
指定避難所（福祉避難所） 令和４年12月13日現在
施設名 所在地
中津特別養護老人ホーム　喜久寿苑 大阪市北区芝田２－10－39
中津デイサービスセンター 大阪市北区芝田２－10－39
特別養護老人ホーム　北野よろこび苑 大阪市北区神山町15－12
特別養護老人ホーム　淳風おおさか 大阪市北区大淀南２－５－20
デイサービスセンター　淳風おおさか 大阪市北区大淀南２－５－20
特別養護老人ホーム　藤ミレニアム 大阪市北区本庄西２－６－15
藤デイサービスセンター 大阪市北区本庄西２－６－15
大阪整肢学院 大阪市北区中津２－２－22
複合介護施設　平成曽根崎苑 大阪市北区曾根崎１－１－20
大阪市立都島区老人福祉センター 大阪市都島区中野町４－２－24－108
軽費老人ホーム　ラフォーレからまつ 大阪市都島区中野町５－10－60
特別養護老人ホーム　からまつ苑 大阪市都島区中野町５－10－70
高倉地域在宅サービスステーション　からまつ 大阪市都島区御幸町２－10－12
中野地域在宅サービスステーション　からまつ 大阪市都島区中野町５－10－70
淀川地域在宅サービスステーション　ゆめ 大阪市都島区毛馬町５－５－23
特別養護老人ホーム　ひまわりの郷 大阪市都島区都島本通４－10－19
友渕地域在宅サービスステーション　ひまわり 大阪市都島区友渕町１－３－108
生活介護　たんばや 大阪市都島区毛馬町２－８－26
デイサービスフレッシュケアー 大阪市都島区都島中通３－５－14
介護老人保健施設　桜の宮苑 大阪市都島区都島区中通１－７－１
生活リハビリ館　デイサービスセンター 大阪市都島区高倉町3－2－31
デイサービス　ほのか 大阪市都島区毛馬町２－12－16
特別養護老人ホーム　青都荘 大阪市都島区都島中通３－14－20
とどまつ園 大阪市都島区都島北通２－12－25
あかまつ園 大阪市都島区御幸町２－10－23
生活訓練施設　加光 大阪市都島区東野田町５－５－16
就労移行支援事業所　きょうばし 大阪市都島区東野田町５－５－１
介護老人保健施設　東雄苑都島 大阪市都島区中野町１－13－12
福島区老人福祉センター 大阪市福島区海老江６－１－14
グランダ野田 大阪市福島区海老江１－５－14
ここち野田阪神 大阪市福島区海老江２－８－２
阪神長楽苑 大阪市福島区福島４－６－24
ワークはづき 大阪市福島区福島４－２－51
特別養護老人ホーム　福島ともしび苑 大阪市福島区吉野５－６－11
福島ともしび苑デイサービスセンター 大阪市福島区吉野５－６－11
福島育成園 大阪市福島区海老江１－８－８
生活介護　すずらんの園 大阪市福島区大開１－19－32
ケアホーム　こすもす 大阪市福島区海老江６－10－14
ケアホーム　ひだまり 大阪市福島区海老江６－10－15
社会福祉法人ゆうのゆう（デーセンターモモの家） 大阪市福島区吉野４－27－10
特別養護老人ホーム　平成福島苑 大阪市福島区海老江３－20－８
ケアハウス　大阪安立 大阪市此花区西九条３－４－61
特別養護老人ホーム　ガーデン天使 大阪市此花区島屋４－１－11
大阪市此花区在宅サービスセンター 大阪市此花区伝法３－２－27
特別養護老人ホーム　ラヴィータ　ウーノ 大阪市此花区伝法６－５－12
大阪市立此花作業指導所 大阪市此花区四貫島２－26－17
生活介護事業所　ぶるうむ此花 大阪市此花区島屋３－２－32
大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 大阪市此花区白津２－１－46
中央区在宅サービスセンター 大阪市中央区上本町西２－５－25
大阪城南ケアセンターそよ風 大阪市中央区森ノ宮中央２－５－３
たのしい家ときわ 大阪市中央区常磐町２－３－16
グループホームフレンド大阪中央 大阪市中央区高津３－14－26
ケアハウス　コスモスガーデン 大阪市西区靭本町３－６－18
特別養護老人ホーム　江之子島コスモス苑 大阪市西区江之子島１－８－44
養護老人ホーム　すみれ苑 大阪市西区川口３－６－14
特別養護老人ホーム　すみれ苑 大阪市西区川口３－６－14
港区在宅デイサービスセンターひまわり 大阪市港区弁天２－15－１
特別養護老人ホーム　ザイオン 大阪市港区市岡１－５－30
ザイオン　デイサービスセンター 大阪市港区市岡１－５－30
軽費老人ホーム　ケアハウス　なみよけ 大阪市港区波除５－４－７
デイサービスセンター　さくら 大阪市港区波除５－４－７
特別養護老人ホーム　第2愛港園 大阪市港区八幡屋４－８－１
特別養護老人ホーム　愛港園 大阪市港区八幡屋４－８－１
みなと　デイサービスセンター 大阪市港区八幡屋４－８－１
第2みなと　デイサービスセンター 大阪市港区八幡屋４－８－１
グループホーム　ときめき 大阪市港区八幡屋４－８－１
介護老人保健施設　港さつき苑 大阪市港区弁天４－16－18
デイサービスセンター　やすらぎ 大阪市港区弁天５－14－３　シーサイドヴィラ５番館１階
グループホーム　やすらぎ 大阪市港区弁天５－14－３　シーサイドヴィラ５番館２階
第2グループホーム　やすらぎ 大阪市港区弁天５－12－８
第3グループホーム　やすらぎ 大阪市港区弁天５－11－20
レストヴィラ弁天町 大阪市港区市岡１－２－24
港育成園 大阪市港区波除６－４－５
港第二育成園 大阪市港区波除６－４－５



