R020831時点(41市町村回答)

□市町村の相談窓口一覧（政令市を除く）

市町村名

相談内容

窓口・担当課名

受付可能日（曜日等）

受付時間

相談形態
（来所、電話、メール等）

住所

メールアドレス

ファクシミリ

年齢制限の有無

ホームページアドレス

https://www.city.toyon
aka.osaka.jp/kurashi/ro
udou/wakamonoshien/ あり
wakamonosougousouda
n.html

学校・学び・仕事・自立・健 若者支援総合相談窓 火曜日から土曜日（祝
康・生活等
口
日・年末年始除く）

面接：11:30～18:00（※
要予約）
来所・電話
電話：11:45～18:00

豊中市服部西町4-31info@career06-6866-3032
1
bridge.net

仕事をはじめとするくらし
に関わること

くらし再建パーソナル 月曜日から金曜日（祝
サポートセンター
日・年末年始除く）

9:00～17:00 （※要予
約）

来所

豊中市北桜塚2-2-1

06-6858-5075 ―

くらしに関わること

くらし再建パーソナル
サポートセンター＠ 月曜日から金曜日（祝
豊中市社会福祉協議 日・年末年始除く）
会

9:00～17:00 （※要予
約）

来所・電話等

豊中市岡上の町2-115

06-6848-1313 ―

豊中市稲津町1-1-20

https://www.city.toyon
06-6335-7677
himawari@city.t
aka.osaka.jp/shisetsu/s
（専用電話）
oyonaka.osaka.j 06-6866-0811 hogai_korei/shogaifukus あり
ひまわり06p
hi/himawari/rapurasu.h
6866-1011
tml

発達障がいを起因とする
福祉部障害福祉課障
月曜日から金曜日（祝
日常生活に困難のある方
害福祉センターひま
日・年末年始除く）
の相談・アウトリーチ含む
わり内ら・ぷらす
支援
月曜日から金曜日(祝
日・年末年始除く）

概ね15歳から
39歳

https//www.city.toyona
ka.osaka.jp/kurashi/rou
なし
dou/kurashisaiken/kura
shisaiken.html
https://www.toyonakashakyo.or.jp/nav/nav_s
なし
06-6841-2388
eikatsu/living_reconstru
ction

06-6858-5095

9:00～17:15

電話・来館等

9:00～17:15

来所、電話等（来所相
談は要予約）

豊中市中桜塚4-11-1

https://www.city.toyon
yoboaka.osaka.jp/kenko/ken
06-6152-7315 seishin@city.to 06-6152-7328
なし
ko_hokeneisei/kokorono
yonaka.osaka.jp
kenkou/seisin1.html

こころの健康相談

保健予防課

障がい者関係

福祉部 障がい福祉
月曜日から金曜日
課

8:45～17:15

来庁、電話、メール

池田市城南1-1-1

072-754-6255

syogai@city.ike
072-752-5234 ―
da.osaka.jp

なし

高齢者関係

福祉部 高齢・福祉
総務課

月曜日から金曜日

8:45～17:15

来庁、電話、メール

池田市城南1-1-1

072-754-6123

fukushi@city.ik
072-752-1147 ―
eda.osaka.jp

なし

生活困窮関係

福祉部 生活福祉課 月曜日から金曜日

8:45～17:15

来庁、電話、メール

池田市城南1-1-1

s072-754-6251 fukushi@city.ik 072-752-5234 ―
eda.osaka.jp

なし

いじめ・不登校などの相談

教育委員会 教育セ 月曜日から金曜日（祝
ンター
日・年末年始等除く）

9:00～17:00

電話、予約の上来所

池田市城山町3-45

072-753-8600 ―

概ね18歳以上

池田市
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備考
相談内容に応じて担当
窓口や相談機関をご案
内しています。

072-423-2121
（代表）

岸和田市

豊中市

電話番号

―

http://www.school.iked
あり
a.osaka.jp/ikeda-ei

15歳まで

R020831時点(41市町村回答)

市町村名

相談内容

生活困窮者の相談

障がい者に対する相談

こころの健康相談

窓口・担当課名

受付可能日（曜日等）

生活困窮者自立支援
月曜日から金曜日
センター

基幹相談支援セン
ター

月曜日から金曜日

吹田市保健所精神保 月曜日から金曜日（祝
健グループ
日・年末年始除く）

受付時間

ニート・ひきこもり就労相
談

地域経済振興室

課題を抱えた青少年とそ
の家族の相談

吹田市子ども・若者
総合相談センター
（ぷらっとるーむ吹
田）

生活の総合相談

住所

電話番号

メールアドレス

ファクシミリ

年齢制限の有無

ホームページアドレス

来所、電話、メール、訪
吹田市泉町1-3-40
問

来所、訪問、電話、ファ
吹田市泉町1-3-40
クシミリ、メール

https://www.city.suita.o
saka.jp/home/soshiki/d
kikanあり
06-6384-1348 shogai@city.sui 06-6385-1031 ivta.osaka.jp
fukushi/syogaifuku/_72
978/_72979.htm

