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北区 (公財)大阪科学振興協会、梅田東女性会、大淀西地域社会福祉協議会、

北区大淀コミュニティセンター、北区大淀老人福祉センター、北区

社会福祉協議会、北区民センター、北区役所、北区老人福祉センタ

ー、豊崎東地域社会福祉協議会、中津地域社会福祉協議会、フジケ

ミ近畿(株) 

都島区 アミジマ公設事業協同組合、(医)桜希会 東朋病院、イオン京橋店、(医)

新明会 神原病院、大阪市立総合医療センター、大阪市立都島区民セ

ンター、介護老人保健施設 東雄苑都島、近畿社会福祉専門学校、桜

宮連合振興町会、大東連合振興町会、地域振興会女性部、中野連合

振興町会、(福)治栄会、都島区医師会訪問看護ステーション、都島区

「社会を明るくする運動」実施委員会、都島区社会福祉協議会、都

島区体育厚生協会、都島区母と子の共励会、都島区保健福祉センタ

ー分館、都島区まちづくりセンター、都島区役所、都島区老人福祉

センター、都島スポーツセンター、淀川連合振興町会 

福島区 愛輝幼稚園、(一財)大阪市コミュニティ協会、大阪市立西野田幼稚園、

大阪市立野田中学校、(株)広拓、(株)全拓、福島区きらめきセンター、

福島区子ども・子育てプラザ、福島区社会福祉協議会、福島区役所 

此花区 アミティ舞洲、イオン高見店、(医)義方会 大津病院、(医)此花博愛会 

此花診療所、(一財)此花福祉会、(医)北星会 鎌田クリニック、大阪市

此花区役所、大阪市コミュニティ協会此花区支部協議会、大阪市立

介護老人保健施設おとしよりすこやかセンター西部館、大阪市立此

花区老人福祉センター、大阪市立此花スポーツセンター、大阪市立

此花図書館、大阪市立男女共同参画センター西部館（クレオ大阪西）、

(株)アップフィールド社（上方温泉 一休）、(株)濱寿司・濱いち、ケ

アセンター水都ホーム、此花区こども・子育てプラザ、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、(福)大阪暁明館病院、(福)大阪市此花区社会福祉協議会、

(福)多善会 北港学園保育所、(福)日本ヘレンケラー財団 ぶるうむ此

花、(福)蓮華会 れんげ保育園 

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、(株)

千田、(株)髙島屋大阪店、(株)拓洋デベロップメント、(株)丸井 なん

ばマルイ、(株)リクシア、シティプラザ大阪、千田硝子食器(株)、中

央区役所、(福)大阪市中央区社会福祉協議会、ホテルニューオータニ

大阪 

西区 金光教玉水教会、西区社会福祉協議会、西区役所、立正佼成会、 
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港区 池島老人憩の家、磯路老人憩の家、市岡老人憩の家、港晴東老人憩

の家、築港老人憩の家、弁天老人憩の家、三先老人憩の家、港区社

会福祉協議会、八幡屋老人憩の家 

大正区 (一財)大阪市コミュニティ協会大正区支部協議会、大正区子ども子育

てプラザ、大正区社会福祉協議会、大正区老人福祉センター 

天王寺区 大阪市立美術館、大阪府視覚障害者福祉協会、クレオ大阪中央、高

津学園、四天王寺病院、総本山四天王寺、天王寺区子ども子育てプ

ラザ、天王寺区社会福祉協議会、天王寺区民センター、天王寺区役

所、天王寺区老人センター 

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、(株)クボタ、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、浪速区子ども子育てプラザ、

浪速区社会福祉協議会、浪速区民センター、浪速区役所、浪速区老

人福祉センター、浪速スポーツセンター、浪速図書館、難波市民学

習センター 

西淀川区 西淀川区老人福祉センター、(福)松福会特別養護老人ホーム、(福)水

仙福祉会 風の子そだち園 

淀川区 大阪市建設局北部方面管理事務所、大阪市水道局北部水道センター、

（株）米谷、十三公園事務所、太陽工業、高松建設、プラザオーサ

カ、ミード社会館、淀川区社会福祉協議会、淀川区役所、淀川区役

所課長会、淀川消防署、淀川図書館、楽市楽座 

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、大阪市立淀川寮、さかえ保育園、身体障害者療

護施設 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、東淀川区社会福祉協議会 ほほえみ、東淀川区役所、東淀川区役

所 淡路出張所、東淀川区老人福祉センター、母子生活支援施設 北

さくら園 

東成区 いまそう今里学園、瓜生製作(株)、大阪市東成区社会福祉協議会、真

如苑玉造布教所、タイセイ(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)、東成区役所、東成山水学園 

生野区 生野区在宅サービスセンター、生野区役所、おがわ苑 

城東区 関西スーパー蒲生店、関西スーパー古市店、(宗)真如苑 京橋支部、

城東区民センター、城東区老人福祉センター、城東警察署、野江特

別養護老人ホーム城東園、(福)治栄会 わかまつ園 

鶴見区 イオン鶴見緑地店、(医)津樹会 城東病院、(医)仁和会 和田病院、(医)

