
緩和決定事業所（大阪府全体）
所管市町村 法人名 事業所名 事業所番号

大阪市 株式会社　メディカル・サプライ クルーヴ・ロジュマン今里 2791500040

大阪市 医療法人　遊心会 リ・リブホーム 2779101241

大阪市 医療法人　淀井病院 医療法人淀井病院　グループホーム　マルベリー 2790800086

大阪市 医療法人　全人会 グループホームソシアス西淀川大野 2771000961

大阪市 医療法人　秀壮会 アンセジュール塚本 2799100116

大阪市 株式会社　美咲 グループホームみさき中茶屋 2799200072

大阪市 株式会社　フィールド グループホームこころあい海老江 2790200022

大阪市 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ あびこケアセンターそよ風 2772001745

大阪市 医療法人　正志会 医療法人正志会グループホームしょうかく 2773001306

大阪市 医療法人　正志会 医療法人正志会グループホームひりゅう 2793000015

大阪市 生活協同組合ヘルコープおおさか グループホーム　野江ゆおびか 2794400032

大阪市 医療法人　港南会 グループホーム南風 2772700767

大阪市 三協グループ株式会社 第３グループホーム「やすらぎ」 2790400036

大阪市 株式会社のどか グループホームのどか新北島 2795900063

大阪市 株式会社のどか グループホームのどか住之江 2795900014

大阪市 株式会社のどか グループホームのどか三津屋 2799100082

大阪市 株式会社のどか グループホームのどか蒲生 2794400123

大阪市 株式会社のどか グループホームのどか弁天町 2790400069

大阪市 社会福祉法人気づき福祉会 グループホーム野田いやし園 2790200014

大阪市 株式会社のどか グループホームのどか津守 2773301789

大阪市 株式会社のどか グループホームのどか花園 2793300068

大阪市 株式会社エバカラー ウェル永楽 2792700094

大阪市 医療法人港南会 グループホームフルライン 2792700011

大阪市 有限会社永世会 有限会社永世会グループホーム成寿苑 2775802214

大阪市 有限会社サンビック グループホームサンビック 2775802164

大阪市 有限会社サンビック グループホームサンビック２ 2795800164

大阪市 株式会社フレンド グループホームフレンド天王寺 2791700020

大阪市 医療法人真芳会 いきいきグループホーム太子橋 2793100112

大阪市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター加美北認知症対応型共同生活介護 2795800081

