
０６－６３１３－５５６６

北区神山町１５－１１

見守り相談室

０６－６９２９－９５００

都島区都島本通３－１２－３１

見守り相談室

０６－６４５４－６３３０

福島区海老江６－２－２２

見守り相談室

０６－６４６２－１２２４

此花区伝法３－２－２７

見守り相談室

０６－６７６３－８１３９

中央区上本町西２－５－２５

見守り相談室

０６－６５３９－８０７５

西区新町４－５－１４ 西区役所合同庁舎６階

見守り相談室

０６－６５７５－１２１２

港区弁天２－１５－１

見守り相談室

０６－６５５５－７５７５

大正区小林西１－１４－３

見守り相談室

０６－６７７４－３３７７

天王寺区六万体町５-２６

見守り相談室

０６－６６３６－６０２７

浪速区難波中３－８－８

見守り相談担当

０６－６４７８－２９４１

西淀川区千舟２－７－７

見守り相談室

０６－６３９４－２９００

淀川区三国本町２－１４－３

見守り相談室

０６－６３７０－１６３０

東淀川区菅原４－４－３７

見守り相談室

０６－６９７７－７０３１

東成区大今里南３－１１－２

見守り相談室

０６－６７１２－３１０１

生野区勝山北３－１３－２０

見守り相談室

０６－６９５７－２２００

旭区高殿６－１６－１

見守り相談室

０６－６９３６－１１５３

城東区中央２－１１－１６

見守り相談室

０６－６９１３－７０７０

鶴見区諸口５－浜６－１２

見守り相談室

０６－６６２８－１２１２

阿倍野区帝塚山１－３－８

見守り相談室

０６－６６８６－２２３４

住之江区御崎４－６－１０

見守り相談室

０６－４７０３－５８０６

住吉区南住吉３－１５－５５　住吉区役所４階

地域見守り相談室

０６－６６２２－６６１１

東住吉区田辺２－１０－１８

見守り相談室

０６－６７９５－２５２５

平野区平野東２－１－３０

見守り相談室

０６－６６５６－００８０

西成区岸里１－５－２０ 西成区役所合同庁舎８階

見守り相談室

西成区

大阪市

福島区

（社福）大阪市鶴見区社会福祉協
議会

阿倍野区 阿倍野区社会福祉協議会
（社福）大阪市阿倍野区社会福祉
協議会

（社福）大阪市生野区社会福祉協
議会

旭区 旭区社会福祉協議会
（社福）大阪市旭区社会福祉協議
会

住之江区
（社福）大阪市住之江区社会福祉
協議会

鶴見区 鶴見区社会福祉協議会

生野区社会福祉協議会

住吉区

大阪市

生野区

大正区

東淀川区 東淀川区社会福祉協議会

城東区社会福祉協議会

（社福）大阪市東淀川区社会福祉
協議会

（社福）大阪市浪速区社会福祉協
議会

（社福）大阪市城東区社会福祉協
議会

北区 北区社会福祉協議会

淀川区社会福祉協議会
（社福）大阪市淀川区社会福祉協
議会

西区 西区社会福祉協議会
（社福）大阪市西区社会福祉協議
会

此花区

城東区

此花区社会福祉協議会
（社福）大阪市此花区社会福祉協
議会

都島区 都島区社会福祉協議会

（社福）大阪市中央区社会福祉協
議会

港区社会福祉協議会
（社福）大阪市港区社会福祉協議
会

浪速区

市町村コミュニティソーシャルワーカー連絡先一覧表

地域 市町村名 担当区域 配置されている施設

天王寺区
（社福）大阪市天王寺区社会福祉
協議会

天王寺区社会福祉協議会

大正区社会福祉協議会

港区

（社福）大阪市都島区社会福祉協
議会

（社福）大阪市大正区社会福祉協
議会

電話番号・住所・担当者名 所属団体

「見守り相談室」とは？
／大阪市ホームページ

参考リンク

（社福）大阪市福島区社会福祉協
議会

浪速区社会福祉協議会

淀川区

中央区社会福祉協議会

福島区社会福祉協議会

西淀川区社会福祉協議会
（社福）大阪市西淀川区社会福祉
協議会

平野区

（社福）大阪市住吉区社会福祉協
議会

（社福）大阪市北区社会福祉協議
会

東成区 東成区社会福祉協議会
（社福）大阪市東成区社会福祉協
議会

西淀川区

中央区

東住吉区 東住吉区社会福祉協議会
（社福）大阪市東住吉区社会福祉
協議会

住吉区役所内
（運営：住吉区社会福祉協議会）

西成区社会福祉協議会
（社福）大阪市西成区社会福祉協
議会

平野区社会福祉協議会
（社福）大阪市平野区社会福祉協
議会

住之江区社会福祉協議会
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市町村コミュニティソーシャルワーカー連絡先一覧表

