイトセンター、公民

館(安威・茨木・太田・太田分室・春日丘・郡山・沢池・白川・玉櫛・中条・

福井・耳原・見山・山手台)、こども健康センター、コミュニティセンター(葦
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原・大池・春日・郡・彩都西・庄栄・豊川・中津・西河原・畑田・東・東奈

良・穂積・三島・水尾)、市社会福祉協議会、シニアプラザいばらき、市民体

育館(茨木市・東・福井・南)、生涯学習センター、障害福祉センターハート

フル、総持寺いのち・愛・ゆめセンター、男女共生センターローズ WAM、

東洋薬粧(株)、図書館(中央・中条・穂積・水尾・庄栄)、豊川いのち・愛・ゆ

めセンター、西河原市民プール、忍頂寺スポーツ公園竜王山荘、福井多世代

交流センター、文化財資料館、北辰出張所、保健医療センター、(株)ヤナセ 

茨木支店 

八尾市 

愛光園、(福)あさひ福祉会、あすか八尾、運転ボランティア、大阪府私立幼

稚園連盟(八尾市)、(株)ガイア ガイア八尾店、介護者(家族)の会、cafe 

ROWAN、久宝寺愛の郷、共同作業所 風、くらし学習館 会館講座、グルー

プホーム穴太のせせらぎ、グレイス八尾、ケアハウスやまなみ、幸寿、里の

風、しあわせの郷、JR 八尾駅前商店会、信貴の里、障がい福祉サービス「き

っと」、つくしんぼ作業所、デイサービス ソラスト八尾、デイサービスセン

ターさとやま、デイサービスやまなみ、デイサービスやまぶき、特別養護老

人ホーム 大畑山苑、特別養護老人ホーム 萱振苑、特別養護老人ホーム 吉

兆苑、特別養護老人ホーム 高秀苑、特別養護老人ホーム 寿光園、特別養護

老人ホーム 成法苑、特別養護老人ホーム 高安の郷、特別養護老人ホーム 長

生園、特別養護老人ホーム ピュア、特別養護老人ホーム ホーム太子堂、

PicaPica 作業所、ひばり作業所、ひまわり福祉会 ひまわり、ベーカリーえ

いか、みのり、もくれん、八尾うぐいすライオンズクラブ、八尾菊花ライオ

ンズクラブ、八尾市社会福祉協議会、八尾市私立保育園連盟、八尾市母子寡

婦福祉会、八尾市役所・関係機関、八尾商工会議所、八尾中央ライオンズク

ラブ、八尾中央ロータリークラブ、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、山本南商店街振興町会、リーデンススク

エア久宝寺駅前、ゆうとおんうぇ～ぶ、ゆうとおんは～と、有料老人ホーム
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さとやま、遊輪館、ライフサポートおいばら、ルフレ八尾、ロータス紬(つむ

ぎ)、ワークすずらん、ワークステーションありんこ、ワークスペースあすく、

吾亦紅 

泉佐野市 

ANA FESTA(株)関西店、アムリタ、泉ヶ丘園、泉佐野市社会福祉協議会、泉

佐野市文化振興財団、泉佐野市役所、イズミヤ泉佐野店、(福)犬鳴山、オー

クワ松風台店、介護老人保健施設 栄公苑、介護老人保健施設 ホライズン、

上之郷保育園、きちょう苑、ケアハウス泉佐野、コープ泉佐野店、(株)ザイ

マックス関西いこらもーる泉佐野、(福)清光会(和泉の里・恵誠の里・ゆかり

の里)、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、りんくう総合医療センター、りんくうプレジャータウン シークル、り

