
番号 団体 事務所等所在地 寄附金控除対象期間 備考

1 社会福祉法人愛光会 八尾市服部川三丁目74番地２
令和３年１月１日から
令和８年２月２１日まで

2 社会福祉法人あさひ福祉会 八尾市老原八丁目52番地－１
令和２年１月１日から
令和７年１０月２９日まで

3 社会福祉法人アトム共同福祉会 泉南郡熊取町長池２番１号
令和２年１月１日から
令和７年１２月１６日まで

4 社会福祉法人池田さつき会 池田市東山町555番１
平成２８年１月１日から
令和３年３月１０日まで

5 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市城南三丁目１番40号
令和２年１月１日から
令和７年５月２５日まで

6 社会福祉法人池田芽ばえ福祉会 池田市東山町589番地
令和４年1月1日から
令和9年12月27日まで

7 社会福祉法人泉大津みなと会 泉大津市汐見町85番地の１
令和３年１月１日から
令和８年１２月１６日まで

8 社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会
泉佐野市中庄1102番地
泉佐野市立社会福祉センター内

令和２年１月１日から
令和７年１０月２９日まで

9 社会福祉法人和泉市社会福祉協議会
和泉市府中町四丁目20番４号
和泉市立総合福祉会館内

令和２年１月１日から
令和７年１１月２５日まで

10 社会福祉法人いずみ野福祉会 岸和田市三田町1336番地
令和４年1月1日から
令和9年12月27日まで

11 社会福祉法人ＡＢＣ福祉会 泉南郡熊取町五門西四丁目830番地の１
令和３年１月１日から
令和８年１２月１６日まで

12 社会福祉法人大阪狭山市社会福祉協議会 大阪狭山市今熊一丁目85番地
平成３０年１月１日から
令和５年３月５日まで

13 社会福祉法人大阪市社会福祉協議会 大阪市天王寺区東高津町12番10号
平成３１年１月１日から
令和６年３月７日まで

14 社会福祉法人大阪市都島区社会福祉協議会
大阪市都島区都島本通三丁目12番31号　都島区在宅サービス
センター内

令和２年１月１日から
令和７年１２月１６日まで

15 社会福祉法人大阪市淀川区社会福祉協議会 大阪市淀川区三国本町２－１４－３
令和２年１月１日から
令和７年１１月３日まで

16 社会福祉法人大阪水上隣保館 三島郡島本町山崎五丁目３番18号
令和２年１月１日から
令和７年９月１日まで

17 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会
大東市末広町15番６号（令和２年２月２日から）
大阪市東成区玉津二丁目11番28号（令和２年２月１日まで）

令和４年1月1日から
令和9年12月27日まで

18 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
大阪市中央区中寺一丁目１番54号
大阪社会福祉指導センター内

令和２年１月１日から
令和７年６月１日まで

19 社会福祉法人大阪ＹＭＣＡ 東大阪市御厨南三丁目１番18号
令和３年１月１日から
令和８年１２月１６日まで

20 社会福祉法人貝塚市社会福祉協議会 貝塚市畠中一丁目18番８号
平成３０年１月１日から
令和５年２月２２日まで

21 社会福祉法人かわち野福祉会 東大阪市長瀬町一丁目５番13号
令和４年1月1日から
令和9年12月27日まで

22 社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 岸和田市野田町一丁目５番５号
令和２年１月１日から
令和７年１１月２５日まで