正和会 新協和病院、(株)oneA、咲くやこのはな館、西部地域包括支
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援センター、鶴見区社協 鶴見区在宅サービスセンター、鶴見区民セ

ンター、鶴見区役所、鶴見区老人福祉センター、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、南部地域包括支援センター、(福)秀和

福祉会 ケアハウスグリーンシティー秀和、(福)春栄会 特別養護老人

ホームリベルタヴィータ、(福)俊英館福祉事業会 俊英館第 2保育園、

(福)俊英館福祉事業会 俊英館保育園、(福)椿福祉会 鶴見更生指導所、

（福）椿福祉会 つるみの里、(福)マナ会 いずみの保育園、(福)マナ

会 にじのき保育園、(福)マナ会 みつばさ保育園 

阿倍野区 あべのカーニバル、阿倍野区社会福祉協議会、阿倍野区民センター、

阿倍野区老人福祉センター、育徳園保育所、育徳コミュニティセン

ター、喫茶メモリー、スポーツフェスタ、青指ドッジボール大会、

晴明丘盆踊り、地域福祉講演会、つながりフェスタ、常盤フェスタ、

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、阪南青

空マーケット、阪南カーニバル、老人クラブ大会 

住之江区 (N)エイジコンサーン・ジャパン、加賀屋・粉浜地域包括支援センタ

ー、木の実園、堺第一交通(株)、敷津浦福祉会館、住之江区子ども・

子育てプラザ、住之江区社会福祉協議会、住之江区老人福祉センタ

ー、南大阪病院 

住吉区 (N)明るい社会づくり運動 OSAKA ひまわり西南ネット、我孫子バプ

テスト福祉会 あびこひかり保育園、住吉区子ども会育成連合協議

会、住吉区社会福祉協議会、住吉区社会福祉施設連絡会、住吉区西

地域包括支援センター、住吉区見守り相談室、住吉区老人福祉セン

ター、訪問介護れんげ住吉 

東住吉区 特別養護老人ホーム 城南ホーム、(福)大阪市長居障がい者スポーツ

センター、(福)福文会 ケアハウスシエスタ、(福)めぐむ福祉会 特別

養護老人ホームくれない、(福)めぐむ福祉会 湯里保育園 

平野区 アルマ保育園、(株)リバーノ、加美北特別養護老人ホーム、クラフト

パーク、クレオ大阪南、すぎな保育園、花源、平野愛和学園、平野

愛和第 2 学園、平野区民センター、平野区民ホール、平野地区募金

会、(福)今川学園 大和川園、ふれあい喫茶ひだまり、老人福祉セン

ター、我が家 

西成区 大阪市社会福祉研修・情報センター、玉出西保育園、西成区子ども・

子育てプラザ、西成区老人福祉センター、はぎのさと別館、(福)大阪

自彊館、(福)大阪市西成区社会福祉協議会 

堺市 イオン新金岡店、イオンモール堺鉄砲町、泉ヶ丘市民センター、い
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づみ健老大学、オークワ堺美原店、大阪ガス(株)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、大阪府北堺警察

署、大阪府堺警察署、大阪府南堺警察署、大阪労災看護専門学校、

2017学校祭ガイアネクスト深井店、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、(株)オアシスＭＳＣ大阪労災病院店、(株)

さかい新事業創造センター、北区域交流まつり、北老人福祉センタ

ー、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)、ケアハウス美和、ケアハウスゆーとりあ、軽費老人

ホーム延命荘、ＫＯＨＹＯ堺店、堺金岡郵便局、堺市医師会、堺市

北区役所、堺市勤労者福祉サービスセンター、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、堺市総合福祉会館、堺市西区役

所、堺市博物館、堺市東区役所、堺市南区役所、堺市美原区役所、

堺市民活動サポートセンター、堺市役所、堺商工会議所、堺市立大

浜体育館、堺市立鴨谷体育館、堺市立北図書館、堺市立総合医療セ

ンター、堺市立中央図書館、堺市立栂文化会館、堺市立中図書館、

堺市立西図書館、堺市立のびやか健康館、堺市立初芝体育館、堺市

立東図書館、堺市立南図書館、堺市立美原図書館、堺新金岡五郵便

局、堺西年金事務所、堺東年金事務所、堺福泉療護園、堺ブレイザ

ーズホームゲーム、さかいボランティア・市民活動フェスティバル

2017、堺みなみ、堺老人福祉センター、支援センターしらさぎ、清

心寮、田中病院、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やすらぎの園、特別養護老人ホー

ムゆーとりあ、中老人福祉センター、西老人福祉センター、東老人

福祉センター、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、マックスバリュ泉北晴美台店、南老人福祉セ

