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市町村の介護保険担当窓口・高齢者福祉担当窓口
～介護保険に関すること、高齢者福祉に関すること～

※大まかな目安ですので、担当窓口が異なる場合があります。
　平成23年４月以降窓口名称が変わる場合があります。

豊中市

池田市

吹田市

箕面市

豊能町

能勢町

高槻市

茨木市

摂津市

島本町

枚方市

寝屋川市

大東市

守口市

門真市

四條畷市

交野市

八尾市

柏原市

東大阪市

富田林市

河内長野市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

大阪狭山市

太子町

河南町

千早赤阪村

06-6858-2525

072-752-1111

06-6384-1231

072-723-2121

072-739-0001

072-734-0001

072-674-7111

072-622-8121

06-6383-1111

075-961-5151

072-841-1221

072-824-1181

072-872-2181

06-6992-1613

06-6902-1231

072-877-2121

072-893-6400

072-991-3881

072-972-1501

06-4309-3000

0721-25-1000

0721-53-1111

072-334-1550

072-958-1111

072-939-1111

072-366-0011

0721-98-0300

0721-93-2500

0721-72-0081

健康福祉部高齢介護課相談係

保健福祉部高齢介護課

福祉保健部介護保険課

健康福祉部高齢福祉課

生活福祉部高齢障害福祉課

民生部住民福祉課包括支援係

介護保険課

市民生活部介護保険課

保健福祉部介護保険課認定給付係

民生部高齢福祉課

健康部高齢社会室

保健福祉部高齢介護室

健康福祉部介護保険課

くすのき広域連合

代表電話番号06-6995-1516

保健福祉部高齢介護課

健康福祉部介護保険課

健康福祉部高齢介護課介護業務係

健康福祉局福祉部高齢介護室給付
管理課、介護認定課

健康推進部高齢介護課

健康増進部介護高齢課

健康部高齢介護課

保健福祉部高年介護課

健康福祉部高齢介護課

保健福祉部高齢介護グループ

健康福祉部福祉室高齢介護グループ

健康福祉部高齢障がい福祉課介護
保険係

健康福祉課福祉グループ

健康福祉部高齢介護課相談係

保健福祉部高齢介護課

総合福祉会館
　電話番号06-6339-1201

健康福祉部高齢福祉課

豊悠プラザ　072-733-2291

民生部住民福祉課福祉係

高齢福祉課

健康福祉部高齢福祉課

保健福祉部地域福祉課高齢福祉係

民生部高齢福祉課

健康部高齢社会室

保健福祉部高齢介護室

健康福祉部健康いきがい課

福祉部高齢介護課

福祉推進部高齢福祉課

健康福祉部高齢福祉課

保健福祉部高齢介護課

健康福祉部高齢福祉課

健康福祉部高齢介護課高齢者福祉係

健康福祉局福祉部高齢介護室高齢
介護課

健康推進部高齢介護課

健康増進部介護高齢課

健康部高齢介護課

保健福祉部地域包括支援室自立支援担当

健康福祉部高齢介護課

保健福祉部高齢介護グループ

健康福祉部福祉室高齢介護グループ

健康福祉部高齢障がい福祉課高齢
福祉係

健康福祉課福祉グループ

市町村名 代表電話番号 介護保険担当 高齢者福祉担当
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岸和田市