んごの樹 

富田林市 

今城クリニック、かがりの郷、喫茶なごみ、ケアハウスゆう、市保健センタ

ー、市役所、自律センターつじやま、総合福祉会館、富田林高等学校、富田

林病院、拓共同作業所 

寝屋川市 

あざみ保育所、イオンモール四條畷、萱島シティ・ステーション、グリーン

ヒル淳風、グループホーム楠根の里、グループホームつかさの家、香里シテ

ィ・ステーション、コスモス保育所、こまどり保育所、さくら保育所、さざ

んか保育所、さつき保育所、市社会福祉協議会、市役所本庁受付、市立保健

福祉センター、(福)聖森会、たんぽぽ保育所、地域生活支援センター あおぞ

ら、特別養護老人ホーム 幸楽の里ねや川、特別養護老人ホーム 香里寿苑、

特別養護老人ホーム 和の里、西シティ・ステーション、ねやがわシティ・ス

テーション、寝屋川めぐみ保育園、寝屋保育園、東シティ・ステーション、

ひまわり保育園、(福)百丈山合掌会、(福)真清福祉会、(福)みつわ会 ブリーゼ

(本部)、みつわ会寝屋川製作所、明徳保育園、もくれん保育園、有志一同、

(福)百合会、ゆりかご保育園、隆光保育園、療育・自立センター すばる・北

斗、療育センター あかつき・ひばり園 
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河内長野市 

あおぞら作業所、あまの園、あやたホール、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、カメラのキタムラ河内長野店、

(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、河内長野市

市民窓口課、河内長野市社会福祉協議会、河内長野市生活福祉課、河内長野

市薬剤師会、河内長野市ライオンズクラブ、関西スーパー、くすのかホール、

公民館(天野・天見・加賀田・川上・高向・千代田・南花台・三日市)、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、寿里苑、寿里苑加

賀田デイサービスセンター、寿里苑フェリス、生涯学習推進教室、しょうと

く園、市立市民総合体育館、市立障がい福祉センターあかみね、市立福祉セ

ンター 錦渓苑、シルバー人材センター、特別養護老人ホーム 生登福祉ケア

センター、特別養護老人ホーム 泰昌園、特別養護老人ホーム ふれあいの丘、

バナナリーフ、フレッシュながの、みなと寮、みのでホール、モスバーガー 

河内長野店、モリ工業(株)、(株)吉年、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 (株)オークワ オークワ大東店、サワノクリーニング、南都銀行 

和泉市 

イオン和泉府中店、SUPER MARKET KOHYO 光明池店、(株)山陽マルナ

カ 和泉店、(株)オークワ(和泉小田店・和泉中央店)、スーパーセンターオー

クワ和泉納花店、プライスカット和泉鶴山台店、ケアハウス OSAKA 歓の里、

市社会福祉協議会(総合福祉会館・北部総合福祉会館、和泉ボランティア・市

民活動センターアイ・あいロビー) 

箕面市 

あかつき特別養護老人ホーム、あかつき福祉会、イオン箕面店、医療保健セ

ンター、国際交流協会、市民活動センター、障害者事業団、シルバー人材セ

ンター、特別養護老人ホーム 照葉の里、特別養護老人ホーム 白島荘、特別

養護老人ホーム 箕面の郷、特別養護老人ホーム 紅葉の郷、特別養護老人ホ

ーム ゆずの郷、箕面警察署、(福)箕面市社会福祉協議会、箕面市総合保健福

祉センター、箕面市立病院、メイプル文化財団 
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柏原市 

旭丘まぶね保育園、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、大阪有機化学工業(株)、(福)かしわ保育園、柏原警察署、柏原

市保護司会、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、(福)北阪保育

園、ケアハウスグリーンデル柏原、(福)国分保育園、サラヤ(株)、ジェイテク

ト(株)、ＪＡ大阪中河内 堅下支店、市社会福祉協議会、児童養護施設 武田

塾、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)、(福)まどか保

育園、(福)みずほ保育園、南大阪フジキン(株)、宮脇書店、(福)明寿会 はくと

う 

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、市民会館、市立コミュニ

ティセンター(丹比・東部・羽曳が丘)、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、(福)羽曳野荘、陵南の森公民館、羽曳野市役所