ンター、美原総合福祉会館、美原病院、吉川病院、ＲＵＮ伴 2017、

堺市産業振興センター、堺市シルバー人材センター 

岸和田市 ASANTE、With美容室、大阪館 春木店、菓匠よこ山、Cafe South 

Bend 1981、(株)宝泉丸油 第 2 阪和岸和田サービスステーション、

(株)宝泉丸油 蛸地蔵サービスステーション、関西電力 岸和田営業

所、岸和田市立福祉総合センター、岸和田市立ふれあいセンター朝

陽、岸和田民主商工会、季乃陣、くぼた鍼灸整骨院、こだわり食品
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専門店はるき、昭和ホルモン、白ゆりデイサービスセンター、自立

生活センター・いこらー、すいか、竹本鍼灸整骨院、楽酒家、Dance 

Studio ROOMS、手打ちうどん不二屋、とっぷ整体整骨院、ドライ

クリーニング阿波屋、ニュータコイチ、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、藤原鍼灸整骨

院、fusion food raha、ふれあいリビングほしがおか、まるちゃん、

みらい薬局 畑町店、LOHAS CAFÉ 

豊中市 アルゴ 7、おか鍼灸整骨院、KOHYO SENRITO 店、KOHYO 阪急

曽根店、豊中市社会福祉協議会、豊中市社会福祉協議会施設連絡会、

なかまの店、ピーコックストア新千里西町、(福)愛和会、MaxValu

千里南町プラザ 

池田市 池田市社会福祉協議会、池田市身体障害者福祉会、池田市身体不自

由児（者）父母の会、池田市精神障害者家族会 てしま会、池田市手

をつなぐ親の会、池田市保健福祉総合センター、池田市友愛クラブ

連合会、池田市立図書館、池田地区保護司会、石橋プラザ、介護付

有料老人ホームレリーフサポプラ、喫茶パーラーいけだ 市立池田病

院店、喫茶パーラーいけだ 府・市合同庁舎店、ケアハウスひまわり、

軽費老人ホーム万寿荘、特別養護老人ホームオレンジ池田、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 あいほうぷ吹田、青山台地区福祉委員会、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、イオン北千里店、イオン

南千里店、イズミヤ千里丘店、亥の子谷コミュニティセンター、い

のこの里、内本町デイサービスセンター、内本町郵便局、江坂大池

地区公民館、江坂地区公民館、ガイア吹田店、介護老人福祉施設ち

くりんの里、柏本、片山地区福祉委員会、Ｃｕｐ’ｓ、かんてんぱ

ぱ、岸一地区公民館、岸二地区公民館、きしべ地域人権協会、北山

田地区公民館、北山田地区集会所、グループホーム「あい」、ケアポ

ート大阪西吹田センター、高寿園、佐井寺地区公民館、さくら薬局、

佐竹台地区連合自治会、サラージュ南吹田、四季、寿楽荘、シルバ

ー人材センター、吹一吹六地区楠連合、吹一地区公民館分館、吹一

地区公民館本館、吹三地区福祉委員会、吹田市介護老人保健施設、

吹田市民生・児童委員協議会、吹田市役所、吹田市立亥の子谷デイ

サービスセンター、吹田竜が池ホーム、吹田地区募金会、吹南地区

公民館、吹二地区公民館、吹二地区福祉委員会、吹六地区公民館、
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スローライフ千里、生活ネットワーク 虹、千一コミュニティセンタ

ー、千一地区公民館、千三地区公民館、千二地区公民館、千二地区

福祉委員会、千里丘上郵便局、千里出張所、千里新田地区公民館、

千里ニュータウンこども園、千里山・佐井寺図書館、千里山会館、

千里山コミュニティセンター、千里山竹園児童センター、千里山西

地域包括支援センター、千里山西デイサービス、千里山東・佐井寺

地域包括支援センター、千里山やまて学園、千里山郵便局、第二愛

育園、竹見台地区福祉委員会、玉川学園高野公園保育園、玉川学園

玉川学園保育園、玉川学園幼稚園、ちびっこランド、特別養護老人

ホーム青藍荘、豊一児童センター、豊一地区文化祭、豊一豊寿会、

豊津西地区福祉委員会、豊二地区公民館、西山田地区公民館、ハピ

ネスさんあい、東地区福祉委員会、ファミリーマート吹田千里山西

店、(福)さつき福祉会、(福)松柏会 エバーグリーン、(福)のぞみ福祉

会 シード、(福)緑地福祉会 プレーゴ緑地公園、藤白台地区福祉委員

会、藤白台デイサービスセンター、ブルーリボン、南ヶ丘こども園、

南山田みどり保育園、メヌホット千里丘、モスバーガー吹田北口店、

山一地区福祉委員会、山五地区公民館、山三地区公民館、山手地区

公民館、山手地区福祉委員会、リコージャパン(株)、ローソン吹田寿

町店 

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、介護老人保健施設アザリア、菓子処 ふる里、(株)オーク

ワ泉大津店、北公民館、勤労青少年センター、くつろぎ処べっかん

こ、経費老人ホーム慈恵園、こどもフェスティバル、市役所、曽根

弥生学習館、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、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ルート関空、南

公民館、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 浦堂認定こども園、共働舎花の会、聖ヨハネ学園、高槻あいわ保育