18歳以上

9:00～17:30

来所、電話、訪問

吹田市出口町19-3

https://www.city.suita.o
saka.jp/home/soshiki/d
chiあり
06-6339-2227 hoken@city.suit 06-6339-2058 iva.lg.jp
kenkoiryo/chiikihoken.h
tml

概ね15歳以上

令和2年4月から9月
吹田市昭和町12-1
（実施場所：吹田市立勤
労者会館）

14:00～17:00

対面（事前予約が必要
（空きがあれば当日予
約可能。））無料。予約
は吹田市地域経済振興
室労働担当（電話：066384-1365）へ。相談は
吹田市立勤労者会館も
しくは内本町コミュニ
ティセンターで、専門相
談員が行います。

9:00～17:30

9:00～17:30

令和2年10月から令和3
年3月 第4火曜日
（祝休日の場合第4水曜
日）

https://www.city.suita.o
saka.jp/home/soshiki/d
s_roudou@city.
あり
06-6384-1365
06-6384-1292 iv令和2年10月から令和3
suita.osaka.jp
toshimiryoku/chiikikeiz
年3月
ai/rodo/hikikomori.html
吹田市内本町2-2-12
（実施場所：内本町コ
ミュニティセンター）

月曜日から土曜日：
10:00～20:00
日曜日・祝日：
10:00～18:00

電話、個別面談、訪問
（必要に応じて）

https://www.city.suita.o
吹田市山田西4-2-43
platroomsuita@
saka.jp/home/soshiki/d
吹田市立子育て青少年
06-6816-8534 city.suita.osaka 06-6816-8532 ivあり
拠点夢つながり未来館
.jp
chiikikyoiku/seisyonenp
2階
raza/_77316.html

社会福祉法人吹田市
月曜日から金曜日（祝
社会福祉協議会
日・年末年始除く）
(CSW)

9:00～17:30

電話、来所、訪問

吹田市出口町19-2（吹
suisyakyo@mua
http://www.suisyakyo.o
06-6339-1202
田市立総合福祉会館2 06-6339-1254
なし
.biglobe.ne.jp
r.jp/
階）

市民生活応援窓口
（生活困窮者自立相
月曜日から金曜日（祝
複合的な悩みを抱えた相
談支援機関）
泉大津市
日・年末年始除く）
談
泉大津市社会福祉協
議会

8:45～17:15

来所、電話、訪問

泉大津市東雲町9-12

月曜日から土曜日
日曜日、祝日

―

―

15歳から

39歳まで

なし

高槻市コール
センター
072-674-7111

高槻市

相談内容に応じて担当
窓口でご相談をお受け
しています。
http://www.city.kaizuka
siminsodan@cit
.lg.jp/kaizuka/kenkohuk
072-433-7088
なし
y.kaizuka.lg.jp
ushi/shiminsodan/index
.html

月曜日から金曜日（祝
日を除く）

9:00～17:00

来所、電話、メール等

貝塚市畠中1-17-1

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始を除く）

9:00～17:30

来所、電話、ファクシミリ

守口市京阪本通2-5-5
06-6998-4510 ―
守口市役所７階

06-6998-4512

http://yarukimitekure.c
なし
om/moriguchi

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始を除く）

9:00～17:30

枚方市岡東町12-3410サンプラザ３号館４
電話相談・面接相談（要
072-843-2255
階
―
予約）
（相談専用）
(子どもの育ち見守りセ
ンター内)

072-846-7952

https://www.city.hiraka
あり
ta.osaka.jp

枚方市地域健康福祉
経済的困窮、複合的な生
月曜日から金曜日（祝
室（健康福祉総合相
活上の相談
日・年末年始を除く）
談担当）

9:00～17:30

来所・電話等

貝塚市

ひきこもりに関する相談

守口市

自立相談支援、就労準備 くらしサポートセン
支援、就労支援等
ター守口

枚方市

0725-33-9254
―
（窓口直通）

福祉部 福祉総務課

枚方市ひきこもり等
ひきこもり、ニート、不登校
子ども・若者相談支
に関する相談
援センター

枚方市大垣内町2-120

2 / 7 ページ

072-433-7085

072-841-1401

備考

https://www.city.suita.o
saka.jp/home/soshiki/d
ivなし
fukushi/seikatsufuku/_
101825.html

sfk06-6384-1350 konkyu@city.su ―
ita.osaka.jp

令和2年4月から9月 第
4火曜日
（祝休日の場合第3火曜
日）

吹田市

相談形態
（来所、電話、メール等）

shien@city.hira
https://www.city.hiraka
072-841-5711
なし
kata.osaka.jp
ta.osaka.jp

