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発達障がいのある方やそのご家族の相談・支援先について 

  

発達障がいのある方やそのご家族の支援については、その必要性に応じ、福祉や保健、

医療、保育、教育、就労支援等、様々な機関が関わることができます。また、それぞれ

の機関が必要に応じて連携することが重要です。（図１） 

 次ページより、それぞれの機関とその連絡先をご紹介しています。 

 

※平成 30 年 3 月時点の情報です。 

ご相談に当たっては、各機関へ事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

図１ 発達障がいのある方の相談・支援先 イメージ 
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相談先一覧 （平成 30 年 3 月時点） 

子どもの相談先       市町村障がい福祉担当課・・・・・・・・・３ページ 

               （障がい児通所支援） 

               （障がい福祉サービス等） 

           相談支援事業所（市町村相談支援事業）・・・３ページ  

           基幹相談支援センター・・・・・・・・・・３ページ 

           大阪府発達障がい児療育拠点・・・・・・・３ページ 

           発達障がい者支援センター・・・・・・・・４ページ 

                アクトおおさか 

                エルムおおさか 

                アプリコット堺 

           児童相談所・・・・・・・・・・・・・・・４ページ 

          保健センター（母子保健相談）・・・・・・・４ページ  

             保育所・幼稚園・認定こども園・小中学校・高校等 

                             ・・・５ページ 

           大阪府教育センター・・・・・・・・・・・・５ページ  

 

 

 

大人の相談先      市町村障がい福祉担当課・・・・・・・・・・６ページ  

              （障がい福祉サービス等） 

           相談支援事業所（市町村相談支援事業）・・・６ページ  

           基幹相談支援センター・・・・・・・・・・・６ページ  

           発達障がい者支援センター・・・・・・・・・６ページ  

                アクトおおさか 

                エルムおおさか 

                アプリコット堺 

           大阪府障がい者自立相談支援センター・・・・７ページ  

           保健所・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ページ  

           障がい者地域就業・生活支援センター・・・・７ページ  

           大阪障害者職業センター・・・・・・・・・・７ページ  

           公共職業安定所（ハローワーク）・・・・・・８ページ  

 

           OSAKA しごとフィールド・・・・・・・・・８ページ  

           地域若者サポートステーション・・・・・・・８ページ  
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子どもの相談先 巻末に所在地等の一覧を掲載しています。（平成 30 年 3 月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村（区）の障がい福祉担当課 

 

 医療を受けたいとき、手帳等の申請を行いたい時、福祉サービスや施設を利用したい

時、また日常生活や社会生活で困っている時等、障がいのある方の様々な相談について、

居住地の福祉事務所（福祉事務所を設置していない市町村については障がい福祉担当課）

で応じています。 

  所在地等一覧＞11、12、15、16ページ （障がい児通所支援） 

所在地等一覧＞13、14、15、16ページ （障がい福祉サービス等） 

 

相談支援事業所（市町村相談支援事業） 

 

 障がいのある方やご家族等からの相談に応じたり、障がい福祉サービスの情報の提供

等を行います。 

利用にあたっては、お住まいの市町村の障がい福祉担当課にお尋ねください。 

   

障がい者基幹相談支援センター   

 

 地域の相談の拠点として、障がいのある方の相談、情報提供、助言など総合的に行い

ます。 

 

所在地等一覧＞18、19ページ 

大阪府発達障がい児療育拠点 

 

 発達障がい児の専門療育を実施する事業所です。子どもの療育や保護者支援などを行

います。（大阪市、堺市を除く。その他、療育拠点を利用していない市町村もあります。） 

 また、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所への助言等（機関支援）も

行っています。 

  

所在地等一覧＞20ページ 
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発達障がい者支援センター 

 

 発達障がいのある方やご家族・関係機関や施設からの相談に応じています。相談内容

に応じた、助言や情報提供などの支援を行います。 

  

◆大阪府発達障がい支援センター アクトおおさか 

                 （大阪市・堺市を除く大阪府内にお住いの方） 

◆大阪市発達障がい者支援センター エルムおおさか （大阪市にお住まいの方） 

   

◆堺市発達障害者支援センター アプリコット堺 （堺市にお住まいの方） 

  

 所在地等一覧＞22ページ 

児童相談所  

（大阪府、大阪市、堺市の児童相談所については、児童福祉法上の名称と異なります。） 

  

 18歳未満※の子どもについて、家庭・その他からの相談を行います。 

  

 ※大阪府子ども家庭センターにおいては、おおむね２５歳までの青少年の相談にも応

じています。 

  

お住まいの地域により、管轄の児童相談所が異なります。 

・大阪府子ども家庭センター（大阪市、堺市以外にお住いの方）   

・大阪市こども相談センター（大阪市にお住いの方）    

・堺市子ども相談所（堺市にお住いの方）   

  

所在地等一覧＞20ページ 

 

 保健センター （母子保健相談） 

 

 乳幼児健康診査を実施し、発達に課題のある乳幼児については、適切な支援機関に紹

介しています。保護者に対しては、不安や悩み等の相談に応じています。  

  

 所在地等一覧＞21ページ 
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保育所・幼稚園・認定こども園・小中学校・高校等 

 

 園・学校等での生活などについて、担任や（特別）支援教育コーディネーターの役割

の先生などに相談することができます。 

  

 就学については、各市町村教育委員会が多様な情報を提供しながら就学相談を行って

います。また、校区の小学校でも、教育相談を行っており、学校を見学することができ

ます。 

 

大阪府教育センター 

 

『すこやか教育相談』 

 電話、Eメール、FAXによる相談に応じて、相談者自ら問題の解決に向かうことがで

きるように支援を行います。また、学校を通して依頼される面接相談によって学校と連

携しての支援も行っています。 

  

 所在地等一覧＞22ページ 
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大人の相談先 巻末に所在地等の一覧を掲載しています。（平成 30 年 3 月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村（区）の障がい福祉担当課 

 

医療を受けたいとき、手帳等の申請を行いたい時、福祉サービスや施設を利用したい時、

また日常生活や社会生活で困っている時等、障がいのある方の様々な相談について、居

住地の福祉事務所（福祉事務所を設置していない市町村については障がい福祉担当課）

で応じています。 

  

 所在地等一覧＞13～17ページ（障がい福祉サービス等） 

相談支援事業所（市町村相談支援事業） 

 

障がいのある方やご家族等からの相談に応じたり、障がい福祉サービスの情報の提供等

を行います。利用にあたっては、お住まいの市町村の障がい福祉担当課にお尋ねくださ

い。 

  

障がい者基幹相談支援センター   

 

 地域の相談の拠点として、障がいのある方の相談、情報提供、助言など総合的に行い

ます。 

  

 所在地等一覧＞17、18ページ 

発達障がい者支援センター 

 

 発達障がいのある方やご家族・関係機関や施設からの相談に応じています。相談内容

に応じた、助言や情報提供などの支援を行います。 

  

◆大阪府発達障がい支援センター アクトおおさか 

                 （大阪市・堺市を除く大阪府内にお住いの方） 

◆大阪市発達障がい者支援センター エルムおおさか （大阪市にお住まいの方） 

◆堺市発達障害者支援センター アプリコット堺 （堺市にお住まいの方） 

  

 所在地等一覧＞22ページ 
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大阪府障がい者自立相談支援センター 

 

 知的障がいの判定及び専門的相談・指導（知的障がい者更生相談所業務）を実施する

とともに、発達障がいを伴う知的障がいのある方々への支援を実施しています。 

  

所在地等一覧＞22ページ 

保健所   

 

こころの健康相談において、統合失調症、うつ病、依存症などの精神的な病気やひきこ

もりなどについて、本人や家族等からの相談に応じています。精神科医（非常勤）に相

談することもできます（要予約）。 

  

 所在地等一覧＞23～25ページ  

障がい者地域就業・生活支援センター  

 

 就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とされる障がいのある方に対し、センタ

ー窓口での相談や職場・通所先訪問等による相談支援を行います。 

  

 所在地等一覧＞26ページ 

大阪障害者職業センター 

 

 大阪障害者職業センターでは、障害者職業カウンセラー等を配置し、ハローワーク（公

共職業安定所）、障害者就業・生活支援センターとの密接な連携のもと、就職や職場復帰

を目指す障害のある方、障害者雇用を検討している或いは雇用している事業主の方、障

害のある方の就労を支援する関係機関の方に対して、支援・サービスを提供しています。 

  

 所在地等一覧＞27ページ 
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☆仕事についての相談機関（※障がいのある方専門の相談機関ではありません。） 

 ◆OSAKAしごとフィールド     

年齢や状況を問わず、就労を希望される方の利用が可能です。キャリアカウンセ

リングや就職のためのセミナーなどの就労支援を行っています。 

所在地等＞29ページ 

 

◆地域若者サポートステーション  

働くことに悩みを抱えている 15～39歳までの方を対象に、キャリアカウンセ

リングや仕事体験、セミナーなどの就労に向けた支援を行っています。 

大阪府下に 9か所あります。（H29.１現在）   

所在地等一覧＞29ページ 

    

 

 

 

公共職業安定所（ハローワーク） 専門援助部門・一般窓口・わかもの 

  

◇専門援助部門 

障がい者の申し出、登録をされている方向けの、就労相談の窓口です。障がいのある

方向けの仕事の紹介を受けたり、職業訓練の申込などができます。 

  

◇一般窓口 

障がい者の申し出、登録をされていない方向けの、就労相談の窓口です。仕事の紹介

を受けたり、職業訓練の申込などができます。 

  

◇わかものハローワーク（大阪・あべの） 

 概ね 35 歳未満の方専用のハローワークです。様々な支援メニューや就職情報があり

ます。 

  

（仕事の紹介はどのハローワークでも受けられますが、職業訓練の申込は、原則、お住

まいの地域を管轄するハローワークが窓口となります。） 

  

所在地等一覧＞27ページ 

 

