組織構成会員領域別一覧
領域 1（住民代表的性格）
吹田商工会議所
北大阪農業協同組合
各地区福祉委員会（33 地区）
吹田市赤十字奉仕団
吹田民主商工会
計 37 団体
領域 2（福祉専門機関的性格）
（公的団体）4
吹田地区更生保護女性会
(社)吹田市シルバー人材センター
吹田市民生児童委員協議会
吹田市保護司会
（救護施設）1
（福）みなと寮 救護施設

千里寮

（高齢者施設：特養、有料老人ホーム）19
（福）恩賜財団大阪府済生会 松風園
（福）藍野福祉会 青藍荘
（福）燦愛会 ハピネスさんあい
（福）こばと会 いのこの里
（福）恩賜財団大阪府済生会 高寿園
（福）恩徳福祉会 メルヴェイユ吹田
（福）秀明会 あす～る吹田
（福）愊美会 陽翠苑(サラージュ南吹田)
パナホーム（株）ケアビレッジ千里・古江台
オリックス・リビング㈱グッドタイム リビング 南千里
（福）成光苑 吹田竜ヶ池ホーム
（福）和貴会 スローライフ千里
（福）特別養護老人ホーム

みなと弘済園

（福）松柏会 エバーグリーン
（福）春風会 ちくりんの里
（福）緑風会 緑風会イサベル
(福)みらい福祉会 みらい
（福）寿楽福祉会 寿楽荘
(有)グループホーム ヴィラコティ岸部
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（高齢者施設：老健）3
（医）協和会 ウエルハウス協和
（医）泰山会 千里
（医）沖縄徳洲会 吹田徳洲苑
（高齢者、デイサービス、ホームヘルプ、その他）25
（福）吹田みどり福祉会 藤白台デイサービスセンター
（株）ビケンテクノ メルシー吹田
（株）大阪キリスト教女子青年福祉会シャロン千里
（福）緑地福祉会 プレーゴ緑地公園(ケアハウス)
テルウェル西日本㈱ケアポート大阪 西吹田センター
（特非）生活ネットワーク「虹」
（デイサービス、ヘルプ）
（福）こばと会 グループホームたんぽぽ・デイ併設
（株）寿楽福祉会 寿楽荘竹谷生活リハビリハウス
（株）カームネスライフグループホームここから南千里
（株）ベタープレイスめいの家
（特非）吹田市民ＮＰＯグループホーム「あい」
（福）寿楽福祉会 寿楽荘千里山西デイサービスセンター
（有）生野ベストライフケア（吹田ケアセンター）
青山台デイサロン（掌）
（福）蒼龍会 つくも
（福）恵泉福祉会 メヌホット千里丘
憩～江坂～（小規模多機能）
（福）はるる（地域密着型特別養護老人ホームなど）
はんしんいきいきデイサービス
（株）石山商店吹田支店
（福）六心会 離宮千里山
デイサービス明明
（福）こばと会 亥の子谷デイサービス
（株）あすなる江坂
（株）訪問介護サービス tete
（障がい者、作業所・デイ・ホームヘルプ等）20
（福）のぞみ福祉会
（福）さつき福祉会
（福）さつき福祉会 さつき障害者作業所
（福）さつき福祉会 ワークセンターくすの木
（福）さつき福祉会 吹田市立障害者支援交流センター あいほうぷ吹田
（福）さつき福祉会 第二さつき障害者作業所
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（福）さつき福祉会 グループホーム
（福）さつき福祉会 生活支援センターあおぞら
（福）さつき福祉会 ヘルパーステーション MAYO(マヨ)
（福）さつき福祉会 障害児・者生活支援センターめい
（福）さつき福祉会 就労支援センターみち
（福）さつき福祉会 集いの場ふりーばーど
（福）コスモス福祉会 コスモス吹田作業所
（特非）社会自立支援活動研究所
（特非）以和貴
（福）ヒューマン福祉会 工房ヒューマン
（福）コミュニティキャンパス
（福）ぷくぷく福祉会
(特非)生活介護事業所 Nigella
（福）英芳会 千里みおつくしの杜 かしのみ寮
（児童福祉施設・保育園以外）2
（福）恩賜財団大阪府済生会 吹田療育園
（福）大阪西本願寺常照園
（保育園）37
（福）吹田みどり福祉会 もみの木保育園
（福）くぬぎ会 吹田どんぐり保育園
（福）こばと会 こばと保育園
（福）南友会 かんらんこども園
（福）千里山やまて学園
（福）旭ヶ丘学園
（福）敬愛福祉会 岸部敬愛保育園
（福）紫峯會 あびにょん保育園
（福）稲荷学園
（福）こばと会 さくら保育園
（福）成光苑 第二愛育園
（福）藍野福祉会 千里ニュータウン保育園
（福）愛の園 あやめ保育園
（福）千里聖愛保育センター
（福）大阪アカシヤ福祉会

南ヶ丘こども園

（福）くぬぎ会 双葉保育園
（福）マーヤ敬愛保育園
（福）智恩福祉会 千里の丘けいあい保育園
（福）くぬぎ会 佐井寺たんぽぽ保育園
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（福）こばと会 さくらんぼ保育園
（福）吹田みどり福祉会 もみの木千里保育園
（福）光聖会 蓮美幼児学園千里丘ｷﾝﾀﾞｰｽｸｰﾙ
（福）成光苑 きりん夜間愛育園
（福）吹田若竹会 南山田みどり保育園
（福）玉川学園 玉川学園保育園
（福）保育園 千里山キッズ
（福）吹田くすの木保育園
（福）彩つばさ保育園
（福）玉川学園 玉川学園高野公園保育園
（福）こばと会 南保育園
（福）藍野福祉会 あいの南千里駅前保育園
（福）くじら 千里山くじら保育園
（福）山田敬愛福祉会 のんの敬愛保育園
（福）光聖会 蓮美幼児学園千里丘北ナーサリー
（福）こばと会 吹田保育園
（福）耕心会 藤白台保育園
（福）耕心会 西山田保育園
（ボランテイア団体）12
吹田市ボランティア連絡会
ボランティアグループさくら(生活ネットワーク虹)
福祉ボランティア「茲」
（ここ）
ボランティア市民グループ
音訳グループ竹の会
MUS の会
音訳グループ わ
音訳の会ひまわり
折り紙玉手箱
千里竹の会
吹田ホスピス市民塾
すいた里山倶楽部
計 123 団体

ドリームネット
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領域 3（当事者団体的性格）
吹田視覚障害者福祉会
吹田市母子寡婦福祉会
吹田市肢体不自由児者父母の会
吹田コスモスの会
吹田市高齢クラブ連合会
吹田地区労働組合連合会
吹田市原爆被害者の会
吹田市断酒会
計 8 団体
領域 4（関連分野団体）
吹田市役所
吹田市教育委員会
吹田市立学校校長会
（社）吹田市医師会
（社）吹田市歯科医師会
（社）吹田市薬剤師会
（特非）吹田市体育協会
吹田防犯協議会
（財）吹田市健康づくり推進事業団
吹田ライオンズクラブ
吹田市献血推進協議会
（医）沖縄徳洲会 吹田徳洲会病院
計 12 団体
組織構成会員数：合計 180 団体（令和 4 年 4 月 1 日現在）
領域 1～

37 団体

領域 2～ 123 団体
領域 3～

8 団体

領域 4～

12 団体

領域 5～

0（学識）

