
番号 団体 事務所等所在地 寄附金控除対象期間 備考

1 ＮＰＯ法人ＣＰＡＯ 大阪市生野区小路東六丁目５番４号
平成３１年１月１日から
令和５年９月６日まで

2 ＮＰＯ法人Ｇｉｆｔ

大阪市鶴見区今津北四丁目13番12号（令和２年９
月１日から）
大阪市福島区玉川一丁目４番17号カフェウエウエテ
ナンゴ内（令和２年８月31日まで）

令和４年1月1日から
令和9年11月15日まで

3 NPO法人Over The Rainbow 大阪市淀川区西中島七丁目１３番１０号
令和４年1月1日から
令和9年2月8日まで

4 ＮＰＯ法人コクレオの森 箕面市小野原西６丁目１５番３１号
令和２年１月１日から
令和７年１０月５日まで

5 ＮＰＯ法人日越関西友好協会
大阪市中央区博労町一丁目４番10号
エステート博労町ビル302号室

令和４年1月1日から
令和9年9月19日まで

6 ＮＰＯ法人日本血管映像化研究機構
大阪市西区西本町一丁目８番２号　三晃ビル５０５
号

令和３年１月１日から
令和７年１２月１３日まで

7 認定ＮＰＯ法人ノーベル
大阪市中央区内本町二丁目４番12号中央内本町ビ
ルディング701

令和４年１月１日から
令和9年3月20日まで

8 特定非営利活動法人ＤｘＰ
大阪市中央区天満橋京町１－27
ファラン天満橋33号室

令和２年１月１日から
令和７年６月７日まで

9 特定非営利活動法人Ｊ．ＰＯＳＨ 大阪市鶴見区今津南二丁目６番３号
平成３１年１月１日から
令和６年３月１９日まで

10 特定非営利活動法人アジア総合リハビリテーション研究所
大阪市城東区東中浜一丁目２番17号
第２栄泉ビル１階

平成３０年１月１日から
令和５年２月７日まで

11 特定非営利活動法人アニマルレフュージ関西 豊能郡能勢町野間大原595番地
令和３年１月１日から
令和８年５月１日まで

12 特定非営利活動法人いくの学園 大阪市中央区内淡路町一丁目３番11号の402号
令和３年１月１日から
令和８年４月２１日まで

13 特定非営利活動法人茨木東スポーツクラブレッツ 茨木市学園町４番18号
令和３年１月１日から
令和８年１０月３０日まで

14 特定非営利活動法人大阪ＮＰＯセンター 大阪市中央区平野町一丁目７番１号
令和４年1月1日から
令和9年8月26日まで

15 特定非営利活動法人大阪自然史センター 大阪市平野区加美北八丁目１番18号
平成３１年１月１日から
令和６年３月３０日まで

16 特定非営利活動法人大阪精神医療人権センター 大阪市北区西天満五丁目９番５号谷山ビル９階
令和２年１月１日から
令和７年６月４日まで

17 特定非営利活動法人大阪被害者支援アドボカシーセンター
大阪市天王寺区伶人町２番７号大阪府夕陽丘庁舎
内

平成３０年１月１日から
令和５年３月１０日まで

18 特定非営利活動法人健康ラボステーション
大阪市北区天満橋一丁目８番30号ＯＡＰタワー1005
号

令和２年１月１日から
令和７年３月２９日まで

19 特定非営利活動法人こどもの里 大阪市西成区萩之茶屋二丁目３番24号
平成３０年３月１６日から
令和５年３月１５日まで

20 特定非営利活動法人児童虐待防止協会

大阪市浪速区日本橋五丁目14番10号松竹ビル６階
Ｃ(令和２年６月24日から)
大阪市中央区谷町七丁目４番15号大阪府社会福祉
会館内(令和２年６月23日まで)

平成３０年１１月１２日から
令和５年１１月１１日まで

21 特定非営利活動法人消費者支援機構関西

大阪市中央区南新町一丁目２番４号椿本ビル５階
502号室（令和元年８月23日から）
大阪市中央区石町一丁目１番１号天満橋千代田ビ
ル（令和元年８月22日まで）

令和２年１月１日から
令和７年１月８日まで

22 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・大阪 大阪市天王寺区東高津町十一丁目５番303号
令和３年１月１日から
令和８年７月１１日まで

23 特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会 大阪市西区江戸堀一丁目13番２号
令和２年１月１日から
令和７年１１月１９日まで