 



9 

 

ご 参 考 

 

◆障がい児通所支援とは？ 

児童発達支援センター・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所などへ

の通所により、発達支援のための個別療育、集団療育、家族支援等が受けられます。 

  実施内容は事業所によって異なります。児童発達支援事業所は未就学の子ども、放

課後等デイサービス事業所は就学している子どもが対象になります。利用にあたって

の窓口は、市町村の福祉事務所、障がい福祉担当課（障がい児通所支援）です。 

担当課 所在地等一覧＞11、12、15、16ページ 

 

 

◆障がい福祉サービスとは？ 

 居宅介護（ホームヘルプ）、就労系サービス（就労移行支援、就労継続支援 A型・B

型）、共同生活援助（グループホーム）など様々なサービスがあります。サービス利用

にあたっての基本計画相談や、ご本人や保護者が相談できる、基本相談支援もあります。

利用にあたっての窓口は、市町村（区）の障がい福祉担当課です。 

担当課 所在地等一覧＞13～16ページ 

 

 

◆障害児通所給付とは？ 

  児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所などで通所支援サービスを利

用する場合に、必要な費用を公費で支弁することです。なお、利用者も費用の一部を

負担しますが、世帯の所得に応じて、負担の上限額が決められています。 

  制度の詳細や手続きについての窓口は、市町村（区）の障がい福祉担当課等です。 

担当課 所在地等一覧＞11、12、15、16ページ 

 

 

◆自立支援医療費（精神通院医療）とは？  

  通院により精神疾患の治療を受けている方を対象に、精神通院医療の指定を受けて

いる医療機関での、受診に際しての医療費の支給が受けられます。所得に応じて負担

の上限月額が決まります。 

  制度の詳細や手続きについての窓口は、市町村（区）障がい福祉担当課等です。   

担当課 所在地等一覧＞13～16ページ 
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◆精神保健福祉手帳とは？ 

  精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対

象となります。発達障がいのある方の申請が可能です。障がいの程度に応じたサービ

スを利用することができます。    

制度の詳細や申請手続き等についての窓口は、市町村（区）障がい福祉担当課等で

す。 

担当課 所在地等一覧＞13～16ページ  

（東大阪市は各保健センターが窓口です。 ＞25ページ） 

 

 

◆療育手帳とは？ 

  知的障がいのある方が対象となります。障がいの程度に応じたサービスを利用する

ことができます。 

制度の詳細や申請手続き等についての窓口は、市町村（区）障がい福祉担当課等で

す。   

担当課 所在地等一覧＞13～16ページ 

 

 

◆各種手当・年金等について 

 ◎年金関係  

障がい基礎年金、特別障がい給付金等、病気やけが等により障がい者となった場合

に支給される年金等があります。対象になられる方、手続きなど詳細についての窓口

は、市町村の年金課または年金事務所です。   

担当課 所在地等一覧＞29ページ（年金事務所） 

 

 ◎手当関係 

  特別障がい者手当…20歳以上であって、重度の障がいの状態にあるため、日常生

活において常時特別の介護が必要な方に対して支給される手当です。対象となられる

方、手続きなどの詳細についての窓口は、市町村の福祉事務所、障がい福祉担当課で

す。    

担当課 所在地等一覧＞13～16ページ 

  

 

 

 

 



11 

 

子育て支援係
東大阪市南四条町1番1号
(東部地域仮設庁舎3階)

子育て支援係
東大阪市岩田町4－3－22－

300(希来里2階)

子育て支援係 東大阪市高井田元町2－8－27

子育て応援部子育て支援課（就学児童） 072-423-9480 072-423-3523

子育て応援部子育て施設課（就学前児童） 072-423-9482 072-423-0089

福祉部子ども未来室

福祉部障害福祉課

子ども未来創造局

子どもすこやか室

市長公室こども未来室こども課

（相談等）

保健福祉部福祉支援課

（支給決定・支払関係）

福祉部福祉総務課 072-939-0399

こども・健康部子育て支援課 072-939-1128

こども・健康部健康課 072-939-9099

子どもすこやか部子ども見守り課 東大阪市荒本北1-1-1 06-4309-3197 06-4309-3817

こども部子育て支援課 泉佐野市　福祉事務所

 吹田市　福祉事務所

 八尾市　福祉事務所

こども育成部子育て支援課

地域福祉部障がい福祉課

 泉大津市　社会福祉事務所 健康福祉部障がい福祉課

子ども・健康部発達支援課

06-6846-6080

健康福祉部障害福祉課

茨木市駅前3-8-13

八尾市本町1-1-1

072-622-8722

072-924-3838 072-922-4900

06-6385-1031

06-6339-6105

 大阪市　

 堺市

 枚方市　福祉事務所 福祉部障害福祉室 枚方市大垣内町2-1-20
072-841-1457

072-841-1221
072-841-5123

 高槻市 子ども未来部 子育て総合支援センター 高槻市北園町6-30 072-686-3032 072-686-5431

○ページ

○ページ

 東大阪市　東福祉事務所
06-4309-3197

(子どもすこやか部

子ども見守り課）

06-4309-3817

（子どもすこやか部

こども見守り課）

 東大阪市　中福祉事務所

 東大阪市　西福祉事務所

 豊中市　こども相談課 こども未来部こども相談課 豊中市岡上の町2-1-15 06-6858-2285

 東大阪市　子ども見守り課

06-6387-5734

0725-33-1131 0725-33-7780

吹田市片山町2-11-40

泉大津市東雲町9-12

貝塚市畠中1-18-1

06-6992-1630

06-6992-1635
06-6991-2494

和泉市府中町2-7-5

0721-25-3123

守口市京阪本通2-2-5

箕面市萱野5-7-1

柏原市安堂町1-55

羽曳野市誉田4-1-1

06-6902-6154

06-6902-6054

岸和田市岸城町7-1

池田市城南1-1-1

吹田市泉町1-3-40

072-463-1212

072-754-6102

072-620-1633

泉佐野市市場東1-295-3

0721-25-1000

072-877-2121 072-879-2596

 藤井寺市　福祉事務所

 交野市　福祉事務所 072-893-6400交野市天野が原町5-5-1

健康福祉部障がい福祉課

 茨木市　こども育成部子育て支援課

072-895-6065

泉南市樽井1-1-1

四條畷市中野本町1-1

06-6905-9510

 泉南市　福祉事務所 072-483-3471

福祉部障がい福祉課

 高石市　福祉事務所 072-275-6294 072-265-3100

 摂津市　教育委員会事務局

072-972-2200

富田林市常盤町1-1

寝屋川市池田西町28-22

072-483-7667

06-6383-1980 06-6319-5066

 松原市　福祉事務所
072-337-3118

072-337-3115
072-337-3007

保健福祉部障がい福祉課

 大東市　福祉事務所 072-870-0474 072-872-2189福祉・子ども部子ども室

 河内長野市　福祉事務所 0721-53-1111 0721-52-4920河内長野市原町1-1-1

松原市阿保1-1-1

大東市谷川1-1-1

 羽曳野市　福祉事務所
072-958-1111

（代表）

072-957-1238

（福祉支援課）

健康福祉部障害福祉課

0725-44-3844

 四條畷市　福祉事務所

072-939-1111

（代表）

 門真市　福祉事務所

 柏原市　福祉事務所
072-972-1501

（代表）

高石市加茂4-1-1

藤井寺市岡1-1-1

門真市中町1-1

摂津市三島1-1-1

保健福祉部障がい福祉課

教育総務部子育て支援課

 箕面市　早期療育室 072-727-9520 072-727-9522

こども部こども未来室こども支援担当 和泉市　福祉事務所 0725-99-8136

保健福祉部高齢介護・障がい福祉課

健康福祉部保育子育て支援課

 寝屋川市　福祉事務所 072-824-1181 072-826-1860

福祉事務所・町村障がい福祉担当課（障がい児通所支援）

福祉事務所等名称 担当課名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

072-752-9785

 岸和田市　福祉事務所

 池田市　子ども・健康部発達支援課

072-469-3363

福祉部障がい福祉室

（放課後等デイサービス）

 吹田市　児童部こども発達支援センター（指定通所支援）

06-6384-1348

健康子ども部子育て支援課 貝塚市　福祉事務所 072-433-7020 072-433-7051

 守口市　福祉事務所

子育て福祉部障がい福祉課

福祉部障害福祉課

 富田林市　福祉事務所
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教・育部こども１ばん課

健康福祉部高齢障がい福祉課

福祉事務所等名称 担当課名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

福祉部こども家庭課（子育て総合支援センター）

(障がい児）

島本町桜井2-1-1

 千早赤阪村　健康福祉課 0721-72-0081

 田尻町　民生部こども課 072-466-5013 072-466-8841

072-731-2150 072-731-2151健康福祉部福祉課

 忠岡町　いきがい支援課

しあわせ創造部子育て支援課

健康福祉部福祉課

健康福祉課

 熊取町　介護保険・障がい福祉課 072-452-6289

健康福祉部いきがい支援課

介護保険・障がい福祉課

 河南町　こども１ばん課 0721-93-2500

 太子町　健康福祉部福祉課

0721-70-2021

岬町深日2000-1

太子町大字山田88

河南町大字白木1359-6

 岬町　子育て支援課 072-492-2709

 島本町　福祉事務所 075-962-7460 075-962-5652健康福祉部福祉推進課

 豊能町　教育総務課 072-739-3426 072-739-1980教育委員会教育総務課

 大阪狭山市　福祉事務所 072-366-0011健康福祉部福祉グループ

 阪南市　福祉事務所

能勢町栗栖82-1

忠岡町忠岡東1-34-1

熊取町野田1-1-8

田尻町嘉祥寺883-1

072-470-1400

大阪狭山市狭山1-2384-1

阪南市新町１７１

 能勢町　健康福祉部

民生部こども課

072-366-9696

072-470-1402

千早赤阪村大字水分180

0721-93-7560

072-492-5814

0721-98-2773

0725-22-1122 0725-22-1129

072-452-7196

0721-98-5519

豊能町余野414-1
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福祉部障害者支援室障害施策推進課 06-4309-3183