地域 市町村名 担当区域 配置されている施設 電話番号・住所・担当者名 所属団体 参考リンク

０６－６８４８－１２７９

岡上の町２－１－１５（豊中市社会福祉協議
会）

０７２－７５１－０４２１

城南３－１－４０（池田市社会福祉協議会）

０７２－７３８－５３７０

東ときわ台１丁目2番地の6

０７２－７３４－０７７０

宿野１１４

０７２－７３５－２２１２

下田尻２０

０７２－７３１－２７００

大里１２２番地１

０７２－７３４－１４２０

大里１０５５番地

０６－６３３９－１２０５

出口町１９－２（吹田市社会福祉協議会）

０６－６３３９－１２０５

出口町１９－２（吹田市社会福祉協議会）

０６－６３３９－１２０５

出口町１９－２（吹田市社会福祉協議会）

０６－６３３９－１２０５

出口町１９－２（吹田市社会福祉協議会）

０６－６３３９－１２０５

出口町１９－２（吹田市社会福祉協議会）

０６－６３３９－１２０５

出口町１９－２（吹田市社会福祉協議会）

０７２－６７４－７４９４

城西町４－６

０９０－５１２２－６６１３

大字泉原３７－６

（担当者：清水）

０７２－６４６－５６０１

清水一丁目２８－２２

（担当者：田村）

０７２－６６５－６６７８

見付山一丁目１１－１

（担当者：下戸）

０７２－６２２－０１６６

上穂積一丁目２－２７

（担当者：久保）

０９０－７３６５－９２２９

安威二丁目１０－１１

（担当者：髙橋）

０８０－８９４６－３９９９

庄二丁目７－３８

（担当者：神野）

０７２－６３６－６０８８

沢良宜東町14-31　シャトーかわもと1階

（担当者：釘嶋）

０８０－３２１５－６０９６

南春日丘五丁目1-8　茨木市西保健福祉セン
ター内

（担当者：新田）

０８０－４２９４－２２９６

駅前四丁目７－５５　福祉文化会館４階

（担当者：秋吉）

０７２－６４０－３９７０

安威二丁目１０－１１

（担当者：福隅）

０８０－４１６９－５５４０

東奈良三丁目１６－１４

（担当者：坪井）

０８０－４２９４－２３３１

駅前四丁目７－５５　福祉文化会館４階

（担当者：新見）

０８０－２４３０－５３４２

総持寺駅前町15-21

（担当者：瀬戸口）

０７２－６４８－７９８２

沢良宜浜三丁目１４－１

（担当者：久貝）

高槻市社会福祉協議
会ホームページ

コミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）／茨木

市
(http://www.city.ibaraki
.osaka.jp/kikou/kenkof/
soudanshien/menu/13

92861015746.html)