園、高槻給食(株)メグマート、高槻けやきの郷、高槻荘、槻ノ木荘、

出丸苑、奈佐原寮、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、三島の郷、やまびこ園 

貝塚市 麻生中郵便局、油甚、杏樹喫茶店、石谷医院、井端たこやき店、う
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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、ガーデン喫茶マキノ、介護老人福祉施設 水間ケ

丘、貝塚いぶき作業所、貝塚警察署、貝塚こすもすの里、貝塚市消

防署、貝塚誠心園、貝塚青年会議所、貝塚ロータリークラブ、加神

郵便局、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、高齢者複合施設ミ

モザ、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、沢郵便局、サンシティ貝塚自治会、JA大阪泉州貝塚南支

店、塩五、社協事務所、せんごくの里、蕎原簡易郵便局、たから寿

司 本店、たから寿司 まるやま、田口誠税理士事務所、団地管理組

合サンシティ貝塚、漬物小池商店 清児店、津田北町会館、堤ふれあ

い喫茶、手づくりパン工房アケボノ、徳野石油、二色パークタウン

郵便局、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、半田郵便局、東町会、東山自治会館、

深川本店、(福)延寿会、(福)どんまい、フランス屋 二色パークタウン

店、ほっこりの里、ほの字の里、堀町会館、堀郵便局、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、理容ヤマサキ、よしだ鍼灸整骨院、脇浜

南ふれあい喫茶 

枚方市 イオン枚方店、恩地食品(株)、介護老人保健施設なごみの里、(株)サ

ンエスモータース、(株)ヤマジ、(株)ワカバヤシ、枚方市社会福祉協

議会、枚方市役所関係施設、ファミリーマート枚方御殿山店、(福)

大阪福祉事業財団 南海香里のさと、(福)大阪府母子寡婦福祉連合会 

特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム 悠々の苑、(福)秀美福祉会 ア

イリス、(福)松樹会 ケアハウスつくしんぼ長尾、(福)聖徳園 香里敬

愛保育所、(福)聖徳園 中振敬愛保育所、(福)日本コイノニア福祉会 ハ

レルヤ保育園、(福)寝屋川聖和福祉会 三矢ゆりかご保育園、(福)枚方

療育園、 (福 )船橋福祉会、 (福 )めぐみ会  常称寺保育園、

PRO-KARATEDO連盟 理心塾 

茨木市 安威公民館、葦原コミュニティセンター、葦原多世代交流センター、

イオンスタイル茨木、イオンスタイル茨木店、イオンモール茨木店、

石河公民館、五十鈴市民プール、茨木公民館、茨木商工会議所、茨

木農業協同組合、大池コミュニティセンター、太田公民館、太田公

民館分室、春日丘公民館、春日コミュニティセンター、(株)ヤナセ、

川端康成文学館、キリシタン遺物史料館、郡コミュニティセンター、
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こども健康センター、彩都西コミュニティセンター、沢池コミュニ

ティセンター、沢池多世代交流センター、沢良宜いのち・愛・ゆめ

センター、シニアプラザいばらき、市民総合センター、市民体育館、

社会福祉協議会事務局、市役所玄関前、庄栄コミュニティセンター、

庄栄図書館、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、白川公民館、進栄タイヤ、総持寺いのち・愛・ゆめセンター、

玉櫛公民館、玉島公民館、男女共生センターローズWAM、中央図書

館、中条公民館、中条図書館、天王公民館、東洋薬粧(株)、豊川いの

ち・愛・ゆめセンター、中津コミュニティセンター、西河原コミュ

ニティセンター、西河原市民プール、西河原多世代交流センター、

西公民館、忍頂寺スポーツ公園・竜王山荘、畑田コミュニティセン

ター、東コミュニティセンター、東市民体育館、東奈良コミュニテ

ィセンター、ひだまり、福井公民館、福井多世代交流センター、福

祉市民体育館、ぷらっとホームティータイムりんりん、文化財資料

館、北辰出張所、保健医療センター、穂積コミュニティセンター、

穂積図書館、三島コミュニティセンター、水尾コミュニティセンタ

ー、水尾図書館、南茨木多世代交流センター、南市民体育館、耳原

公民館、見山公民館 

八尾市 愛光園、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）、介護者(家族)の会、Cafe ROWAN、(株)ガイア、喫茶 琴、久

宝寺愛の郷、くらし学習館 会館講座 ３D体操(金)、くらし学習館 会

館講座 ３D 体操(木)、くらし学習館 会館講座 イキイキ歌体操、く

らし学習館 会館講座 歌唱レッスン(火)、くらし学習館 会館講座 歌

唱レッスン(金)、くらし学習館 会館講座 華道、くらし学習館 会館

講座 着付(月)、くらし学習館 会館講座 着付(土)、くらし学習館 会

館講座 くみひも、くらし学習館 会館講座 子ども茶道、くらし学習

館 会館講座 詩舞、詩吟、くらし学習館 会館講座 新舞踊、くらし

学習館 会館講座 はがき書画(火)、くらし学習館 会館講座 はがき書

画(水)、くらし学習館 会館講座 ハワイアンフラダンス、くらし学習

館 会館講座 ハンドメイド、くらし学習館 会館講座 リサイクル洋

裁、くらし学習館 子ども硬筆、くらし学習館 生活大学、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、