概ね15歳から
39歳まで

R020831時点(41市町村回答)

市町村名

相談内容

窓口・担当課名

受付可能日（曜日等）

受付時間

ひきこもり・ニート・不登校 茨木市子ども・若者 月曜日、水曜日、木曜
等の生きづらさを抱える子 自立支援センター「く 日、金曜日、土曜日（祝 10:00～18:00
ども・若者に関する相談 ろす」
日・年末年始除く）

茨木市

八尾市

相談形態
（来所、電話、メール等）

来所、訪問
（要電話予約）

子ども・若者のお悩み、お ユースプラザEAST
困りごと全般
「ちょい(choi)」

火曜日、水曜日、木曜
9:00～21:00
日、金曜日、土曜日（祝
※土曜日は17時まで
日・年末年始除く）

電話、来所、訪問

子ども・若者のお悩み、お ユースプラザWEST
困りごと全般
「いばらきLOBBY」

火曜日、水曜日、木曜
日、金曜日（祝日・年末 9:00～21:00
年始除く）

電話、来所、訪問

ユースプラザSOUTH 月曜日、水曜日、金曜
子ども・若者のお悩み、お
「ベンポスタ・ぱーち 日、土曜日（祝日・年末 9:00～21:00
困りごと全般
スペース」
年始除く）

電話、来所、訪問

火曜日、木曜日、金曜
子ども・若者のお悩み、お ユースプラザNORTH
日、土曜日（祝日・年末 9:00～21:00
困りごと全般
「プラザ・あい」
年始除く）

電話、来所、訪問、
LINE、Skype、Zoom

住所

茨木市片桐町4-7

電話番号

072-646-5526

メールアドレス

ファクシミリ

cross@poponga
―
pon.com

年齢制限の有無

ホームページアドレス
https://www.city.ibaraki
.osaka.jp/kikou/kodomo
ikusei/kodomos/menu/ あり
kodomo_wakamono_jiritu
/1458713584925.html

https://www.city.ibaraki
.osaka.jp/kikou/kodomo
茨木市総持寺2-5-36
072-628-9736
ikusei/kodomos/menu/
youthplaza/37479.html
https://www.city.ibaraki
080-9607.osaka.jp/kikou/kodomo
5051、
ibarakilobby@g
茨木市豊川5-10-28
―
ikusei/kodomos/menu/
080-4973mail.com
youthplaza/37479.html
3681
https://www.city.ibaraki
h.osaka.jp/kikou/kodomo
茨木市沢良宜浜3-11072-655-3761 perch@hope.za ―
ikusei/kodomos/menu/
13
q.jp
youthplaza/37479.html
https://www.city.ibaraki
茨木市南安威2
.osaka.jp/kikou/kodomo
plaza-ai@d府営茨木安威住宅B-5 072-655-1821
072-647-6617
ikusei/kodomos/menu/
system.jp
棟103号室
youthplaza/37479.html
https://www.city.ibaraki
茨木市元町4-7
080-1521ent@popongapo
.osaka.jp/kikou/kodomo
―
茨木市上中条2-11-22 4624
n.com
ikusei/kodomos/menu/
youthplaza/37479.html
choi@m072-628-6993
can.net