泉大津市

貝塚市

泉佐野市

和泉市

高石市

泉南市

阪南市

忠岡町

熊取町

田尻町

岬町

大阪市　代表電話番号06-6208-8181 （介護保険担当）健康福祉局高齢者施策部介護保険担当

（高齢者福祉担当）健康福祉局高齢者施策部高齢福祉担当

072-423-2121

0725-33-1131

072-423-2151

072-463-1212

0725-41-1551

072-265-1001

072-483-0001

072-471-5678

0725-22-1122

072-452-6297

072-466-8813

072-492-2001

保健福祉部高齢介護課介護保険担当

健康福祉部高齢介護課

健康福祉部高齢介護課

健康福祉部介護保険課

生きがい健康部高齢介護室

保健福祉部高齢介護・障害福祉課

健康福祉部高齢障害介護課

健康部介護保険課

健康福祉部いきがい支援課

健康福祉部高齢介護課

民生部福祉課

住民福祉部高齢福祉課介護保険係

保健福祉部高齢介護課高齢福祉担当

健康福祉部高齢介護課高齢福祉係

健康福祉部高齢介護課

健康福祉部介護保険課高齢福祉係

生きがい健康部高齢介護室

保健福祉部高齢介護・障害福祉課

健康福祉部高齢障害介護課

健康部介護保険課

健康福祉部いきがい支援課

健康福祉部高齢介護課

民生部福祉課

住民福祉部高齢福祉課高齢福祉係

市町村名 代表電話番号 介護保険担当 高齢者福祉担当

北区

此花区

港区

浪速区

東淀川区

旭区

阿倍野区

東住吉区

北区

此花区

港区

浪速区

東淀川区

旭区

阿倍野区

東住吉区

06-6313-9859

06-6466-9859

06-6576-9859

06-6647-9859

06-4809-9859

06-6957-9859

06-6622-9859

06-4399-9859

06-6313-5566

06-6462-1225

06-6575-1212

06-6636-6027

06-6370-1630

06-6957-2200

06-6628-1212

06-6622-6611

都島区

中央区

大正区

西淀川区

東成区

城東区

住之江区

平野区

都島区

中央区

大正区

西淀川区

東成区

城東区

住之江区

平野区

06-6882-9859

06-6267-9859

06-4394-9859

06-6478-9859

06-6977-9859

06-6930-9859

06-6682-9859

06-4302-9859

06-6929-9500

06-6763-8139

06-6555-7575

06-6478-2941

06-6977-7031

06-6936-1133

06-6686-2234

06-6795-2525

福島区

西区

天王寺区

淀川区

生野区

鶴見区

住吉区

西成区

福島区

西区

天王寺区

淀川区

生野区

鶴見区

住吉区

西成区

06-6464-9859

06-6532-9859

06-6774-9859

06-6308-9859

06-6715-9859

06-6915-9859

06-6694-9859

06-6659-9859

06-6454-6330

06-6539-8075

06-6774-3377

06-6394-2900

06-6712-3101

06-6913-7070

06-6607-8181

06-6656-0080

各区の介護

保険担当窓

口

：各区保健

福祉セン

ター

（電話番号）

各区の高齢

者福祉担当

窓口

：各区在宅

サービスセ

ンター

（電話番号）

堺市　　代表電話番号072-233-1101 （介護保険担当）健康福祉局保険年金部介護保険課

（高齢者福祉担当）健康福祉局福祉推進部高齢福祉課

堺区

東区

南区

美原区

072-228-7520

072-287-8112

072-290-1812

072-363-9316

中区

西区

北区

072-270-8195

072-275-1912

072-258-6771

各区の介護保険担当窓口・高齢者福祉担当窓

口：各区役所地域福祉課

（電話番号）
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地域包括支援センター（平成22年12月１日現在）

