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大阪府保健所 

名   称 所 在 地                電話番号 ＦＡＸ番号            

 池田保健所 
〒563-0041 
 池田市満寿美町3-19 

072-751-2990 072-751-3234 

 茨木保健所 
〒567-8585 
 茨木市大住町8-11 

072-624-4668 072-623-6856 

 守口保健所 
〒570-0083 
守口市京阪本通2-5-5 
（守口市庁舎８階） 

06-6993-3131 06-6993-3136 

 四條畷保健所 〒575-0034 
 四條畷市江瀬美町1-16 

072-878-1021 072-876-4484 

 藤井寺保健所 〒583-0024 
 藤井寺市藤井寺1-8-36 

072-955-4181 072-939-6479 

 富田林保健所 
〒584-0031 
 富田林市寿町3-1-35 

0721-23-2681 0721-24-7940 

 和泉保健所 
〒594-0071 
 和泉市府中町6-12-3 

0725-41-1342 0725-43-9136 

 岸和田保健所 〒596-0076 
 岸和田市野田町3-13-1 

072-422-5681 072-422-7501 

 泉佐野保健所 〒598-0001 
 泉佐野市上瓦屋583-1 

072-462-7701 072-462-5426 

 

大阪市保健所 

名  称 所  在  地 電話番号 ＦＡＸ番号 

大阪市保健所 〒545-0051 
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 

06-6647-0641 06-6647-0803 

北区保健福祉セ
ンター 

〒530-8401 
大阪市北区扇町2-1-27 

06-6313-9968 06-6362-1099 

都島区保健福祉
センター 

〒534-0027 
大阪市都島区中野町5-15-21 

06-6882-9968 06-6925-3972 

福島区保健福祉
センター 

〒553 -8501 
大阪市福島区大開1-8-1 06-6464-9968 06-6462-4854 

此花区保健福祉
センター 

〒554-8501 
大阪市此花区春日出北1-8-4 06-6466-9968 06-6462-0942 

中央区保健福祉
センター 

〒541-8518 
大阪市中央区久太郎町1-2-27 06-6267-9968 06-6267-0998 

西区保健福祉セ
ンター 

〒550-8501 
大阪市西区新町4-5-14 06-6532-9968 06-6532-6246 

港区保健福祉セ
ンター 

〒552-8510 
大阪市港区市岡1-15-25 

06-6576-9968 06-6572-9514 

大正区保健福祉
センター 

〒551-8501 
大阪市大正区千島2-7-95 

06-4394-9968 06-6554-7153 

天王寺区保健福
祉センター 

〒543-8501 
大阪市天王寺区真法院町20-33 

06-6774-9968 06-6772-0308 
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浪速区保健福祉
センター 

〒556-8501 
大阪市浪速区敷津東1-4-20 06-6647-9968 06-6644-1937 

西淀川区保健福
祉センター 

〒555-8501 
大阪市西淀川区御幣島1-2-10 06-6478-9968 06-6477-1649 

淀川区保健福祉
センター 

〒532-8501 
大阪市淀川区十三東2-3-3 

06-6308-9968 06-6303-6745 

東淀川区保健福
祉センター 

〒533-8501 
大阪市東淀川区豊新2-1-4 

06-4809-9968 06-6327-3462 

東成区保健福祉
センター 

〒537-8501 
大阪市東成区大今里西2-8-4 

06-6977-9968 06-6972-2781 

生野区保健福祉
センター 

〒544-8501 
大阪市生野区勝山南3-1-19 

06-6715-9968 06-6712-0652 

旭区保健福祉セ
ンター 

〒535-8501 
大阪市旭区大宮1-1-17 

06-6957-9968 06-6952-3247 

城東区保健福祉
センター 

〒536-8510 
大阪市城東区中央3-5-45 

06-6930-9968 06-6930-9936 

鶴見区保健福祉
センター 

〒538-8510 
大阪市鶴見区横堤5-4-19 

06-6915-9968 06-6913-6235 

阿倍野区保健福
祉センター 

〒545-8501 
大阪市阿倍野区文の里1-1-40 

06-6622-9968 06-6629-1349 

住之江区保健福
祉センター 

〒559-8601 
大阪市住之江区御崎3-1-17 06-6682-9968 06-6686-2040 

住吉区保健福祉
センター 

〒558-8501 
大阪市住吉区南住吉3-15-55 06-6694-9968 06-6694-6125 

東住吉区保健福
祉センター 

〒546-8501 
大阪市東住吉区東田辺1-13-4 06-4399-9968 06-6629-1265 

平野区保健福祉
センター 

〒547-8580 
大阪市平野区背戸口3-8-19 06-4302-9968 06-6702-4315 

西成区保健福祉
センター 

〒557-8501 
大阪市西成区岸里1-5-20 

06-6659-9968 06-6659-9085 

 

