
認知症に関する相談窓口（令4和年4月）

二次医

療圏域
市町村名 相談窓口の名称 住所 電話番号 FAX番号 ホームページ 相談時間・曜日等

各区地域包括支援センター
※右のホームページからあなたがお住
　まいの地域を担当する地域包括支援
　センター をご確認ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/p

age/0000370522.html

各包括支援センター
※右のホームページからあなたがお住
　まいの地域を担当する地域包括支援
　センター をご確認ください。

https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fuk

ushikaigo/koreishafukushi/soudan/chii

kishien.html

長寿安心課　介護予防係
豊中市中桜塚3-1-1　市役所第2庁
舎1階

06-6858-2865 06-6858-3611

午前9時から午後5時
15分まで（土曜日、
日曜日、祝日、年末年
始（12月29日から1
月3日まで）を除く）

中央地域包括支援センター
豊中市岡上の町2丁目1番15号
豊中市すこやかプラザ内

06-6841-9384 06-6858-3054

柴原地域包括支援センター
豊中市刀根山元町5丁目60番
 介護老人保健施設かがやき内

06-6850-3451 06-6840-5310

少路地域包括支援センター
豊中市上野坂2丁目21番1号
SOCIA D2 1階

06-6854-7878 06-6854-7884

千里地域包括支援センター
豊中市新千里北町1丁目18番2号
特別養護老人ホームアリス千里内

06-6155-1030 06-6835-7375

緑地地域包括支援センター
豊中市寺内1丁目1番10号
ローズコミュニティ緑地内

06-6867-0577 06-6867-0588

服部地域包括支援センター
豊中市服部本町5丁目2番8号
服部介護予防センター内

06-6865-1278 06-6865-1279

庄内地域包括支援センター
豊中市二葉町2丁目4番5号
特別養護老人ホーム淳風とよなか内

06-6335-0787 06-6335-0789

池田市伏尾地域包括支援センター 池田市伏尾町12－１ 072-752-1649 072-754-1326
月～土　9時～17時
30分

池田市さわやか地域包括支援セン
ター

池田市城南３－１－４０ 072-754-6789 072-754₋6636
月～金　9時～17時
15分

池田市医師会地域包括支援セン
ター

池田市鉢塚１－２－１ 072-750-2884 072-750-2885 月～金　9時～17時

池田市石橋巽地域包括支援セン
ター

池田市天神1－5－22 072-763-0363 072-763-0372 月～土　9時～17時

豊能

大阪市

堺市

豊中市

池田市

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shi

setsu/shogai_korei/koreishashisetsu/c

hiikihokatsu_center/tiikihoukatusienn.h

tml

おおむね平日の9時～
17時（詳しくは各包
括へお問い合わせくだ
さい。）
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高齢福祉室　支援グループ
（基幹型地域包括支援センター）

吹田市泉町1-3-40
06-6384-1360
06-6384-1375

06-6368-7348

https://www.city.suita.osaka.jp/home/

soshiki/div-

fukushi/koreifukushi/koureishien.html

平日午前９時から午後
５時３０分まで
土日・祝・年末年始を
除く

各地域包括支援センター
※右のホームページからあなたがお住
　まいの地域を担当する地域包括支援
　センター をご確認ください。

https://www.city.suita.osaka.jp/home/

soshiki/div-

fukushi/koreifukushi/koureishien/0116

53_copy.html

高齢者・介護家族電話相談事業
（高齢者サポートダイヤル）

0120-256594

平日は午後5時30分
から翌朝午前9時まで
土日・祝日・年末年始
は24時間

北部・西南高齢者くらしサポート 箕面市桜井1-13-22 072-725-7029 072-720-5323
月～金曜日（祝日・年末

年始除く）

8:45～17:15

西部高齢者くらしサポート
箕面市西小路5-4-20
オフィスワイ4階

072-720-5592 072-720-5593
月～金曜日（祝日・年末

年始除く）

8:45～17:45

中西部高齢者くらしサポート
箕面市萱野5-8-1
みのおライフプラザ

072-727-9510 072-727-3539
月～金曜日（祝日・年末

年始除く）

8:45～17:15

中東部高齢者くらしサポート
箕面市西宿1-17-22
みのおキューズモールEAST-1 2
階

072-727-9511 072-727-3597
月～金曜日（祝日・年末

年始除く）

9:00～17:30

東部高齢者くらしサポート
箕面市粟生間谷西6-7-7
奥自治会館

072-729-1711 072-730-2230
月～金曜日（祝日・年末

年始除く）

8:45～17:15

豊能町 豊能町地域包括支援センター
大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1丁
目2番地の6