（ＮＰＯ法人）はっちぽっち

南茨木デイサービスセンター

老人介護施設天兆園

三島コミュニティ・アクションネット
ワーク

（社福）茨木市社会福祉協議会

いきいきネット相談支援センターあし
はら

老人介護施設天兆園

茨木市社会福祉協議会

（社福）茨木厚生会

（社福）茨木市社会福祉協議会

（ＮＰＯ法人）三島コミュニ
ティ・アクションネットワーク

高槻市社会福祉協議会 （社福）高槻市社会福祉協議会

豊能

山田・千里丘

千里山・佐井寺

茨木市

葦原・玉島

安威・福井・耳原

豊能町

清溪・忍頂寺・山手台

春日丘・穂積

茨木・中条

在宅サービス供給ステーション静華苑

（社福）恭生会

（社福）恩賜財団済生会支部大阪
府済生会

高槻市 市内全域

豊中市

池田市 市内全域

能勢町

三島

市内全域

沢池・西

中津・大池

豊川・郡山・彩都西

特別養護老人ホーム庄栄エルダーセン
ター

いきいきネット相談支援センター春日
丘荘

ライフポート茨木（ビーベル）春日・郡・畑田

太田・西河原

特別養護老人ホーム常清の里

（社福）恭生会

東・白川

玉櫛・水尾

（社福）慶徳会

（社福）秀幸福祉会

（社福）大阪府社会福祉事業団

（社福）大阪府社会福祉事業団

交竜館はっちぽっち

吹田市

東奈良・天王

居宅サービス事業所やまゆり苑

茨木市社会福祉協議会

三島・庄栄

総合福祉会館

豊中市社会福祉協議会

片山・岸部 総合福祉会館

町内全域

（社福）池田市社会福祉協議会

（社福）吹田市社会福祉協議会

久佐々地区

（社福）吹田市社会福祉協議会

（社福）産経新聞厚生文化事業団

総合福祉会館

くりのみ園

能勢町立ふれあいセンター
(能勢町社会福祉協議会）

JR以南

（社福）　四幸舎和会

久佐々地区 大里荘

池田市社会福祉協議会

町内全域

田尻地区

豊津・江坂・南吹田 総合福祉会館

コミュニティソーシャル
ワーカー（CSW) | 豊中

市社会福祉協議会
（社福）豊中市社会福祉協議会

（社福）豊能町社会福祉協議会

（社福）吹田市社会福祉協議会

（社福）吹田市社会福祉協議会

（社福）吹田市社会福祉協議会

おおざとの赤いやね

豊能町立保健福祉センター

（社福）吹田市社会福祉協議会

（社福）能勢町社会福祉協議会

（社福）天王福祉会

（社福）慶徳会

池田市社会福祉協議
会ホームページ

コミュニティソーシャル
ワーカー(CSW)　能勢町

ホームページ

事業活動 | 【公式】社会
福祉法人 豊能町社会

福祉協議会

コミュニティ･ソーシャル
ワーカー（CSW）吹田市

社会福祉協議会

（社福）　四幸舎和会

総合福祉会館

総合福祉会館

千里ニュータウン
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市町村コミュニティソーシャルワーカー連絡先一覧表

地域 市町村名 担当区域 配置されている施設 電話番号・住所・担当者名 所属団体 参考リンク

０６－６１５５－６１４０

三島２－５－４

（担当者：荒木・吉田）

０６－６１５５－６１４０

三島２－５－４

（担当者：武村）

０７５－９６２－５４１７

桜井３－４－１

（担当者：河本）

０６－６９００－０８０９

守口市藤田町４－２０－１

（担当者：山内）

０６－６９９２－２７１５

京阪本通２－５－５（守口市役所７階）

（担当者：山内）

０６－６９９２－２７１５

南部エリア：大宮通１丁目１３番７号
東部エリア：大久保町１丁目南２７番６号
西部：文園町８番８号
錦：菊水通４丁目２１番１８号
北部：淀江町６番３号
庭窪：佐太中町１丁目６番４５号
八雲東：八雲東町２丁目５０番１２号

（担当者：山内）

０７２－８０７－３４４８

新町２－１－３５

０７２－８５６－９１５５

上島東町１４－１

０７２－８３１－２８４６

松屋町２０－３３
グランドリヴィエール２階

０７２－８３８－０４００

池田西町２４－５

府営打上住宅４集会所 ０７２－８２３－０２５８

梅が丘１丁目４

豊野町公民館別館 ０７２－８３８－０４００

豊野町１４－１１

０７２－８３８－０４００

池田西町２４－５

０７２－８３８－０４００

明和１丁目１３－２３

０７２－８３９－９４８０

黒原橘町３０－１

０８０－２５１３－３９０１

錦町２１－３

０７２－８３８－０４００

池田西町２４－５

０７２－８３８－０４００

成田西町２－３

０７２－８３８－０４００

成田西町３－３

０７２－８２１－２１０５

明徳一丁目１－１

０７２－８３８－０４００

三井が丘一丁目１－１

０７２－８３８－０４００

池田西町２４－５

０７２－８３８－０４００

寝屋一丁目１０－６

寝屋川市

北河内

東障害福祉センター１階交流の広場

第五小学校

寝屋川市立エスポアール

東北コミュニティセンター

総合教育研修センター地域活動室

寝屋川市
社会福祉協議会

ウェブサイト

枚方市役所いきいき
ネット相談支援センター

とは

第三中学校区地域包括支援センター内

（社福）寝屋川市社会福祉協議会

（社福）枚方市社会福祉協議会

わこう（和光小学校内）

寝屋公民館

市立池の里市民交流センター内

市立池の里市民交流センター内

守口市社会福祉協議
会

ウェブサイト

（社福）島本町社会福祉協議会
相談したい – 社会福祉
法人　島本町社会福祉

協議会

（社福）摂津市社会福祉協議会

（社福）摂津市社会福祉協議会

相談したい - 社会福祉
法人 摂津市社会福祉

協議会摂津市立第２中学校区
摂津市立第４中学校区
摂津市立第５中学校区

摂津市地域福祉活動支援センター

藤田ＣＳＷ

西南エリア

市立池の里市民交流センター内

東北エリア

（社福）寝屋川市社会福祉協議会

西北エリア

東エリア

三井Ａ集会所

（社福）守口市社会福祉協議会

（社福）枚方市社会福祉協議会

（社福）寝屋川市社会福祉協議会

（社福）寝屋川市社会福祉協議会

三島

市内全域

島本町

守口市

守口市内各コミュニティセンター

（社福）寝屋川市社会福祉協議会

町内全域

摂津市立第１中学校区
摂津市立第３中学校区

総合福祉会館（ラポールひらかた）内

島本町社会福祉協議会（島本町ふれあ
いセンター内）

市立池の里市民交流センター内

市内全域

摂津市

枚方市

ルファルひらかた社協内

守口市社会福祉協議会

摂津市地域福祉活動支援センター
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市町村コミュニティソーシャルワーカー連絡先一覧表