門真市 

おおわだ保育園、ジェイ・エス ステージ、市保健福祉センター、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、パルネット大和田駅店、

ホワイトハウス、守口市門真市消防組合、柳町園 

摂津市 

オークワ南摂津駅前店、大阪人間科学大学、市社会福祉協議会、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、

摂津宥和会、認定こども園 正雀愛育園 

高石市 

池忠羽衣店、いずみ通所センター、第 2 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、菊寿苑、きゃらの郷、慶翠苑、公

民館(清高・中央・千代田・羽衣・東羽衣)、市社会福祉協議会、市役所、障が

い者ふれあいプラザ、瑞松苑、たかいし苑、高石障害者作業所、高石特別養

護老人ホーム、高石都市開発(株)、デージードーム、とろしプラザ、三井化

学(株)社員寮 

藤井寺市 青山病院、ViVi 藤井寺、学生服の大ビル、(福)賀光会、数尾診療所、可児医
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院、木曽路藤井寺店、北村外科内科クリニック、喫茶たてづか、喫茶ミワ、

久志本クリニック、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(議会事務局・福祉

総務課・支所)、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、惣社保育園、

そごうクリニック、たかの耳鼻咽喉科、髙橋酒店、竹口クリニック、寺井歯

科、どうみょうじ高殿苑、特別養護老人ホーム ひかり、特別養護老人ホーム 

第 2 ひかり、鳥居医院、ながいクリニック、長崎医院、ナワタクリニック、

のぎく作業所、橋塚松井小児科、パンと暮らしの coccoya、ひかり保育園、

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、ふれあいサロン 喫茶リボン、松田医院、マルシ

ンでんか、やまどり医院、葭矢皮膚科医院、ラ・カーサ青山 

東大阪市 

アーバンケア島之内、アーバンケア御厨、アーバンケア八戸ノ里、アーバン

チャイルド保育園、あいせん保育園、愛保育園、第二愛保育園、あおぞらつ

ぐみの家、あおぞら保育園、青葉学園、アクティビティセンターひびき、ア

ストラス、アンデスのトマト、アンパス東大阪、イースタンビラ、イオン東

大阪店、池田病院、生駒学園、石切山手保育園、いなだ保育園、いんくる、

ヴェルディ八戸ノ里、うみがめ保育園、えいじいくらふと、エンゼル保育園、

大阪シティ信用金庫 布施支店、岡島興業(株) 布施ラインシネマ、おきべ麦

の家、おりづる保育園、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、介護老人保健施設 南荘の郷、木の実キッズキャンパス、春日保

育園、かわち野里、関西電力(株) 東大阪営業所、菊水園保育所、きずり逢花

苑、救護施設フローラ、草の根共生会、くすのき保育園、くすのきめぐみ保

育園、くつろぎ・友井荘、くるみ保育園、ケアハウス喜里川、ケアハウス鴻

の里、ケアハウスひらおか、恵果保育園、公徳学園、向陽学園、高齢者ケア
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センター向日葵、五条老人センター、さくらいこども園、さくらんぼ、さつ