大阪市 医療法人浩治会 医療法人浩治会グループホームゆめの里 2771501083

堺市 ㈱カームネスライフ グループホームこころとからだ東湊 2796000053

堺市 （福）和風会 グループホーム紫苑 2796300081

堺市 （株）愛のケア工房はるか グループホームみんなのわが家はるか 2796400105

堺市 （福）上神谷福祉会 グループホーム高倉 2796400113

豊中市 有限会社岸本総合企画 グループホームアミティ豊中 2774002170

豊中市 医療法人神明会 グループホームロ・スカーロしばはら・リボーン 2794000253

豊中市 株式会社ユーアイプラチナ グループホームユーアイ緑丘 2794000329

豊中市 株式会社カームネスライフ グループホームここから緑地公園 2794000022

豊中市 特定非営利活動法人いきいきライフ協会 グループホームいきいき東豊中 2774002352

豊中市 有限会社豊中オアシス グループホーム豊中末広 2774003061

豊中市 株式会社エイトサービス グループホーム豊中オアシス 2774001149

豊中市 ＳＯＭＰＯケア株式会社 そんぽの家　豊中南曽根 2774001131

豊中市 特定非営利活動法人オリーブの園 グループホームひより南 2774001206

豊中市 特定非営利活動法人オリーブの園 グループホームひより 2774000992

豊中市 特定非営利活動法人いきいきライフ協会 グループホームいきいき服部西 2774001925

豊中市 社会福祉法人　池田さつき会 グループホームポプラ豊中南 2794000246

池田市 有限会社サン・ニシダ グループホームさんふらわぁ 2772500977

池田市 愛らいふサービス株式会社 ラ・セゾン 2792500155

吹田市 社会福祉法人こばと会 社会福祉法人こばと会グループホームたんぽぽ 2771601974

吹田市 特定非営利活動法人エコロジーネットワーク エコ吹田 2771602063

吹田市 社会福祉法人西谷会 認知症高齢者グループホーム憩～江坂～ 2791600303

高槻市 有限会社心友 グループホーム共生の里 2790900183

高槻市 社会福祉法人高志会 れんげ荘グループホーム 2770901664



高槻市 特定非営利活動法人きらら グループホームきらら 2790900290

高槻市 社会福祉法人香西会 グループホームティアラ 2790900084

枚方市 有限会社つくし野 グループホームつくし野香里ヶ丘 2792400174

枚方市 医療法人中屋覚志会 医療法人中屋覚志会　グループホームくずは丘 2792400232

茨木市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター茨木上穂積 2794200085

茨木市 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 春日丘荘グループホーム 2774201368

八尾市 有限会社愛生会ケアサービス ケアホーム愛生（たかやす） 2775501337

八尾市 有限会社愛生会ケアサービス ケアホーム愛生（しおんじ） 2775500891

寝屋川市 特定非営利活動法人緑樹会 グループホーム緑樹 2770302004

寝屋川市 株式会社エフ・エム・シー介護サービス グループホームFMC大利ホーム 2790300111

松原市 社会福祉法人はるかぜ福祉会 グループホーム華まつばら 2794800033

松原市 社会福祉法人マーヤ グループホームマーヤの家柴垣 2794800025

大東市 社会福祉法人　いずみの会 グループホーム八重桜 2791900109

箕面市 株式会社エンプロイ あすなるグループホーム牧落 2791400159

柏原市 株式会社日本ケアコンサルティング グループホーム柏原 2774600635

羽曳野市 社会福祉法人三松会 グループホームたんぴ野 2793800075

羽曳野市 社会福祉法人ふくふく会 グループホームみやびのもり 2793800109

羽曳野市 阪本織布株式会社 グループホームぶどうの家2番館 2793800125

藤井寺市 社会福祉法人　邦寿会 グループホーム　どうみょうじ高殿苑 2793400025

藤井寺市 株式会社　ケア２１ グループホーム　たのしい家藤井寺 2793400058

東大阪市 株式会社ケア２１ グループホームたのしい家八戸ノ里 2795000161

東大阪市 医療法人宝三会 医療法人宝三会グループホームさくら 2795000203

東大阪市 株式会社プラティア グループホームプラティア八戸ノ里 2795000740

東大阪市 株式会社カームネスライフ グループホームここから吉田本町 2795000054

東大阪市 株式会社シンシア あいおいホームグループホーム英田 2795000500

東大阪市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター石切　認知症対応型共同生活介護 2795000112

東大阪市 株式会社コミュニティハウス・夢 グループホームみんなの家・福ちゃん 2795000286

交野市 有限会社エヌケイカンパニー グループホームさくら 2773600446

富田林市 平成建設興業株式会社 「さらそうじゅ」の家 2774901132

富田林市 社会福祉法人　成和会 菊水苑喜志の郷 2794900023

富田林市 有限会社ケア・プラザ ケア・プラザれんげの里 2774900555

河内長野市 有限会社サポートハウス藤 サポートハウス藤 千代田 2770701130

河内長野市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター河内長野 2790700096

大阪狭山市 有限会社　ケアステーション大空 グループホームあおぞら 2779300413

泉大津市 メディカル・ケア・サービス関西株式会社 愛の家グループホーム　いけうら 2770600415

泉大津市 メディカル・ケア・サービス関西株式会社 愛の家グループホーム　あびこ 2770600423

貝塚市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター貝塚 2791300078

貝塚市 社会福祉法人　貝塚誠心園 グループホームきしまの里 2791300029

貝塚市 社会福祉法人　寺田萬寿会 グループホームまんじゅ貝塚 2791300086

貝塚市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター堀 2791300094

泉佐野市 社会福祉法人　常茂恵会 グループホーム　ラポート 2774501171

泉佐野市 株式会社エスカンパニー 泉佐野介護福祉センター 2794500088

泉南市 有限会社ディスカバリー グループホーム虹Ⅱ 2795600010

阪南市 株式会社はるす グループホームはるすのお家・阪南 2779500517

阪南市 株式会社童子 グループホーム白馬 2799500133

熊取町 株式会社カメリヤ・プランニング グループホームつばき 2791200039

くすのき広域連合 株式会社ケア２１ グループホームたのしい家西三荘 2793200094

くすのき広域連合 株式会社ケア２1 グループホームたのしい家四條畷 2795700026

くすのき広域連合 社会福祉法人　諭心会 グループホーム門真千寿園 2772601080