堺市保健所 

名  称 所  在  地 電話番号 ＦＡＸ番号 

堺市保健所 
〒590-0078 
堺市堺区南瓦町3-1 

072-228-7582 072-222-1406 

堺市堺保健セン
ター 

〒590-0078 
堺市堺区南瓦町3-1 

072-238-0123 072-227-1593 

堺市中保健セン
ター 

〒599-8236 
堺市中区深井沢町2470-7 
（中区役所内） 

072-270-8100 072-270-8104 

堺市東保健セン
ター 

〒599-8112 
堺市東区日置荘原寺町195-1
（東区役所内） 

072-287-8120 072-287-8130 
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堺市西保健セン
ター 

〒593-8324 
堺市西区鳳東町6-600 
（西区役所内） 

072-271-2012 072-273-3646 

堺市南保健セン
ター 

〒590-0141 
堺市南区桃山台1-1-1  
（南区役所内） 

072-293-1222 072-296-2822 

堺市北保健セン
ター 

〒591-8021 
堺市北区新金岡町5-1-4 
（北区役所内） 

072-258-6600 072-258-6614 

堺市美原保健セ
ンター 

〒587-0002 
堺市美原区黒山782-11 

072-362-8681 072-362-8676 

 

 

高槻市保健所 
名  称 所  在  地 電話番号 ＦＡＸ番号 

高槻市保健所 
〒569-0052 
高槻市城東町5-7 

072-661-9333 072-661-1800 

高槻市立子ども
保健センター 

〒569-0096 
高槻市八丁畷町12-5 072-648-3272 072-648-3274 

高槻市立西部地
域保健センター 

〒569-0814 
高槻市富田町2-4-1 

072-696-9460 072-696-9463 

 

東大阪市保健所 
名  称 所  在  地 電話番号 ＦＡＸ番号 

東大阪市保健所 〒578-0941 
東大阪市岩田町4-3-22 

072-960-3800 072-960-3806 

東大阪市東保健
センター 

〒579-8048 
東大阪市旭町1-1 

072-982-2603 072-986-2135 

東大阪市中保健
センター 

〒578-0941 
東大阪市岩田町4-3-22 

072-965-6411 072-966-6527 

東大阪市西保健
センター 

〒577-0054 
東大阪市高井田元町2-8-27 

06-6788-0085 06-6788-2916 

 

豊中市保健所 
名  称 所  在  地 電話番号 ＦＡＸ番号 

豊中市保健所 〒561-0881 
豊中市中桜塚4-11-1 

06-6152-7307 06-6152-7328 

豊中市立中部保
健センター 

〒560-0023 
豊中市岡上の町2-1-15 

06-6858-2293 06-6846-6080 

豊中市立千里保
健センター 

〒560-0082 
豊中市新千里東町1-2-2 

06-6873-2721 06-6873-2738 

豊中市立庄内保
健センター 

〒561-0826 
豊中市島江町1-3-14-101※ 

06-6332-8555 06-6332-5588 

※豊中市立庄内保健センターは、令和5年2月に（仮）南部コラボ

センター（豊中市庄内幸町）内に移転予定です。 
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枚方市保健所 
名  称 所  在  地 電話番号 ＦＡＸ番号 

枚方市保健所 
〒573-0027 
枚方市大垣内町2-2-2  

072-807-7623 072-845-0685 

枚方市保健セン
ター 

〒573-1197 
枚方市禁野本町2-13-13 

072-840-7221 072-840-4496 

 

八尾市保健所 
名  称 所  在  地 電話番号 ＦＡＸ番号 

八尾市保健所 〒581-0006 
八尾市清水町1-2-5 072-994-0661 072-922-4965 

八尾市保健セン
ター 

〒581-0833 
八尾市旭ヶ丘5-85-16 072-993-8600 072-996-1598 

 

寝屋川市保健所 
名  称 所  在  地 電話番号 ＦＡＸ番号 

寝屋川市保健所 
〒572-0838 
寝屋川市八坂町28-3 

072-829-7771 072-838-1152 

保健所すこやか
ステーション 

〒572-8533 
寝屋川市池田西町28-22 
（保健福祉センター１階） 

072-812-2361 072-812-2116 

 

吹田市保健所 
名  称 所  在  地 電話番号 ＦＡＸ番号 

吹田市保健所 
〒564-0072 
吹田市出口町19-3 

06-6339-2225 06-6339-2058 

吹田市成人保健
課 

〒564-0072 
吹田市出口町19-2 

06-6339-1212 06-6339-7075 

吹田市母子保健
課 

〒564-0072 
吹田市出口町19-2 

06-6339-1214 06-6339-7075 

吹田市母子保健
課（南千里分館
） 

〒565-0862 
吹田市津雲台1-2-1 

06-6155-2812 06-6831-5705 

     