地域 市町村名 担当区域 配置されている施設 電話番号・住所・担当者名 所属団体 参考リンク

０７２－８２１－８２９４

堀溝３－１０－２０

０７２－８３８－０４００

萱島南町１２－２１さつき公園横

０７２－８３８－０４００

池田西町２４－５

０７２－８３８－０４００

出雲町７－２４

０７２－８３８－０４００

萱島東１－８－６

０７２－８２７－７８３８

０７２－８２７－８００９

０７２－８３８－０４００

池田西町２４－５

０７２－８６２－３２１２

北条３－１０－５

０７２－８７９－８８１０

野崎１－２４－１

０７２－８１３－７５９５

南津の辺町２－２１

０７２－８０６－２８８０

三住町２－７シティワース２０１号

０７２－８７５－８０４６

御領１－１２－１

０７２－８７４－１６６１

赤井３－５－１１

０６－６９０２－６４５３

御堂町１４番１号

（担当者：藤江）

０７４３－７１－１６３８

大字上田原１番地

０７２－８７７－２１２１

中野本町１番１号

０７２－８７８－１２１０

北出町３番１号

０７２－８９５－１１８５

天野が原町５－５－１

（担当者：吉田）

０７２－９７２－６７８６

大県４－１５－３５

（担当者：黒川・佐藤）

０７２－９７１－２０３５

本郷３－９－６２

〈担当者：岡田〉

０７２－９７２-１５０７

安堂町１－５５

（担当者：高林）

０７２－９８６－０２９４

東大阪市日下町４－１－４２

（担当者：山下）

０７２－９８６－７６７３

東大阪市五条町９－４５

（担当者：古田）

０７２－９８６－７６７３

東大阪市五条町９－４５

（担当者：大本）

０７２－９６２－８２６５

東大阪市角田２－３－８

（担当者：髙木）

０７２－９６２－８２６５

東大阪市角田２－３－８

（担当者：逢坂）

０７２－９６８－８０６５

東大阪市菱屋東２－４－２１相栄ロイヤルビル５階

（担当者：近藤）

０６－６７８１－２００２

東大阪市荒本１－１－２４

（担当者：松本）

中河内

コミュニティソーシャル
ワーカー(CSW)による相

談 | 東大阪市
(https://www.city.higas
hiosaka.lg.jp/00000032

94.html)

