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地区 芳名 

北区 

区大淀コミュニティセンター、区社会福祉協議会、区民センター、区役所、済美福

祉センター、地域社会福祉協議会(大淀西・大淀東・豊崎・豊崎東・中津)、地域女

性会(中之島・西天満・堀川)、豊崎東連合振興町会(ふれあい喫茶)、西天満地域

福祉センター、本庄会館、老人福祉センター(大淀・北) 

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、区社会

福祉協議会、区体育厚生協会、区母と子の共励会、区民センター、区老人福祉

センター、東朋病院、都島スポーツセンター、都島地区保護司会 

福島区 

愛輝幼稚園、大阪市コミュニティ協会 福島区支部協議会、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、(株)広拓、(株)全拓、野

田中学校、ふじのもり保育園 

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、大阪市立男女共同参画センター西部

館(クレオ大阪西)、大阪市立図書館、大津病院、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、

炭旬、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、北港学園保育所、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・中央会館)、大阪府立八尾高等学校 

第 29 期同窓会、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 

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、区社会福祉協議会、区役所、金光教玉水教会、立正佼成会 大阪普

門館 

港区 
区社会福祉協議会、区老人福祉センター、老人憩の家(池島・磯路・市岡・港晴・

築港・弁天・三先・八幡屋) 

大正区 

泉尾特別養護老人ホーム大正園、区こども子育てプラザ、区コミュニティセンタ

ー、区社会福祉協議会、区老人福祉センター、ビーナスホーム千島園、わかばワ

ークステーション大正 

天王寺区 

大阪市コミュニティ協会 天王寺区支部協議会、大阪市立男女共同参画センター

中央会館、大阪市立美術館、大阪府視覚障害者福祉協会、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、高津学園、天王殿 
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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 アシステンツア桜川、特別

養護老人ホーム なにわ、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 
区老人福祉センター、(福)招福会 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 

イーグルボール、大阪回生病院、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、ガイア東三国店、加島希望の家、かしま障害者センタ

ー、希望の園、(福)キリスト教ミード社会館、区社会福祉協議会、区役所、区役所

管理職会、十三公園事務所、高松建設(株)、田辺三菱製薬(株)、プラザオーサ

カ、マックスバリュ淀川三国店、淀川警察署、淀川消防署、淀川図書館、楽市楽

座 

東淀川区 

井高野ゴルフセンター、エフォール、北さくら園、区老人福祉センター、さかえ保

育園、ジュネス、新庄連合振興町会 女性部、東北環境事業センター、ともしび保

育園、ビハーラ、ビハーラこのみ園、メゾンリベルテ、淀川寮 

東成区 
いまそう今里会館、区社会福祉協議会、区役所、(福)山水学園保育園、真如苑 

玉造布教所 

生野区 
生野大好きっ子の会、コリアボランティア協会、サンボラム、市民生活支援センタ

ー、じゃがいもくらぶ、はるる企画、養護老人ホーム おがわ苑 

旭区 
あさひ希望の里、大宮まぶね保育園、区社会福祉協議会、特別養護老人ホーム 

旭さくら苑、特別養護老人ホーム ライフライト、豊里学園 

城東区 

関西スーパー(蒲生店・古市店)、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、野江特別養護老人ホーム城東

園、(福)わかまつ園 

鶴見区 

イオン鶴見緑地店、いずみの保育園、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、ケアハウスグリーンシティー秀和、咲くやこの花館、俊

英館保育園、俊英館第２保育園、城東病院、新協和病院、西部地域包括支援セ

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、特別養

護老人ホーム リベルタヴィータ、南部地域包括支援センター、にじのき保育園、

花博記念公園鶴見緑地(パークゴルフ場・パークセンター)、(株)丸石製薬労働組

合、みつばさ保育園、和田病院、(株)one A 

阿倍野区 

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、

区老人クラブ連合会、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、日本ヘレンケラー財団 平和

寮 

住之江区 

(特非)エイジコンサーン・ジャパン、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、住之江区加賀屋・粉浜地域包括支援センター、どろんこ保