福祉部障害者支援室障害福祉認定給付課 06-4309-3184

福祉部障害者支援室障害福祉事業者課 06-4309-3187

障害福祉係 東大阪市南四条町1-1 072-988-6628 072-988-6671

障害福祉係 東大阪市岩田町4-3-22-300 072-960-9285 072-964-7110

障害福祉係 東大阪市高井田元町2-8-27 06-6784-7980 06-6784-7677

 交野市　福祉事務所 福祉部障がい福祉課 072-893-6400 072-895-6065交野市天野が原町5-5-1

 泉南市　福祉事務所 健康福祉部障害福祉課 072-483-8252 072-480-2134

 四條畷市　福祉事務所 健康福祉部障がい福祉課 072-877-2121 072-879-2596

 高石市　福祉事務所 保健福祉部高齢・障がい福祉課 072-275-6294 072-265-3100

 藤井寺市　福祉事務所 福祉部福祉総務課 072-939-1106 072-939-0399

高石市加茂4-1-1

藤井寺市岡1-1-1

泉南市樽井1-1-1

四條畷市中野本町1-1

 門真市　福祉事務所 保健福祉部障がい福祉課
06-6902-6154

06-6902-6054
06-6905-9510

 摂津市　福祉事務所 保健福祉部障害福祉課 06-6383-1374 06-6383-9031

 柏原市　福祉事務所 健康福祉部障害福祉課
072-972-1501

（代表）
072-972-2200

 羽曳野市　福祉事務所 保健福祉部福祉支援課 072-958-1111 072-957-1238

柏原市安堂町1-55

羽曳野市誉田4-1-1

門真市中町1-1

摂津市三島1-1-1

 和泉市　福祉事務所 生きがい健康部障がい福祉課 0725-99-8133 0725-44-0111

 箕面市　福祉事務所 健康福祉部障害福祉課 072-727-9506 072-727-3539

 松原市　福祉事務所 福祉部障害福祉課 072-337-3115 072-337-3007

 大東市　福祉事務所 福祉・子ども部障害福祉課 072-870-9630 072-873-3838

松原市阿保1-1-1

大東市谷川1-1-1

和泉市府中町2-7-5

箕面市萱野5-8-1

 寝屋川市　福祉事務所 福祉部障害福祉課 072-824-1181 072-826-1860

 河内長野市　福祉事務所 保健福祉部障がい福祉課 0721-53-1111 0721-52-4920

 泉佐野市　福祉事務所 健康福祉部障害福祉総務課 072-463-1212 072-463-8600

 富田林市　福祉事務所 子育て福祉部障がい福祉課 0721-25-1000 0721-25-3123

泉佐野市市場東1-295-3

富田林市常盤町1-1

寝屋川市池田西町28-22

河内長野市原町1-1-1

 茨木市　福祉事務所 健康福祉部障害福祉課 072-620-1636 072-627-1692

 八尾市　福祉事務所 地域福祉部障がい福祉課 072-924-3838 072-922-4900

 貝塚市　福祉事務所 福祉部障害福祉課 072-433-7012 072-433-1082

 守口市　福祉事務所 健康福祉部障害福祉課
06-6992-1630

06-6992-1635
06-6991-2494

貝塚市畠中1-10-1

守口市京阪本通2-5-5

茨木市駅前3-8-13

八尾市本町1-1-1

 泉大津市　社会福祉事務所 健康福祉部障がい福祉課 0725-33-1131 0725-33-7780

 岸和田市　福祉事務所 福祉部障害者支援課サービス担当 072-423-9469 072-431-0580

 池田市　福祉事務所 福祉部障がい福祉課 072-754-6255 072-752-5234

泉大津市東雲町9-12

 吹田市　福祉事務所 福祉部障がい福祉室 06-6384-1348 06-6385-1031

岸和田市岸城町7-1

池田市城南1-1-1

吹田市泉町1-3-40

 枚方市　福祉事務所 福祉部障害福祉室 枚方市大垣内町2-1-20 072-841-1457 072-841-5123

06-4309-3813

 東大阪市　東福祉事務所

○ページ

○ページ

 東大阪市　西福祉事務所

 東大阪市　障害者支援室 東大阪市荒本北1-1-1

福祉事務所・町村障がい福祉担当課（障がい福祉サービス等）

福祉事務所等名称 担当課名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

 豊中市　障害福祉課 健康福祉部　障害福祉課 豊中市中桜塚3-1-1 06-6858-2224 06-6858-1122

 東大阪市　中福祉事務所

 高槻市　障がい福祉課 健康福祉部福祉事務所障がい福祉課 高槻市桃園町2-1 072-674-7164 072-674-7188

 大阪市

堺市

 

 

 

 



14 

 

 千早赤阪村　健康福祉課 健康福祉課 0721-72-0081 0721-70-2021千早赤阪村大字水分180

 太子町　健康福祉部福祉課 健康福祉部福祉課 0721-98-5519 0721-98-2773

 河南町　高齢障がい福祉課 健康福祉部高齢障がい福祉課 0721-93-2500 0721-93-4691

太子町大字山田88

河南町大字白木1359-6

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

 岬町　福祉課 しあわせ創造部地域福祉課福祉係 072-492-2700 072-492-5814

田尻町嘉祥寺883-1

岬町深日2000-1

 忠岡町　いきがい支援課 健康福祉部いきがい支援課 0725-22-1122 0725-22-1129

 熊取町　介護保険・障がい福祉課 健康福祉部介護保険・障がい福祉課 072-452-6289 072-453-7196

 豊能町　生活福祉部福祉課 生活福祉部福祉課 072-739-3420 072-739-1980

 能勢町　健康福祉部 健康福祉部福祉課 072-731-2150 072-731-2151

豊能町余野414-1

能勢町栗栖82-1

忠岡町忠岡東1-34-1

熊取町野田1-1-8

 阪南市　福祉事務所 福祉部市民福祉課 072-471-5678 072-471-1038

 島本町　福祉事務所 健康福祉部福祉推進課 075-962-7460 075-962-5652

 大阪狭山市　福祉事務所 健康福祉部福祉グループ 072-366-0011 072-366-9696大阪狭山市狭山1-2384-1

阪南市尾崎町35-1

島本町桜井2-1-1

福祉事務所等名称 担当課名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
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大阪市（障がい児通所支援）