072-733-2800 072-738-6855
https://www.town.toyono.osaka.jp/pag

e/page000120.html

平日9：00～17：
30（土日祝、12/29
～1/3は除く）

能勢町 健康づくり課 能勢町栗栖82番地の１ 072-731-2160 072-731-2151 http://www.town.nose.osaka.jp/
月～金（祝除く）
8:30～17:00

三島 高槻市 福祉相談支援課 高槻市桃園町２番１号 072-674-7171 072-674-5135
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/so

shiki/35/2471.html

平日
8：45～17：15

豊能

吹田市

箕面市
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認知症オレンジダイヤル 茨木市高田町11番8号 0120-556-806
https://koshokai.or.jp/aino_orange/ora

ngedial/

月～金　午前9：00
～午後5時（土日祝・
12/29～1/3除く）

チーム・オレンジいばらき専用ダ
イヤル

茨木市駅前三丁目８番13号 072-622-0655

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou

/kenkof/soudanshien/menu/ninchisho

koureishashien/1440580578554.html

月～金　午前9：00
～午後5時（土日祝・
12/29～1/3除く）

各地域包括支援センター
※右のホームページからあなたがお住
　まいの地域を担当する地域包括支援
　センター をご確認ください。

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou

/kenkof/soudanshien/menu/chikihokat

sushien/hokatsushiensentatoha.html

摂津市 摂津市地域包括支援センター 摂津市三島2丁目5番4号 06-6383-1377 06-3838-5150
http://www.settusisyakyou.or.jp/houka

tsu.htm

月～金9：00～17：
15

島本町 島本町　健康福祉部　高齢介護課 島本町桜井二丁目１番１号 075－962-2864 075－962-5652
https://www.town.shimamoto.lg.jp/sos

hiki/33/7034.html

平日９時～１７時３０
分

くすのき広域連合　守口支所 守口市京阪本通２－５－５ 06-6992-2180 06-6995-2011 http://www.kusunoki-rengo.jp/ 平日　　9:00-17:30

守口第１地域包括支援センター 守口市大久保町３－３０－２１ 06-6904-8900 06-7220-3670
月～土　8:50-17:20

祝日　　8:50-17:20

守口第２地域包括支援センター 守口市大日町１－１１－１１ 06-4393-8401 06-6907-1379
月～土　8:30-17:30

祝日　　8:30-17:30

守口第３地域包括支援センター 守口市八雲中町３－１３－１７ 06-6908-2808 06-6908-3006 月～土　9:00-17:00

守口第４地域包括支援センター 守口市京阪本通２－５－５ 06-4250-7878 06-4250-7871
月～土　8:30-17:15

祝日　　8:30-17:15

守口第５地域包括支援センター 守口市大宮通１－１３－７ 06-6992-1180 06-6992-1187 月～土　9:00-17:30

守口第６地域包括支援センター 守口市南寺方南通３－４－１３ 06-6997-3336 06-6997-3338 月～土　9:00-17:00

北河内

三島

http://www.city.moriguchi.osaka.jp/ke

nkofukushi/koreikaigo/1450681283883.

html

守口市

茨木市
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枚方市役所　健康福祉部　福祉事
務所　健康福祉総合相談課

大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20
号

072-841-1401 072-841-5711
https://www.city.hirakata.osaka.jp/kou

rei/0000035074.html
平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　社
協こもれび

大阪府枚方市町楠葉1丁目28番8号 072-856-9177 072-856-9188 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　社
協ふれあい

大阪府枚方市上島東町14番１号御
浜ビル３階

072-850-0344 072-850-0366 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　聖
徳園