豊中市

池田市

吹田市

箕面市

豊能町

能勢町

高槻市

刀根山元町5-60

新千里北町1-18-2

寺内1-1-10

城山町1-9-1

二葉町2-4-5

上野坂2-21-1　SOSIA DⅡ１階

岡上の町2-1-15　豊中市すこや
かプラザ2階

鉢塚1-2-1

伏尾町12-1

天神1-5-22

城南3-1-40

出口町19-2

内本町2-2-12

山田西1-26-20

高野台4-3-1-106

萱野5-8-1　箕面市立総合保健
福祉センター

箕面6-3-1　みのおサンプラザ
1号館2階

桜井1-13-22

粟生間谷西6-15-2

吉川187　豊能町立保健福祉総
合施設豊悠プラザ

栗栖82-1

松が丘1-21-9

井尻2-37-8

前島1-36-1

三島江4-38-7

紺屋町3-1

郡家新町48-7

大字原112

成合南の町3-1

東和町57-1

柴原地域包括支援センター

千里地域包括支援センター

緑地地域包括支援センター

服部地域包括支援センター

庄内地域包括支援センター

少路地域包括支援センター

中央地域包括支援センター

池田市医師会地域包括支援センター

池田市伏尾地域包括支援センター

池田市石橋巽地域包括支援センター

池田市さわやか地域包括支援センター

吹田市立総合福祉会館

吹田市立内本町地域保健福祉センター

吹田市立亥の子谷地域保健福祉センター

千里ニュータウン地域包括支援センター

箕面市中央地域包括支援センター

箕面市西部地域包括支援センター

箕面市北部・西南地域包括支援センター

箕面市東部地域包括支援センター

豊能町地域包括支援センター

能勢町地域包括支援センター

清水地域包括支援センター

五領・上牧地域包括支援センター

天川地域包括支援センター

三箇牧地域包括支援センター

高槻中央地域包括支援センター

郡家地域包括支援センター

高槻北地域包括支援センター

日吉台東地域包括支援センター

冠・大塚地域包括支援センター

市町村名

06-6850-3451

06-6155-1030

06-6867-0577

06-6865-1278

06-6335-0787

06-6854-7878

06-6841-9384

072-750-2884

072-752-1649

072-763-0363

072-754-6789

06-6339-1207

06-6317-5461

06-4864-8551

06-6873-8870

072-727-9511

072-720-5592

072-725-7029

072-729-1711

072-733-2800

072-731-2150

072-680-2239

072-660-3100

072-669-5703

072-679-1770

072-682-7411

072-681-8181

072-687-0303

072-689-0184

072-662-6363

電話番号所在地名　　称
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高槻市

茨木市

摂津市

島本町

枚方市

寝屋川市

大東市

富田南・下田部地域包括支援センター

富田地域包括支援センター

阿武山地域包括支援センター

茨木市社会福祉協議会地域包括支援センター

茨木市地域包括支援センター　葦原

茨木市地域包括支援センター　エルダー

茨木市地域包括支援センター　常清の里

茨木市地域包括支援センター　春日丘荘

茨木市地域包括支援センター　天兆園

摂津市地域包括支援センター

島本町地域包括支援センター

枚方市地域包括支援センター社協こもれび

枚方市地域包括支援センター　聖徳園

枚方市地域包括支援センター　松徳会

枚方市地域包括支援センター　みどり

枚方市地域包括支援センター　アイリス

枚方市地域包括支援センター　大潤会

枚方市地域包括支援センター　東香会

枚方市地域包括支援センター社協ふれあい

枚方市地域包括支援センター聖徳園なぎさ

枚方市地域包括支援センターサール・ナート

枚方市地域包括支援センター　美郷会

枚方市地域包括支援センター大阪高齢者生協

枚方市地域包括支援センター　あおぞら

寝屋川市西北地域包括支援センター

寝屋川市東北地域包括支援センター

寝屋川市東地域包括支援センター

寝屋川市南地域包括支援センター

寝屋川市西南地域包括支援センター

寝屋川市西地域包括支援センター

大東市東部地域包括支援センター

大東市中部地域包括支援センター

大東市西部地域包括支援センター

登町33-2

富田6-8-18

奈佐原4-7-1

駅前 4-7-55

沢良宜東町14-31

庄 2-7-38

清水1-28-22

春日丘7-11-12

安威2-10-11

三島1-1-1

桜井 3-4-1

南楠葉1-30-1-203

牧野阪2-5-1 上羽ビル204

宮之阪2-2-2　スカイパレス

有馬202

岡東町17-31-201号

香里ヶ丘9-9-1 Ｄ47号棟 -Ｓ5号

長尾谷町3-6-20

津田元町1-6-5

養父西町27-35　エスポワー

ル１階

渚西1-6-1-105