名称 所在地 電話番号

北区保健福祉センター 大阪市北区扇町2-1-27（北区役所３階） 06-6313-9857

都島区保健福祉センター 大阪市都島区中野町2-16-20（都島区役所2階）） 06-6882-9857

福島区保健福祉センター 大阪市福島区大開1-8-1　2階・3階 06-6464-9857

此花区保健福祉センター 大阪市此花区春日出北1-8-4（此花区役所１階） 06-6466-9857

中央区保健福祉センター 大阪市中央区久太郎町1-2-27（中央区役所4階） 06-6267-9857

西区保健福祉センター 大阪市西区新町4-5-14（西区役所3階） 06-6532-9857

港区保健福祉センター 大阪市港区市岡1-15-25（港区役所3階） 06-6576-9857

大正区保健福祉センター 大阪市大正区千島2-7-95（大正区役所3階） 06-4394-9857

天王寺区保健福祉センター 大阪市天王寺区真法院町20-33（天王寺区役所2階） 06-6774-9857

浪速区保健福祉センター 大阪市浪速区敷津東1-4-20（浪速区役所3階） 06-6647-9897

西淀川区保健福祉センター 大阪市西淀川区御幣島1-2-10（西淀川区役所2階） 06-6478-9954

淀川区保健福祉センター 大阪市淀川区十三東2-3-3（淀川区役所3階） 06-6308-9857

東淀川区保健福祉センター 大阪市東淀川区豊新2-1-4（東淀川区役所2階） 06-4809-9845

東成区保健福祉センター 大阪市東成区大今里西2-8-4（東成区役所2階） 06-6977-9857

生野区保健福祉センター 大阪市生野区勝山南3-1-19（生野区役所2階） 06-6715-9857

旭区保健福祉センター 大阪市旭区大宮1-1-17（旭区役所2階） 06-6957-9857

城東区保健福祉センター 大阪市城東区中央3-5-45（城東区役所1階） 06-6930-9857

鶴見区保健福祉センター 大阪市鶴見区横堤5-4-19（鶴見区役所1階） 06-6915-9857

阿倍野区保健福祉センター 大阪市阿倍野区文の里1-1-40（阿倍野区役所1階） 06-6622-9857

住之江区保健福祉センター 大阪市住之江区御崎3-1-17（住之江区役所1階） 06-6682-9857

住吉区保健福祉センター 大阪市住吉区南住吉3-15-55（住吉区役所　2階） 06-6694-9857

東住吉区保健福祉センター 大阪市東住吉区東田辺1-13-4 06-4399-9857

平野区保健福祉センター 大阪市平野区背戸口3-8-19（平野区役所3階） 06-4302-9857

西成区保健福祉センター 大阪市西成区岸里1-5-20（西成区役所5階） 06-6659-9857

大阪市（障がい福祉サービス）

名称 所在地 電話番号

北区保健福祉センター 大阪市北区扇町2-1-27（北区役所３階） 06-6313-9857

都島区保健福祉センター 大阪市都島区中野町2-16-20（都島区役所2階）） 06-6882-9857

福島区保健福祉センター 大阪市福島区大開1-8-1　2階・3階 06-6464-9857

此花区保健福祉センター 大阪市此花区春日出北1-8-4（此花区役所１階） 06-6466-9857

中央区保健福祉センター 大阪市中央区久太郎町1-2-27（中央区役所4階） 06-6267-9857

西区保健福祉センター 大阪市西区新町4-5-14（西区役所3階） 06-6532-9857

港区保健福祉センター 大阪市港区市岡1-15-25（港区役所3階） 06-6576-9857

大正区保健福祉センター 大阪市大正区千島2-7-95（大正区役所3階） 06-4394-9857

天王寺区保健福祉センター 大阪市天王寺区真法院町20-33（天王寺区役所2階） 06-6774-9857

浪速区保健福祉センター 大阪市浪速区敷津東1-4-20（浪速区役所3階） 06-6647-9897

西淀川区保健福祉センター 大阪市西淀川区御幣島1-2-10（西淀川区役所2階） 06-6478-9954

淀川区保健福祉センター 大阪市淀川区十三東2-3-3（淀川区役所3階） 06-6308-9857

東淀川区保健福祉センター 大阪市東淀川区豊新2-1-4（東淀川区役所2階） 06-4809-9845

東成区保健福祉センター 大阪市東成区大今里西2-8-4（東成区役所2階） 06-6977-9857

生野区保健福祉センター 大阪市生野区勝山南3-1-19（生野区役所2階） 06-6715-9857

旭区保健福祉センター 大阪市旭区大宮1-1-17（旭区役所2階） 06-6957-9857

城東区保健福祉センター 大阪市城東区中央3-5-45（城東区役所1階） 06-6930-9857

鶴見区保健福祉センター 大阪市鶴見区横堤5-4-19（鶴見区役所1階） 06-6915-9857

阿倍野区保健福祉センター 大阪市阿倍野区文の里1-1-40（阿倍野区役所1階） 06-6622-9857

住之江区保健福祉センター 大阪市住之江区御崎3-1-17（住之江区役所1階） 06-6682-9857

住吉区保健福祉センター 大阪市住吉区南住吉3-15-55（住吉区役所　2階） 06-6694-9857

東住吉区保健福祉センター 大阪市東住吉区東田辺1-13-4 06-4399-9857

平野区保健福祉センター 大阪市平野区背戸口3-8-19（平野区役所3階） 06-4302-9857

西成区保健福祉センター 大阪市西成区岸里1-5-20（西成区役所5階） 06-6659-9857

大阪市

大阪市
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堺市 （障がい児通所支援）

放課後等デイサービス（身体障害・知的障害）以外の障害児通所支援

　※美原区については放課後等デイサービス（精神障害・難病）を含む。

所在地 電話番号 FAX番号

堺区地域福祉課 堺市堺区南瓦町3-1（堺市役所本館2階） 072-228-7477 072-228-7870

中区地域福祉課 堺市中区深井沢町2470-7（中区役所2階） 072-270-8195 072-270-8103

東区地域福祉課 堺市東区日置荘原寺町195-1（東区役所2階） 072-287-8112 072-287-8117

西区地域福祉課 堺市西区鳳東町6丁600（西区役所3階） 072-275-1918 072-275-1919

南区地域福祉課 堺市南区桃山台1丁1-1（南区役所3階） 072-290-1812 072-290-1818

北区地域福祉課 堺市北区新金岡町5丁1-4（北区役所3階） 072-258-6771 072-258-6836

美原区地域福祉課 堺市美原区黒山167-1（美原区役所2階） 072-363-9316 072-362-0767

放課後等デイサービス（精神障害・難病）

　※美原区以外

所在地 電話番号 FAX番号

堺保健センター 堺区甲斐町東3-2-6（保健医療センター） 072-238-0123 072-227-1593

ちぬが丘保健センター 堺区協和町3-128-4 072-241-6484 072-247-3201

中保健センター 中区深井沢町2470-7（中区役所） 072-270-8100 072-270-8104

東保健センター 東区日置荘原寺町195-1（東区役所） 072-287-8120 072-287-8130

西保健センター 西区鳳南町4-444-1（鳳保健文化センター） 072-271-2012 072-273-3646

南保健センター 南区桃山台1-1-1（南区役所） 072-293-1222 072-296-2822

北保健センター 北区新金岡町5-1-4（北区役所） 072-258-6600 072-258-6614

美原保健センター 美原区黒山782-11 072-362-8681 072-362-8676

堺市（福祉サービス）

身体障害・知的障害のサービス担当課

所在地 電話番号 FAX番号

堺保健福祉総合センター　　　地域福祉課 堺市堺区南瓦町3-1（堺市役所本館2階） 072-228-7477 072-228-7870

中保健福祉総合センター　　　地域福祉課 堺市中区深井沢町2470-7（中区役所内） 072-270-8195 072-270-8103

東保健福祉総合センター　　　地域福祉課 堺市東区日置荘原寺町195-1（東区役所内） 072-287-8112 072-287-8117

西保健福祉総合センター　　　地域福祉課 堺市西区鳳東町6-600（西区役所内） 072-275-1918 072-275-1919

南保健福祉総合センター　　　地域福祉課 堺市南区桃山台1-1-1（南区役所内） 072-290-1812 072-290-1818

北保健福祉総合センター　　　地域福祉課 堺市北区新金岡町5-1-4（北区役所内） 072-258-6771 072-258-6836

美原保健福祉総合センター 　地域福祉課 堺市美原区黒山167-1（美原区役所内） 072-363-9316 072-362-0767

精神障害・難病等のサービス担当課

所在地 電話番号 FAX番号

堺保健福祉総合センター　　　堺保健センター　 堺市堺区甲斐町東3-2-6（保健医療センター内） 072-238-0123 072-227-1593

中保健福祉総合センター　　　中保健センター　　 堺市中区深井沢町2470-7（中区役所内） 072-270-8100 072-270-8104

東保健福祉総合センター　　　東保健センター 堺市東区日置荘原寺町195-1（東区役所内） 072-287-8120 072-287-8130

西保健福祉総合センター　　　西保健センター 堺市西区鳳南町4-444-1（鳳保健文化センター内） 072-271-2012 072-273-3646

南保健福祉総合センター　　　南保健センター 堺市南区桃山台1-1-1（南区役所内） 072-293-1222 072-296-2822

北保健福祉総合センター　　　北保健センター 堺市北区新金岡町5-1-4（北区役所内） 072-258-6600 072-258-6614

美原保健福祉総合センター 　地域福祉課 堺市美原区黒山167-1（美原区役所内） 072-363-9316 072-362-0767

地
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※平成２９年４月１日現在の情報を掲載しています。

※最新の情報及びご利用に関しては、各市町村障がい福祉担当課にお問合せください。

箕面市 箕面市基幹相談支援センター 562-0014
箕面市萱野5-8-1

総合保健福祉センター内
072-727-9501 072-727-3539 月～金 8:45～17:15 ○ ○ ○ ○ ○ ○

池田市 池田市基幹相談支援センター 563-0025 池田市城南3-１-40 072-754-6003 072-754-6004 月～金 9:00～17:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

能勢町 福祉相談「くすのき」 563-0013 池田市中川原町13-1 072-752-1831 072-753-4422 月～金 9:00～17:00 ○ ○ △ ○ ○ ○

吹田市 吹田市基幹相談支援センター 564-8550 吹田市泉町1-3-40 06-6384-1348 06-6385-1031 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨木市障害者基幹相談支援センター

（障害福祉課）
567-0888 茨木市駅前三丁目８番13号 072-620-1636 072-627-1692 月～金 8:45～17:15 ○ ○ ○ ○ ○ ○

菜の花障害者相談支援センター 567-0801 茨木市総持寺一丁目2番20号 072-621-7305 072-621-0725 月～金 9:00～17:30 ○ △
△

(一部)

島本町 島本町障害者基幹相談支援センター 618-8570 三島郡島本町桜井二丁目1番1号 075-962-7460 075-962-5652 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

摂津市 摂津市障害者総合相談支援センター 566-0034 摂津市香露園34-1 072-664-0324 072-664-0325 月～金 第一土曜 8:45～17:15 ○ ○ ○ ○ ○ ○

交野市 障がい者相談支援センター明星 576-0022 交野市藤が尾２－５－２２ 072-891-3636 072-891-3773 月～金 9:00～18:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

四條畷市 四條畷市基幹相談支援センターさつき 575-8501
四條畷市中野本町1-1

（四條畷市役所障がい福祉課内）

072-877-2121

(内677)
072-879-2596 月～金 8:45～17:15 ○ ○ ○ ○ ○ ○

大東市 大東市基幹相談支援センター 574-0027 大東市三住町2-7シティワークス１階 072-806-1331 072-806-1333 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

寝屋川市
寝屋川市障害者基幹相談支援センター

（障害福祉課）
572-8533 寝屋川市池田西町28－22 072-824-1181 072-826-1860 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

門真市 門真市障がい者基幹相談支援センターえーる 571-0064
門真市御堂町14-1

門真市保健福祉センター1Ｆ
06-6901-0101 06-6901-3042 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

守口市 守口市障害者基幹相談支援センター 570-0081 守口市大宮通1丁目13-7　市民保健センター内 06-6993-5601 06-6993-5602 火～土 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

八尾市
八尾市障害者基幹相談支援センター

（障害福祉課）
581-0003 八尾市本町1-1-1 072-924-3838 072-922-4900 月～金 8:45～17:15 ○ ○ ○ ○ ○ ○

松原市 生活支援センター　れいんぼう 580-0023 松原市南新町1-10-2 072-336-3240 072-334-6466 月～金 9:00～17:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

富田林市 相談支援センター　あーる 584-0032 富田林市常盤町5-12　シバノビル2F 0721-20-6575 0721-55-3113 月～金 9:00～17:45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

河内長野市 ピアセンターかわちながの 586-0094 河内長野市小山田町379-16 0721-56-1690 0721-56-1692 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

大阪狭山市 基幹相談支援センター 589-0005 大阪狭山市狭山１-８６２-５ 072-365-1144 072-368-9933 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

太子町 科長の郷　生活支援相談室　しなが 583-0993 太子町大字畑100-1 0721-98-5001 0721-98-5678 月～日 9:00～18:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