育園、南大阪病院 
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住吉区 
あびこひかり保育園、区社会福祉協議会、区地域包括支援センター、区見守り

相談室、区老人福祉センター 

東住吉区 
(福)大阪市長居障がい者スポーツセンター、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 

平野区 

アルマ保育園、今川学園、瓜破 2 丁目住宅自治会、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、(福)すぎな保育

園、(福)大念仏寺社会福祉事業団、地区募金会、東洋ツール工業(株)、花源、平

野愛和学園・第 2 学園・第 3 学園、平野消防署、ふれあい喫茶 ひだまり、メガロ

コープ平野3号棟、(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 

西成区 
(福)大阪自彊館、大阪市社会福祉・研修情報センター、区社会福祉協議会、玉

出西保育園、(福)白寿会 

堺市 

イオン新金岡店、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)近畿圏部南部地域共創チーム

小さな灯運動南部支部、大阪労災看護専門学校、オレンジ・フェスタ RUN 伴、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、介護老人保健施設

堺 ラ・メール、北区域交流まつり、近畿中央胸部疾患センター、軽費老人ホーム

延命荘、区役所(東・西・南・北・美原)、グループホーム ハーモニー美木多、ケア

ハウス美和、ケアハウスゆーとりあ、警察署(北堺・堺・南堺)、堺市医師会、堺市

役所、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

祉事業団、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

市博物館、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、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

2018、支援センターしらさぎ、市立体育館(大浜・鴨谷・初芝)、市立図書館(中央・

堺・中・東・西・南・北・美原)、清心寮、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 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 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、(株)ブレイザーズスポーツクラブ、(福)フローラ藤の会、

ベルランド総合病院、みはら区民まつり、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・中・東・西・南・北) 、堺

市社会福祉協議会 各区事務所(堺・中・東・西・南・北・美原)、堺市総合福祉会

館 
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岸和田市 

愛彩ランド、ASANTE、Azzurro美容室、囲碁クラブ、いるか薬局、with美容室、大

阪舘 春木店、大阪緑ヶ丘、隠れ家 BAR Closet、菓匠よこ山、カンプリ 泉州店、

岸和田デイサービスなごみ館、岸和田民主商工会、きたばた酒店、季乃陣、くす

の木、くぼた鍼灸整骨院、毛糸花工房、コーナン商事(株)岸和田三田店、co. Bar 

A-style、こまちや、小山梅花堂、御幸食堂、さぬきや、ジョニーのからあげ、(株)

白ゆり、STRIPE BALLOON、Spain Bar El Camino、スポーツショップ ロブ、(有)泉

州薬局 岸和田市民病院前店、(株)泉南オートグリル、創作ダイニングこうゆう、

創作厨房はじめや、Dining Kitchen MASA、(株)宝泉丸油 第２阪和岸和田サービ

スステーション、竹本鍼灸整骨院、TACK'N ROLL、楽酒家、地域包括支援センタ

ー 社協久米田、茶居夢、手打うどん 鶴八、手打ちうどん 不二屋、寺田酒造、ド

ゥールース、とっぷ整体整骨院、とりやす、西之内町会館、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、藤田ヒヤリングセンター、fusion 

food raha、ふれあい喫茶 もみじ、Hair Coordinate Space AQUA、宮久保薬局、

みらい薬局 畑町店、LOHAS CAFÉ、和陶器の店 やわらぎ 

豊中市 
(福)愛和会、アルゴ 7、おか鍼灸整骨院、KOHYO(SENRITO 店・阪急曽根店)、市

社会福祉協議会、ピーコックストア 千里中央店、老人介護者(家族)の会 

池田市 

池田地区保護司会、石橋プラザ、市精神障害者家族会てしま会、介護付有料老

人ホームレリーサポプラ、介護老人福祉施設 ハートフルこうだ、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、市社