寝屋川市

南エリア

池島・盾津

北河内

交野市

四條畷市

大東市

門真市

国分・堅上エリア 柏原市役所福祉総務課内

柏原市立自立支援センター「はばた
き」内

（社福）東大阪市社会福祉協議会

（社福）東大阪市社会福祉協議会

（社福）青山会

NPO法人
生きがい事業団かどや

東大阪市立角田総合老人センター

（社福）仁風会

東大阪市立角田総合老人センター

相談支援センター　ビオスの丘

東大阪市立五条老人センター

東大阪市立五条老人センター

東大阪市

コミュニティソーシャル
ワーカー(CSW)大東市

ウェブサイト

（社福）大東市社会福祉協議会

川村義肢（株）

特定非営利活動法人　あとから
ゆっくり

特定非営利活動法人　あとからゆっく
り

萱島東１丁目北自治会集会所

市内全域

交野市社会福祉協議会

（社福）四條畷市社会福祉協議会四條畷市役所福祉政策課

西地区

中地区

四條畷市立市民活動センター
（社会福祉協議会）

灰塚小学校区

市内全域

（社福）四條畷市社会福祉協議会

四条北小学校区、深野小学校区

泉小学校区、住道南小学校区

北条小学校区

西エリア

四条小学校区

北条人権文化センター

堀溝いきいき教室

暮らしいきいき館

萱島南町集会所

（社福）聖心会

特定非営利活動法人　大東野崎人
権協会

ホーリーハート大東

特定非営利活動法人　ほうじょう

（社福）寝屋川市社会福祉協議会

門真市保健福祉センター

（社福）寝屋川市社会福祉協議会

（社福）寝屋川市社会福祉協議会

寝屋川市
社会福祉協議会

ウェブサイト

大東市社会福祉協議会
０７２－８７４－１０８２
新町１３－１３

いきいきネット相談支援
センター

市立池の里市民交流センター内

（社福）慶生会

野崎人権文化センター

グリーンホール田原

（社福）交野市社会福祉協議会

市内全域

柏原市立健康福祉センター「オアシ
ス」内

盾津東・英田

玉川・花園

縄手南・縄手

孔舎衙・石切

柏原市

とうふく

住道北小学校区、三箇小学校区

市立池の里市民交流センター内

南郷小学校区、氷野小学校区

意岐部・若江

柏原エリア

東地区

慶生会　住道

諸福小学校区

縄手北・枚岡

出雲町公民館

交野市社会福祉協議会

（社福）柏原市社会福祉協議会

いきいきネット相談支援
センター

（社福）門真市社会福祉協議会

（社福）四條畷市社会福祉協議会

（社福）柏原市社会福祉協議会

（社福）東大阪市社会福祉協議会

（社福）柏原市社会福祉協議会
柏原市社会福祉協議

会

（社福）東大阪市社会福祉協議会

街かどデイハウス
すずめの学校（分室）
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市町村コミュニティソーシャルワーカー連絡先一覧表

地域 市町村名 担当区域 配置されている施設 電話番号・住所・担当者名 所属団体 参考リンク

０６－６７８９－７２０６

東大阪市高井田元町１－２－１３

（担当者：平山）

０６－６７３２－１１２７

東大阪市中小阪５－１４－２３

（担当者：矢野）

０６－６７８９－７２０６

東大阪市高井田元町１－２－１３

（担当者：山本）

０６－６７２９－２８２５

東大阪市長瀬町３－６－８

（担当者：中西）

０６－６７３０－８７８０

東大阪市近江堂２－６－３０

（担当者：西澤）

０６－６７２５－２７５４

東大阪市衣摺４－１－８関西ハイツ１階

（担当者：坂口）

０７２－９６２－８２６５

東大阪市角田２－３－８

（担当者：柏原・田中・古川）

０９０－６９８０－５５３２

原町一丁目１番１号

０８０－１５２７－４６２９

木戸西町１－２－９

０８０－１４５９－３２７０

小山田町１８２４－４

０９０－５１２９－３５１６

三日市町２８８－１

０９０－５１３０－１８６２

天野町１５２０－５

０８０－１４５７－１４１６

加賀田６１７－４

０９０－５３６０－４２１３

清見台４－１８－２

０７２－３３７－７３３３

阿保１－１－１松原市役所東別館内

０７２－３３０－７５００

南新町２－１４１－１

０７２－９５３－８０６７

南恵我之荘２－３－２２

０７２－９５８－２３１５

誉田４－１－１

０７２－９５７－３７３１

学園前６－１－１

第三中学校区

南中学校区

狭山中学校区

コミュニティソーシャル
ワーカー(CSW)による相

談 | 東大阪市
(https://www.city.higas
hiosaka.lg.jp/00000032

94.html)