大阪府枚方市牧野阪2丁目5番1号上
羽ビル204号

072-836-5555 072-836-5556 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　安
心苑

大阪府枚方市渚西1丁目6番1号メロ
ディハイム御殿山105号

072-807-3555 072-805-3030 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター
サール・ナート

大阪府枚方市田口3丁目1番5号サン
ドール11番館1階

072-890-7770 072-890-7771 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　松
徳会

大阪府枚方市宮之阪2丁目2番2号ス
カイパレス有馬202号

072-805-2165 072-805-2166 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　美
郷会

大阪府枚方市北中振1丁目8番13号 072-837-3288 072-837-3289 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　み
どり

大阪府枚方市岡東町17番31-201
号枚方松葉ビル2階

072-845-2002 072-845-2003 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　ア
イリス

大阪府枚方市香里ヶ丘9丁目9番地
の1Ｄ47号棟S5号室

072-853-1300 072-853-2300 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　大
阪高齢者生協

大阪府枚方市東香里元町28番32号
プラ・ディオ東香里101号

072-854-8770 072-854-8780 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　パ
ナソニック　エイジフリー

大阪府枚方市長尾元町6丁目2番15
号サンビレッジ長尾1階

072-864-5607 072-864-5608 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　大
潤会

大阪府枚方市長尾谷町3丁目6番20
号

072-857-0330 072-857-0332 平日9：00～17：30

枚方市地域包括支援センター　東
香会

大阪府枚方市津田元町1丁目6番5号 072-897-7800 072-897-7801 平日9：00～17：30

寝屋川市福祉部高齢介護室
在宅医療・介護連携推進センター

寝屋川市池田西町24－５ 072-812-2560 072-838-0102

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/k

enko/fukushi/koureikaigo/chiiki/houka

tu/ninchishou/index.html

午前９時～午後5時30分
（土日祝日、年末年始を除
く）

寝屋川市地域包括支援センター
（市内12ヶ所）
※右のホームページからあなたがお住
　まいの地域を担当する地域包括支援
　センター をご確認ください。

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/or

ganization_list/fukushi/koreikaigoka/c

hiiki/houkatu/1454388077114.html

大東市 大東市地域包括支援センター
大阪府大東市深野3-28-3
アクティブ・スクウェア・大東
302号

072-800-5374 072-800-5375 https://matituku.com/houkatsu 月〜土9:00〜17:30

北河内

枚方市
https://www.city.hirakata.osaka.jp/kou

rei/0000002638.html

寝屋川市
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認知症相談コーナー 門真市中町1-1 06-6780-5200 06-6780-5201
https://www.city.kadoma.osaka.jp/ken

ko_fukushi/kaigohoken/6/12438.html

毎週月曜日　午前10
時から正午・午後１時
から午後３時
１人１時間（要予約）

門真第１地域包括支援センター 門真市堂山町25-20 06-6780-0808 06-6780-0818

門真第２地域包括支援センター 門真市柳田町27-21 06-6906-7077 06-6906-7078

門真第３地域包括支援センター 門真市大橋町12-8 072-800-0825 072-800-0826

門真第４地域包括支援センター 門真市北島町12-3 072-887-6540 072-887-6541

門真第５地域包括支援センター 門真市桑才町19-25 072-883-3334 072-885-6118

四條畷第１地域包括支援センター 四條畷市岡山５－１９－20 072-862-3366 072-862-3369 https://www.ruuteruhome.or.jp
9：00～１７：30
（土日、12/30～
1/3除く）

四條畷第２地域包括支援センター 四條畷市北出町28-1 072-863-0170 072-863-0171
https://osj-

4jou.wixsite.com/website/blank-11

月～金曜日9：00～
17：30
（土・日・祝日、
12/29～1/3除く）

四條畷第３地域包括支援センター 四條畷市大字上田原613 0743-70-1249 0743-70-1249 https://www.wakoucai.or.jp

8：45～17：00月
～土曜日
（12/30～1/3除
く）

くすのき広域連合 四條畷支所
（四條畷市役所高齢福祉課内）

四條畷市中野本町1-1 072-863-6600 072-863-6601 https://www.kusunoki-rengo.jp/
8：45～17：15
（土日・祝日、年末年
始除く）