概ね15歳から
39歳とその保
護者

備考

茨木市民限定

あり

概ね中学生か
ら39歳とその保 茨木市民限定
護者

あり

概ね中学生か
ら39歳とその保 茨木市民限定
護者

あり

概ね中学生か
ら39歳とその保 茨木市民限定
護者

あり

概ね中学生か
ら39歳とその保 茨木市民限定
護者

あり

概ね中学生か
ら39歳とその保 茨木市民限定
護者

子ども・若者のお悩み、お ユースプラザ
困りごと全般
CENTER「エント」

水曜日、木曜日、金曜
日、日曜日（祝日・年末 9:00～21:00
年始除く）

電話、来所、訪問

くらしサポートセン
ひきこもり・複合的な生活
ター「あすてっぷ茨
上の相談
木」

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

8:45～17:15

来所、電話、訪問

茨木市駅前3-8-13

seikatsu072-655-2752 shien@city.ibar ―
aki.lg.jp

―

あり

概ね40歳以上 茨木市民限定

いじめ、不登校などの相
談

教育委員会 教育セ 月曜日から金曜日（祝
ンター
日・年末年始除く）

9:00～17:00

電話、来所、訪問
（要電話予約）

茨木市駅前4-6-16

072-626-4400 ―

http://www.educ.city.ib
あり
araki.osaka.jp

小・中学生とそ
茨木市民限定
の保護者

高齢者からの相談

高齢介護課地域支援 月曜日から金曜日（祝
室
日・年末年始除く）

8:45～17:15

来庁、電話、メール

八尾市本町1-1-1
八尾市役所本館1階

072-924-3973

chiikisien@city.
https://www.city.yao.os
072-924-3981
なし
yao.osaka.jp
aka.jp/0000008231.html

障がい福祉サービス等の
障がい福祉課基幹相 月曜日から金曜日（祝
障がい者支援に関する相
談支援センター係
日・年末年始除く）
談

8:45～17:15

来庁、電話、メール等

八尾市本町1-1-1
八尾市役所本館1階

072-924-3838

syougai@city.ya
https://www.city.yao.os
072-922-4900
なし
o.osaka.jp
aka.jp/0000033535.html

月曜日から金曜日(土
経済的困窮、複合的な生 八尾市生活支援相談
曜日・日曜日・祝日・年 8:45～17:15
活上の課題
センター
末年始除く)

来所、電話、ファクシミ
リ、メール

八尾市本町1-1-1
八尾市役所本館3階

072-924-3761

https：
yaojiritsu@yaho
072-924-3940 //www.city.yao.osaka.jp なし
o.co.jp
/0000028900.html

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

8:45～17:15

来所、電話

八尾市清水町1-2-5
八尾市保健所内

hhttps://www.city.yao.os
072-994-6644 yobou@city.yao 072-922-4965
なし
aka.jp/0000042001.html
.osaka.jp

健康福祉部 地域共
生推進課

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

8:45～17:15

来所、電話、メール

泉佐野市市場東1295-3

072-463-1212 kyousei@city.iz
http://www.city.izumisa
072-463-8600
なし
（代表）
umisano.lg.jp
no.lg.jp

基幹包括支援セン
ターいずみさの

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

8:45～17:15

来所、電話、メール

泉佐野市中庄1102

072-464-2977

info@izumisano
https//izumisanoshaky
072-462-5400
なし
shakyo.or.jp
o.or.jp

包括支援センターし
んいけ

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

8:45～17:15

来所、電話、メール

泉佐野市中庄1102

072-464-2366

info@izumisano
https//izumisanoshaky
072-462-5400
なし
shakyo.or.jp
o.or.jp

生涯学習部 生涯学 月曜日から金曜日（祝
習課
日・年末年始除く）

9:00～17:30

面談（事前予約）

https://www.city.tonda
s富田林市常盤町16-11 0721-26-8056 gaku@city.tond 0721-26-8058 bayashi.lg.jp/soshiki/53 あり
abayashi.lg.jp
/2461.html

こころの健康（精神保健福
保健予防課
祉）に関する相談

ひきこもりに関する相談

泉佐野市 ひきこもりに関する相談

ひきこもりに関する相談

富田林市 ひきこもりに関する相談

―
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概ね15歳から
39歳

R020831時点(41市町村回答)

市町村名

相談内容

ひきこもり相談全般

窓口・担当課名

受付可能日（曜日等）

保健予防課 精神保 月曜日から金曜日（祝
健福祉担当
日・年末年始除く）

障がいがある方からのひ
福祉部障害福祉課
寝屋川市 きこもり相談

不登校、生活習慣、ひきこ
青少年課
もり等

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

受付時間

相談形態
（来所、電話、メール等）

9:00～17:30

来所、電話

9:00～17:30

来所、電話、メール等

住所

メールアドレス

ファクシミリ

年齢制限の有無

ホームページアドレス

http://www.city.neyaga
wa.osaka.jp/organizatio
072-812-2116 n_list/kenkou/hokenyob なし
ou/seisin/hiikomori.htm
l
http://www.city.neyaga
syougai@city.n
wa.osaka.jp/organizatio
寝屋川市池田西町28なし
072-838-0382 eyagawa.osaka. 072-812-2118
n_list/fukushi/shogaifuk
22
jp
ushi/index.html

寝屋川市池田西町28072-812-2362 ―
22

https://www.city.neyag
awa.osaka.jp/kurashi/k
seishonen@city
072-813-0075 .neyagawa.osak 072-813-0087 omokubetsu/kurasi_kan あり
kyou/soudan/15156465
a.jp
59180.html

