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市町村介護保険担当窓口 
 

圏
域
※ 

団体名 部 課 名 
電話番号 

（代表又は直通） 
FAX番号 

所  在  地 

大阪府 福祉部高齢介護室介護支援課 
06-6944-6668 
06-6941-0513 

〒540-0008 

中央区大手前3-2-12 

大阪市 
福祉局高齢者施策部 
介護保険課 

06-6208-8028 
06-6202-6964 

〒530-8201 

北区中之島1-3-20 

豊 
 

能 

豊中市 福祉部長寿安心課 
06-6858-2235 
06-6858-3611 

〒561-8501 
豊中市中桜塚3-1-1 

池田市 
福祉部高齢者政策推進室 
介護保険課 

072-752-1111 
072-751-8505 

〒563-8666 
池田市城南1-1-1 

吹田市 福祉部高齢福祉室 
06-6384-1231 
06-6368-7348 

〒564-8550 

吹田市泉町1-3-40 

箕面市 市民部介護・医療・年金室 
072-724-6860 
072-724-6040 

〒562-0003 
箕面市西小路4-6-1 

豊能町 
保健福祉部保険課 
 

072-739-0001 
072-739-1980 

〒563-0292 
豊能町余野414-1 

能勢町 福祉部健康づくり課 
072-731-2160 
072-731-2151 

〒563-0351 
能勢町栗栖82-1 

三 
 

島 

高槻市 健康福祉部長寿介護課 
072-674-7166 
072-674-7183 

〒569-0067 
高槻市桃園町2-1 

茨木市 健康医療部長寿介護課 
072-620-1639 
072-622-5950 

〒567-8505 
茨木市駅前3-8-13 

摂津市 保健福祉部高齢介護課 
06-6383-1111 
06-6383-9031 

〒566-8555 
摂津市三島1-1-1 

島本町 健康福祉部 高齢介護課 
075-962-2864 
075-962-5652 

〒618-8570 
島本町桜井2-1-1 
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圏
域
※ 

団体名 部 課 名 
電話番号 

（代表又は直通） 
FAX番号 

所  在  地 

北 

河 

内 

くすのき 
広域連合 

(※) 
総務課 

06-6995-1516 
06-6995-1133 

〒570-0033 
守口市大宮通1-13-7 

 

守口支所 健康福祉部高齢介護課 
06-6992-1613 
06-6995-2011 

〒570-8666 
守口市京阪本通2-5-5 

門真支所 保健福祉部高齢福祉課 
06-6902-6176 
06-6780-5201 

〒571-8585 
門真市中町1-1 

四條畷支所 健康福祉部高齢福祉課 
072-877-2121 
072-863-6601 

〒575-8501 
四條畷市中野本町1-1 

枚方市 
健康福祉部健康寿命推
進室 長寿・介護保険
課 

072-841-1460 
072-844-0315 

〒573-8666 
枚方市大垣内町2-1-20 

寝屋川市 福祉部高齢介護室 
072-838-0518 
072-838-0102 

〒572-8566 
寝屋川市池田西町24-5 
池の里市民交流センタ
ー内 

大東市 
保健医療部高齢介護室
介護保険グループ 

072-872-2181 
072-872-8080 

〒574-8555 
大東市谷川1-1-1 

交野市 福祉部高齢介護課 
072-893-6400 
072-895-6065 

〒576-0034 
交野市天野が原町5-5-1 

中 

河 

内 

八尾市 健康福祉部高齢介護課 
072-924-9360 
072-924-1005 

〒581-0003 
八尾市本町1-1-1 

柏原市 健康部高齢介護課 
072-972-1501 
072-970-3081 

〒582-8555 
柏原市安堂町1-55 

東大阪市 
福祉部高齢介護室 
高齢介護課 

06-4309-3185 
06-4309-3814 

〒577-8521 
東大阪市荒本北1-1-1 
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圏
域
※ 

団体名 部 課 名 
電話番号 

（代表又は直通） 
FAX番号 

所  在  地 

南 
 

 

河 
 

 

内 

富田林市 健康推進部高齢介護課 
0721-25-1000 
0721-20-2113 

〒584-8511 
富田林市常盤町1-1 

河内長野市 市民保健部介護保険課 
0721-53-1111 
0721-50-1088 

〒586-8501 
河内長野市原町1-1-1 

松原市 健康部高齢介護課 
072-334-1550 
072-337-3052 

〒580-8501 
松原市阿保1-1-1 

羽曳野市 
保健福祉部介護予防支
援室高年介護課 

072- 947-
3820 

072-950-2536 

〒583-8585 
羽曳野市誉田4-1-1 

藤井寺市 健康福祉部高齢介護課 
072-939-1164 
072-939-0399 

〒583-8583 
藤井寺市岡1-1-1 

大阪狭山市 
健康福祉部 
高齢介護グループ 

072-366-0011 
072-366-9696 

〒589-8501 
大阪狭山市狭山1-2384-1 

太子町 
健康福祉部 
福祉介護課 

0721-98-5519 
0721-98-2773 

〒583-8580 
太子町山田88 

河南町 
健康福祉部 
高齢障がい福祉課 

0721-93-2500 
0721-93-4691 

〒585-8585 
河南町大字白木1359-6 

千早赤阪村 福祉課 
0721-72-0081 
0721-70-2021 

〒585-0041 
千早赤阪村大字水分
180 

堺市 
健康福祉局長寿社会部
介護保険課 

072-228-7513 
072-228-7853 

〒590-0078 
堺市堺区南瓦町3-1 
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圏
域
※ 

団体名 部 課 名 
電話番号 

（代表又は直通）
FAX番号 

所  在  地 

泉 
 

 

州 

岸和田市 保健部介護保険課 
072-423-2121 
072-423-6927 

〒596-8510 
岸和田市岸城町7-1 

泉大津市 保険福祉部高齢介護課 
0725-33-1131 
0725-20-3129 

〒595-8686 
泉大津市東雲町9-12 

貝塚市 福祉部高齢介護課 
072-423-2151 
072- 433-7404 

〒597-8585 
貝塚市畠中1-17-1 

泉佐野市 健康福祉部介護保険課 
072-463-1212 
072-458-1120 

〒598-8550 
泉佐野市市場東1-1-1 

和泉市 
福祉部高齢介護室 
 

0725-99-8131 
0725-40-3441 

〒594-8501 
和泉市府中町2-7-5 

高石市 
保健福祉部 
健幸づくり課 

072-275-63 29 
072-265-3100 

〒592-8585 
高石市加茂4-1-1 

泉南市 
福祉保険部長寿社会推進課 
 

072-483-8251 
072-483-6477 

〒590-0592 
泉南市樽井1-1-1 

阪南市 健康福祉部介護保険課 
072-471-5678 
072-473-3504 

〒599-0201 
阪南市尾崎町35-1 

忠岡町 健康福祉部高齢介護課 
0725-22-1122 
0725-22-1129 

〒595-0805 
忠岡町忠岡東1-34-1 

熊取町 
健康福祉部介護保険課 
 

072-452-6297 
072-453-7196 

〒590-0451 
熊取町野田1-1-8 

田尻町 民生部福祉課 
072-466-8813 
072-466-8841 

〒598-0091 
田尻町嘉祥寺883-1 

岬町 しあわせ創造部高齢福祉課 
072-492-2703 
072-492-5814 

〒599-0392 
岬町深日2000-1 

※くすのき広域連合とは、介護保険の事業を共同で行うために守口市、門真
市、四條畷市が設立する広域連合です。 

※「圏域」とは、大阪府高齢者福祉圏のことです。 