地域生活援助事業所メープル 大阪市港区波除６－４－14
ワークスいけじま 大阪市港区池島３－６－15
ザイオン身体障害者デイサービスセンター 大阪市港区市岡１－５－30
救護施設　大阪市立第2港晴寮 大阪市港区田中３－１－130
ショートステイ　平成みなと苑 大阪市港区弁天２－８－16
特別養護老人ホーム　平成みなと苑 大阪市港区弁天２－８－16
小規模多機能　あおぞら 大阪市港区三先１－１－19
社会福祉法人秀生会　特別養護老人ホーム　ザイオン大阪港 大阪市港区築港１－９－７
SOMPOケア　そんぽの家　弁天町 大阪市港区南市岡２－５－９
大正区ふれあい福祉センター 大阪市大正区小林西１－14－３
大正区老人福祉センター 大阪市大正区泉尾３－９－16
軽費老人ホームケアハウス　つつじ荘 大阪市大正区北村３－５－10
泉尾特別養護老人ホーム　大正園 大阪市大正区北村３－４－３
泉尾特別養護老人ホーム　第二大正園 大阪市大正区北村３－５－10
障害者支援施設　ふくろうの杜 大阪市大正区北村３－５－12
介護老人保健施設つるまち 大阪市大正区鶴町２－15－18
特別養護老人ホーム　ビーナスホーム千島園 大阪市大正区千島１－23－26
障害者支援施設　知恩寮
障害児入所施設　法然寮

大阪市天王寺区城南寺町１－10

ホテルアウィーナ大阪 大阪市天王寺区石ヶ辻町19－12
天森養護老人ホーム 大阪市天王寺区城南寺町２－23
ポエミ上本町 大阪市天王寺区上汐４－５－４
浪速区老人福祉センター 大阪市浪速区下寺２－２－12
スワンなにわデイサービスセンター 大阪市浪速区浪速西２－11－６
デイケアセンター　夢の希 大阪市浪速区浪速東１－８－14
日本橋地域在宅サービスステーション 大阪市浪速区恵比須東２－１－４
浪速区在宅サービスセンター 大阪市浪速区難波中３－８－８
西淀川区在宅デイサービスセンター 大阪市西淀川区千舟２－７－７
養護老人ホーム　たいら 大阪市西淀川区福町２－11－７
介護老人福祉施設　水都ホーム福町 大阪市西淀川区福町２－11－７
西淀川特別養護老人ホーム 大阪市西淀川区大和田２－５－11
特別養護老人ホーム　ルーチェ千舟 大阪市西淀川区千舟２－７－２
特定非営利活動法人いきいき 大阪市西淀川区千舟２－10－６
姫島こども園 大阪市西淀川区姫島６－３－33
生活介護事業所　よつば 大阪市西淀川区大和田２－５－11
風の子そだち園 大阪市西淀川区姫島６－３－５
西淀川地域在宅サービスステーション 大阪市西淀川区福町２－４－16
社会福祉法人　陽光福祉会　陽光ひめじま苑 大阪市西淀川区姫島５－16－36
社会福祉法人　聖綾福祉会　せいりょう姫島 大阪市西淀川区姫島２－15－８
特別養護老人ホーム　加寿苑 大阪市淀川区加島１－34－８
特別養護老人ホーム　博愛の園 大阪市淀川区十三元今里３－１－88
加島希望の家 大阪市淀川区加島１－49－21
アンダンテ加島 大阪市淀川区加島１－36－46
かしま障害者センター 大阪市淀川区加島１－60－36
社会福祉法人博光福祉会　介護老人福祉施設　寿里苑ラピス 大阪市淀川区木川東２－19－15
社会福祉法人平成福祉会　特別養護老人ホーム　平成新高苑 大阪市淀川区新高４－15－25