会福祉協議会、市身体障害者福祉会、市手をつなぐ親の会、市保健福祉総合セ

ンター、市母子寡婦福祉会、市友愛クラブ連合会、市立図書館、特別養護老人

ホーム オレンジ池田、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、Holy Holy 

Familiar Tree Café 
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吹田市 

旭ヶ丘学園、旭ヶ丘学園千一分室、あす～る吹田、イオン(北千里店・南千里

店)、イズミヤ千里丘店、いのこの里、内本町デイサービスセンター、江坂町公民

館、エバーグリーン、介護老人福祉施設ちくりんの里、柿の木坂の家、柏本、片

山地区文化祭、Cup's、川園町連合自治会、かんてんぱぱ、きしべ地域人権協

会、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、コミュニティセンター(亥の子谷・千一・千里山)、(福)さつき福祉会、

サラージュ南吹田、シード、四季、市社会福祉協議会、児童センター(千里山竹

園・豊一)、市母子寡婦福祉会、市役所、シャロン千里、寿楽荘、市立亥の子谷デ

イサービスセンター、シルバー人材センター、吹田竜が池ホーム、スペース、生

活ネットワーク 虹、千里出張所、千里ニュータウンこども園、千里山会館、千里

山・佐井寺図書館、千里山西デイサービス、千里山やまて学園、千里寮、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

(江坂大池・岸一・岸二・北山田・佐井寺・吹一本館・吹一分館・吹南・吹二・吹六・

千一・千三・千二・千里新田・豊二・西山田・山五・山三)、地区福祉委員会(青山

台・片山・北山田・佐竹台・五月が丘・吹三・千二・東・山一)、津雲台市民ホール、

特別養護老人ホーム 青藍荘、豊一地区文化祭、はぎのきこども園、ハピネスさ

んあい、ファミリーマート 吹田江坂 5 丁目店、ブルーリボン、古江台地区寿楽会

連合会、プレーゴ緑地公園、保育園(あいの南千里駅前・あやめ・きりん夜間愛育

園・吹一・吹六・千里山・第二愛育園・高野公園・玉川学園・西山田・東・藤白台・

南千里・南・南山田みどり・山田第三・山田)、南ヶ丘こども園、メヌホット千里丘、

メルヴェイユ吹田、モスバーガー 吹田北口店、郵便局(内本町・千里丘上・千里

山西・千里山)、離宮千里山、ローソン 吹田寿町店 

泉大津市 

泉大津さんま祭実行委員会、泉大津市消防署、市立南公民館、和泉乳児院、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、くつろぎ

処べっかんこ、軽費老人ホーム慈恵園、KOHYO 泉大津店、こどもフェスティバ

ル、市シルバー人材センター、市保健センター、市民活動支援センターおづプラ

ザ、市立北公民館、市立勤労青少年ホーム、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、炭火焼けいじ、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(すこやか・南海かもめ・アイビ

ースクール・アンビー・とれぞあ・ぱる・みらいずこども園)、ふじいただひろ整骨

院、(医)府中病院付属きらら保育所、ホテルきららリゾート関空、ワークさつき、ワ

ークショップかりん 

高槻市 
市社会福祉協議会、真如苑 悠音精舎、(福)高城会、特別養護老人ホーム 高槻

荘 
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貝塚市 

杏樹喫茶店、石谷医院、井端たこやき店、うずしお、永寿亭(株)マルカ支店、戎前

ふれあい喫茶、(福)延寿会、オークワ貝塚三ツ松店、大阪庄や、大阪信用金庫 貝

塚支店、ガーデン喫茶マキノ、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、貝塚誠心園、貝塚ロータリークラブ、Cafe 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、西校区福祉委員

会いきいき部会、コープ貝塚店、桜塚ふれあい喫茶チェリー、JA 大阪泉州 貝塚南

支店、塩五、久保府住自治会館、東山自治会館、市社会福祉協議会、せんごくの

里、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、地区公民館(浜手・山手)、町会館(久保・小瀬・木積・津田北・馬

場・東・堀)、漬もの小池商店 清児店、堤ふれあい喫茶、手づくりパン工房アケボ

ノ、徳野石油(畑中欽也)、(福)どんまい、パサトーレ、深川 本店、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、三ヶ山町ふれあいセンター、みずなす