河南町 科長の郷　生活支援相談室　しなが 583-0993 太子町大字畑100-1 0721-98-5001 0721-98-5678 月～日 9:00～18:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

千早赤阪村 科長の郷　生活支援相談室　しなが 583-0993 太子町大字畑100-1 0721-98-5001 0721-98-5678 月～日 9:00～18:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

和泉市 社会福祉協議会 594-0005 和泉市幸2-5-16

0725-90-5901

FAX兼用

0725-41-3191

0725-41-3191 月～土 9:00～17:15 ○ ○ ○ ○ ○ ○

岸和田市 岸和田市基幹相談支援センター 596-8510 岸和田市岸城町7-1 072-447-6078 072-431-0580
月～金（土日祝、12/29～1/3を

除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

貝塚市 貝塚市社会福祉協議会 597-0072 貝塚市畠中1-18-8 072-439-0294 072-439-0035
月～金（但し、祝日及び12/29～

1/３除く）
8:45～17:15 ○ ○ ○ ○ ○ ○

泉佐野市・田尻町 泉佐野市・田尻町基幹相談支援センター　あいと 598-0007 泉佐野市上町１－２－９ 072-464-3830 072-462-5400 月～金 8:45～17:15 ○ ○ ○ ○ ○ ○

東大阪市 基幹相談支援センター 578-0984 東大阪市菱江五丁目２－３４ 072-975-5708 072-975-5717 月～金 8:45～17:15 ○ ○ ○ ○ ○ ○

高槻市
高槻市基幹相談支援センター

（障がい福祉課内）
569-8501 高槻市桃園町２番１号 072-674-7171 072-674-7188 月～金 8:45～17:15 ○ ○ ○ ○ △ ○

豊中市 豊中市障害者基幹相談支援センター 561-0854 豊中市稲津町1-1-20 06-6862-0095 06-6863-7063 月～金（祝除く） 9:00～17:15 ○ ○ ○ ○ ○ ○

パーソナルサポートひらかた 573-0011 枚方市中宮山戸町10-12-105 072-848-8825 072-848-7920 月～土 9:00～17:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域支援センター　ゆい 573-0127 枚方市津田元町1-9-21 072-808-2422 072-808-2423 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

相談支援センター　陽だまり 573-1161 枚方市交北2-7-15 072-809-0015 072-809-0015 月～土 9:00～18:00 ○ ○ ○ ○ △ ○

基幹相談支援事業所

市町村名 名称
郵便

番号
所在地
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方

精神

障が

いの

ある

方

難病

患者

身体

障が

いの

ある

方
電話番号 ＦＡＸ番号 利用日 利用時間

対象となる方
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※平成２９年４月１日現在の情報を掲載しています。

※最新の情報及びご利用に関しては、各市町村障がい福祉担当課にお問合せください。

北区障がい者相談支援センター 531-0073 大阪市北区本庄西3-13-5 06-6374-7888 06-6374-7889
月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

都島区障がい者相談支援センター 534-0027
大阪市都島区中野町3-4-21

ベルエキップ・オグラン101号
06-6355-3701 06-6355-3702

月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

福島区障がい者相談支援センター 553-0001
大阪市福島区海老江1-8-8

福島育成園内
06-6456-4107 06-6456-0561

月～金

（祝日除く）
9:00～17:45 ○ ○ ○ ○ ○

此花区障がい者相談支援センター 555-0033 大阪市西淀川区姫島6-3-44 06-6475-7717 06-6475-7718
月～土

（祝日除く）
9:00～17:45 ○ ○ ○ ○ ○

中央区障がい者相談支援センター 540-0006
大阪市中央区法円坂1-1-35

アネックスパル法円坂内
06-6940-4185 06-6943-4666

月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

西区障がい者相談支援センター 550-0027 大阪市西区九条3-4-7 06-6585-2550 06-6585-2550
月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

港区障がい者相談支援センター 552-0001 大阪市港区波除5-7-6　ハイツニッセイ101 06-6585-2211 06-6585-2212
月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

大正区障がい者相談支援センター 551-0002 大阪市大正区三軒家東1-12-27アドヴァンスライフ101号 06-6555-3509 06-6555-3520
月～金

（祝日除く）
9:00～18:00 ○ ○ ○ ○ ○

天王寺区障がい者相談支援センター 543-0041 大阪市天王寺区真法院町7-28 1階 06-6772-2323 06-6772-2400
月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

浪速区障がい者相談支援センター 556-0012 大阪市浪速区敷津東3-6-10 06-6649-0421 06-6649-0421
月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

西淀川区障がい者相談支援センター 555-0033 大阪市西淀川区姫島6-3-44 06-4808-3080 06-4808-3082
月～土

（祝日除く）
9:00～17:45 ○ ○ ○ ○ ○

淀川区障がい者相談支援センター 532-0011
大阪市淀川区西中島7-12-23

第2丸善ビル 1Ｆ
06-6101-5031 06-6101-5032

月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

東淀川区障がい者相談支援センター 533-0014
大阪市東淀川区豊新2-5-1

シャトー玉川第一103
06-6325-9992 06-4307-3673

月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

東成区障がい者相談支援センター 537-0014 大阪市東成区大今里西1-1-15 06-6981-0770 06-6981-0703
月～金

（祝日除く）
9:00～17:45 ○ ○ ○ ○ ○

生野区障がい者相談支援センター 544-0004
大阪市生野区巽北4-13-23

勝山東ガーデンハイツ103
06-6756-0807 06-6756-0801

月～金

(土曜日は予約制、祝日除く)
9:00～18:00 ○ ○ ○ ○ ○

旭区障がい者相談支援センター 535-0001 大阪市旭区太子橋1-16-24 06-4254-2339 06-6951-2541
月～土

（第2・第4土曜、祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

城東区障がい者相談支援センター 536-0005
大阪市城東区中央1-8-30

パンション真紀2階
06-6934-5858 06-6934-5850

月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

鶴見区障がい者相談支援センター 538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-37 06-6961-4631 06-6961-5525
月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

阿倍野区障がい者相談支援センター 545-0003 大阪市阿倍野区美章園3-2-12　公楽園マンション1階 06-6621-8001 06-4399-8900
月～金

（祝日の場合も開所）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

住之江区障がい者相談支援センター 559-0024
大阪市住之江区新北島1-2-1

オスカードリーム2階
06-6657-7556 06-4702-4738

月～金

（祝日除く）
9:00～18:00 ○ ○ ○ ○ ○

住吉区障がい者相談支援センター 558-0002
大阪市住吉区長居西1-9-12

キミハウス1階
06-6609-3133 06-6609-3210

月～金

（祝日除く）
9:00～18:00 ○ ○ ○ ○ ○

東住吉区障がい者相談支援センター 546-0042 大阪市東住吉区西今川2-3-8 06-6760-2671 06-6760-2672
月～金

(土曜日は予約制、祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

平野区障がい者相談支援センター 547-0026
大阪市平野区喜連西6-2-55

大阪市職業リハビリテーションセンター２階
06-6797-6691 06-6797-6691

月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

西成区障がい者相談支援センター 557-0025 大阪市西成区長橋3-2-27 06-6562-5800 06-6562-6677
月～金

（祝日除く）
9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○

障がい者基幹相談支援センター ○

堺区障害者基幹相談支援センター 590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号　堺市役所本館2階 072-224-8166 072-224-4400 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

中区障害者基幹相談支援センター 599-8236 堺市中区深井沢町2470番地7　中区役所1階 072-278-8166 072-278-4400 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

東区障害者基幹相談支援センター 599-8112 堺市東区日置荘原寺町195番地1　東区役所1階 072-285-6666 072-287-6767 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

西区障害者基幹相談支援センター 593-8324 堺市西区鳳東町6丁600番地　西区役所4階 072-271-6677 072-274-7700 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

南区障害者基幹相談支援センター 590-0141 堺市南区桃山台1丁1番1号　南区役所2階 072-295-8166 072-298-0044 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

北区障害者基幹相談支援センター 591-8021 堺市北区新金岡町5丁1番4号　北区役所3階 072-251-8166 072-250-8800 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

美原区障害者基幹相談支援センター 587-0002 堺市美原区黒山167番地9　美原区役所別館2階 072-361-1883 072-361-4444 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

総合相談情報センター 590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3番1号　健康福祉プラザ1階 072-275-8166 072-244-7777 月～金 9:00～17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

基幹相談支援事業所

市町村名 名称
郵便

番号
所在地

※大阪市、堺市につきましては、各市の委託相談支援事業所及び基幹相談支援センターを掲載しています。

　他の指定相談支援事業所の情報につきましては、市障がい福祉主管課及び記載の相談支援事業所へお問合せください。

知的

障が

いの

ある

方

精神

障が

いの

ある

方

難病

患者

身体

障が

いの

ある

方
電話番号 ＦＡＸ番号 利用日 利用時間

対象となる方

堺市

基幹

○相談に応じることができる

△専門支援機関につなぐことがで

きる

子ども

大阪市

大阪市

障がい者基幹相談支援センターは２４区障がい者相談支援センターの後方支援を行っております。

大阪市民のみなさまのご相談につきましては、お住まいの区障がい者相談支援センターにお問い合わせください。
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大阪府発達障がい児療育拠点

名　称 所在地 電話番号 FAX番号

豊能 こども発達支援センター 青空（そら） 箕面市稲6-15-26 072-729-0125 072-729-0125

三島 こども発達支援センター will 高槻市城北1-6-8　奥野ビル2階 072-662-0100 072-662-0056

北河内 自閉症療育センター Link 枚方市岡東町24-10　アイエス枚方ビル3階 072-841-2411 072-841-2412

中河内 発達障害支援センター PAL 東大阪市菱江5-2-34 072-975-5712 072-975-5718

南河内 こども発達支援センター Sun 富田林市粟ヶ池2969-5 0721-26-7331 0721-26-7331

泉州 自閉症児支援センター Wave 貝塚市東山2-1-1 072-421-3011 072-421-3011
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児童相談所