藤井寺市

松原市

楠根・高井田

第二・第三中学校区

アクティビティセンター　ひびき

（社福）河内長野市社会福祉協議
会

NPO法人
ヒューマンライツ・ながせ２１

（社福）インクルーシヴライフ協会

河内長野市人権協会

千代田地区
（千代田小学校区）
（楠小学校区）

長野地区
（長野小学校区）
（小山田小学校区）

東大阪市立高井田老人センター

南河内

西地区
（高向小学校区）
（天野小学校区）

加賀田公民館内

羽曳野市

蛇草障害者作業所「パオ」

喜志・第一中学校区 富田林市役所増進型地域福祉課内

柏田・長瀬

弥刀・上小阪

羽曳野市社会福祉協議会西部事務所
（あいあいハウス）

市の西半分

千代田公民館内

あやたホール内

中エリア
（はびきの埴生学園校区
埴生小学校区
埴生南小学校区
西浦小学校区
羽曳が丘小学校区

西エリア
（高鷲小学校区
高鷲南小学校区
高鷲北小学校区
恵我之荘小学校区
丹比小学校区）

東大阪市中河内

大阪狭山市 大阪狭山市社会福祉協議会

市内全域

くすのかホール内

三日市公民館内

市内全域
（全小学校区）

東地区
（三日市小学校区）
（川上小学校区）
（天見小学校区）

小阪

金岡・布施

天野公民館内

加賀田地区
（加賀田小学校区）
（石仏小学校区）

富田林市立総合福祉会館

金剛・葛城・藤陽・明治池中学
校区

南花台・美加の台地区
（南花台小学校区）
（美加の台小学校区）

市内全域（※重層CSW） 東大阪市立角田総合老人センター

市の東半分

東エリア・統括担当
（古市小学校区
古市南小学校区
白鳥小学校区
駒ヶ谷小学校区
西浦東小学校区）

松原市社会福祉協議会

羽曳野市社会福祉協議会事務所

松原市人権交流センター内

新喜多・長栄 東大阪市立高井田老人センター

四天王寺福祉事業団四天王寺悲田院

（社福）ひびき福祉会

（社福）河内長野市社会福祉協議
会

（社福）東大阪市社会福祉協議会

藤井寺市社会福祉協
議会 コミュニティソー

シャルワーカー

河内長野市人権協会内

さつきこども園

富田林市役所金剛連絡所２階

(社福）羽曳野市社会福祉協議会

（社福）藤井寺市社会福祉協議会

（社福）松風福祉会

インクルーシヴライフ協会

いきいきネット相談支援
センター（福祉の総合
相談）河内長野市ホー

ムページ

０７２１－２８－３１８０
寺池台１－９－１５

（社福）河内長野市社会福祉協議
会

０７２１－２５－８２００
宮甲田町９－９

０７２１－２５－１０００
常盤町１－１

（社福）松原市社会福祉協議会

（社福）河内長野市社会福祉協議
会

コミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）富田林

市ウェブサイト

（社福）真優福祉会

（社福）富田林市社会福祉協議会

（社福）東大阪市社会福祉協議会

(社福）四天王寺福祉事業団

(社福）羽曳野市社会福祉協議会

（社福）東大阪市社会福祉協議会

（社福）河内長野市社会福祉協議
会

コミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）／松原

市

０７２－９３８-８２２０

北岡１-２-８（ふれあいセンター内）

コミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）につい

て／羽曳野市

相談・施設大阪狭山市
（社福）大阪狭山市社会福祉協議
会

０７２－３６７－１７６１
今熊１－８５
（本莊・山原）

藤井寺市社会福祉協議会

（社福）河内長野市社会福祉協議
会

富田林市

河内長野市
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https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/fukusi_soumu3/chiikifukushinitsuite/8745.html
https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/fukusi_soumu3/chiikifukushinitsuite/8745.html
https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/fukusi_soumu3/chiikifukushinitsuite/8745.html
http://www.osaka-sayama.or.jp/?page_id=297


市町村コミュニティソーシャルワーカー連絡先一覧表

地域 市町村名 担当区域 配置されている施設 電話番号・住所・担当者名 所属団体 参考リンク

０７２１－９８－１３１１

春日９６３－１

（担当者：吉高)