工房よさこい、水間ヶ丘、みつばちアフタースクール、山口整形外科、郵便局(貝塚

蕎原簡易・麻生中・貝塚澤・加神・パークタウン二色の浜・半田・堀)、夢二色、りぶり

ー、理容ヤマサキ、脇浜南ふれあい喫茶 

守口市 一品料理 吉祥、しらゆり園守口荘 

枚方市 

アイリス、イオン枚方店、恩地食品(株)、介護老人保健施設なごみの里、くずはあけ

ぼの保育園、ケアハウスつくしんぼ長尾、(株)サンエスモータース、市役所関係施

設、常称寺保育園、特別養護老人ホーム・経費老人ホーム 悠々の苑、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 

茨木市 

あいあい塾、イオンスタイル茨木、イオンスタイル新茨木、イオンモール茨木、いの

ち愛ゆめセンター(沢良宜・総持寺)、茨木商工会議所、茨木市農業協同組合、茨木

市役所正面玄関、上中条青少年センター、川端康成文学館、キリシタン遺物史料

館、クリエイトセンター、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

アプラザいばらき、コミュニティセンター(葦原・大池・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)、市社会福祉協議会、市

民体育館(茨木市・東・南)、五十鈴市民プール、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、進栄タイヤ、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 WAM、東洋薬粧

(株)、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、北辰出張所、保健医療センター、

(株)ヤナセ 
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八尾市 

愛光園、(福)あさひ福祉会、あすか八尾、(福)医真福祉会、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、喫茶 

琴、久宝寺愛の郷、共同作業所 風、グループホーム穴太のせせらぎ、グレイ

ス八尾、CLOVER YAO B 型事業所、ケアハウスやまなみ、里の風、幸寿、しあ

わせの郷、JR 八尾駅前商店会、信貴の里、市社会福祉協議会、市役所・関係

機関 、障がい福祉サービス「きっと」、つくしんぼ作業所、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、八尾観光協会、八尾菊

花ライオンズクラブ、八尾市母子寡婦福祉会、八尾商工会議所、八尾市私立

保育園連盟、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、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(マンション)、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、ワクワクセンターひばり、吾亦紅 

泉佐野市 

アムリタ、泉ヶ丘園、泉ヶ丘療護園、イズミヤ泉佐野店、(福)犬鳴山、栄公苑、

エルダーケア、オークワ松風台店、上之郷保育園、きちょう苑、ケアハウス泉

佐野、恵誠の里、コープ泉佐野、シャッピーハウス、市立社会福祉センター、全

日本空輸(株) 関西空港支店、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、金剛第三住宅自治会、市社会福祉協議会、市役所、(福)悠

生会 
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寝屋川市 

イオン四條畷、イオンモール四條畷、輝きのまちケアハウス池田、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、市社会福祉協議会、シ

ティ・ステーション(香里・西・ねやがわ・東)、市役所、市立保育所(コスモス・さく

ら・あざみ・さざんか・たんぽぽ)、市立保健福祉センター、(福)聖森会、たつき

福祉作業所、地域生活支援センター あおぞら、つかさの家、月の輪学院、つ

ばさ福祉作業所、特別養護老人ホーム いちょう園、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 寝屋

川十字の園、特別養護老人ホーム 和の里、認定こども園(池田保育園・きんも

くせい保育園・桜木保育園・第 3 きんもくせい保育園・太陽保育園・ねやがわ成

美の森・ねやがわ寝屋の森)、(福)百丈山合掌会、ブリーゼ、保育園(石津・エ

ルミン・こまどり・しらゆり・豊野・寝屋川東・寝屋川めぐみ園・ひまわり・明徳・ゆ

りかご)、(福)真清福祉会、みつわ会寝屋川製作所、隆光学園、療育センター

あかつき・ひばり園、ワークセンター小路 

河内長野市 

あまの園、あやたホール、アングラーズ 河内長野店、石仏小学校区福祉委員

会 いきいき健康のつどい、au ショップ 外環河内長野店、オークワ河内長野

店、加賀田小学校区福祉委員会ふれあい交流会、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

野市薬剤師会、関西サイクルスポーツセンター、関西スーパー、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)、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、市いきいき高齢・福祉課、市社会福祉協議会、市生活福祉課、市民総