月曜日から木曜日（祝
日・年末年始除く）

10:00～12:00、
13:00～16:00

電話、メール、アプリ、
来所

寝屋川市本町１-１

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

9:00～17:15

面談

fukushisoumu@
河内長野市原町1-1-1 0721-53-1111 city.kawachinag 0721-52-4920 ―
ano.lg.jp

なし

原則として、
毎月第2木曜日（予約
制）

10:00～12:00

面談

fukushisoumu@
河内長野市原町1-1-1 0721-53-1111 city.kawachinag 0721-52-4920 ―
ano.lg.jp

なし

生活困窮者自立支援相談 福祉部福祉総務課

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

9:00～17:30

来所・電話

松原市阿保1-1-1

072-334-1550
―
（代表）

家庭児童相談

福祉部子ども未来室

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

9:00～17:30

来所、電話

松原市阿保1-1-1

jidou＠
072-337-3118
https://www.city.matsu
city.matsubara. 072-334-5959
あり
（直通）
bara.lg.jp/
osaka.jp

障がい者のひきこもり相
談

福祉部障害福祉課

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

9:00～17:30

来所、電話

若者青年自立

松原市人権交流セン
月曜日から金曜日
ター（はーとビュー）

9:00～17:30

来所、電話

ひきこもり等で支援を要す
る方の社会参加や協調性
を育むため、本人とその 生活福祉課
家族の相談の受付及び支
河内長野 援を行う
市
学校や会社に行くことがで
きないなど社会参加に不
生活福祉課
安を持つ方（概ね40歳ぐら
いまで）やその保護者

松原市

大東市

電話番号

相談・訪問・居場所・学習 子ども・若者自立支
活動等
援センター

月曜日から金曜日、第
10:00～18:00
1・3土曜日

面談、電話、メール

072-337-3007

https://www.city.matsu
なし
bara.lg.jp/

syougaifukushi
072-334-1550
https://www.city.matsu
@city.matsubar 072-337-3007
あり
（代表）
bara.lg.jp/
a.osaka.jp
https://www.city.matsu
bara.lg.jp/soshiki/jinken
松原市南新町2-141-1 072-332-5705 ―
―
あり
_center/2/1_1/index.ht
ml
wakamono@dai
http://www.daitonozaki
大東市野崎1-24-1
072-879-2010 tonozaki072-879-3611
あり
-jinkenkyokai.jp/
jinkenkyokai.jp
松原市阿保1-1-1
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30歳まで

18歳未満

19歳まで

40歳まで

概ね15歳から
39歳まで

備考

R020831時点(41市町村回答)

市町村名

相談内容

窓口・担当課名

生活困窮者に対する相談 くらしサポートセン
支援
ター

和泉市

受付可能日（曜日等）

月曜日から金曜日

受付時間

9:00～17:15

相談形態
（来所、電話、メール等）

住所

来所、電話、メール、訪
和泉市府中町2-7-5
問

メールアドレス

ファクシミリ

年齢制限の有無

ホームページアドレス

https://www.city.osaka
izumi.lg.jp/kakukano/si
support@city.o
なし
0725-99-8100
0725-41-3110
minseikatubu/kurasisup
saka-izumi.lg.jp
port/1564977951731.ht
ml

365日（担当者不在時は 24時間（担当者不在時
信太中学校区に在住の方 ペガサスいきいきネッ
来所、電話、メール、訪
改めての連絡となりま は改めての連絡となり
和泉市上町81
の福祉に関する相談
ト相談支援センター
問
す）
ます）

0725-43-2010

和泉市社会福祉協議 365日（担当者不在時は 24時間（担当者不在時
富秋中学校区に在住の方
来所、電話、メール、訪
会いきいきネット相談 改めての連絡となりま は改めての連絡となり
和泉市幸2-5-16
の福祉に関する相談
問
支援センター
す）
ます）

shakyohttp://sites.google.com
なし
0725-41-3739 hokubu@aprico 0725-41-3191
/site/lianxiyong2/
t.ocn.ne.jp

サンガーデン府中い 365日（担当者不在時は 24時間（担当者不在時
和泉中学校区に在住の方
来所、電話、メール、訪
きいきネット相談支援 改めての連絡となりま は改めての連絡となり
和泉市山荘町1368-1
の福祉に関する相談
問
センター
す）
ます）

0725-46-3110

https://sites.google.co
sg_shiencenter
0725-46-2007
なし
@yujinkai.com
m/site/lianxiyong2/