きこども園、さわらび保育園、サンプレイスひびき、四季の風保育園、四季

の里なごみ、しまのうち保育園、(特非)ジャンボ、就労支援センターレジス

タ、春光園、しらゆき保育園、白鳩チルドレンセンター東大阪、(株)進光自

動車、すずな保育園、すぷらうと、角田総合老人センター、青年の自立支援

センターゆう、善根寺保育園、千寿園、総合福祉センター４階、たいよう保

育園、高井田老人センター、たちばなの里、たちばなの里別館永楽、玉串保

育園、地域包括支援センター荒川、ちどり亭、チャレンジ DO オアシス、中

和会、T&M サービス、デイサービスセンターひしの美、東テック、東阪社

マイホール、とうふく、第二東福、とうふく布施、東福六万寺、どんぐり保

育園、中新開さつき保育園、長瀬菊水園保育所、長田の里、中西医院、なる

かわ苑、なんかみホーム、南都銀行永和支店、西若宮保育園、日常生活自立

支援センター、布市福寿苑、はっしんきちザ・ハート、花園こども園、花園

精舎、花園第二保育園、はるか保育園、はるみや保育園、パンジー、ビオス

の丘、東大阪商工会議所、東大阪ヒマワリ保育園、東大阪養護老人ホーム、

ひしの美東保育園、ひしの美保育園、ぴよぴよ会、枚岡交通(株)、枚岡神社、

枚岡の里、フォレストガーデン、福寿苑、フタバ学園、プレジャーライフ、

ポッポ保育園、ポッポ第二保育園、本庄保育園、マーヤ保育園、牧野病院、

マックスバリュ(小阪店・瓢箪山店)、みのわの里、みるく保育園、むぎの穂

保育園、むぎの穂第二保育園、恵の里、めだか保育園、八戸ノ里向日葵、や

まゆり保育園、ヤンググリーン、ラプラージュ、療育センター、累徳学園、

レーベンズポルト、蓮、蓮Ⅱ、六万寺園、ワークセンターひびき、和音堂、

若江学院、若江こども園、若草園、若草工房、わかば、若宮保育園、若宮森

の子保育園 

泉南市 
青木整形外科、あさけ焼肉店、ア・ラ・カルト PINO、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
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店、和泉南病院、いで鍼灸整骨院、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、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、くうた動物病院、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、サンクス泉南

樽井北店、Cyan、市総合福祉センター、市役所、シャトレーゼ 泉南店、

Shouryu、白井病院、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、砂川

鍼灸整骨院、すみれの森、セキ整骨院、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、樽井温泉、デイリーカナート新家、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、野上病院、土生ストアー、濱

田医院、パン工房クルール、パンジー、フードセンター畚虎(一丘店・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、ほりぐ

ち歯科、堀越内科、堀病院、松本内科胃腸科、宮城医院、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・泉南一丘・泉南新家・泉南信達牧野・泉南砂川・泉南樽井・泉南・鳴

滝簡易・西信達)、リカーグッズ エンジェル、リンデンバウム 泉南店 

四條畷市 

清滝らくらく苑、高齢者サポートセンターふるさと、四條畷市役所、四條畷

市役所 田原支所、四條畷荘、田原台ひまわり子ども園、田原図書館、るうて

るホーム 

交野市 

あさひ幼児園、あまだのみや幼児園、いきいきランド交野、開智幼稚園、交

野保育園、交野幼稚園、私部保育園、倉治図書館、倉治保育園、くらやま幼

児園、ケアハウスきんもくせい、軽費老人ホーム明星、市議会事務局、市地

域子育て支援センター、社会福祉協議会、市役所 本庁受付窓口、青年の家、
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第二きんもくせい保育園、高岡幼稚園、特別養護老人ホーム天の川明星、特

別養護老人ホームきんもくせい、特別養護老人ホーム明星、特別養護老人ホ

ーム美来、ひかりの子幼稚園、ふじが丘保育園、ふじがお幼稚園、星田出張

所、星田保育園、ほしだ幼稚園、星の里いわふね、ボランティアセンター、

ゆうゆうセンター、わかば保育園 

大阪狭山市 

(医)恒昭会 青葉丘病院、株式会社浅野歯車工作所、穴川整形外科医院、いい

たに眼科、イオン金剛店、イカリ寿司 狭山店、池尻コミュニティホール、池

尻保育園、井出眼科、今井医院、今井クリニック、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、梅山耳鼻咽喉科、うらしま歯科、

遠藤医院、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)、

大野台こども園、おがわクリニック、奥歯科クリニック、おざさクリニック、

樫本病院、数田内科医院、片岡歯科医院、辛川医院、花梨つばさ保育園、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、きらり保育園、きりの診療所、近畿大学医学部附属病