甲斐田町6-10-13

北中振3-28-7

高田2-25-13

長尾元町6-2-15　サンビレッ

ジ長尾

松屋町20-30　グランドリヴィ

エール2階

宇谷町1-36

打上南町14-1

大成町1-9　西部設計ビル１階

東大利町4-5

池田3-1-33

野崎1-13-4

御供田3-13-28 川田ハイツ1階

諸福1-13-9

市町村名

072-673-7011

072-694-2434

072-692-3112

072-627-0114

072-636-8000

072-631-5200

072-641-3164

072-625-6575

072-640-3960

06-6383-1111

075-962-3730

072-856-9177

072-836-5555

072-805-2165

072-845-2002

072-853-1300

072-857-0330

072-897-7800

072-850-0344

072-807-3555

072-890-7770

072-837-3288

072-854-8770

072-852-6541

072-831-2839

072-825-8020

072-814-5112

072-814-6006

072-827-8200

072-829-8899

072-803-2500

072-889-7110

072-806-2582

電話番号所在地名　　称
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くすのき

広域連合

 守口市

 門真市

 四條畷市

交野市

八尾市

柏原市

東大阪市

守口第1地域包括支援センター

守口第2地域包括支援センター

守口第3地域包括支援センター

守口第4地域包括支援センター

守口第5地域包括支援センター

守口第6地域包括支援センター

門真第1地域包括支援センター

門真第2地域包括支援センター

門真第3地域包括支援センター

門真第4地域包括支援センター

門真第5地域包括支援センター

四條畷第1地域包括支援センター

四條畷第2地域包括支援センター

四條畷第3地域包括支援センター

交野市地域包括支援センター

八尾市地域包括支援センター

八尾市地域包括支援センター　萱振苑

八尾市地域包括支援センターホーム太子堂

八尾市地域包括支援センター　あおぞら

八尾市地域包括支援センター　成法苑

八尾市地域包括支援センター　寿光園

八尾市地域包括支援センター　長生園

八尾市地域包括支援センター　緑風園

八尾市地域包括支援センター　サポートやお

八尾市地域包括支援センター　信貴の里

八尾市地域包括支援センター　スローライフ八尾

柏原市高齢者いきいき元気センター

基幹型地域包括支援センター

東大阪市社会福祉協議会角田

基幹型地域包括支援センター

東大阪市社会福祉協議会荒川

地域包括支援センター　ビオスの丘

地域包括支援センター　布市福寿苑

地域包括支援センター　四条の家

大久保町3-30-15

大日町1-11-11

八雲中町3-13-17

外島町2　第4号棟103

大宮通1-13-7

南寺方南通3-4-13

幸福町22-5

柳田町27-21

大橋町12-8

北島町12-14

大字桑才294-5

岡山4-1-16

北出町28-1

大字上田原613

天野が原町5-5-1　保健福祉

総合センター３階

本町1-1-1　八尾市役所本館

１階　高齢福祉課内

萱振町5-10

太子堂4-1-32

太田7-36-3

南本町3-4-5

楽音寺2-126

光南町1-4-8

天王寺屋5-1

青山町4-4-18

服部川5-7-2

福栄町1-12

大県4-15-35　柏原市健康福

祉センター内

角田2-3-8　高齢者サービス

センター内

荒川3-4-23　西センター内

善根寺町1-5-31

布市町2-12-2

四条町1-1

市町村名

06-6904-8900

06-4393-8401

06-6908-2808

06-4250-7878

06-6992-1180

06-6997-3336

06-6780-0808

06-6906-7077

072-800-0825

072-887-6540

072-883-3334

072-862-3366

072-863-0170

0743-70-1249

072-893-6426

072-924-3973

072-928-7080

072-996-0262

072-948-8222

072-994-8030

072-940-5505

072-991-0182

072-949-6670

072-925-1199

072-940-5727

072-990-1220

072-970-3100

072-963-6663

06-6726-2533

072-986-0003

072-983-2255

072-987-7505

電話番号所在地名　　称
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東大阪市

富田林市