ビオラ和泉いきいき
郷荘中学校区に在住の方
ネット相談支援セン
の福祉に関する相談
ター

0725-46-0470

http://sites.google.com
sodanshien@vi
なし
0725-46-0370
/site/lianxiyong2/
ola-izumi.com

365日（担当者不在時は 24時間（担当者不在時
来所、電話、メール、訪
改めての連絡となりま は改めての連絡となり
和泉市和気町3-4-24
問
す）
ます）

365日（担当者不在時は 24時間（担当者不在時
北池田中学校区在住の方 光明荘いきいきネット
改めての連絡となりま は改めての連絡となり 来所、電話、訪問
の福祉に関する相談
相談支援センター
す）
ます）

https://sites.google.co
pegasasucsw@
なし
0725-43-2414
m/site/lianxiyong2/
gmail.com

和泉市伏屋町3-8-1

kmshttps://sites.google.co
なし
0725-56-2003 csw@komyoso.j 0725-57-8138
m/site/lianxiyong2/
p

石尾・南松尾はつが野中 プリムラ和泉いきいき 365日（担当者不在時は 24時間（担当者不在時
来所、電話、メール、訪
和泉市松尾寺町330
学校区在住の方の福祉に ネット相談支援セン 改めての連絡となりま は改めての連絡となり
問
ます）
す）
ター
関する相談

purimura‐
https://sites.google.co
0725-54-1912 csw@hakuga.or. 0725-54-2011
なし
m/site/lianxiyong2/
jp

365日（担当者不在時は 24時間（担当者不在時
光明台・南池田中学校区
来所、電話、メール、訪
くろいしいきいきネット
和泉市黒石町566-1
改めての連絡となりま は改めての連絡となり
に在住の方の福祉に関す
問
相談支援センター
ます）
す）
る相談

0725-57-2266
0725-57-2267
kuroishihttps://sites.google.co
（施設代表番
（施設共用番
なし
cs@daisenkai.jp
m/site/lianxiyong2/
号）
号）

ひかりの園いきいき
槇尾中学校区に在住の方
ネット相談支援セン
の福祉に関する相談
ター

365日（担当者不在時は 24時間（担当者不在時
来所、電話、メール、訪
和泉市下宮町141-1
改めての連絡となりま は改めての連絡となり
問
ます）
す）

hikarinosonocs
https://sites.google.co
0725-92-1225 w@guitar.ocn.n 0725-92-2347
なし
m/site/lianxiyong2/
e.jp

生活相談

箕面市生活相談窓口

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

箕面市萱野5-8-1

072-727-9515

soudan@minoh
―
-syakyo.or.jp

障がい者・高齢者に関す
るひきこもり

地域包括ケア室

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

8:45～17:15

来所、電話

箕面市萱野5-8-1

高齢：072727-9510
障がい：072727-9501

―

生活相談

らいとぴあ２１

火曜日から日曜日

9:00～17:00

来所、電話

箕面市萱野1-19-4

市民相談

市民サービス政策室

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

8:45～17:15

来所、電話

生活困窮・ひきこもり・就
労支援・学習支援等

生活困窮者相談窓口
月曜日から金曜日
「らいふあっぷ」

9:00～17:00

障がい者関係

保健福祉部 障害福 月曜日から金曜日(祝
祉課
日・年末年始除く)

―

なし

072-727-3539 ―

なし

072-722-7400 info@raipi.org

072-724-9698 ―

なし

箕面市西小路4-6-1

072-724-6723 ―

072-723-5538 ―

なし

電話、面談

柏原市安堂町1-55

072-972-1507 ―

http://www.city.kashiw
072-972-2200 ara.osaka.jp/docs/2015 なし
030900020/

9:00～17:30

来所、電話、メール

羽曳野市誉田4-1-1

syogaifukushi@
072-947-3823 city.habikino.lg.j 072-957-1238 ―
p

なし

保健福祉部 地域包 月曜日から金曜日(祝
括支援課
日・年末年始除く)

9:00～17:30

来所、電話、メール

羽曳野市誉田4-1-1

chiikihoukatsu
072-947-3822 @city.habikino.l 072-950-1030 ―
g.jp

なし

生活自立相談窓口
月曜日から金曜日(祝
（羽曳野市社会福祉
日・年末年始除く)
協議会）

9:00～17:30

来所、電話、メール

羽曳野市誉田4-1-1

072-958-2315

soudan@hasyak
―
yo_net

なし

8:45～17:15

来所、電話、メール

箕面市

柏原市

電話番号

羽曳野市 高齢者関係

生活困窮関係
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―

備考

R020831時点(41市町村回答)