合体育館、市民窓口課、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)、障がい者福祉センター、しょうとく園、

消費生活センター、シルバー人材センター、生登福祉センター、泰昌園、千代

田東地区 バラエティフェスタ、長野地区 ほのぼのフェスタ、南花台 3 丁目福

祉委員会 紅葉まつり、南花台 3 丁目福祉委員会 役員会、南花台福祉委員

会、バナナリーフ、福祉センター、ふれあいの丘、フレッシュながの、美加の台

地区 ふれあい演芸会、みなと寮、みのでホール、モスバーガー、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、南都銀行 

和泉市 

イオン和泉府中店、石臼挽き蕎麦 いづみや、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・和泉中央店)、KOHYO 光明池

店、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、特別養護老人ホーム 光明荘、特別養護老人ホーム ひかりの

園、プライスカット 和泉鶴山台店、マルナカ 和泉店 

箕面市 (福)箕面市社会福祉協議会、箕面市立総合保健福祉センター 
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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、大阪中河内農業協同組合 堅下支店、大阪有機化学工業

(株)、かしわ保育園、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、北阪保育園、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、南河学園附属国分保

育園、西山診療所、日本ピグメント(株)、はくとう、(株)フジキン、まどか保育園、

みずほ保育園、宮脇書店 

羽曳野市 

柏原羽曳野集合工場事業協同組合、市立コミュニティセンター(羽曳が丘・丹

比・東部)、四天王寺大学、四天王寺悲田院、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、(福)羽曳野市社会福祉協議会、羽

曳野市役所、(福)羽曳野荘、陵南の森公民館 

門真市 

大阪キリスト教社会館診療所、ジェイ・エス ステージ、市障がい者相談支援セ

ンター ジェイ・エス、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、ホワイトハウス、守口市門真市消防組合、柳町

園、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、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、(福)摂津宥和会、リーフ薬局 

高石市 

綾井南海住宅自治会 あやなんカフェ、池忠 羽衣店、いずみ通所センター、オ

ークワ高石羽衣店、大園自治会 大園カフェ、カモンたかいし、関西スーパー 

高石駅前店、菊寿苑、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、市保健医療センター、市民体育大会、障がい者ふれあいプ

ラザ、瑞松苑、第二いずみ通所センター、たかいし苑、高石障害者作業所、高

石障害者作業所 家族会、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、2 区自治会 なごみカフェ、三井化学(株) 社員寮 
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藤井寺市 

青山病院、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、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、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、市福祉総務課、市訪問看護ステーション、清水眼科、市役所(福祉総務課・

支所)、(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、総合福祉施設 どうみょうじ高殿苑、

惣社保育園、そごうクリニック、高橋酒店、竹口クリニック、たべ処 にしや、チ

ェリーつばさ薬局、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、ななこども園、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、のぎく作業所、橋塚松井小児科、はな薬局、パンと暮らしの coccoya、

ひかりこども園、ファーマシィ薬局はーと、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、元村医院、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、あおぞらつぐみの家、アストラス、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、いんくる、will、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・ロイ、かあむわーく、介護老人保健

施設アーバンケア、かわち野里、かわち野里ながせ、救護施設フローラ、近鉄

バス(株)、くつろぎ・友井荘、ケアセンター向日葵、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、公徳学園、向陽学園、五条老人センター、

さくらんぼ、サンホーム、四季の里なごみ、社協本局、(特非)ジャンボ、春光

園、(株)進光自動車、すぷらうと、角田総合老人センター、千寿園、第二東福、

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、チ

ャレンジ DO オアシス、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、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)、布市福寿苑、花園精舎、パンジー、ビオスの丘、

東大阪商工会議所、東大阪養護老人ホーム、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、布施ラインシネマ、プレジャーライフ、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、吉城会計事