交野市 交野市地域包括支援センター
交野市天野が原町5丁目5番1号
交野市立保健福祉総合センター内
交野市社会福祉協議会

072－893-6426 072－895-1192
http://katano-

shakyo.com/houkatsu.htm

平日 9時00分から
17時30分まで

北河内

門真市

四條畷市

https://www.city.kadoma.osaka.jp/ken

ko_fukushi/kaigohoken/5/4080.html

24時間、365日
ただし、夜間・休日の
対面相談については事
前予約必要
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https://www.city.kadoma.osaka.jp/kenko_fukushi/kaigohoken/6/12438.html
https://www.ruuteruhome.or.jp/
https://osj-4jou.wixsite.com/website/blank-11
https://osj-4jou.wixsite.com/website/blank-11
https://www.wakoucai.or.jp/
https://www.kusunoki-rengo.jp/
http://katano-shakyo.com/houkatsu.htm
http://katano-shakyo.com/houkatsu.htm
https://www.city.kadoma.osaka.jp/kenko_fukushi/kaigohoken/5/4080.html
https://www.city.kadoma.osaka.jp/kenko_fukushi/kaigohoken/5/4080.html


やおオレンジダイヤル 八尾市天王寺屋6-59 072-920-6530
https://www.city.yao.osaka.jp/0000034

709.html

月～金曜日
9時～17時

各高齢者あんしんセンター
※右のホームページからあなたがお住
　まいの地域を担当する高齢者あんし
　んセンター をご確認ください。

https://www.city.yao.osaka.jp/0000008

231.html

柏原市役所健康部
高齢介護課高齢者支援係

柏原市安堂町1-55 072-972-1570 072-970-3081 http://www.city.kashiwara.osaka.jp/
月～金(平日)
8:45～17:15

柏原市高齢者いきいき元気セン
ター(地域包括支援センター)

柏原市大県4丁目15-35
柏原市健康福祉センターオアシス内

072-970-3100 072-970-3200 http://kashiwara-shakyo.jp/hokatsu 24時間対応

東大阪市

各地域包括支援センター
※右のホームページからあなたがお住
　まいの地域を担当する地域包括支援
　センター をご確認ください。

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/00

00004804.html

第1ほんわかセンター 富田林市常盤町1-1 0721-25-1000 0721-20-2113 https://www.city.tondabayashi.lg.jp/

月～金（祝日、
12/29～1/3を除
く）9：00～17：
30

第2ほんわかセンター 富田林市南大伴町4-4-1 0721-25-8205 0721-20-6075 https://www.kagarinosato.com/

月～金（祝日、
12/29～1/3を除
く）9：00～17：
30

第3ほんわかセンター 富田林市向陽台1-4-30 0721-28-8631 0721-28-8639 https://carepal.or.jp

月～金（祝日、
12/29～1/3を除
く）9：00～17：
30

第3ほんわかセンター
（けあぱる金剛）

富田林市寺池台1-9-15
（金剛連絡所2階）

0721-28-3166 0721-28-3167 https://carepal.or.jp

月～金（祝日、
12/29～1/3を除
く）9：00～17：
30

もの忘れ医療・介護相談 富田林市常盤町1-1 0721-25-1000 0721-20-2113
第1、第3水曜日
13：30～（2件要予
約）

認知症介護家族の交流会 市内各所 0721-25-1000 0721-20-2113
奇数月　第4水曜日
13：30～15：30

認知症ケアを推進する会
おれんじパートナー交流会

富田林市桜ケ丘町2-8
すばるホール3階　会議室

090-3996-0071 https://orange-partner.jimdofree.com/
偶数月　第4水曜日
13：30～15：00
12月は第3水曜日

南河内

中河内

柏原市

富田林市

八尾市

https://www.city.yao.osaka.jp/0000034709.html
https://www.city.yao.osaka.jp/0000034709.html
https://www.city.yao.osaka.jp/0000008231.html
https://www.city.yao.osaka.jp/0000008231.html
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/
http://kashiwara-shakyo.jp/hokatsu
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004804.html
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004804.html