社会福祉法人平成福祉会
障害者福祉サービス事業所　にいたかの里

大阪市淀川区新高４－15－28

社会福祉法人関西中央福祉会
特別養護老人ホーム　淀川暖気の苑

大阪市淀川区木川西４－５－40

社会福祉法人関西中央福祉会
障がい者支援施設　だんけのそのポレポレクラブ

大阪市淀川区木川西４－５－40

社会福祉法人愛孝福祉会　特別養護老人ホーム　愛孝野中苑 大阪市淀川区野中南２－８－27

就労移行支援事業所CONNECT　新大阪事業所 大阪市淀川区西中島５－６－９　新大阪第一ビル802
医療法人　けあき会　淀川老人保健施設　けあきのもり 大阪市淀川区新高１－７－20
特別養護老人ホーム　井高野園 大阪市東淀川区井高野３－１－58
井高野デイサービスセンター 大阪市東淀川区井高野１－４－50
淡路介護老人福祉施設　ビハーラ 大阪市東淀川区淡路５－11－17
新東淀地域在宅サービスステーション　ビハーラこのみ園 大阪市東淀川区菅原７－15－14
特別養護老人ホーム　ジュネス 大阪市東淀川区東淡路１－４－49
在宅支援サービス　ベラミ 大阪市東淀川区東淡路１－４－49
飛鳥ともしび苑　ディサービスセンター 大阪市東淀川区東中島３－14－24
老人介護福祉施設　だんらん 大阪市東淀川区淡路３－13－37
さわやかディサービスセンター 大阪市東淀川区東中島２－14－１
介護老人福祉施設　さわやか苑 大阪市東淀川区豊新２－15－20
グループホーム　フォーユー淡路 大阪市東淀川区西淡路４－15－25
障がい者支援施設　エフォール 大阪市東淀川区東淡路１－４－49
障害者支援施設　ハニカム 大阪市東淀川区淡路３－13－37
淡路地域在宅サービスステーション　ひざし 大阪市東淀川区西淡路２－３－22
大桐地域サービスステーション　おおぎり 大阪市東淀川区大桐１－１－12
特別養護老人ホーム　とよさと黄金の里 大阪市東淀川区大桐１－７－16
デイサービスセンター　たのしいデイずいこう 大阪市東淀川区瑞光２－８－15
デイサービスセンター　たのしいデイとよさと 大阪市東淀川区大道南３－２－14
介護付有料老人ホーム　たのしい家下新庄 大阪市東淀川区下新庄４－27－31



介護付有料老人ホーム　たのしい家東淀川大隅 大阪市東淀川区大隅１－３－29
大阪障害者就労支援センター 大阪市東成区大今里西１－29－14　４階
支援センター中 大阪市東成区玉津２－11－28
東成区在宅サービスセンター 大阪市東成区大今里南３－11－２
特別養護老人ホーム　サンローズオオサカ 大阪市東成区神路１－10－３
軽費老人ホーム　レインボー 大阪市東成区深江南３－14－６
特別養護老人ホーム　ハミングベル中道 大阪市東成区中道２－７－１
グループホーム　ハミングベル緑橋 大阪市東成区中本１－11－１
東成育成園 大阪市東成区大今里西１－１－15
特別養護老人ホーム　称揚苑 大阪市東成区深江北１－14－８
慶生会リハｂｙデイ深江北 大阪市東成区深江北１－14－８
有料老人ホーム
グラート大今里