しあわせの郷、JR八尾駅前商店会、信貴の里、障がい者福祉サービ

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
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振苑、特別養護老人ホーム 吉兆苑、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  ピュア、特別養護老人ホーム  ホーム太子堂、

PicaPica作業所、(福)あさひ福祉会、(福)医真福祉会、(福)風の会 共

同作業所 風、(福)久義会 特別養護老人ホーム 高秀苑、(福)信貴福祉

会 ひばり作業所、(福)ひまわり福祉会 ひまわり、(福)ポポロの会 里

の風、(福)養珠会 特別養護老人ホーム 長生園、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

尾地区保護司会、八尾中央ライオンズクラブ、八尾中央ロータリー

クラブ、八尾トーコー住器㈱、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、山本南商店街振興組合、ゆ

うとおんうえ～ぶ、ゆうとおんは～と、有料老人ホームさとやま、

遊輪館、ライフサポートおいばら、リーデンススクエア久宝寺駅前、

ルフレ八尾、ロータス紬、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 アムリタ、イオンモール日根野店、いこらも～る泉佐野、泉ヶ丘園、

泉佐野文化振興財団、イズミヤ、栄公苑、エルダーケア、オークワ

松風台店、介護老人福祉施設ホライズン、上之郷保育園、きちょう

苑、ぎんなん、ケアハウス泉佐野、恵誠の里、社会福祉法人犬鳴山、

社会福祉法人清光会、障がい者支援施設 泉ヶ丘療護園、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、

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 イオン金剛東店、喫茶なごみ、ケアハウスゆう、コミュニティセン

ターかがりの郷、金剛第３住宅管理組合、金剛連絡所、総合福祉会

館、寺池台校区福祉委員会、ナルク富田林「露子の会」、(福)こごせ

福祉会、緑ヶ丘地区福祉委員会 

寝屋川市 イオンスタイル四條畷、イオンモール四條畷、萱島シティ・ステー

ション、香里シティ・ステーション、西シティ・ステーション、ね

やがわシティ・ステーション、寝屋川市役所、寝屋川市立あざみ保

育所、寝屋川市立コスモス保育所、寝屋川市立さくら保育所、寝屋

川市立さざんか保育所、寝屋川市立さつき保育所、寝屋川市立たん

ぽぽ保育所、寝屋川市立保健福祉センター、東シティ・ステーショ

ン、(福)いわき会 特別養護老人ホーム 和の里、(福)栄光会 特別養護

老人ホーム 寝屋川十字の園、(福)大阪誠昭会 ねやがわ寝屋の森こど
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も園、(福)大阪誠昭会 もくれん保育園、(福)毅正会 特別養護老人ホ

ーム 寝屋池田長寿の里、(福)敬英福祉会 特別養護老人ホーム 幸楽

の里ねや川、(福)広成福祉会 特別養護老人ホーム 香里寿苑、(福)秋

桜福祉会 グループホーム楠根の里、(福)淳風会 グリーンヒル淳風、

(福)真清福祉会、(福)聖森会、(福)東仁福祉会 こまどり保育園、(福)

東仁福祉会 しらゆり保育園、(福)豊野保育園 豊野保育園、(福)寝屋

川市社会福祉協議会、(福)寝屋川聖和福祉会 ゆりかご保育園、(福)

寝屋川福祉会 桜木保育園、(福)寝屋川めぐみ園 寝屋川めぐみ保育

園、(福)百丈山合掌会、(福)みつわ会 地域生活支援センターあおぞら、

(福)みつわ会 ブリーゼ、(福)みつわ会 みつわ会寝屋川製作所、(福)

明徳園 明徳保育園、(福)もくせい会 認定こども園 きんもくせい保

育園、(福)百合会 ケアハウス清徳、(福)療育・自立センター すばる・

北斗、(福)療育・自立センター 療育センターあかつき・ひばり園、(福)

療育・自立センター 療育センター短期入所施設 大谷の里 

河内長野市 あまの園、天野公民館、天見公民館、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、加

賀田公民館、川上公民館、河内長野ガス(株)、河内長野市いきいき高

齢・福祉課、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、河内長野市立障がい者福祉センターあかみね、

河内長野市立福祉センター 錦渓苑、関西サイクルスポーツセンタ

ー、関西スーパー河内長野店、くすのかホール、ケンタッキーフラ

イドチキン河内長野店、こころっと、子育て支援センターあいっく、

コマサ化粧品本店、市民総合体育館、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、生涯学習推進室（キックス）、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、泰昌

園、高向公民館、千代田公民館、特別養護老人ホーム ふれあいの丘、

南花台公民館、南花台福祉委員会、バナナリーフ、フレッシュなが

の、三日市公民館、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)、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河内長野店、ワークメイト聖徳園 