23 社会福祉法人楠福祉会 四條畷市中野一丁目１番20号
令和３年１月１日から
令和８年１２月１６日まで

24 社会福祉法人久義会 八尾市桂町五丁目11番地６
令和２年１月１日から
令和７年１１月２５日まで

25 社会福祉法人享佑会 大阪狭山市大野西742番地の11
令和２年１月１日から
令和７年１１月３日まで

26 社会福祉法人公共社会福祉事業協会 東大阪市荒本北一丁目５番44号
令和２年１月１日から
令和７年１０月２５日まで

27 社会福祉法人向陽学園 東大阪市大蓮東四丁目４番３号
平成３０年１月１日から
令和５年２月２２日まで

28 社会福祉法人宏和会 堺市堺区京町通１番21号
平成３１年１月１日から
令和６年３月１９日まで

29 社会福祉法人こごせ福祉会 富田林市北大伴町三丁目５番30号
平成３０年１月１日から
令和５年２月１２日まで

30 社会福祉法人コスモス 堺市東区野尻町８番地４
令和３年１月１日から
令和８年９月７日まで

31 社会福祉法人堺あすなろ会 堺市南区稲葉三丁1581番地
令和２年１月１日から
令和７年１０月２９日まで

32 社会福祉法人四恩学園 大阪市住吉区苅田四丁目３番９号
平成３０年１月１日から
令和５年４月８日まで

33 社会福祉法人信貴福祉会 八尾市楽音寺一丁目84番地
令和２年１月１日から
令和７年１１月１０日まで

34 社会福祉法人島本町社会福祉協議会 三島郡島本町桜井三丁目４番１号
令和２年１月１日から
令和７年１２月２日まで

35 社会福祉法人島本福祉会 三島郡島本町若山台一丁目793番４
令和２年１月１日から
令和７年１１月３日まで

36 社会福祉法人秀明会 吹田市岸部中二丁目７番１２号
令和２年１月１日から
令和７年９月１日まで

37 社会福祉法人秀和福祉会 大阪市鶴見区諸口６丁目２番７号
令和３年１月１日から
令和８年１０月２６日まで

38 社会福祉法人寿栄会 東大阪市長栄寺21番24号
令和２年１月１日から
令和７年１０月５日まで

39 社会福祉法人松福会 大阪市西淀川区大和田二丁目５番11号
平成３０年１月１日から
令和５年８月８日まで

40 社会福祉法人信光園 東大阪市吉田五丁目８番２号
令和２年１月１日から
令和７年１１月１０日まで

41 社会福祉法人水仙福祉会 大阪市東淀川区小松１－１３－２１
令和２年１月１日から
令和７年１０月５日まで

42 社会福祉法人青山会 東大阪市菱屋東二丁目４番２１号５階
令和２年１月１日から
令和７年１１月２５日まで

43 社会福祉法人聖ヨハネ学園 高槻市宮之川原二丁目９番１号
令和２年１月１日から
令和７年８月１０日まで

44 社会福祉法人泉南市社会福祉協議会 泉南市樽井一丁目８番47号
平成２９年１月１日から
令和４年２月１４日まで

45 社会福祉法人千歩会 大阪市生野区巽北一丁目１４番３号
平成２９年１月１日から
令和４年１月２５日まで

46 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会 高槻市城西町４番６号
令和３年１月１日から
令和８年２月２１日まで

47 社会福祉法人田尻町社会福祉協議会 泉南郡田尻町嘉祥寺883番地１
令和２年１月１日から
令和７年６月９日まで

48 社会福祉法人千早赤阪福祉会
南河内郡千早赤阪村大字水分59（令和２年６月15日から）
南河内郡千早赤阪村大字小吹68－912（令和２年６月14日まで）

令和２年１月１日から
令和７年１２月１６日まで

49 社会福祉法人千早赤阪村社会福祉協議会 南河内郡千早赤阪村大字二河原邊８番地の１
令和３年１月１日から
令和８年９月７日まで
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50 社会福祉法人つくし会 大東市諸福六丁目３番33号
令和３年１月１日から
令和８年３月２１日まで

51 社会福祉法人であい共生舎 枚方市磯島元町21番10号
令和２年１月１日から
令和７年１２月１６日まで

52 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 豊中市岡上の町二丁目１番15号
令和２年１月１日から
令和７年１１月１０日まで