河内長野市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

大阪狭山市

太子町

河南町

千早赤阪村

岸和田市

泉大津市

貝塚市

地域包括支援センター　なるかわ苑

地域包括支援センター　みのわの里

地域包括支援センター　春光園

地域包括支援センター　アンパス東大阪

地域包括支援センター　サンホーム

地域包括支援センターヴェルディ八戸ノ里

地域包括支援センター　たちばなの里

地域包括支援センター　イースタンビラ

地域包括支援センター　千寿園

地域包括支援センター　レーベンズポルト

地域包括支援センター　福寿苑

地域包括支援センター　アーバンケア稲田

地域包括支援センター　アーバンケア島之内

地域包括支援センター　向日葵

富田林市第1圏域地域包括支援センター

富田林市第2圏域地域包括支援センター

富田林市第3圏域地域包括支援センター

河内長野市地域包括支援センター
※平成23年４月から別団体等へ委託予定。
　お問い合わせは、市役所介護高齢課まで。

松原市社会福祉協議会地域包括支援センター

松原徳洲会地域包括支援センター

羽曳野市地域包括支援センター

藤井寺市地域包括支援センター

大阪狭山市地域包括支援センター

太子町地域包括支援センター

河南町地域包括支援センター

千早赤阪村地域包括支援センター

岸和田市地域包括支援センター　社協

岸和田市地域包括支援センター　いなば荘

岸和田市地域包括支援センター　萬寿園

岸和田市地域包括支援センター　寺田萬寿病院出張所

泉大津市地域包括支援センター

貝塚市地域包括支援センター

貝塚市山手地域包括支援センター

貝塚市浜手地域包括支援センター

上六万寺町13-40

古箕輪1-3-28

横枕8-34

若江南町3-7-7

御厨南3-1-18

下小阪4-7-36

岸田堂北町6-1

寿町1-9-39

南荘町13-38

長栄寺21-24

出雲井本町3-25

稲田新町1-10-1

吉田本町1-10-13

玉串町東1-10-20

常盤町1-1

南大伴町4-4-1　市立コミュニ
ティーセンターかがりの郷内

向陽台1-4-30

原町1-1-1

上田 3-1-25成協信用組合
ビル4階

天美東7-13-26

誉田4-1-1

北岡 1-2-8

狭山1-862-5（市役所南館内）

大字山田88

大字白木1359-6

大字水分195-1

別所町3-12-1

稲葉町1066

尾生町808

南上町1-48-5

東雲町9-54

畠中1-17-1

水間137-1

澤 525-1

市町村名

072-986-3680

072-964-0308

072-960-8666

06-4307-0165

06-6787-3733

06-6727-0213

06-6224-5111

050-3536-1309

072-983-7725

06-6782-1313

072-985-7772

06-6748-8009

072-960-6072

072-966-7756

0721-25-1000

0721-25-8205

0721-28-8500

0721-53-1111

072-349-2112

072-334-3439

072-958-1111

072-937-2641

072-368-9922

0721-98-5538

0721-93-2500

0721-72-0081

072-439-0361

072-479-1212

072-445-7789

072-422-4466

0725-21-0294

072-433-7015

072-446-5530

072-430-2941

電話番号所在地名　　称
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泉佐野市

和泉市

高石市

泉南市

阪南市

忠岡町

熊取町

田尻町

岬町

泉佐野市社協地域包括支援センター

和泉市福祉公社地域包括支援センター

ビオラ和泉地域包括支援センター

光明荘地域包括支援センター

和泉市福祉公社南部地域包括支援センター

高石市地域包括支援センター

泉南市地域包括支援センター　六尾の郷

泉南市地域包括支援センター　なでしこりんくう

阪南市地域包括支援センター

忠岡町地域包括支援センター

熊取町地域包括支援センター

田尻町地域包括支援センター　花みずき

岬町地域包括支援センター

上町1-2-9　社会福祉センター内

幸2-5-16

和気町3-5-19

伏屋町3-8-1

久井町505-1

加茂4-1-1

信達金熊寺130

りんくう南浜3-7

尾崎町35-1

忠岡東1-34-1

野田1-1-8　熊取ふれあいセン
ター内

吉見326-1

深日2000-1

市町村名

072-464-2977

0725-40-5377

0725-46-0463

0725-56-1886

0725-53-3663

072-265-1313

072-484-8668

072-485-2882

072-471-5678

0725-32-0294

072-452-6298