大阪市東成区大今里南１－１－21

特別養護老人ホームアルカンシエル東成 大阪市東成区中本４－１－21
放課後等デイサービスうんどう広場　緑橋 大阪市東成区東中本１－16－11　ドミール鷲山１階
生活介護事務所　ハーモニー 大阪市東成区神路３－２－20
東成工房 大阪市東成区東今里２－１－19　西善ビル１・２階
サラダぼーる 大阪市東成区大今里西３－17－17　サンコート今里101
グループホーム　サボテンハウス 大阪市東成区神路３－７－10
グループホーム　さらんの家 大阪市東成区東小橋３－６－28
グループホーム　ハヌルの家 大阪市東成区大今里南５－17－２
生活介護事業所　ふりーすぺーすＳＵＮ 大阪市東成区大今里１－10-20
指定障害福祉サービス事業所なにわの宮
（就労継続支援Ｂ型café shade tree）

大阪市東成区中道３－15-16

かめやん家 大阪市生野区巽中４－13－４
養護老人ホーム　みのり苑 大阪市生野区巽中２－14－１
特別養護老人ホーム　インパレスみのり苑 大阪市生野区巽中３－14－３
特別養護老人ホーム　瑞光苑 大阪市生野区巽東４－11－10
住宅型有料老人ホーム　ファイン舎利寺
（舎利寺リハビリテーションセンター）

大阪市生野区勝山南４－14－12

故郷の家介護サポートセンター・大阪 大阪市生野区中川２－４－26
せいりょう巽北 大阪市生野区巽北３－４－13
特別養護老人ホーム　巽さくらら苑 大阪市生野区巽中１－５－８
デイサービス夢の箱　生野 大阪市生野区生野東２－５－８
特別養護老人ホーム　レインボー今里 大阪市生野区中川１－６－20
つるはし地域交流センター 大阪市生野区鶴橋２－15－28
知的障害者通所施設（生活介護事業所）匠 大阪市生野区勝山南１－17－12
特別養護老人ホーム　甍 大阪市生野区巽南３－７－30
特別養護老人ホーム 夢の箱 大阪市生野区勝山南１－17－43
やすらぎ苑 大阪市生野区田島３－６－13
指定障がい者支援施設　豊生園 大阪市生野区勝山北４－14－28
生野聴覚支援学校 大阪市生野区桃谷１－２－１
特別養護老人ホーム　あじさいの里 大阪市生野区勝山北３－13－20
社会福祉法人　弘道福祉会
上本町特別養護老人ホームラガール

大阪市生野区鶴橋１－９－34

特別養護老人ホーム　あいあい 大阪市旭区赤川１－６－12
特別養護老人ホーム　ゆうゆう 大阪市旭区高殿６－24－12
旭区在宅サービスセンター 大阪市旭区高殿６－16－１
特別養護老人ホーム　旭さくら苑 大阪市旭区清水３－15－23
特別養護老人ホーム　高殿苑 大阪市旭区高殿２－11－26
特別養護老人ホーム　ライフライト 大阪市旭区赤川２－１－20
地域在宅サービスステーション　翠 大阪市旭区生江３－27－６
豊里学園 大阪市旭区太子橋１－16－24
生江障害者会館 大阪市旭区赤川４－１－30
生江特別養護老人ホーム　白寿荘 大阪市旭区生江３－27－１
特別養護老人ホーム　至善荘 大阪市城東区蒲生４－２－10
大阪市城東区社会福祉協議会 大阪市城東区中央２－11－16
野江特別養護老人ホーム　城東園 大阪市城東区今福東２－２－25
特別養護老人ホーム　しぎの黄金の里 大阪市城東区鴫野東２－26－12
特別養護老人ホーム　城東こすもす苑 大阪市城東区蒲生２－２－38
うぇるほぅる 大阪市城東区古市１－21－41
アド企画 大阪市城東区東中浜２－10－13　緑橋グリーンハイツ１階
ウィング 大阪市城東区東中浜１－２－４
ディサービスセンター　和光 大阪市城東区成育５－22－16
介護老人保健施設グリーンライフ 大阪市城東区東中浜９－３－９
介護老人保健施設放出ふれあいセンター 大阪市城東区放出西２－18－４
グループホーム野江ゆおびか 大阪市城東区成育４－６－29
ニチイケアセンター城東諏訪 大阪市城東区諏訪２－９－25
グループホームプラティア森ノ宮 大阪市城東区中浜３－１－21
まんてん堂グループホームじょうとう関目 大阪市城東区関目２－１－８
社会福祉法人　平成福祉会
特別養護老人ホーム　平成森之宮苑