市町村名

相談内容

窓口・担当課名

受付可能日（曜日等）

門真市

福祉のなんでも相談

いきいきネット相談支
援センター（門真市社 月曜日から金曜日
会福祉協議会）

摂津市

生活困窮者の相談

生活支援課

高石市

我が事・丸ごと相談

相談支援包括化推進
員（高石市社会福祉 月曜日から金曜日
協議会）

藤井寺市

子ども・若者のひきこもり・
くるみ東大阪
不登校の悩み相談

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始を除く）

受付時間

相談形態
（来所、電話、メール等）

住所

電話番号

メールアドレス

門真市御堂町14-１ 保
06-6902-6453 ―
健福祉センター内

9:00～17:30

来所、電話等

9:00～17:00

来所、電話（※要予約） 摂津市三島1-1-1

9:00～17:30

来所、電話、メール

06-6383-1111
―
（代表）

ファクシミリ

06-6904-1456

http://www.kadomasyakyo.com/

06-6383-9031 ―

高石市加茂4-1-1
市役所別館1階

072-261takaishi3656@c
http://takaishi072-261-9375
3656、
omet.ocn.ne.jp
shakyo.com/
072-265-1313

藤井寺市岡1-1-1

072-939-1111
（代表）

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

9:00～17:30

月曜日、火曜日、水曜
日、金曜日

10:00～16:00

電話又は電話予約の上 東大阪市荒川3-5-6
来所
MMﾋﾞﾙ307号室

年齢制限の有無

ホームページアドレス

備考

なし
相談内容に応じて担当
窓口や相談機関をご案
内します。

なし

なし
相談内容に応じて担当
窓口や相談機関をご案
内しています。

06-6727-0535 ―

―

―

あり

概ね15歳から
39歳まで

東大阪市

泉南市

生活困窮者自立支援相談

生活支援部生活福祉 月曜日から金曜日（祝
室生活支援課
日・年末年始除く）

9:00～17:30

来所、電話、メール

東大阪市荒本北１－１
－１

http://www.city.higashi
seikatsushien@
06-4309-3182 city.higashiosa 06-4309-3848 osaka.lg.jp/0000015072. なし
html
ka.lg.jp

くらし・仕事に関すること

ここサポ泉南

月曜日から金曜日

8:30～17:30

来所、電話

泉南市樽井9-16-2

0120-968141、
―
072-447-4422

水曜日

9:00～17:00

電話、来所相談等

syakaikyouiku@
https://www.shijonawat
四條畷市中野本町1-1 072-877-2121 city.shijonawat 072-877-8300 e.lg.jp/soshiki/39/1691. あり
e.lg.jp
html

ひきこもり相談窓口
ひきこもり当事者および家
(なわて生活サポート 月曜日から金曜日
族の相談
相談）

9:30～16:30

電話、来所相談等

四條畷市中野本町1-1 072-877-2121

交野市社会福祉協議
月曜日から金曜日（土
福祉何でも相談（ひきこも 会 CSW担当（交野
曜日・日曜日・祝日除
市福祉総務課委託事
り支援含む）
く）
業）

9:00～17:30

http://katanonijimaru@katan
来所、電話、メール対応 交野市天野が原町5-5072-895-1192
072-895-1185
shakyo.com/
o-shakyo.com
可
1

なし

生活困窮者自立相談支援 交野市社会福祉協議 月曜日から金曜日（土
会 （交野市福祉総 曜日・日曜日・祝日除
機関（ひきこもり相談含
く）
務課委託事業）
む）

9:00～17:30

http://katanonijimaru@katan
来所、電話、メール対応 交野市天野が原町5-5072-895-1192
072-895-1185
shakyo.com/
o-shakyo.com
可
1

なし

ひきこもり当事者および家
ひきこもり相談窓口
族の相談
四條畷市

交野市

https://sennan072-447-8833 jinkenkyoukai.com/coco なし
sapo/#area2box1

osnsvc@skyblu
―
e.ocn.ne.jp

39歳まで

https://www.city.shijon
awate.lg.jp/soshiki/27/ なし
1264.html

福祉に関する相談

福祉グループ

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

9:00～17:30

来所、電話、ファクシミ
リ、メール

大阪狭山市狭山12384-1

fukushi@city.os
http://www.city.osakas
072-366-0011 akasayama.osa 072-366-9696
なし
ayama.osaka.jp/
ka.jp