務所、ライフグリーン、ラプラージュ、レーベンズポルト、レーベンズラウム、レ

ジスタ、蓮、蓮Ⅱ、和音堂、若江学院、若草園、若草工房、わかば 
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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 泉南支店、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、おやつ工房 café おりーぶ、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・フレール、坂口整形外科、サンエス温水プール、Cyan、

市社会福祉協議会、市商工会、市総合福祉センター、市役所、シャトレーゼ 泉南

店、Shoryu、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、スーパーエバーグリーン 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、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、まつみや整骨院、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 

四條畷市 市社会福祉協議会・市役所・市役所支所・図書館 

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、

こども園(あさひ幼児園・あまだのみや幼児園・倉治・くらやま幼児園・星田・わか

ば)、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、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・第二きんもくせい・

ふじが丘)、星田出張所、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、幼稚園(開智・交野・高岡・ひかりの子・ふじがお・ほしだ) 
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大
阪
狭
山
市 

(株)浅野歯車工作所、穴川整形外科医院、アピス薬局、アピス薬局 金剛店、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、池尻なな保育園、池尻保育園、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、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、奥平薬局、尾崎電設工業(株)、おざさクリ

ニック、樫本病院、辛川医院、花梨つばさ保育園、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・本部)、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、きら

り保育園、きりの診療所、近畿大学医学部附属病院、くすのき薬局、くみのき苑、くみの木地区

中央公民館、クラフトハウス、クレヨン薬局、クローバー悠苑、ケアハウスフレスコ、好寿苑、(医)

恒尚会 青葉丘病院、(医)恒尚会 兵田病院、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、金剛整骨院、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)、SAYAKA ホール、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(老人福祉センター)、さやま荘 食堂、さやまの里、狭

山みんなの診療所、三光天薬局 狭山店、サン薬局、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、十字堂薬局、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・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、

たつみ整骨院、田中歯科医院、田中整骨院、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、辻本病院、つぼみこども園、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、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、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、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、府立狭山池博物館、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、ふれあい広場(狭山地区福祉委員会・南第一地区福祉委員会・南第二

地区福祉委員会・南第三地区福祉委員会)、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、やきとり大吉 狭山店、山崎鍼灸整骨院、(医)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 
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阪南市 

あたごプラザ(あたごプラザ協議会)、油甚阪南尾崎店、エバグリーン阪南店、

えぷろんの会、(福)大泉会、(福)大泉会 玉井泉陽園、オークワわくわくシティ尾

崎店、勘都里、(福)光生会 ピープルハウス阪南、市社会福祉協議会、市立公

民館(尾崎・西鳥取・東鳥取)、市立総合体育館((株)美津濃)、市立文化センター

サラダホール((株)大阪共立)、(医)泉南玉井会、玉井整形外科内科病院、(福)

玉田山福祉会 玉田山荘、とぐち文具、(福)日本ヘレンケラー財団 さつき園・ま

つのき園、(福)野のはな マジックブルーム、NPO 法人ハートワークひだまり、

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)、はなてぃカフェ(阪南市ボランティアセンター)、(有)ハル

コーポレーション ケアショップハル、阪南ゴルフ、阪南市教育委員会、阪南市

商工会、畚寅緑ヶ丘店、(福)ブロードハーモニィー ふれ愛四季の郷、(福)ぽけ

っと福祉会 ワークセンターぽけっと、(福)舞福祉会 舞グリーンフレンズ、眞門

整骨院、松若医院、メデケアタマイ、郵便局(阪南和泉鳥取・阪南尾崎・阪南西

鳥取・阪南箱作・阪南東鳥取・阪南福島・阪南・阪南)、ライフケア尾崎、(福)レ

ーベンダンク、老人福祉センター 

島本町 

大阪染工(株)、サントリースピリッツ(株)、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、島本町人権文化センタ

ー、(医)清仁会、トッパン・フォームズ関西(株)、日立金属(株) 