大阪市城東区森之宮２－１－49

グリーンシティー秀和 大阪市鶴見区諸口６－２－７
特別養護老人ホーム　ファミリー 大阪市鶴見区安田２－１－27
特別養護老人ホーム　リベルタヴィータ 大阪市鶴見区今津南３－５－５
視覚障害リハビリテーションセンター 大阪市鶴見区今津中２－４－37
茨田大宮保育所 大阪市鶴見区茨田大宮３－１－43



特別養護老人ホーム　いくとく 大阪市阿倍野区天王寺町北３－18－16
高齢者デイサービスセンター　いくとくⅡ 大阪市阿倍野区長池町18－20
グループホーム　まごころ 大阪市阿倍野区阪南町２－16－７
阿倍野区老人福祉センター 大阪市阿倍野区阪南町５－12－26
特別養護老人ホーム　阪和苑 大阪市阿倍野区松崎町２－３－10
介護老人保健施設　やまき・あべの苑 大阪市阿倍野区阪南町１－45－８
社会福祉法人大阪市阿倍野区社会福祉協議会 大阪市阿倍野区帝塚山１－３－８
特別養護老人ホームミネルヴァあべの 大阪市阿倍野区昭和町３－４－27
救護施設　平和寮 大阪市阿倍野区昭和町３－４－27
障害者支援施設　アテナ平和 大阪市阿倍野区美章園３－７－２
デイサービスセンター　さざなみ 大阪市住之江区御崎４－６－10
デイサービスセンター　しらなみ 大阪市住之江区南港中３－３－43
特別養護老人ホーム　加賀屋の森 大阪市住之江区北加賀屋５－４－23
特別養護老人ホーム　グルメ杵屋社会貢献の家 大阪市住之江区浜口東２－５－14
デイサービスセンター　ブルーム北加賀屋 大阪市住之江区北加賀屋１－５－６
ケアハウス　雅風苑 大阪市住之江区南港北１－４－１
介護老人保健施設　雅秀苑 大阪市住之江区南港北１－４－１
特別養護老人ホーム　浜木綿苑 大阪市住之江区南港北１－４－１
養護老人ホーム　浜茄子苑 大阪市住之江区南港北１－４－１
社会福祉法人福祥福祉会　豊泉家 大阪市住之江区新北島７－４－20
社会福祉法人健正福祉会　特別養護老人ホーム　カサブランカ 大阪市住之江区新北島８-１-80
小規模多機能ホーム　夢家 大阪市住吉区浅香２－３－39
大和川地域在宅サービスステーション　アンパス住吉 大阪市住吉区山之内３－４－９
我孫子地域在宅サービスステーション　一隅苑 大阪市住吉区我孫子東１－４－37
特別養護老人ホーム　ウェルネスあびこ 大阪市住吉区我孫子西１－２－15
長居西地域在宅サービスステーション　ながいの里 大阪市住吉区長居西３－１－６
墨江丘地域在宅サービスステーション　ル・ロゼイ 大阪市住吉区清水丘３－15－３
グルメ杵屋社会貢献　大領の家 大阪市住吉区大領２－８－20
特別養護老人ホーム　さんらく苑 大阪市住吉区苅田５－16－10
ケアハウス　帝塚山 大阪市住吉区帝塚山東２－１－35
介護老人保健施設　　聖和苑 大阪市住吉区帝塚山東２－１－35
特別養護老人ホーム　玲風苑 大阪市住吉区帝塚山東２－１－35
特別養護老人ホーム　阪和帝塚山苑 大阪市住吉区帝塚山東２－１－41
ケアハウス　アップリケア・ハウス 大阪市住吉区浅香１－８－38
特別養護老人ホーム　アップリケア・ホーム 大阪市住吉区浅香１－８－38
グループホーム　ゆうけいスマイル 大阪市住吉区遠里小野２－７－20
養護老人ホーム　ゆうけいハートフル 大阪市住吉区遠里小野２－７－20
特別養護老人ホーム　ゆうけい創和 大阪市住吉区遠里小野２－７－20
東我孫子地域在宅サービスステーション　ふれ愛の館しおん 大阪市住吉区苅田４－３－15