24 特定非営利活動法人大東市青少年協会 大東市末広町１番301号
平成３１年１月１日から
令和５年１０月８日まで

25 特定非営利活動法人出発のなかまの会 大阪市生野区田島一丁目10番30号
平成３１年１月１日から
令和６年７月１０日まで

26 特定非営利活動法人地球環境市民会議
大阪市中央区内本町二丁目１番19号
内本町松屋ビル10－470号室

平成３１年１月１日から
令和６年３月１９日まで

27 特定非営利活動法人チャイルド・リソース・センター
大阪市福島区福島八丁目１０番１４号松尾マンショ
ン２０１号室

令和３年１月１３日から
令和８年１月１２日まで

28 特定非営利活動法人トゥギャザー 大阪市浪速区難波中３－９－１
令和２年１月１日から
令和５年１月３１日まで

29 特定非営利活動法人徳育空手道を奨める会
大阪市大正区南恩加島五丁目７-105（株）ヨコタ商
店内

令和元年８月８日から
令和６年８月７日まで

30 特定非営利活動法人西日本がん研究機構 大阪市浪速区元町一丁目５番７号
令和２年１月１日から
令和７年８月３０日まで

31 特定非営利活動法人日越堺友好協会 堺市堺区戎之町西１丁１番３０号
令和２年１０月８日から
令和７年１０月７日まで

32 特定非営利活動法人日本救援衣料センター 大阪市中央区安土町一丁目５番８号本町DSビル
平成２９年１月１日から
令和９年１０月１６日まで

33 特定非営利活動法人日本クリニクラウン協会 大阪市北区末広町３番１１号
令和３年１月１日から
令和８年１１月２８日まで

34 特定非営利活動法人日本ベジタリアン協会
大阪市淀川区宮原一丁目19－23ステュディオ新御
堂1317号室

令和２年８月４日から
令和７年８月３日まで

35 特定非営利活動法人ニューメディア人権機構 大阪市港区波除四丁目１番37号HRCビル９階
平成３１年１月１日から
令和６年７月２４日まで

36 特定非営利活動法人寝屋川ラグビークラブ 寝屋川市田井町２９番２号
令和２年１月１日から
令和７年２月４日まで

37 特定非営利活動法人はぐくみ 高槻市郡家新町６５－１９
令和２年１０月６日から
令和５年１０月５日まで

38 特定非営利活動法人ビッグイシュー基金 大阪市北区堂島二丁目３番２号
令和４年１月１日から
令和９年３月２６日まで

39 特定非営利活動法人ふーどばんくＯＳＡＫＡ 堺市東区八下町一丁122番地
令和２年１月１日から
令和７年４月２１日まで

40 特定非営利活動法人メリーミーズ 大阪市北区同心二丁目14番19号
令和元年７月２２日から
令和６年７月２１日まで

41 特定非営利活動法人ゆめ風基金 大阪市東淀川区東中島一丁目13番43号
令和４年1月1日から
令和9年8月30日まで

42 特定非営利活動法人ラヂオきしわだ 岸和田市野田町一丁目６番19号栄光ビル
平成３１年１月１日から
令和５年９月１９日まで

43 特定非営利活動法人わかくさ 大阪市浪速区日本橋５丁目９番２１号
令和２年１０月８日から
令和７年１０月７日まで

44 認定ＮＰＯ法人大阪府高齢者大学校
大阪市中央区法円坂1－1－35アネックスパル法円
坂

令和４年1月1日から
令和9年9月13日まで

45 認定特定非営利活動法人ささえあい医療人権センターコムル
大阪市北区西天満三丁目13番９号西天満パークビ
ル４号館５階

令和３年１月１日から
令和８年６月３０日まで



46 認定特定非営利活動法人障害者放送通信機構 大阪市北区東天満二丁目７番地12号スターポート
令和２年１月１日から
令和７年９月８日まで

47 緑の地球ネットワーク 大阪市港区市岡一丁目５番24号
平成３１年１月１日から
令和６年４月８日まで

48 特定非営利活動法人岸和田健老大学 岸和田市野田町一丁目12番７号
令和３年１月７日から
令和８年１月６日まで

49 特定非営利活動法人サードプレイス 泉佐野市市場東二丁目326番地の７
令和３年５月１８日から
令和８年５月１７日まで

50 特定非営利活動法人Homedoor 大阪市北区本庄東一丁目９番14号
令和４年１月１日から
令和９年１月２２日まで

51 特定非営利活動法人ビッグイシュー基金 大阪市北区堂島二丁目３番２号
令和４年１月１日から
令和９年３月２６日まで

52 特定非営利活動法人シニア自然大学校 大阪市中央区谷町三丁目１番18号
令和４年１月１日から
令和８年９月25日まで

53 特定非営利活動法人アジアン・アーキテクチュア・フレンドシップ 大阪市中央区本町四丁目1番13号
令和４年3月4日から
令和9年3月3日まで

54 特定非営利活動法人 日本救援衣料センター 大阪市中央区安土町１-５-８ 本町DSビル８F
令和４年1月1日から
令和9年10月16日まで

55 特定非営利活動法人色彩生涯教育協会
大阪市西区靱本町二丁目２番22号
ウツボパークビル502

令和４年8月18日から
令和9年8月17日まで