０７２１－９８－５５１９

山田８８

（担当者：奥村）

０７２１－９３－６２９９

河南町大字白木１３５９－６
（河南町役場内）

（担当者：北山）

０７２１－７２－０２９４

千早赤阪村大字二河原邊８番地の１

（担当者：谷）

０７２－２２６－２９８７

堺市堺区南瓦町3-1　堺市役所本館内

０７２－２７０－４０６６

堺市中区深井沢町2470-7　中区役所内

０７２－２８７－０００４

堺市東区日置荘原寺町195-1　東区役所内

０７２－２７５－０２５５

堺市西区鳳東町6-600　西区役所内

０７２－２９５－８２５０

堺市南区桃山台1-1-1　南区役所内

０７２－２５８－４７００

堺市北区新金岡町5-1-4　北区役所内

０７２－３６９－２０４０

堺市美原区黒山167-1　美原区役所内

０７２５－２３－１３９３

東雲町９－１５

（担当者：高橋）

０７２５－２１－１２５０

板原町１－９－１８

（担当者：堀内）

０７２５－３３－６００１

菅原町１０－３３

（担当者：天野）

０７２５－３３－１０００

曽根町２－２－３８

（担当者：山本）

０７２５－４０－５８００

東豊中町２－４－２６

（担当者：加藤）

０７２５－４１－３７３９

幸二丁目５番１６号

（担当者：梅田）

０７２５－４３－２０１０

上町８１番地

（担当者：岡田）

０７２５－４６－３１１０

山荘町二丁目１番１５号

（担当者：野口）

０７２５－４６－０４７０

和気町三丁目４番２４号

（担当者：平山）

０７２５－５６－２００３

和泉市伏屋町三丁目８番１号

（担当者：坂井）

０７２５－５４－１９１２

松尾寺町３３０番地

（担当者：藤里）

０７２５－５７－２２６６

黒石町５６６番１

（担当者：長田）

０７２５－９２－１２２５

和泉市下宮町１４１番１号

（担当者：千野）

０７２－２６１－３６５６

加茂４－１－１

０７２５－３１－１６６６

忠岡南１－９－１５

河南町

南河内

町内全域

太子町

条東・条南の一部・上條小学校
区

覚寿園いきいきネット相談支援セン
ター

町内全域

（社福）千早赤阪村社会福祉協議
会

（社福）堺市社会福祉協議会

いきいきネット相談支援
センター／河南町ホー

ムページ

（社福）悠人会

（社福）堺市社会福祉協議会

（社福）堺市社会福祉協議会

（社福）堺市社会福祉協議会

（社福）堺市社会福祉協議会

（社福）高石市社会福祉協議会

（医）大泉会

社会福祉法人 千早赤
阪村社会福祉協議会
コミュニティソーシャル

ワーカー

（社福）太子町社会福祉協議会

太子町

（社福）堺市社会福祉協議会

（社福）河南町社会福祉協議会

光明台中学校区・南池田中学校
区

高石市社会福祉協議会

堺市 堺市

宇多・戎・浜小学校区

堺市社会福祉協議会　西区事務所

堺市社会福祉協議会　東区事務所

堺区

町内全域 太子町役場（福祉介護課）

泉北

千早赤阪村

堺市社会福祉協議会　南区事務所

堺市社会福祉協議会　中区事務所

高石市

泉大津市

忠岡町

和泉市

楠・旭・穴師の一部小学校区

千早赤阪村社会福祉協議会

忠岡町総合福祉センター

堺市社会福祉協議会　美原区事務所

北区

美原区

（社福）芳春会

（社福）和泉福祉会

太子町社会福祉協議会

（社医）ペガサス

和泉市社会福祉協議会いきいきネット
相談支援センター

条南・穴師小学校区

堺市社会福祉協議会　北区事務所

百楽園いきいきネット相談支援セン
ター

南区

（社福）サポートハウス

（社福）泉大津市社会福祉協議会

富秋中学校区

（社福）覚寿園

泉大津市社会福祉協議会

（社福）堺市社会福祉協議会

オズいきいきネット相談支援センター

市内全域

ビオラ和泉いきいきネット相談支援セ
ンター

ペガサスいきいきネット相談支援セン
ター

堺市社会福祉協議会　堺区事務所

村内全域

河南町社会福祉協議会

郷荘中学校区

和泉中学校区

中区

東区

西区

いきいきネット相談支援
センター泉大津市ホー

ムページ

（社福）忠岡町社会福祉協議会

コミュニティーソーシャ
ルワーカー配置事業 -
忠岡町役場ホームペー

ジ

北池田中学校区

南松尾はつが野学園校区・石尾
中学校区

町内全域

（社福）豊中福祉会
ローズガーデン条南苑いきいきネット
相談支援センター

市内全域

槇尾中学校区

プリムラ和泉いきいきネット相談支援
センター

（社福）百楽福祉会

信太中学校区

（社福）大阪府社会福祉事業団

和泉市：福祉の総合相
談員（CSW）

くろいしいきいきネット相談支援セン
ター

（医）博我会

ひかりの園いきいきネット相談支援セ
ンター

高石市社会福祉協議
会_地域福祉について

サンガーデン府中いきいきネット相談
支援センター

（社福）和泉市社会福祉協議会

光明荘いきいきネット相談支援セン
ター
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市町村コミュニティソーシャルワーカー連絡先一覧表