53 社会福祉法人どんぐり福祉会 東大阪市中小阪五丁目14番２号
令和２年１月１日から
令和７年１２月１６日まで

54 社会福祉法人能勢町社会福祉協議会 豊能郡能勢町宿野114番地
令和２年１月１日から
令和７年１０月２５日まで

55 社会福祉法人野のはな 阪南市和泉鳥取950番７
令和３年１月１日から
令和８年２月２１日まで

56 社会福祉法人バオバブ福祉会 松原市田井城六丁目328番地２
令和２年１月１日から
令和７年９月１日まで

57 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会 羽曳野市誉田四丁目１番１号
令和３年１月１日から
令和８年１２月２６日まで

58 社会福祉法人ひまわり 松原市天美南二丁目190番地
令和２年１月１日から
令和７年１０月２５日まで

59 社会福祉法人藤井寺市社会福祉協議会 藤井寺市北岡一丁目２番８号
藤井寺市立福祉会館内
令和２年１月１日から
令和７年１２月２日まで

60 社会福祉法人ふたかみ福祉会 羽曳野市白鳥三丁目16－３、102号
平成３０年１月１日から
令和５年１０月１４日まで

61 社会福祉法人ぽぽんがぽん 茨木市真砂玉島台８番20号
令和３年１月１日から
令和８年９月７日まで

62 社会福祉法人マイウェイ福祉の会 南河内郡河南町大字白木1033番地４
令和２年１月１日から
令和７年１１月２５日まで

63 社会福祉法人光久福祉会 大阪狭山市池尻中一丁目12番８号
令和２年１月１日から
令和７年１０月２５日まで

64 社会福祉法人八尾市社会福祉協議会 八尾市本町二丁目４番10号八尾市立社会福祉会館内
令和２年１月１日から
令和７年１２月２日まで

65 社会福祉法人友愛会 茨木市大字安元２７番地
令和３年１月１日から
令和８年１月１７日まで

66 社会福祉法人百合会 寝屋川市石津中町15番13号
令和２年１月１日から
令和７年１１月１０日まで

67 社会福祉法人ラポール会 大阪狭山市東茱萸木四丁目1977番地
令和２年１月１日から
令和７年１１月３日まで

68 社会福祉法人立青福祉会 松原市松ヶ丘三丁目845番
令和２年１月１日から
令和７年６月９日まで

69 社会福祉法人竜華福祉会 八尾市太子堂四丁目１番３２号
令和２年１月１日から
令和７年１１月３日まで

70 社会福祉法人わかくさ福祉会 高槻市郡家新町48番２号
平成３１年１月１日から
令和６年９月２４日まで

71 社会福祉法人摂津市社会福祉協議会 摂津市三島二丁目５番４号
令和３年１月１日から
令和８年９月７日まで

72 社会福祉法人日本コイノニア福祉会 柏原市国分本町二丁目６番11－203号
令和３年１月１日から
令和８年１０月２６日まで

73 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 箕面市白島三丁目5番50号
令和４年１月１日から
令和９年４月18日まで

74 社会福祉法人リアン 堺市堺区南清水町一丁5番1号
令和４年１月１日から
令和9年5月18日まで

75 社会福祉法人風の会 八尾市八尾木東三丁目9番地
令和４年１月１日から
令和9年7月12日まで

76 社会福祉法人花園精舎 東大阪市吉田五丁目15番14号
令和４年１月１日から
令和9年8月31日まで

77 社会福祉法人ひまわり会 堺市堺区高砂町四丁109番地3
令和４年1月1日から
令和9年10月31日まで

78 社会福祉法人 わたぼうし福祉会 八尾市西山本町１-４-16
令和４年1月1日から
令和9年12月27日まで

79 社会福祉法人  愛佳会 大阪市西区立売堀２-３-27
令和４年1月1日から
令和9年12月27日まで

80 社会福祉法人 徳風会 枚方市田口山２丁目５番１号
令和４年1月1日から
令和9年12月27日まで