松原市 阿保くすのき保育園 

大東市 (株)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、和泉市立総合福祉会館、和泉市立北部総合福祉

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」、

オークワ和泉小田店、オークワ和泉中央店、オークワ和泉納花店、
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KOHYO 光明池店、山陽マルナカ和泉店、シュナイダーエレクトリ

ックホールディングス(株)泉大津営業所、(福)大阪障害者自立支援協

会 大阪ワークセンター、(福)大阪障害者自立支援協会 ケアハウス

OSAKA歓の里、プライスカット鶴山台店 

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

原市保護司会、柏原市役所、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、(株)ジェイテクト、サラヤ(株)、西山診療所、日本ピグメント

(株)、(福)英芳会 かしわ保育園、(福)柏原市社会福祉協議会、(福)北

阪福祉会 北阪保育園、(福)くるみ福祉会 障害福祉サービス夢工房く

るみ、(福)寿光会 柏原寿光園、(福)大幸福祉会 まどか保育園、（福）

武田塾 障害者支援施設高井田苑、(福)武田塾 児童養護施設武田塾、

(福)南河学園 児童養護施設南河学園、(福)南河学園附属国分保育園、

(福)日本コイノニア福祉会 旭ヶ丘まぶね保育園、(福)日本コイノニア

福祉会 大阪好意の庭、(福)日本コイノニア福祉会 第二好意の庭、(福)

フォレスト福祉会 障害福祉サービス風の森、(福)豊昌福祉会 みずほ

保育園、(福)明寿会 ケアハウスグリーンデル柏原、(福)明寿会 はく

とう、南大阪フジキン(株)、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、

総合スポーツセンターコロセアム、羽曳野市市民会館、羽曳野市立

生活文化情報センター、羽曳野市立丹比コミュニティセンター、羽

曳野市立東部コミュニティセンター、羽曳野市立羽曳が丘コミュニ

ティセンター、(福)羽曳野荘、陵南の森公民館、羽曳野市役所 

門真市 門真市保健福祉センター、ジェイ・エス ステージ、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、(福)小百合苑 柳町園、(福)つばき会 ホワイトハウス、守口市門

真市消防組合、幼保連携型認定こども園 おおわだ保育園 

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、成光苑

認定こども園正雀愛育園、摂津市社会福祉協議会、摂津市商工会、

摂津市役所、摂津市立保健センター、摂津青年会議所、摂津宥和会、

リーフ薬局、摂津市立コミュニティプラザ 

高石市 池忠羽衣店、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、菊寿苑、きゃらの郷、慶翠苑、

健幸フェスティバル、災害訓練、障がい者ふれあいプラザ、商工フ
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ェスティバル、瑞松苑、清高公民館、第 2 いずみ通所センター、た

かいし苑、高石市社会福祉協議会、高石市役所職員、高石障害者作

業所、高石障害者作業所家族会、高石市立診療センター、高石特別

養護老人ホーム、高石都市開発(株)、中央公民館、千代田公民館、デ

ージードーム、とろしプラザ、羽衣公民館、東羽衣公民館、三井化

学 社員寮 

藤井寺市 池田医院、介護老人保健施設ふじいでら、学生服の大ビル、数尾診

療所、可児医院、木曽路 藤井寺店、北村外科内科クリニック、久志

本クリニック、くるみ薬局、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、清水眼科、しゅらの郷福祉

会、白江医院、惣社保育園、髙橋酒店、竹口クリニック、チェリー

つばさ薬局、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、長崎医院、

ななこども園、ナワタクリニック、橋塚松井小児科、パンとくらし

の coccoya、ひかり保育園、ファーマシィはーと薬局、(福)賀光会、

藤井寺敬任会クリニック分院、藤井寺市医師会、藤井寺市社会福祉

協議会、藤井寺市商工会、藤井寺市シルバー人材センター、藤井寺

市地域サービス公社、藤井寺市訪問看護ステーション、藤井寺市役

所（福祉総務課・議会事務局・支所）、藤井寺市立市民総合体育館、

藤井寺市立生涯学習センター、藤井寺市立図書館、藤井寺市立老人

福祉センター 松水苑、藤井寺つばさ薬局、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、マルシンでんか、

有料老人ホーム ViVi 藤井寺、有料老人ホーム ラ・カーサ青山、葭

矢皮膚科医院、若葉 

東大阪市 アーバンケア稲田、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、あおぞらつぐみの家、あおぞら保育園、青葉学園、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、イオン布施駅前店、池田クリニック、生駒学園、石

切山手保育園、いなだ保育園、いんくる、ｗｉｌｌ、ういんぐ、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、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、かあむわーく、介護老人保健

施設アーバンケア、春日保育園、かわち野里、菊水第二保育園、き

ずり逢花苑、救護施設フローラ、近鉄バス(株)、くすのきこども園、

くすのきめぐみこども園、くつろぎ・友井荘、くるみ保育園、ケア
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ハウス喜里川、ケアハウス鴻の里、ケアハウスひらおか、ケアハウ