特別養護老人ホーム　なごみ 大阪市住吉区帝塚山東５－10－15
介護老人保健施設　錦秀苑 大阪市住吉区南住吉１－22－17
ライフ・ネットワーク 大阪市住吉区長居東３－８－25　ふぁみーゆ長居Ⅱ１階
はぁとらんど浅香 大阪市住吉区浅香１－７－15
浅香障がい者会館 大阪市住吉区浅香１－６－26
よさみ野障害者作業所 大阪市住吉区山之内４－12－31
住吉総合福祉センター 大阪市住吉区帝塚山東５－８－３
ひよこ作業所 大阪市住吉区我孫子４－10－24
大領地域の家　であい 大阪市住吉区大領５－６－２
養護老人ホーム阪和櫻美苑 大阪市住吉区帝塚山東２－１－41
長居保育園 大阪市住吉区長居東４－11－16
長居保育園乳児センター 大阪市住吉区長居東４－11－16
四恩るり保育園 大阪市住吉区苅田４－３－15
ウィル（生活介護） 大阪市住吉区清水丘２－16－５
ふれ愛の館しおん　地域密着型特別養護老人ホーム 大阪市住吉区苅田４－３－９
デイサービスセンター　ヴァンサンク 大阪市東住吉区湯里２－５－８
特別養護老人ホーム　ヴァンサンク東住吉 大阪市東住吉区湯里５－13－５
ぐるーぷほーむ　泰昌園 大阪市東住吉区湯里４－10－５
特別養護老人ホーム　あっとほうむ 大阪市東住吉区杭全１－４－20
特別養護老人ホーム　ゆめあまみ 大阪市東住吉区矢田７－６－10
グループホーム　ゆめ長居公園 大阪市東住吉区鷹合３－１－33
ケアハウス　シエスタ 大阪市東住吉区公園南矢田２－17－28
特別養護老人ホーム　花嵐 大阪市東住吉区矢田６－８－７
めばえデイサービスセンター 大阪市東住吉区駒川１－21－21
今林の里 大阪市東住吉区今林３－１－87
障害者支援施設　ヴァンサンクの郷 大阪市東住吉区公園南矢田３－13－22
特別養護老人ホーム　平野愛和 大阪市平野区平野東２－１－３０
永寿特別養護老人ホーム 大阪市平野区瓜破南１－２－11
介護老人保健施設　永寿ケアセンター 大阪市平野区瓜破南１－２－30
長吉西地域在宅サービスステーション 大阪市平野区長吉出戸６－８－21
特別養護老人ホーム　喜連 大阪市平野区喜連２－２－40
特別養護老人ホーム　長吉 大阪市平野区長吉川辺３－20－14
加美北特別養護老人ホーム 大阪市平野区加美北７－１－２
永寿の里　彩羽 大阪市平野区長吉川辺３－20－14
永寿の里　若葉 大阪市平野区長吉川辺３－20－14
山王地域在宅サービスステーション　みどり苑 大阪市西成区山王１－６－５
軽費老人ホーム　ケアハウス白寿苑 大阪市西成区南津守７－12－32
有料老人ホーム　つむぎ苑 大阪市西成区南津守７－14－33



特別養護老人ホーム　白寿苑 大阪市西成区南津守７－12－32
愛の家小規模多機能型居宅介護施設　大阪松 大阪市西成区松１－８－32
愛の家グループホーム　大阪松 大阪市西成区松１－８－32
アルト有料老人ホームグランツ 大阪市西成区南津守１－５－25
アルトグループホームハウゼン 大阪市西成区南津守３－１－６
特別養護老人ホーム　ローズ 大阪市西成区天下茶屋２－４－７
障害者支援施設いまみや 大阪市西成区天下茶屋北１－３－19
救護施設ひきふね 大阪市西成区天下茶屋北１－３－19
住宅型有料老人ホーム大きな手鶴見橋 大阪市西成区鶴見橋３－２－５
ゆ～とあい　にしなり隣保館 大阪市西成区出城２－５－９　パークコート１・２階
西成障害者会館 大阪市西成区長橋３－２－27