河内長野市東部地域包括支援セン
ター

河内長野市本多町４－３ 0721-52-0180 0721-52-0181

河内長野市中部地域包括支援セン
ター

河内長野市上田町１５５－５ 0721-55-3451 0721-55-3452

河内長野市西部地域包括支援セン
ター

河内長野市小山田町１７０１－１ 0721-56-6600 0721-53-8080

松原市役所　高齢介護課 松原市阿保1丁目1番1号 072-337-3113 072-337-3052

https://www.city.matsubara.lg.jp/soshi

ki/kourei_kaigo/koureihukusi/index.ht

ml

月～金(祝･年末年始除く)
9時～17時30分

松原市地域包括支援センター
社会福祉協議会

松原市阿保1丁目1番1号
松原市役所東別館内

072-349-2112 072-335-1294 https://www.matsubarashakyo.net 月～金(祝･年末年始除く)
9時～17時30分

松原市地域包括支援センター
徳洲会

松原市天美南３丁目１５番５７号 072-334-3439 072-334-3454
https://www.matubara.tokushukai.or.jp

/about/facilities/facility04/

月～金(祝･年末年始除く)
9時～17時30分

羽曳野市地域包括支援課（羽曳野
市地域包括支援センター）

大阪府羽曳野市誉田4-1-1 072-947-3822 072-950-1030 https://www.city.habikino.lg.jp/
月～金（土日祝除く）
9：00～17：30

羽曳野市西圏域地域包括支援セン
ター

大阪府羽曳野市樫山100-1 072-953-1003 072-955-8301
http://www.heartful-

health.or.jp/chiikihoukatsu/

月～金（土日祝除く）
9：00～17：30

四天王寺悲田院在宅介護支援セン
ター

大阪府羽曳野市学園前6-1-1 072-957-3731 072-956-5647
月～金（土日祝除く）
9：00～17：30

在宅介護支援センター河原城苑 大阪府羽曳野市河原城927 072-938-3999 072-938-4822
月～金（土日祝除く）
9：00～17：30

在宅介護支援センター羽曳野 大阪府羽曳野市古市2271-114 072-958-9951 072-958-9952
月～金（土日祝除く）
9：00～17：30

アンジュ在宅介護支援センター 大阪府羽曳野市野371 072-936-1212 072-936-1313
月～金（土日祝除く）
9：00～17：30

在宅介護支援センターまほろば 大阪府羽曳野市誉田3-15-6 072-956-2287 072-958-5315
月～金（土日祝除く）
9：00～17：30

在宅介護支援センターあったか村 大阪府羽曳野市恵我之荘3-4-27 072-936-1323 072-936-1326
月～金（土日祝除く）
9：00～17：30

南河内

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/

soshiki/4/1096.html
河内長野市

松原市

羽曳野市

9:00～17:30・月～
土（祝日・休日・年末
年始を除く）

https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/kourei_kaigo/koureihukusi/index.html
https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/kourei_kaigo/koureihukusi/index.html
https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/kourei_kaigo/koureihukusi/index.html
https://www.matsubarashakyo.net/
https://www.matubara.tokushukai.or.jp/about/facilities/facility04/
https://www.matubara.tokushukai.or.jp/about/facilities/facility04/
https://www.city.habikino.lg.jp/
http://www.heartful-health.or.jp/chiikihoukatsu/
http://www.heartful-health.or.jp/chiikihoukatsu/
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/4/1096.html
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/4/1096.html


藤井寺市 藤井寺市地域包括支援センター 藤井寺市北岡１丁目２番８号 072-937-2641 072-937-2643

https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/

kenkou_fukushi/koreikaigo/gyomuanna

i/koreishafukushi/1387765598262.html

月～金　9時から19
時
土　９時から17時30
分
※時間外は電話相談

大阪狭山市地域包括支援センター 大阪狭山市狭山1丁目862-5 072-368-9922 072-368-9933

月～金曜日 ：9時～
17時半
(祝日､年末年始は除
く)