大阪府（大阪市、堺市を除く大阪府内にお住まいの方）

名称 所在地 電話番号 管轄地域

中央子ども家庭センター 寝屋川市八坂町28-5 072-828-0161

守口市、枚方市、寝屋川市、大

東市、門真市、四條畷市、交野

市

池田子ども家庭センター 池田市満寿美町9-17 072-751-2858
豊中市、池田市、箕面市、豊能

町、能勢町

吹田子ども家庭センター 吹田市出口町19-3 06-6389-3526
吹田市、高槻市、茨木市、摂津

市、島本町

東大阪子ども家庭センター 東大阪市永和1-7-4 06-6721-1966 八尾市、柏原市、東大阪市

富田林子ども家庭センター
富田林市寿町2-6-1

(南河内府民センタービル内）
0721-25-1131（代）

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

岸和田子ども家庭センター 岸和田市宮前町7-30 072-445-3977

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（大阪市にお住いの方）

名称 住所 電話番号 管轄地域

大阪市こども相談センター 大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5 06-4301-3100 下記の4区を除く20区

大阪市南部こども相談センター 大阪市平野区喜連西6-2-55 06-6718-5050
阿倍野区、住吉区、東住吉区、

平野区

堺市（堺市にお住いの方）

名称 住所 電話番号

堺市子ども相談所 堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1 072-245-9197
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保健センター（母子保健相談窓口）　

名称 所在地 電話番号

北区保健福祉センター 大阪市北区扇町2-1-27 06-6313-9968

都島区保健福祉センター 大阪市都島区中野町5-15-21（分館） 06-6882-9968

福島区保健福祉センター 大阪市福島区大開1-8-1 06-6464-9968

此花区保健福祉センター 大阪市此花区春日出北1-8-4 06-6466-9968

中央区保健福祉センター 大阪市中央区久太郎町1-2-27 06-6267-9968

西区保健福祉センター 大阪市西区新町4-5-14 06-6532-9968

港区保健福祉センター 大阪市港区市岡1-15-25 06-6576-9968

大正区保健福祉センター 大阪市大正区千島2-7-95 06-4394-9968

天王寺区保健福祉センター 大阪市天王寺区真法院町20-33 06-6774-9968

浪速区保健福祉センター 大阪市浪速区敷津東1-4-20 06-6647-9968

西淀川区保健福祉センター 大阪市西淀川区御幣島1-2-10 06-6478-9968

淀川区保健福祉センター 大阪市淀川区十三東2-3-3 06-6308-9968

東淀川区保健福祉センター 大阪市東淀川区豊新2-1-4 06-4809-9968

東成区保健福祉センター 大阪市東成区大今里西2-8-4 06-6977-9968

生野区保健福祉センター 大阪市生野区勝山南3-1-19 06-6715-9968

旭区保健福祉センター 大阪市旭区大宮1-1-17 06-6957-9968

城東区保健福祉センター 大阪市城東区中央3-4-29 06-6930-9968

鶴見区保健福祉センター 大阪市鶴見区横堤5-4-19 06-6915-9968

阿倍野区保健福祉センター 大阪市阿倍野区文の里1-1-40 06-6622-9968

住之江区保健福祉センター 大阪市住之江区御崎3-1-17 06-6682-9968

住吉区保健福祉センター 大阪市住吉区南住吉3-15-55 06-6694-9968

東住吉区保健福祉センター 大阪市東住吉区東田辺1-13-4 06-4399-9968

平野区保健福祉センター 大阪市平野区背戸口3-8-19 06-4302-9968

西成区保健福祉センター 大阪市西成区岸里1-5-20 06-6659-9968

堺保健センター 堺市堺区甲斐町東3丁2-6　保健医療センター内 072-238-0123

ちぬが丘保健センター 堺市堺区協和町3丁128-4 072-241-6484

中保健センター 堺市中区深井沢町2470-7　中区役所内 072-270-8100

東保健センター 堺市東区日置荘原寺町195-1　東区役所内 072-287-8120

西保健センター 堺市西区鳳南町4丁444-1　鳳保健文化センター内 072-271-2012

南保健センター 堺市南区桃山台1丁1-1　南区役所内 072-293-1222

北保健センター 堺市北区新金岡町5丁1-4　北区役所内 072-258-6600

美原保健センター 堺市美原区黒山782-11 072-362-8681

中部保健センター 豊中市岡上の町2丁目1番15号　すこやかプラザ1階 06-6858-2292

千里保健センター 豊中市新千里東町1-2-2 千里文化センターコラボ2階 06-6873-2721

庄内保健センター 豊中市島江町1丁目3番14号の101 06-6332-8555

保健センター 高槻市城東町5番1号 072-661-1108　　　

西部地域保健センター 高槻市富田町2丁目4番1号 072-696-9460　　　

枚方市 保健センター 枚方市禁野本町2丁目13番13号 072-840-7221

東保健センター 東大阪市南四条町1番1号 072-982-2603

西保健センター 東大阪市高井田元町2丁目8番27号 06-6788-0085 

中保健センター 東大阪市岩田町4丁目3番22号 072-965-6411

池田市 子ども・健康部　健康増進課 池田市城南3丁目1番40号 池田市保健福祉総合センター2階 072-754-6034

豊能町 保健福祉センター 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1丁目2番地の6 072-738-3813

能勢町 保健福祉センター 能勢町栗栖82番地の1 072-731-3201

箕面市 子ども未来創造局子どもすこやか室 箕面市西小路4-6-1 072-724-6768

保健センター 吹田市出口町19番2号 06-6339-1212

保健センター南千里分館 吹田市津雲台1丁目2-1　千里ニュータウンプラザ4階 06-6155-2812

摂津市 保健センター 摂津市南千里丘5番30号 06－6381－1710　

茨木市 こども健康センター 茨木市春日三丁目13番5号 072-621-5901

島本町 健康福祉部　いきいき健康課 島本町桜井三丁目4番1号　ふれあいセンター1階 075-961-1122

寝屋川市 子ども部　子育て支援課 寝屋川市池田西町28番22号　保健福祉センター2階 072-824-1181(市役所代表番号）

守口市 健康福祉部　健康推進課 守口市大宮通1-13-7　市民保健センター3階 06-6992-2217　

門真市
保健福祉部　健康増進課

健康増進グループ
門真市御堂町14-1　保健福祉センター4階 06-6904-6500

四條畷市 保健センター 四條畷市中野三丁目5番28号 072-877-1231

交野市 健康増進課 交野市天野が原町5-5-1　ゆうゆうセンター2階 072-893-6405

大東市 保健医療部　地域保健課 大東市幸町8番1号　保健医療福祉センター3階 072-874-9500

八尾市 健康推進課（保健センター） 八尾市旭ケ丘5-85-16（生涯学習センター内） 072-993-8600

柏原市 保健センター 柏原市大県４丁目１５番３５号 072-973-5516

松原市 地域保健課 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 072-337-3126

藤井寺市 こども・健康部　健康課 藤井寺市岡1丁目1番1号 072-939-1112

四條畷市 保健センター 四條畷市中野3-5-28 072-877-1231

大阪狭山市 保健センター（健康推進グループ） 大阪狭山市岩室1-97-3 072-367-1300

富田林市 健康づくり推進課（保健センター） 富田林市向陽台1-3-35 0721-28-5520

河内長野市 保健センター 河内長野市菊水町2-13 0721-55-0301

河南町 健康づくり推進課 南河内郡河南町大字白木1371（かなんぴあ内） 0721-93-2500

太子町 健康推進課（保健センター） 南河内郡太子町大字山田 101 0721-98-5520

千早赤阪村 保健センター（健康増進課） 南河内郡千早赤阪村大字水分195-1 0721-72-0069

保健センター（健康づくり推進室） 和泉市府中町4-22-5 0725-47-1551

保健福祉センター（健康づくり推進室） 和泉市いぶき野5-4-7 0725-57-6620

泉大津市 健康推進課（保健センター） 泉大津市宮町2-25 0725-33-8181

高石市 地域包括ケア推進課 高石市加茂4-１-１ 072-267-1160

忠岡町 保健センター 泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1 0725-22-1122

岸和田市 健康推進課（保健センター） 岸和田市別所町3-12-1 072-423-8811

貝塚市 健康推進課 貝塚市畠中1-18－8 072-433-7000

泉佐野市 健康推進課 泉佐野市市場東1丁目295-3 072-463-1212

熊取町
すくすくステーション

（子育て支援課母子保健グループ）
泉南郡熊取町野田1-1-8 072-452-6294

田尻町 健康課（総合保健福祉センター） 泉南郡田尻町嘉祥寺883-1 072-466-8811

泉南市 保健推進課 泉南市信達市場1584-1 072-482-7615

阪南市 健康増進課 阪南市黒田263-1 072-472-2800

岬町 福祉課(保健センター) 泉南郡岬町多奈川谷川2424-3 072-492-2424

和泉市

吹田市

大阪市

堺市

豊中市

高槻市

東大阪市
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発達障がい者支援センター

所在地 電話番号 担当地域

大阪府発達障がい者支援センター

アクトおおさか

大阪市中央区内本町1-2-13

谷四ばんらいビル10階A

06-6966-1313

（FAX　06-6966-1531）

大阪府

（大阪市・堺市除く）

大阪市発達障がい者支援センター

エルムおおさか

大阪市平野区喜連西6-2-55

大阪市立心身障がい者

リハビリテーションセンター２階

06-6797-6931

（FAX　06-6797-6934）
大阪市

堺市発達障害者支援センター

アプリコット堺

堺市堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号

堺市立健康福祉プラザ内3階

072-275-8506

（FAX 072-275-8507）
堺市

大阪府障がい者自立相談支援センター

所在地 電話番号 担当地域

大阪府障がい者自立相談支援センター 大阪市住吉区大領３丁目２－３６ 06-6692-5263
大阪府

（大阪市・堺市除く）

大阪府教育センター

所在地 電話番号 相談方法・連絡先

（電話による相談）

・子ども　　06-6607-7361

・保護者　06-6607-7362

・教職員　06-6607-7363

（メールによる相談）

・子ども　　sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp

・保護者  sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp

・教職員  sinayaka@edu.osaka-c.ed.jp

（面談による相談　予約制）

06-6692-1882

（FAXによる相談）

FAX番号　06-6607-9826

大阪府教育センター 06-6692-1882（代表）大阪市住吉区苅田4-13-23
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大阪府保健所
名　　　称 所　在　地 電話番号 FAX番号