福祉に関する相談

大阪狭山市社会福祉 月曜日から金曜日（祝
協議会
日・年末年始除く）

9:00～17:30

来所、電話、ファクシミ
リ、メール

大阪狭山市今熊1-85

072-367-1761

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

8:45～17:15

電話・来所・家庭訪問等 阪南市尾崎町35-1

総合相談

総合相談窓口（社会
月曜日から金曜日（祝
福祉法人 阪南市社
日・年末年始除く）
会福祉協議会）

8:45～17:15

shttps://www.hannanshi
相談形態は問いません 阪南市尾崎町1-18-15 072-447-5301 konkyu@hanna 072-447-5305 -shakyo.jp/wpなし
nshi-shakyo.jp
login.php

ひきこもり全般

福祉推進課

月曜日から金曜日

9:00～17:30

来所、電話

三島郡島本町桜井2-1075-962-7460 ―
1

075-962-5652 ―

なし

福祉に関する相談

福祉相談支援室

月曜日から金曜日

9:00～17:30

電話、来所相談、メール

soudanshien@t
豊能町東ときわ台1-2072-738-7770 own.toyono.osa 072-738-3407 ―
3
ka.jp

なし

相談内容に応じて担当
窓口や相談機関をご案
内します。

生活人権相談

生活人権相談窓口
火曜日、木曜日、金曜
(とよの人権地域協議
日、土曜日
会）・住民人権課

9:00～17:00

来所、電話

豊能町光風台5-1-2
豊能町野間口332-1

なし

相談内容に応じて担当
窓口や相談機関をご案
内します。

大阪狭山
市

福祉や生活全般に関する くらし丸ごと相談室
総合相談
（阪南市福祉部）

sayama@bf.wak
http://www.osaka072-366-7407
wak.com
sayama.or.jp/

072-471-5678 ―

072-473-3504

なし

http://www.city.hannan.
なし
lg.jp/

阪南市

島本町

豊能町
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072-743-3964 ―

―

―

R020831時点(41市町村回答)

市町村名

相談内容

窓口・担当課名

受付可能日（曜日等）

受付時間

相談形態
（来所、電話、メール等）

住所

電話番号

メールアドレス

ファクシミリ

年齢制限の有無

ホームページアドレス

http://www.town.nose.o
hukusi@town.n
072-731-2151 saka.jp/kurashi/madogu なし
ose.osaka.jp
chi/2595.html

能勢町

総合生活相談

総合相談センター(健 月曜日から金曜日(祝
康福祉部福祉課)
日・年末年始を除く)

8:30～17:00

来所、電話

豊能郡能勢町栗栖82-1 072-731-2150

忠岡町

障がい福祉に係る相談

忠岡町地域福祉課

月曜日から金曜日

9:00～17:30

来所、電話、メール

tadaokafukushi
泉北郡忠岡町忠岡東1https://www.town.tada
0725-22-1122 @town0725-22-1129
なし
34-1
oka.osaka.jp/
tadaoka.jp

熊取町

生活福祉相談

生活福祉課

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

9:00～17:00

来所、電話

https://kumatori.lg.jp/s
seikatsu泉南郡熊取町野田1-1072-493-8039 fukushi@town.k 072-452-7103 oudan/1297834957486. なし
1
html
umatori.lg.jp

田尻町

ひきこもり相談（既存の窓
民生部福祉課
口の無いもの）

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

8:45～17:15

来所、電話等

泉南郡田尻町嘉祥寺
883-1

岬町いきいきネット相
談支援センター・岬町 月曜日から金曜日（祝
しあわせ創造部福祉 日除く）
課

9:00～17:30

来所、電話、ファクシミリ

泉南郡岬町深日2000072-492-2700 ―
1

岬町

生活についての相談

fukushi@town.t
072-466-8841 ―
ajiri.osaka.jp

072-492-5814

なし

障がい者関係、高齢者関
高齢障がい福祉課
係、生活困窮関係

障がい者関係、高齢者関
千早赤阪
係、児童関係、生活困窮 健康福祉課
村
関係

fukushi@town.o
http://www.town.kanan.
河南町大字白木1359- 0721-93-2500
なし
saka0721-93-4691
osaka.jp/
6
（代表）
kanan.lg.jp

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

9:00～17:30

来所、電話

月曜日から金曜日（祝
日・年末年始除く）

9:00～17:30

fukushi@vill.chi
来所、電話、メール、訪 南河内郡千早赤阪村大
http://www.vill.chihaya
なし
0721-72-0081 hayaakasaka.lg. 0721-70-2021
問
字水分180
akasaka.osaka.jp
jp
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相談内容に応じて担当
窓口や相談機関にご案
内しています

http://www.town.misaki
なし
.osaka.jp/

0721-98-0300
（代表）

太子町

河南町

072-466-8813

備考

相談内容に応じて担当
窓口や相談機関をご案
内しています。
相談内容に応じて担当
窓口や相談機関をご案
内しています。