地域包括支援センターニュータウンサテ

ライト

大阪狭山市大野台2丁目1-5[市立コ

ミュニティセンター内］
072-366-5566 072-366-9933

月～金曜日 ：午前9時
～午後5時30分(祝日､
年末年始は除く)
 第1・第3土曜日：午
前9時〜12時

太子町地域包括支援センター 南河内郡太子町山田88番地 0721-98-5538 0721-98-2773 https://www.town.taishi.osaka.jp
午前9時から午後５時
30分（土日祝除く）

太子町在宅介護支援センター
南河内郡太子町山田2550番地
（特別養護老人ホーム美野の里内）

0721-98-5300 常時

河南町 河南町地域包括支援センター
大阪府南河内郡河南町大字白木
1359-6

0721-93-2500
（代表）

0721-93-4691

http://www.town.kanan.osaka.jp/kakuk

anooshirase/kenkohukushibu/koreisho

gaifukushika/koreishafukushi/sodan/1

393565379956.html

月～金　9:00～
17:30（祝日、年末
年始は除く）

千早赤阪村役場福祉課
大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分
180番地

0721-26-7269 0721-70-2021 9:00～17:30・平日

千早赤阪村地域包括支援センター
大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分
195番地の1

0721-74-5117 0721-70-2021 9:00～17:30・平日

千早赤阪村社会福祉協議会
大阪府南河内郡千早赤阪村大字二河
原邊８－１

0721-72-0294 0721-70-2037 http://chihayaakasaka-shakyo.jp 9:00～17:30・平日

岸和田市地域包括支援センター社
協

岸和田市野田町1-5-5　福祉セン
ター2階

072-439-0361 072-439-2481 http://syakyo.or.jp/tiikihokatusien.html 平日9時～17時30分

岸和田市地域包括支援センター
 いなば荘北部

岸和田市荒木町2-21-59 072-447-4178 072-447-4488 https://inabasou.com/ins_f08/ 平日9時～17時30分

岸和田市地域包括支援センター萬
寿園葛城の谷

岸和田市土生町2-30-12　泉洋ビ
ル3F 302号

072-430-5800 072-430-6677 平日9時～17時30分

岸和田市地域包括支援センター萬
寿園中部

岸和田市尾生町808 072-445-7789 072-445-7719 平日9時～17時30分

岸和田市地域包括支援センター社
協久米田

岸和田市下池田町2-1-15 072-445-6616 072-445-6656 http://syakyo.or.jp/tiikihokatusien.html 平日9時～17時30分

岸和田市地域包括支援センターい
なば荘牛滝の谷

岸和田市稲葉町1066 072-479-1212 072-479-1897 https://inabasou.com/ins_f07/ 平日9時～17時30分

南河内

泉州

太子町

https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.

jp/kenko_fukushi/fukushi/1827.html
千早赤阪村

岸和田市

大阪狭山市

http://www.city.osakasayama.osaka.jp

/iryo_fukushi/sonotanofukshi/sodankik

an/1411349167806.html

https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/kenkou_fukushi/koreikaigo/gyomuannai/koreishafukushi/1387765598262.html
https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/kenkou_fukushi/koreikaigo/gyomuannai/koreishafukushi/1387765598262.html
https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/kenkou_fukushi/koreikaigo/gyomuannai/koreishafukushi/1387765598262.html
https://www.town.taishi.osaka.jp/
http://chihayaakasaka-shakyo.jp/
http://syakyo.or.jp/tiikihokatusien.html
https://inabasou.com/ins_f08/
http://syakyo.or.jp/tiikihokatusien.html
https://inabasou.com/ins_f07/
https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kenko_fukushi/fukushi/1827.html
https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kenko_fukushi/fukushi/1827.html
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/iryo_fukushi/sonotanofukshi/sodankikan/1411349167806.html
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/iryo_fukushi/sonotanofukshi/sodankikan/1411349167806.html
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/iryo_fukushi/sonotanofukshi/sodankikan/1411349167806.html


泉大津市 泉大津市地域包括支援センター 泉大津市東雲町9番54号 0725-21-0294 http://www.syakyou.or.jp/help01
月曜日～金曜日　8：
45～17：15（祝日
及び年末年始は除く）