0725-43-91360725-41-1342

072-422-5681 072-422-7501

072-462-5426072-462-7701

和泉保健所

岸和田保健所

泉佐野保健所  泉佐野市上瓦屋583-1

 岸和田市野田町3-13-1

 和泉市府中町6-12-3

八尾保健所 072-994-0661 072-922-4965

072-939-6479072-955-4181藤井寺保健所

富田林保健所 0721-23-2681 0721-24-7940 富田林市寿町3-1-35

 藤井寺市藤井寺1-8-36

 八尾市清水町1-2-5

072-838-1152072-829-7771寝屋川保健所

守口保健所 06-6993-3131 06-6993-3136

072-876-4484072-878-1021四條畷保健所  四條畷市江瀬美町1-16

守口市京阪本通2-5-5

（守口市庁舎８階）

 寝屋川市八坂町28-3

池田保健所 072-751-2990 072-751-3234

06-6339-2225 06-6339-2058吹田保健所

茨木保健所 072-624-4668 072-623-6856 茨木市大住町8-11

 吹田市出口町19-3

 池田市満寿美町3-19

 

 

 

大阪市保健所
名　　称 所　　在　　地 電話番号 ＦＡＸ番号

浪速区保健福祉センター 06-6647-9882 06-6644-1937

大正区保健福祉センター 06-4394-9882 06-6553-1981

天王寺区保健福祉センター 06-6774-9882 06-6772-0308

大阪市浪速区敷津東1-4-20

大阪市天王寺区真法院町20-33

大阪市大正区千島2-7-95

西区保健福祉センター 06-6532-9882 06-6532-6246

港区保健福祉センター 06-6576-9882 06-6572-9514

此花区保健福祉センター 06-6466-9882 06-6462-0942

中央区保健福祉センター 06-6267-9882 06-6267-0998

大阪市港区市岡1-15-25

大阪市西区新町4-5-14

大阪市中央区久太郎町1-2-27

大阪市此花区春日出北1-8-4

都島区保健福祉センター 06-6882-9882 06-6925-3972

福島区保健福祉センター 06-6464-9882 06-6462-0792

大阪市保健所 06-6647-0641 06-6647-0803

北区保健福祉センター 06-6313-9882 06-6362-3821

大阪市福島区大開1-8-1

大阪市都島区中野町5-15-21

大阪市北区扇町2-1-27

大 阪 市 阿 倍 野 区 旭 町 1-2-7-

1000
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大阪市保健所
名　　称 所　　在　　地 電話番号 ＦＡＸ番号

西成区保健福祉センター 06-6659-9882 06-6659-9085大阪市西成区岸里1-5-20

東住吉区保健福祉センター 06-4399-9882 06-6629-1265

平野区保健福祉センター 06-4302-9882 06-6700-0190

住之江区保健福祉センター 06-6682-9882 06-6686-2040

住吉区保健福祉センター 06-6694-9882 06-6694-6125

大阪市平野区背戸口3-8-19

大阪市東住吉区東田辺1-13-4

大阪市住吉区南住吉3-15-55

大阪市住之江区御崎3-1-17

鶴見区保健福祉センター 06-6915-9882 06-6913-6235

阿倍野区保健福祉センター 06-6622-9882 06-6629-1349

旭区保健福祉センター 06-6957-9882 06-6952-3247

城東区保健福祉センター 06-6930-9857 06-6932-0979

大阪市阿倍野区文の里1-1-40

大阪市鶴見区横堤5-4-19

大阪市城東区中央3-4-29

大阪市旭区大宮1-1-17

東成区保健福祉センター 06-6977-9882 06-6972-2781

生野区保健福祉センター 06-6715-9882 06-6717-1160

淀川区保健福祉センター 06-6308-9882 06-6303-6745

東淀川区保健福祉センター 06-4809-9882 06-6327-3462

大阪市生野区勝山南3-1-19

大阪市東成区大今里西2-8-4

大阪市東淀川区豊新2-1-4

大阪市淀川区十三東2-3-3

西淀川区保健福祉センター 06-6478-9882 06-6477-1649大阪市西淀川区御幣島1-2-10

 

 

堺市保健所
名　　称 所　　在　　地 電話番号 ＦＡＸ番号

堺市北保健センター 072-258-6600 072-258-6614

堺市美原保健センター 072-362-8681 072-362-8676堺市美原区黒山782-11

堺市北区新金岡町5丁1-4

（北区役所内）

堺市西保健センター 072-271-2012 072-273-3646

堺市南保健センター 072-293-1222 072-296-2822

堺市中保健センター 072-270-8100 072-270-8104

堺市東保健センター 072-287-8120 072-287-8130

堺市西区鳳南町4丁444-1

（鳳保健文化センター内）

堺市東区日置荘原寺町195-1

（東区役所内）

堺市南区桃山台1丁1番1号

（南区役所内）

堺市中区深井沢町2470-7

（中区役所内）

堺市堺保健センター 072-238-0123 072-227-1593

堺市ちぬが丘保健センター 072-241-6484 072-247-3201

堺市保健所 072-228-7582 072-222-1406

堺市堺区協和町3丁128-4

堺市堺区甲斐町東3丁2-6

堺市堺区南瓦町3-1
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高槻市保健所
名　　称 所　　在　　地 電話番号 ＦＡＸ番号

東大阪市保健所
名　　称 所　　在　　地 電話番号 ＦＡＸ番号

豊中市保健所
名　　称 所　　在　　地 電話番号 ＦＡＸ番号

枚方市保健所
名　　称 所　　在　　地 電話番号 ＦＡＸ番号

枚方市保健センター 072-840-7221 072-840-4496

豊中市立庄内保健センター 06-6332-8555 06-6332-5588

枚方市保健所 072-807-7623 072-845-0685

枚方市禁野本町2-13-13

枚方市大垣内町2-2-2

豊中市島江町1-3-14-101

豊中市立中部保健センター 06-6858-2292 06-6846-6080

豊中市立千里保健センター 06-6873-2721 06-6873-2738

東大阪市西保健センター 06-6788-0085 06-6788-2916

豊中市保健所 06-6152-7307 06-6152-7328

豊中市新千里東町1-2-2

豊中市岡上の町2-1-15

豊中市中桜塚4-11-1

東大阪市高井田元町2-8-27

東大阪市東保健センター 072-982-2603 072-986-2135

東大阪市中保健センター 072-965-6411 072-966-6527

高槻市立西部地域保健センター 072-696-9460 072-696-9463

東大阪市保健所 072-960-3800 072-960-3806

東大阪市岩田町4-3-22

東大阪市南四条町1番1号

東大阪市岩田町4-3-22-300

高槻市富田町2-4-1

高槻市保健所 072-661-9333 072-661-1800

高槻市保健センター 072-661-1108 072-661-2021高槻市城東町5-1

高槻市城東町5-7
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障害者就業・生活支援センター

名称 対象地域 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

大阪市障害者就業･　生活支援センター 大阪市
大阪市天王寺区東上町4-17

大阪市立中央授産場内
06-6776-7336 06-6776-7338

北河内東障害者就業･生活支援センターさくら 大東市、四條畷市、交野市 大東市末広町15-6 072-871-0047 072-889-2365

南河内南障害者就業･生活支援センター
富田林市、河内長野市、大阪狭山

市、太子町、河南町、千早赤阪村
河内長野市昭栄町2-1-101 0721-53-6093 0721-53-6095

すいた障害者就業･　生活支援センター

Ｓｕｉｔａｂｌｅ
吹田市 吹田市元町19-15 丸二ﾋﾞﾙ102号 06-6317-3749 06-4867-3030

高槻市障害者就業･　生活支援センター 高槻市、島本町 高槻市高槻町4-17 072-668-4510 072-668-4530

八尾･柏原障害者就業･生活支援センター 八尾市、柏原市 八尾市楽音寺1-85-1 072-940-1215 072-943-0294

とよなか障害者就業･生活支援センター 豊中市
豊中市寺内1-1-10

ﾛｰｽﾞｺﾐｭﾆﾃｨ･緑地1階
06-4866-7100 06-4866-7755

東大阪市障害者就業･生活支援センター

Ｊ－ＷＡＴ
東大阪市

東大阪市菱江5-2-34

東大阪市立障害児者支援センターレピラ4階
072-975-5711 072-975-5718

枚方市障害者就業･　生活支援センター 枚方市
枚方市大垣内町2-1-20

枚方市役所別館1階
090-2064-2188 072-848-8911

南河内北障害者就業･生活支援センター
松原市、羽曳野市、藤井寺

市

羽曳野市白鳥3-16-3

セシル古市102号
072-957-7021 072-957-1604

寝屋川市障害者就業･生活支援センター 寝屋川市
寝屋川市寝屋南2-14-12

隆光学園真心ハウス3階
072-822-0502 072-812-5247

泉州中障害者就業･　生活支援センター 岸和田市、貝塚市 貝塚市堤371番地の1　タケモトビル4階Ａ室 072-422-3322 072-433-9923

茨木･摂津障害者就業･生活支援センター 茨木市、摂津市
摂津市香露園34-1

摂津市障害者総合支援センター内
072-664-0321 072-664-0322

北河内西障害者就業･生活支援センター 守口市、門真市
守口市日吉町1-2-12

守口市障害者・高齢者交流会館４階
06-6994-3988 06-6994-3988

泉州北障害者就業･　生活支援センター
泉大津市、和泉市、高石

市、忠岡町

和泉市府中町1-8-3

和泉ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ２階
0725-26-0222 0725-26-0031