ス八戸ノ里向日葵、恵果保育園、公徳学園、向陽学園、五条老人セ

ンター、木の実キッズキャンパス、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、サンホーム、四季の風保育園、

四季の森なごみ、しまのうち保育園、社協本局、(N)ジャンボ、春光

園、しらゆき保育園、白鳩チルドレンセンター東大阪、進光自動車、

すずな保育園、すぷらうと、角田あおぞら保育園、角田総合老人セ

ンター、善根寺保育園、千寿園、第二愛保育園、第二東福、たいよ

う保育園、高井田保育所、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、タツタ電線、玉串保育園、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、とうふく布施、東福六万

寺、特別養護老人ホーム向日葵、どんぐり保育園、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、西若宮こ

ども園、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、枚岡交通、枚岡神社、枚岡

の里、フォレストガーデン、福寿苑、(福)ノーブル会、フタバ学園、

ポッポ第二保育園、ポッポ保育園、本庄こども園、マーヤ保育園、

牧野病院、マックスバリュー小阪店、マックスバリュー瓢箪山店、

みのわの里、むぎの穂第二保育園、むぎの穂保育園、恵の里、めだ

か保育園、やまゆり保育園、ヤンググリーン、吉城会計事務所、ラ

イフグリーン、ラインシネマ、ラプラージュ、累徳学園、レーベン

ズポルト、レーベンズラウム、蓮、蓮Ⅱ、和音堂、若江こども園、

若草園、若草工房、わかば、若福会、若宮こども園、若宮森の子こ

ども園、菊水第一保育園、ひしの美保育園、弥刀さつき保育園 

泉南市 ア・ラ・カルト PINO、青木松風庵 砂川店、青木整形外科、あさけ

焼肉店、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、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、Cafe 

ChouChou、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
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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、シャトレーゼ 泉南店、Shoryu、白井病院、しろくま鍼灸整

骨院、新泉南病院、信達大苗代郵便局、しんめん内科クリニック、

スーパーエバーグリーン 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、泉南一丘郵便局、泉南市社会福祉協議会、

泉南市商工会、泉南市総合福祉センター、泉南市役所、泉南市立図

書館、泉南新家クリニック、泉南新家郵便局、泉南信達牧野郵便局、

泉南砂川郵便局、泉南樽井郵便局、泉南ドラッグストアー アカカベ、

泉南郵便局、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店、デイリーヤマザキ泉南

新家店、中井内科医院、鳴滝簡易郵便局、西信達郵便局、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

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、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、リカーグ

ッズ エンジェル 

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、

四條畷荘、四條畷図書館、田原支所、田原台ひまわりこども園、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、交野市議会事務局窓口、交野市地域子育て支援センター、交

野保育園、交野幼稚園、私部保育園、倉治図書館、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、青年の家、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かたの美来、きんもくせい特別養護老人ホーム、

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、ほしだ幼稚

園、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、

ゆうゆうセンター、わかばこども園、倉治こども園、星田こども園 

大阪狭山 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、(医)恒昭会 青葉丘病

院、(医)恒尚会 兵田病院、井出眼科、今井医院、今井クリニック、(医)

山村歯科医院、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、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
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物館、大阪南農業協同組合 狭山西支店、大阪南農業協同組合 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、尾崎電設工業(株)、樫本病院、数田内科医院、(株)

浅野歯車工作所、(株)松源 大阪狭山店、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、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、狭山スカイハイツ自治会館、

さやま荘、さやま荘 食堂、狭山地区会館、狭山地区福祉委員会 ふ

れあい広場、さやまの里、狭山みんなの診療所、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(南第三幼稚

園)、市立こども園(南第二保育園)、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、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、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、南第三地区福祉委員会 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、山本こども園、やまもと歯
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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 阪南ゴルフ、勧都里、スーパーエバーグリーン阪南店、オークワわ