貝塚市高齢介護課 貝塚市畠中1-17-1 072-433-7010 072-433-7404
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/

kenkohukushi/koreikaigo/index.html

平日8：45～17：
15

中央地域包括支援センター
貝塚市小瀬1丁目32-10エスピア井
出103号

072-438-5206 072-438-1177 平日9時～17時

浜手地域包括支援センター
貝塚市澤525-1（ケアハウスふれ
あい二色の浜内）

072-436-3911 072-430-2940 http://www.enjyukai.or.jp 平日9時～17時

山手地域包括支援センター
貝塚市水間137-1（特別養護老人
ホーム水間ヶ丘内）

072-446-5530 072-446-5532 平日9時～17時

医療法人河崎会水間病院　認知症
疾患医療センター

貝塚市水間51番地 072-446-8102 072-446-5451 http://www.kawasaki-kai.or.jp/
平日・土曜9時～17
時

包括支援センターしんいけ 中庄1102社会福祉センター1階 072-464-2366 072-462-5400
月曜日～金曜日
8；45～17：15
（土日祝日除く）

佐野中圏域包括支援センター泉ヶ
丘園

りんくう往来南5-17 072-468-8103 072-468-8104
月曜日～金曜日
8；45～17：15
（土日祝日除く）

第三中圏域包括支援センターホラ
イズン

下瓦屋222-1北部市民交流セン
ター本館内

072-458-0088 072-458-0087
月曜日～金曜日
8；45～17：15
（土日祝日除く）

長南中圏域包括支援センターラ
ポート

長滝3672 072-490-2031 072-490-2033
月曜日～金曜日
8；45～17：15
（土日祝日除く）

日根野中圏域包括支援センターい
ぬなき

土丸388 072-468-1170 072-468-1177
月曜日～金曜日
8；45～17：15
（土日祝日除く）

基幹包括支援センターいずみさの 中庄1102社会福祉センター1階 072-464-2977 072-462-5400
月曜日～金曜日
8；45～17：15
（土日祝日除く）

和泉市社会福祉協議会地域包括支
援センター

和泉市幸二丁目5－16 0725-40-5377 0725-41-3191
月～金
9:00～17:15

ビオラ和泉地域包括支援センター 和泉市和気町三丁目4－24 0725-46-0463 0725-46-0466
月～金
9:00～16:00

光明荘地域包括支援センター 和泉市伏屋町三丁目8－1 0725-56-1886 0725-56-1893
月～金
9:00～17:45

貴生会地域包括支援センター 和泉市納花町３３０－１ 0725-58-7002 0725-58-7003
月～金（祝日除く）
9:00～17:00

高石市 高石市地域包括支援センター 高石市加茂4丁目1番1号 072-265-1313 072-265-7716 http://takaishi-shakyo.com/
平日9時～17時30分
（祝日、年末年始除
く）

https://www.city.osaka-

izumi.lg.jp/kurasitetu/soudan/1325749

398637.html

泉州

https://izumisanoshakyo.or.jp/organiza

tion/support-center/
泉佐野市

貝塚市

和泉市

http://www.syakyou.or.jp/help01
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/kenkohukushi/koreikaigo/index.html
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/kenkohukushi/koreikaigo/index.html
http://www.enjyukai.or.jp/
http://www.kawasaki-kai.or.jp/
http://takaishi-shakyo.com/
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kurasitetu/soudan/1325749398637.html
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kurasitetu/soudan/1325749398637.html
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kurasitetu/soudan/1325749398637.html
https://izumisanoshakyo.or.jp/organization/support-center/
https://izumisanoshakyo.or.jp/organization/support-center/


泉南市長寿社会推進課
〒590-0592
大阪府泉南市樽井一丁目1番1号

072-483-8254 072-483-6477

https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/f

ukushihoken/chojushakaisuishin/tiikisi

en/ninnti/1649146669235.html

月～金
9:00～17:30

泉南市地域包括支援センター六尾
の郷

〒590-0514
大阪府泉南市信達金熊寺130番地

072-484-8668 072-484-8664
http://www.chojukai.or.jp/ichiran.html

#houkatsu

月～金
9:00～17:30

泉南市地域包括支援センターなで
しこりんくう

〒590-0535
大阪府泉南市りんくう南浜３番７号

072-485-2882 072-485-2883
https://saiseikaisennan.jp/nadeshiko/s

upport.html

月～金
9:00～17:30

特定非営利活動法人泉南市認知症
ケア研究会

〒590-0522
大阪府泉南市信達牧野973番地

072-425-5710 072-425-5710 https://oideya.org/
月～金
9:00～17:30

阪南市健康福祉部介護保険課 阪南市尾崎町35-1 072-471-5678 072-473-3504 https://www.city.hannan.lg.jp/