地域 市町村名 担当区域 配置されている施設 電話番号・住所・担当者名 所属団体 参考リンク

０７２－４２７－８６１８

神須屋町４０９－１

０７２－４２８－０７８１

流木町６６８－１

４３９－０３６１

野田町１－５－５

０７２－４３６－５１００

藤井町２丁目１３－１３

０７２－４２７－１１６５

尾生町３１９２－２

０７２-４４７-４１７８

春木本町９－５

０７２-４３０-３５５５

磯上町３丁目３-１３

０７２－４４５－１５１１

尾生町８０８

０７２-４７９-１２１２

稲葉町１０６６

０７２－４４３－０９００

尾生町２１３０－４

０７２－４７９－１８８５

積川町３５８

０７２－４３９－０２９４

畠中１－１８－８

（担当者：一色・中根・稲富）

０７２－４６４－２３６６

中庄１１０２番地

（担当者：櫻井）

０７２－４６８－８１０３

りんくう往来南５－１７

（担当者：福井）

０７２－４５８―００８８

下瓦屋２２１－１　北部市民交流センター本館内

（担当者：佐賀）

０７２－４９０－２０３１

長滝３６７２

（担当者：竹田）

０７２－４６８－１１７０

土丸３８８

（担当者：市川）

０７２－４８３－２０２２

信達金熊寺５３０－１

（担当者：林）

０７２－４８４－８６６８

信達金熊寺１３０

（担当者：上川）

０７２－４８５－２８８２

りんくう南浜３－７

（担当者：永本）

０７２－４８２－１８２８

中小路2丁目1860番地の1

（担当者：河部）

０７２－４９３－２３０４

下出５７－４　尾崎ハーブビル１階

（担当者：林）

０７２－４４７－６４２８

箱作３５１５－７

（担当者：尾崎）

０７２－４４７－６４２８

箱作３５１５－７

（担当者：茂野）

０７２－４９３－２３０４

下出５７－４　尾崎ハーブビル１階

（担当者：根木）

０７２－４９３－８０３９

野田１－１－１

（担当者：大森）

０７２－４６６－８８１３

嘉祥寺８８３－１

０７２－４９２－２７００

深日２０００－１

泉南

泉南市

泉佐野市

特別養護老人ホーム千亀利荘

いきいきネット相談支援センターせん
わ

信達中学校区

第三中圏域包括支援センターホライズ
ン

貝塚市

特別養護老人ホーム萬寿園

佐野中圏域包括支援センター泉ヶ丘園

新池中学校区

市内全域

ケアハウスきしわだ

朝陽小学校区
加守町１～３丁目・野田町

東光・大宮小学校区

包括支援センターしんいけ

岸和田特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームいなば荘

（社福）水平会

コミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）につい
て／泉南市ホームペー

ジ
(https://www.city.senn
an.lg.jp/kakuka/fukushi
hoken/chojushakaisuis
hin/koureifukushi/1640

664320355.html)

（社福）正豊会

いきいきネット相談支援
センター（受託事業） |
社会福祉法人　貝塚市

社会福祉協議会

（社福）寺田萬寿会

山滝小学校区・積川町

東鳥取・波太・朝日・山中渓小
学校区

社会医療法人　生長会尾崎・福島・上荘小学校区 阪南市尾崎・東鳥取地域包括支援セン
ター

西鳥取・舞小学校区

浜・城内・常盤・光明小学校区

八木・八木北・八木南小学校
区・福田町

（社福）泉佐野市社会福祉協議会

（社福）泉ヶ丘福祉会

保健・福祉合同庁舎

佐野中学校区

（社福）貝塚市社会福祉協議会

（医）功徳会泉南

第三中学校区

軽費老人ホーム幸福荘

（医）慈薫会

泉南中学校区
いきいきネット相談支援センターなで
しこりんくう

（社福）恩賜財団済生会

いきいきネット相談支援センター泉南
大阪晴愛病院

西信達中学校区

長南中圏域包括支援センターラポート

一丘中学校区

日根野中学校区
日根野中圏域包括支援センターいぬな
き

（社福）犬鳴山

（社福）せんわ

（社福）常茂恵会

（社福）長寿会
いきいきネット相談支援センター六尾
の郷

長南中学校区

いきいきネット相談支援
センター／岬町

熊取町 町内全域 熊取町役場 熊取町
「生活に困ったときは」
熊取町ホームページ

社会福祉法人　阪南市社会福祉協
議会

岬町 町内全域 岬町役場 岬町

相談事業 | 田尻町社会
福祉協議会

田尻町

コミュニティソーシャル
ワーカー（阪南市ホー

ムページ）
阪南市

町内全域 田尻町総合保健福祉センター （社福）田尻町社会福祉協議会

社会医療法人　生長会

阪南市西鳥取・下荘地域包括支援セン
ター

社会福祉法人　阪南市社会福祉協
議会

阪南市尾崎・東鳥取地域包括支援セン
ター

下荘・箱作・桃の木台小学校区
阪南市西鳥取・下荘地域包括支援セン
ター

山直北・城東・山直南小学校区

修斉・天神山・東葛城小学校区

太田小学校区

中央・旭小学校区

新条・城北小学校区

春木・大芝小学校区

（社福）皆誠会

岸和田市

いきいきネット相談支援
センター－大阪府岸和
田市公式ウェブサイト

祭都きしわだ

コミュニティーソーシャ
ルワーカー泉佐野市

ホームページ

地域包括支援センターいなば荘北部

特別養護老人ホーム神於山園

（社福）和秀会

（社福）和秀会

（社福）嘉舟会

（社福）嘉舟会

（社福）光生会

介護老人保健施設大阪緑ヶ丘

（社福）岸和田市社会福祉協議会

岸和田北特別養護老人ホーム

（社福）幸福荘

岸和田市立福祉総合センター
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