072-465-3755

072-492-2716

電話番号所在地名　　称

北区

都島区

福島区

此花区

中央区

西区

港区

大正区

天王寺区

浪速区

西淀川区

淀川区

東淀川区

東成区

生野区

北区地域包括支援センター

都島区地域包括支援センター

福島区地域包括支援センター

此花区地域包括支援センター

中央区地域包括支援センター

西区地域包括支援センター

港区地域包括支援センター

大正区地域包括支援センター

天王寺区地域包括支援センター

浪速区地域包括支援センター

西淀川区地域包括支援センター

淀川区地域包括支援センター

淀川区東部地域包括支援センター

東淀川区地域包括支援センター

東淀川区北部地域包括支援センター

東成区地域包括支援センター

生野区地域包括支援センター

東生野地域包括支援センター

鶴橋地域包括支援センター

神山町15-11

都島本通3-12-31

海老江6-2-22

伝法3-2-27

上本町西2-5-25

新町4-5-14　西区役所合同
庁舎６階

弁天2-15-1

小林西1-14-3

六万体町5-26

難波中3-8-8　浪速スポーツ
センター１階

千舟2-7-7

三国本町2-14-3

西宮原1-6-45

菅原4-4-37

井高野2-1-57

大今里南3-11-2

勝山北3-13-20

小路3-17-10

鶴橋3-8-13　メゾン南陽101号

区　名

大阪市

06-6313-5566

06-6929-9500

06-6454-6330

06-6462-1225

06-6763-8139

06-6539-8075

06-6575-1212

06-6555-7575

06-6774-3386

06-6636-6027

06-6478-2941

06-6394-2914

06-6350-7310

06-6370-7190

06-6349-5001

06-6977-7031

06-6712-3103

06-6758-8816

06-6715-0236

電話番号所在地名　　称
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旭区

城東区

鶴見区

阿倍野区

住之江区

住吉区

東住吉区

平野区

西成区

旭区地域包括支援センター

城東区地域包括支援センター

城東・放出地域包括支援センター

鶴見区地域包括支援センター

阿倍野区地域包括支援センター

住之江区地域包括支援センター

さきしま地域包括支援センター

住吉区地域包括支援センター

住吉区北地域包括支援センター

住吉区東地域包括支援センター

東住吉区地域包括支援センター

中野地域包括支援センター

矢田地域包括支援センター

平野区地域包括支援センター

長吉地域包括支援センター

加美地域包括支援センター

西成区地域包括支援センター

玉出地域包括支援センター

西成区北西部地域包括支援センター

高殿6-16-1

中央2-11-16

諏訪4-12-28

諸口5- 浜 6-12

帝塚山1-3-8

御崎 4-6-10

南港中3-3-43

浅香1-8-47

帝塚山東5-10-15

苅田4-3-15

田辺2-10-18

湯里1-1-30

矢田6-8-7

平野東2-1-30

長吉出戸6-8-21

加美北7-1-2

岸里 1-5-20　西成区役所合
同庁舎８階

南津守7-12-32

長橋2-5-33　市民交流セン
ター内

区　名

06-6957-2200

06-6936-1133

06-6964-0808

06-6913-7512

06-6628-1400

06-6686-2235

06-6569-6100

06-6692-8803

06-6678-1500

06-6608-2110

06-6622-0055

06-6760-7575

06-6694-5552

06-6795-1666

06-6769-0036

06-4303-7703

06-6656-0080

06-6651-6888

06-6568-8400

電話番号所在地名　　称

堺区

中区

東区

西区

南区

北区

美原区

堺地域包括支援センター

中地域包括支援センター

東地域包括支援センター

西地域包括支援センター

南地域包括支援センター

北地域包括支援センター

美原地域包括支援センター

南瓦町3-1

深井沢町2470-7

日置荘原寺町195-1

鳳東町6-600

桃山台1-1-1

新金岡町5-1-4

黒山 167-1

区　名

072-228-7052

072-270-8268

072-287-8730

072-275-0009

072-290-1866

072-258-6886

072-361-1950

電話番号所在地名　　称

堺市

　平成23年4月1日から地域包括支援センターが16ヶ所増設されます。担当の地域包括支援
センターについては、お住まいの区の保健福祉センターにお問い合わせください。
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市（区）町村社会福祉協議会