院、くみのき苑、クラフトハウス、クローバー悠苑、ケアハウス フレスコ、

ケンタッキーフライドチキン 狭山亀の甲店、好寿苑、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、(医)

恒尚会 兵田病院、コミュニティセンター、金剛原田医療クリニック、阪田歯

科医院、さくら会病院、さくらの杜・半田、さつき荘、SAYAKA ホール、さ

やま荘、さやま荘 食堂、さやまの里、狭山みんなの診療所、サンクス 狭山

今熊店、しばもとクリニック、市民活動支援センター、社会福祉協議会、市

役所、シャトレーゼ工場直売店 大阪狭山店、寿里苑 花舞の郷、小規模保育

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、市立図書

館、シルバー人材センター、すし食事がんこ 大阪狭山店、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
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院、たこ焼き CURUCURU、田中歯科医院、地域包括支援センター、千葉歯

科医院、つきやま胃腸科内科、つぼみこども園、手作り弁当ケーズランチ［K's 

lunch]、寺小屋 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、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、中川矯正歯科、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、西幼稚園、ニュー

タウン連絡所、のらや 狭山店、パティスリーNANA#7、馬場歯科医院、ハ

ヤシ耳鼻咽喉科、半田あつたかクリニック、半田幼稚園、東野幼稚園、東幼

稚園、陽だまりの丘、びっくりドンキー 大阪狭山店、平林小児科、広田歯科

クリニック、ファヴォーレ、ふじたこどもクリニック、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、松尾医院、(株)松源 大阪狭山店、

松本歯科医院、ミスタードーナツ R310 さやまショップ、南第一地区福祉委

員会 ふれあい広場、南第二地区福祉委員会 ふれあい広場、南第二幼稚園、

村本耳鼻咽喉科、森歯科クリニック、森田クリニック、やきとり大吉 狭山

店、医療法人山村歯科医院、山本こども園、やまもと歯科、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、ルンビニ保育園、レストラ

ン SAYAKA、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 

あたごプラザ協議会、油甚 阪南尾崎店、カフェはなてぃ、歓都里、教育委員

会、くらしのたすけあいえぷろんの会、ケアショップハル、公民館(尾崎・西

鳥取・東鳥取)、さつき園・まつのき園、サラダホール、社会福祉協議会、商

工会、スーパーエバグリーン 阪南店、総合体育館、玉井整形外科内科病院、

玉井泉陽園、玉井山荘、とぐち文具店、ハートワークひだまり、箱の浦自治

会まちづくり協議会、波太地区福祉委員会、阪南ゴルフクラブ、畚寅 緑ヶ丘

店、舞グリーンフレンズ、眞門接骨院、マジックブルーム、松若医院、メデ

ケアタマイ、郵便局(和泉鳥取・西鳥取・箱作・阪南尾崎・阪南・東鳥取・福
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島)、ライフケア尾崎、老人福祉センター、ワークセンターぽけっと、わくわ

くシティオークワ尾崎店 

島本町 

大阪染工(株)、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)、(一社)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、町人権文化センター、トッパン・フォームズ関西(株)、日立

金属(株)、町商工会、町役場 

豊能町 

永寿荘、町社会福祉協議会、町役場本庁、町役場吉川支所、町立シートス、

町立ユーベルホール、町立図書館、デイリーカナートイズミヤ 光風台店、西

公民館、阪急オアシス ときわ台店、豊寿荘、保健福祉センター 

能勢町 

大里荘、おおさとの赤い屋根、北大阪明月荘、くりのみ園、三恵園、第 2 三

恵園、住民サービスセンター、生涯学習センター、淨るりセンター、青山荘、

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、町役場、みんとはうす、夢来人の家 

忠岡町 
オークワ忠岡支店、チューリップ保育園、ピープルハウス忠岡、町総合福祉

センター、町役場、丸福 tadaoka 

熊取町 

アトム共同保育園、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、五門地区福祉委員会、ＪＡ大阪泉州(大久保支店・熊取支店・原子