豊能町 

町社会福祉協議会、町立ユーベルホール、町立中央公民館、町立西公民館、

町立図書館、町立スポーツセンターシートス、町立保健福祉センター、町立老

人福祉センター 永寿荘、町立老人福祉センター 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、町役場 

能勢町 

青山荘、大里荘、おおさとの赤い屋根、北大阪名月荘、くりのみ園、三恵園、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、みんとはうす、夢来人の家、役場 

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、大阪泉州農協 熊取支店、きのくに信用金庫 熊取支店、

熊取小垣内郵便局、(公社)熊取町シルバー人材センター、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、五門地区福祉委員会、七山病

院、障がい者支援施設くまとり弥栄園、障害者支援施設 熊取療育園、障害者

支援施設 なかまの里、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、つばさ共同保育園、デ

イサービスセンターしんえい、デイサービスセンター第 2 弥栄園、特別養護老

人ホーム 永楽荘、特別養護老人ホーム 弥栄園、永山病院付属診療所 

田尻町 
エヌゲートホテル大阪、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 
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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、町社会福祉協議会、とっとパーク小島、ビューティ

サロン瀬戸、町役場、岬カントリークラブ、町商工会、郵便局(岬・岬多奈川・岬

淡輪・岬緑ヶ丘・岬深日) 

太子町 

エイブル大阪、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、カインズ 太子店、サンプラザ 太子店、科長の郷、磯長郵便

局、すずの音、太子学園、太子町まちづくり観光交流センター、太子乃園、町

社会福祉協議会、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、つばき作業所、ふくの音、町役場 健康福祉部 福祉課、松の木保育園、

道の駅 近つ飛鳥の里太子、美野の里、やわらぎ保育園、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、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、菊一寿司、キッチンハート、草笛の家、軽費老人ホーム河南荘、(株)コナ

ミスポーツクラブ、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、町社会福祉協議会、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」、やまなみホール、ワールド牧場 

千早赤阪村 村役場 
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大阪府 

アジア太平洋トレードセンター(株)、ＡＮＡ ＦＥＳＴＡ(株)伊丹店、いばらき大谷学

園、(福)茨木厚生会 特別養護老人ホーム聖和荘、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、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、大

阪地方検察庁、(一社)大阪聴力障害者協会、(福)大阪手をつなぐ育成会、大阪

府咲洲庁舎、(福)大阪府社会福祉協議会、(一財)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、(福)大阪ボランティア協会、大阪

歴史博物館、(株)大西、霞が関コモンゲート管理組合、カフェ菜、(株)関西アー

バン銀行 本店営業部、きど動物病院、(福)亀望会 ケアハウスコスモスガーデ

ン、(福）亀望会 特別養護老人ホーム江之子島コスモス苑、(福)救世軍社会事

業団 救世軍希望館、近畿ＳＣＤ・ＭＳＡ友の会、堺市里親会「つながり会」、

(福)秀英会 特別養護老人ホーム生駒園、(宗)真如苑 本町、全日本空輸(株) 

大阪空港支店、タビオ(株)、(福)天王福祉会 天王こども園、とうちゃん、特別養

護老人ホーム常清の里、特別養護老人ホームせっつ桜苑、独立行政法人福

祉医療機構 大阪支店、長居競技場管理事務所、長居庭球場、長居トレーニン

グセンター、長居プール、日本生命病院、(公社)日本リウマチ友の会 大阪支

部、(公社)認知症の人と家族の会 大阪府支部、野田阪神カイロプラクティック

整体院、(株)阪急阪神ホテルズ ホテル阪神大阪、(株)汎設計、Ｆｒｅｅｄｏｍ、み

おつくし葦の葉会、みずほ信託銀行(株) 大阪支店、三井住友信託銀行(株) 

大阪本店法人業務部、三井不動産ビルマネジメント(株)(霞が関ビル)、三井不

動産ビルマネジメント(株)(新霞が関ビル)、三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 大阪支店、

(福)みどりの里 特別養護老人ホームみどりの里、(株)宮岸仏具、民澪会、もん

じゃ彩、やまと運輸(株)、(株)りそな銀行 阿部野橋支店 

 