泉州南障害者就業･　生活支援センター
泉佐野市、泉南市、阪南市、熊

取町、田尻町、岬町

泉佐野市下瓦屋222-1

泉佐野市立北部市民交流センター本館
072-463-7867 072-463-7890

豊能北障害者就業･　生活支援センター
池田市、箕面市、

豊能町、能勢町

箕面市稲1-11-2

ふれあい就労支援センター３階
072-723-3818 072-723-8803

堺市障害者就業･生活支援センターエマリス 堺市
堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1

堺市立健康福祉プラザ４階
072-275-8162 072-275-8163
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ハローワーク（公共職業安定所）

名称 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

大阪市中央区農人橋2-1-36　ピップビル1～3Ｆ

（管轄区域：中央区(ﾊﾛｰﾜｰｸ大阪西の管轄区域を除く)、東成区、天王寺区、城

東区、鶴見区、生野区）

大阪市北区梅田1-2-2　大阪駅前第2ビル16Ｆ

（管轄区域：北区、都島区、旭区、　此花区、福島区、西淀川区）

大阪市港区南市岡1-2-34

（管轄区域：西区、浪速区、中央区（安堂寺町､上本町西､東平､上汐､中寺､

松屋町､瓦屋町､高津､南船場､島之内､道頓堀､千日前､難波千日前､難波､日

本橋､東心斎橋､心斎橋筋､西心斎橋､宗右衛門町､谷町６～９丁目）､港区､

大正区）

大阪市阿倍野区文の里１－４－２

（管轄区域：阿倍野区、西成区、住吉区､東住吉区､平野区､住之江区）

大阪市淀川区十三本町3-4-11

（管轄区域：東淀川区、淀川区、吹田市）

東大阪市長堂1-8-37 　イオン布施駅前店４階

（管轄区域：東大阪市、八尾市）

堺市堺区南瓦町2-29　堺地方合同庁舎1～3階

（管轄区域：堺市）

岸和田市作才町1264

（管轄区域：岸和田市、貝塚市）

池田市栄本町12-9

（管轄区域：池田市、豊中市、箕面市、豊能郡）

泉大津市旭町22-45　テクスピア大阪２F

（管轄区域：泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡忠岡町）

藤井寺市岡2丁目10-18　DH藤井寺駅前ビル３階

（管轄区域：柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市）

枚方市岡本町７－１　ビオルネ･イオン枚方店６F

（管轄区域：枚方市、寝屋川市、交野市）

泉佐野市上町2-1-20

（管轄区域：泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡）

茨木市東中条町1-12

（管轄区域：茨木市、高槻市、摂津市、三島郡島本町）

河内長野市昭栄町７－２

（管轄区域：河内長野市､富田林市､大阪狭山市、南河内郡）

門真市殿島町6-4　守口門真商工会館2F

（管轄区域：守口市、大東市、門真市、四條畷市）

072-238-8301

布施

堺

河内長野

06-6942-4771

06-4399-6007

泉大津 0725-32-5181

072-238-8311

大阪東

梅田

大阪西

阿倍野

淀川

06-7711-6021

06-6886-386806-6302-4771

06-6782-4221 06-6783-6768

06-6942-4784

06-6344-8609 06-6344-0840

06-6582-5271 06-4393-0577

門真 06-6906-6831 06-6908-8943

枚方 072-841-3363 072-841-1101

泉佐野 072-463-0565 072-462-8689

茨木 072-623-2551 072-623-2896

0721-53-3081 0721-53-3194

0725-22-2226

藤井寺 072-955-2570 072-955-3770

岸和田 072-431-5541 072-423-8609

池田 072-751-2595 072-751-5848

06-6649-0332

06-7709-947406-7709-9470大阪市北区角田町8－47　阪急グランドビル18階

大阪

わかもの

ハローワーク

あべの

わかもの

ハローワーク

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1　あべのルシアスオフィス棟10階 06-4396-7380

 

 

大阪障害者職業センター

所在地 電話番号 FAX番号

大阪障害者

職業センター
大阪市中央区久太郎町２－４－１１クラボウアネックスビル４F 06-6261-7005 06-6261-7066

大阪障害者

職業センター

南大阪支所

堺市北区長曽根町１３０－２３　堺商工会議所会館５階 072-258-7137 072-258-7139
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OSAKAしごとフィールド
名称 所在地 電話番号

OSAKAしごとフィールド 大阪市中央区北浜東3-14　エル・おおさか　本館2・3階 06-4794-9198

若者サポートステーション（大阪府内）

名称 所在地 電話番号

三島地域若者サポートステーション 高槻市富田丘町3-12　佐竹ビル202号 072-668-7852

泉州地域若者サポートステーション
泉佐野市下瓦屋222-1

泉佐野市立北部市民交流センター
072-464-0002

大阪市地域若者サポートステーション
大阪市北区梅田1-2-2-400

大阪駅前第2ビル4階
06-6344-2660

中河内地域若者サポートステーション 東大阪市高井田元町2-4-6　岸田興産ビル 06-6787-2008

北河内地域若者サポートステーション 枚方市岡東町12-1　サンプラザ1号館305号 072-841-7225

南河内地域若者サポートステーション 富田林市常盤町3-17　リベルテタナカ501号 0721-26-9441

とよの地域若者サポートステーション 豊中市服部西町4-13-1　豊中市立青年の家いぶき3階 06-6151-3017

堺地域若者サポートステーション
堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番1 堺市三国ヶ丘庁舎5階

（堺市ユースサポートセンター内）
072-248-2518

大阪府地域若者サポートステーション 大阪市中央区北浜東3-14　エル・おおさか本館2・3階 06-4794-9200

【参考】サポステネット　　http://saposute-net.mhlw.go.jp/

　　　　　全国の地域若者サポートステーションの所在地が確認できます。
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年金事務所

電話番号 健康保険

ＦＡＸ番号 ・厚生年金保険

〒541-0056

大阪市中央区久太郎町2-1-30 06-6271-7301

船場ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ6～8階 06-6261-8738

〒537-0014 06-6972-0161

大阪市東成区大今里西2-1-8 06-6971-4138

〒530-0041 06-6356-5511

大阪市北区天神橋4-1-15 06-6356-5538

〒532-8540

大阪市淀川区西中島4-1-1 06-6305-1881

日清食品ビル2・3階 06-6305-4838

〒553-8585 06-6458-1855

大阪市福島区福島8-12-6 06-6458-3838

〒550-0014 06-6531-5241

大阪市西区北堀江3-10-1 06-6531-0838

〒543-8588 06-6772-7531

大阪市天王寺区悲田院町7-6 06-6772-3338

〒597-8686 072-431-1122

貝塚市海塚305-1 072-431-3038

〒556-8585 06-6633-1231

浪速区敷津東1-6-16 06-6633-0638

〒536-8511 06-6932-1161

城東区中央1-8-19 06-6931-4738

〒577-8554 06-6722-6001

東大阪市永和1-15-14 06-6725-0838

〒564-8564 06-6821-2401

吹田市片山町2-1-18 06-6821-3838

〒570-0083

守口市京阪本通2-5-5 06-6992-3031

守口市役所内7階 06-6992-6038

〒552-0003 06-6571-5031

港区磯路3-25-17 06-6571-6238

〒559-8560

住之江区新北島1-2-1 06-6682-3311

オスカードリーム4階 06-6682-4638

〒547-8588 06-6705-0331

平野区喜連西6-2-78 06-6797-6638

〒581-8501 072-996-7711

八尾市桜ケ丘1-65 072-996-7838

〒560-8560 06-6848-6831

豊中市岡上の町4-3-40 06-6854-3638

〒573-1191 072-846-5011

枚方市新町2-2-8 072-846-2638

〒590-0078 072-238-5101

堺市堺区南瓦町2-23 072-221-1238

〒592-8333 072-243-7900

堺市西区浜寺石津町西4-2-18 072-280-6901

名称 所在地

管轄区域

国民年金

大手前 中央区、都島区
中央区、浪速区、東成区、生野区、

城東区、都島区、旭区、鶴見区

貝塚

東成区、生野区

天満 北区

淀川

北区の一部（旧北区）

東淀川区、淀川区

天王寺区、阿倍野区、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、　南河内郡

今里 ―

北区の一部(旧大淀区)、東淀川区、

淀川区

福島

堀江 西区

天王寺

吹田

守口

浪速区

城東 ―

東大阪 東大阪市 東大阪市

吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡

難波 ―

豊中

枚方

堺東

堺西

市岡

玉出

平野

八尾

堺市の堺区、中区、東区、南区、北

区、美原区
堺市

堺市の西区、泉大津市、和泉市、高

石市、泉北郡
泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡

東住吉区、平野区 東住吉区、平野区

八尾市、柏原市八尾市、柏原市

豊中市、池田市、箕面市、豊能郡 豊中市、池田市、箕面市、豊能郡

福島区、西淀川区福島区、西淀川区

西区、大正区

枚方市、寝屋川市、四條畷市、交野

市

枚方市、寝屋川市、四條畷市、交野

市

守口市、大東市、門真市守口市、大東市、門真市

港区、大正区、此花区 港区、此花区

西成区、住吉区、住之江区 西成区、住吉区、住之江区

天王寺区、阿倍野区、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、南河内郡

貝塚市、岸和田市、泉佐野市、泉南市、阪南

市、泉南郡

貝塚市、岸和田市、泉佐野市、泉南市、阪南

市、泉南郡

城東区、旭区、鶴見区

吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡
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