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

池田市社会福祉協議会
箕面市社会福祉協議会
能勢町社会福祉協議会
茨木市社会福祉協議会
島本町社会福祉協議会
寝屋川市社会福祉協議会
守口市社会福祉協議会
四條畷市社会福祉協議会
八尾市社会福祉協議会
東大阪市社会福祉協議会
河内長野市社会福祉協議会
羽曳野市社会福祉協議会
大阪狭山市社会福祉協議会
河南町社会福祉協議会
岸和田市社会福祉協議会
貝塚市社会福祉協議会
和泉市社会福祉協議会
泉南市社会福祉協議会
忠岡町社会福祉協議会
田尻町社会福祉協議会

豊中市社会福祉協議会
吹田市社会福祉協議会
豊能町社会福祉協議会
高槻市社会福祉協議会
摂津市社会福祉協議会
枚方市社会福祉協議会
大東市社会福祉協議会
門真市社会福祉協議会
交野市社会福祉協議会
柏原市社会福祉協議会
富田林市社会福祉協議会
松原市社会福祉協議会
藤井寺市社会福祉協議会
太子町社会福祉協議会
千早赤阪村社会福祉協議会
泉大津市社会福祉協議会
泉佐野市社会福祉協議会
高石市社会福祉協議会
阪南市社会福祉協議会
熊取町社会福祉協議会
岬町社会福祉協議会

072-751-0421
072-749-1575
072-734-0770
072-627-0033
075-962-5417
072-838-0400
06-6992-2715
072-878-1210
072-991-1161
06-6789-7201
0721-65-0133
072-958-2315
072-367-1761
0721-93-6299
072-437-8854
072-439-0294
0725-43-7514
072-482-1027
0725-31-1666
072-466-5015

（電話番号）
06-6841-9393
06-6339-1205
072-738-5370
072-674-7496
06-6383-1111
072-844-2443
072-874-1082
06-6902-6453
072-895-1185
072-972-6786
0721-25-8200
072-333-0294
072-938-8220
0721-98-1311
0721-72-0294
0725-23-1393
072-464-2259
072-261-3656
072-472-3333
072-452-6001
072-492-0633

06-6765-5601

北区

此花区

港区

浪速区

東淀川区

旭区

阿倍野区

東住吉区

06-6313-5566

06-6462-1224

06-6575-1212

06-6636-6027

06-6370-1630

06-6957-2200

06-6628-1212

06-6622-6611

都島区

中央区

大正区

西淀川区

東成区

城東区

住之江区

平野区

06-6929-9500

06-6763-8139

06-6555-7575

06-6478-2941

06-6977-7031

06-6936-1133

06-6686-2234

06-6795-2525

福島区

西区

天王寺区

淀川区

生野区

鶴見区

住吉区

西成区

06-6454-6330

06-6539-8075

06-6774-3377

06-6394-2900

06-6712-3101

06-6913-7070

06-6607-8181

06-6656-0080

各区

社会福祉

協議会

中区事務所

南区事務所

072-270-4066

072-295-8250

東区事務所

北区事務所

072-287-0004

072-258-4700

堺区事務所

西区事務所

美原区事務所

072-226-2987

072-275-0255

072-369-2040

●大阪市社会福祉協議会

072-232-5420●堺市社会福祉協議会

06-6762-9471●大阪府社会福祉協議会

大阪府福祉部高齢介護室　　平成２3年3月発行
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　　　TEL.０６－６９４１－０３５１
メールアドレス　koreikaigo@sbox.pref.osaka.lg.jp
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