炉前支店)、七山病院、障害者支援施設 熊取療育園、障害者施設なかまの里、

町社会福祉協議会、デイサービスセンターしんえい、特別養護老人ホーム永

楽荘、永山病院付属診療所、(福)弥栄福祉会(特別養護老人ホーム弥栄園・障

がい者支援施設くまとり弥栄園・デイサービスセンター第 2 弥栄園・障害福

祉サービス事業やさかホーム・障害福祉サービス事業 多機能型事業所やさ

か)、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 なし 

岬町 
大阪ゴルフクラブ、紀陽銀行 岬支店、ゴルフパートナー阪南練習場店、ＪＡ

大阪泉州 岬支店、ショッピングセンターピノ 味かくや、寿司よし、竹善商
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店、淡輪地区福祉委員会、中国飯店 紀淡、町社会福祉協議会、とっとパーク

小島、ビューティーサロン 瀬戸、町商工会、町役場、岬カントリークラブ、

郵便局(岬多奈川・岬淡輪・岬深日・岬緑ヶ丘・岬) 

太子町 

ＪＡ大阪営農指導部、ＪＡ大阪南営農経済部、ＪＡ大阪南太子支店、四天王

寺太子学園、磯長郵便局、竹内街道歴史資料館、町役場福祉課、町立観光交

流センター、町立公民館、町立総合福祉センター、道の駅近つ飛鳥の里・太

子、ローソン 上宮太子校前店 

河南町 

あすかの園、大阪芸術大学、河南町役場 住民生活課 窓口、菊一寿司、キッ

チンハート、草笛の家、経費老人ホーム 河南荘、(株)コナミスポーツクラブ、

栄鮨、ＪＡ大阪南(石川支店・河南支店)、スーパーセンターオークワ 河南店、

大宝薬局、地域密着型介護老人福祉施設 ゆうり、町社会福祉協議会、町社会

福祉協議会 窓口、特別養護老人ホーム あんり、特別養護老人ホーム 菊水

苑、農事組合法人かなん「道の駅かなん」、郵便局(河南神山・河南・大ケ塚)、

ワールド牧場 

千早赤阪村 千早赤阪村役場 

本部 

アジア太平洋トレードセンター (株 ) 総務グループ総務チーム、ANA 

FESTA(株)、(宗)茨木別院 茨木保育園、ヴィアーレ大阪、NHK 大阪放送局、

大阪家事調停協会、(株)大阪キャッスルホテル、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、(公社)大阪市ひとり親家庭福祉連合会、大阪市役所、

(福)大阪障害者自立支援協会、大阪商工会議所、(一社)大阪断酒会、大阪地方

検察庁、(福)大阪手をつなぐ育成会、(一財)大阪府遺族連合会、大阪府咲洲庁

舎、(公社)大阪府精神障害者家族会連合会、大阪府庁、大阪府庁、(福)大阪府

母子寡婦福祉連合会、大阪歴史博物館、川村義肢(株) 社員一同、(株)関西ア

ーバン銀行 本店営業部、救世軍希望館、近畿 SCD・MSA 友の会、ケアハウ

スコスモスガーデン、堺市里親会「つながり会」、(宗)真如苑 本町、すみれ
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苑、高槻けやきの郷、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常清の里、特別養護老人ホームみど

りの里、長居庭球場、長居トレーニングセンター、長居プール、長居陸上競

技場管理事務所、日生病院、(公社)日本リウマチ友の会 大阪支部、野田阪神

カイロプラクティクス整体院、(株)阪急阪神ホテルズ ホテル阪神、ビッグ・

アイ共同機構 国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)、三井住友信託銀行

(株) 大阪本店法人業務部 大阪支店、三菱 UFJ 信託銀行(株) 大阪支店、(株)

宮岸仏具、もんじゃ彩、やまと運輸(株)、(株)りそな銀行 阿部野橋支店 

 