くわくシティ尾崎店、畚寅緑ヶ丘店、油甚阪南尾崎店、とぐち文具、

医療法人泉南玉井会 玉井整形外科内科病院、松若医院、眞門整骨

院、社会福祉法人玉田山福祉会 玉田山荘、社会福祉法人大泉会 玉

井泉陽園、社会福祉法人大泉会 メデケアタマイ、社会福祉法人光生

会 ピープルハウス阪南、社会福祉法人レーベンダンク ライフケア

尾崎、社会福祉法人ブロードハーモニィー ふれ愛四季の郷、社会福

祉法人日本ヘレンケラー財団 さつき園まつのき園、社会福祉法人舞

福祉会 舞グリーンフレンズ、社会福祉法人ぽけっと福祉会 ワーク

センターぽけっと、NPO 法人 ハートワークひだまり、社会福祉法

人野のはな マジックブルーム、NPO法人 くらしのたすけあいえぷ

ろんの会、有限会社ハルコーポレーション ケアショップハル、あた

ごプラザ（あたごプラザ協議会）、箱の浦おしゃべりサロン（箱の浦

自治会まちづくり協議会）、波太ほっとサロン（波太校区福祉委員

会）、阪南市教育委員会、社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会、阪

南市立尾崎公民館、阪南市立東鳥取公民館、阪南市立西鳥取公民館、

阪南市立文化センターサラダホール（株式会社大阪共立）、阪南市立

総合体育館（株式会社美津濃）、阪南市立老人福祉センター（NPO

法人シニアベンチャークラブ）、阪南市商工会、はなてぃカフェ（阪

南市ボランティアセンター）、阪南郵便局、阪南西鳥取郵便局、阪南

福島郵便局、阪南尾崎郵便局、阪南東鳥取郵便局、阪南和泉鳥取郵

便局、阪南箱作郵便局 

島本町 (医)清仁会、(一社)島本町シルバー人材センター、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)、島本町社会福祉協議会、島本町商工会、島本町役場、ト

ッパン・フォームズ関西(株) 大阪桜井工場、日立金属(株) 

豊能町 デイリーカナートイズミヤ 光風台店、豊能町社会福祉協議会、豊野

町役場 本庁、豊野町役場 吉川支所、豊能町立スポーツセンターシ

ートス、豊能町立図書館、豊能町立西公民館、豊能町立ユーベルホ

ール、阪急オアシス ときわ台店、老人福祉センター永寿荘、豊寿荘、

保健福祉センター、豊能町立中央公民館、老人福祉センター豊寿荘、

民生委員児童委員協議会 

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、
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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、第 2 三恵園、東部デイサービスセンター、ともがき、能勢町社

会福祉協議会、能勢町役場、B&G海洋センター、宝島福祉会、保健

福祉センター、みんとはうす、夢来人の家 

忠岡町 オークワ忠岡店、忠岡町総合福祉センター、忠岡町役場、チューリ

ップ保育園、ピープルハウス忠岡、丸福 tadaoka 

熊取町 (医)三和会 永山病院付属診療所、(医)爽神堂 七山病院、大阪泉州農

業協同組合 熊取支店、きのくに信用金庫 熊取支店、熊取小垣内郵

便局、熊取五門郵便局、熊取ニュータウン郵便局、熊取野田郵便局、

(公社)熊取町シルバー人材センター、五門地区福祉委員会、(福)アト

ム共同福祉会 アトム共同保育園、(福)永楽福祉会 特別養護老人ホー

ム 永楽荘、(福)大阪聴覚障害者福祉会 障害者支援施設 なかまの里、

(福)熊取町社会福祉協議会、(福)伸栄福祉会 デイサービスセンターし

んえい、(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）、(福)和光福祉会 障害者支援施設 熊取療育園 

田尻町 エヌゲートホテル大阪、(株)光洋 マックスバリュ羽倉崎店、高齢者

複合施設 インテフィール、seed りんくう店、特別養護老人ホーム 

フィオーレ南海 

岬町 大阪ゴルフクラブ、大阪泉州農業協同組合 岬支店、ゴルフパートナ

ー阪南練習場店、ショッピングセンターピノ 味かくや、寿司よし、

竹善商店、淡輪地区福祉委員会、中国飯店 紀淡、とっとパーク小島、

ビューティーサロン瀬戸、岬カントリークラブ、岬町商工会、岬多

奈川郵便局、岬淡輪郵便局、岬町社会福祉協議会、岬町役場、岬深

日郵便局、岬緑ヶ丘郵便局、岬郵便局 

太子町 大阪南農協 営農経済部、大阪南農協 営農指導部、大阪南農協 太子

支店、磯長郵便局、太子町まちづくり観光交流センター、太子町役

場 健康福祉部 福祉課、太子町立公民館、太子町立総合福祉センタ

ー、太子町立竹内街道歴史資料館、(福)朱音会 すずの音、(福)朱音会 

ふくの音、(福)英芳会 ワークショップエイブル大阪、(福)四天王寺福

祉事業団 四天王寺太子学園、(福)四天王寺福祉事業団 四天王寺悲田

太子乃園、(福)心和福祉会 松の木保育園、(福)太子町社会福祉協議会、

(福)太子椿の会 つばき作業所、(福)長生会 美野の里、(福)やわらぎ

保育園、(福)佳松会 科長の郷、道の駅 近つ飛鳥の里太子、ローソン

上宮太子校前 
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河南町 大阪芸術大学、大阪南農業協同組合 石川支店、大阪南農業協同組合 

河南支店、河南神山郵便局、河南町役場 住民生活課 窓口、河南郵

便局、(株)コナミスポーツクラブ、菊一寿司、キッチンハート、軽費

老人ホーム河南荘、栄鮨、スーパーセンターオークワ河南店、大ケ

塚郵便局、大宝薬局、地域密着型介護老人福祉施設ゆうり、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」、(福)あすかの会 あすかの園、(福)河南町社会

福祉協議会 窓口、(福)マイウェイ福祉の会 草笛の家、ワールド牧場 

千早赤阪村 千早赤阪村役場 

 