月～金曜日　8時45
分～17時15分
※土曜、日曜、祝日及
び年末年始は閉所

阪南市尾崎・東鳥取地域包括支援
センター

阪南市下出57-4　尾崎ハーブビル
1階

072-493-2304 072-493-2305
https://www.seichokai.or.jp/group/kyo

taku/support_center.html

月～土曜日　8時45
分～17時15分
※日曜、祝日及び年末
年始は閉所
（緊急時は電話転送に
より対応可）

阪南市西鳥取・下荘地域包括支援
センター

阪南市箱作3515-7 072-447-6428 072-447-6438

https://www.hannanshi-

shakyo.jp/service/community_general_

support_center/

月～土曜日　8時45
分～17時15分
※日曜、祝日及び年末
年始は閉所
（緊急時は電話転送に
より対応可）

忠岡町　健康福祉部　高齢介護課 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
0725-22-1122
（内線204）

0725-22-1129 https://www.town.tadaoka.osaka.jp/
平日:9時～17時30分
（土日祝、年末年始除
く）

忠岡町地域包括支援センター
（地域福祉課内）

同上
同上
（内線202）

同上 同上 同上

介護保険課 大阪府泉南郡熊取町野田1-1-8 072-452-6298 072-453-7196 https://www.town.kumatori.lg.jp/
月～金（祝日除く）
９時～１７時３０分

熊取町地域包括支援センターやさ
か

大阪府泉南郡熊取町大久保南3-
1380-1

072-453-8330 072-453-8388
https://www.yasakaen.com/center.htm

l

月～土
９時～１７時３０分

田尻町
田尻町地域包括支援センター花み
ずき

泉南郡田尻町吉見326番地1
（総合相談は泉南郡田尻町嘉祥寺
883番地1たじりふれ愛センター）

072-465-3755 072-465-3368 https://tajiri-hanamizuki.jp/ 9時～17時・月～金

岬町社協地域包括支援センター
大阪府泉南郡岬町深日３２３８－－
２４

072-425-9058 072-425-9059 http://www.misakisyakyo.jp
平日9：00～17：
30

岬町しあわせ創造部高齢福祉課 大阪府泉南郡岬町深日2000-1 072-492-2716 072-492-5814 http://www.town.misaki.osaka.jp
平日9：00～17：
30

泉州

阪南市

忠岡町

熊取町

岬町

泉南市

https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/fukushihoken/chojushakaisuishin/tiikisien/ninnti/1649146669235.html
https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/fukushihoken/chojushakaisuishin/tiikisien/ninnti/1649146669235.html
https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/fukushihoken/chojushakaisuishin/tiikisien/ninnti/1649146669235.html
http://www.chojukai.or.jp/ichiran.html#houkatsu
http://www.chojukai.or.jp/ichiran.html#houkatsu
https://saiseikaisennan.jp/nadeshiko/support.html
https://saiseikaisennan.jp/nadeshiko/support.html
https://oideya.org/
https://www.city.hannan.lg.jp/
https://www.seichokai.or.jp/group/kyotaku/support_center.html
https://www.seichokai.or.jp/group/kyotaku/support_center.html
https://www.hannanshi-shakyo.jp/service/community_general_support_center/
https://www.hannanshi-shakyo.jp/service/community_general_support_center/
https://www.hannanshi-shakyo.jp/service/community_general_support_center/
https://www.town.tadaoka.osaka.jp/
https://www.town.kumatori.lg.jp/
https://www.yasakaen.com/center.html
https://www.yasakaen.com/center.html
https://tajiri-hanamizuki.jp/
http://www.misakisyakyo.jp/
http://www.town.misaki.osaka.jp/

