
（大阪府地域福祉課作成）

自治体名 事業実施者 窓口名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス

⼤阪市北区 （社福）⼤阪市北区社会福祉協議会 よりそいサポートきた ⼤阪市北区扇町２－１－２７ 06-6809-2814 06-6809-1081

大阪市都島区 （社福）大阪市都島区社会福祉協議会 ⽣活⾃⽴相談窓⼝ 大阪市都島区中野町２－１６－２０ 06-4800-4800 06-4800-4802 chiiki4@miyakorin.com

大阪市福島区 （社福）大阪市福島区社会福祉協議会 生活あんしん相談窓口 大阪市福島区大開１－此－１ 06-6468-6340 06-6468-6350 fuku-anshin@clock.ocn.ne.jp

大阪市此花区 大阪市此花区社会福祉協議会・みおつくし福祉会
共同体 ⾃⽴相談⽀援窓⼝ ⼤阪市此花区春⽇出北１－８－４ 06-6466-9530 06-6460-0107 konkyu-

konohana@clock.ocn.ne.jp

大阪市中央区 （社福）大阪市中央区社会福祉協議会 くらしサポート中央 ⼤阪市中央区久太郎町１－２－２７ 06-7507-1487 06-7507-1776 mknq10057@office.eonet.ne.jp

⼤阪市⻄区 みなと寮・⼤阪市⻄区社会福祉協議会共同体 ⽣活⾃⽴相談「ぷらっとほーむ⻄」 ⼤阪市⻄区新町４－５－１４ 06-6538-6400 06-6538-6401 nishi-soudan@minatoryo.jp

大阪市港区 みなと寮・⼤阪市港区社会福祉協議会共同体 くらしのサポートコーナー 大阪市港区市岡１－１５－２５ 06-6576-9897 06-6571-7493 minato-soudan@minatoryo.jp

大阪市大正区 （社福）大阪市大正区社会福祉協議会 インコス大正 大阪市大正区千島２－７－９５ 06-4394-9925 06-6555-5760 incosu-taisho@bcc.bai.ne.jp

大阪市天王寺区 大阪自彊館・大阪市天王寺区社会福祉協議会共
同体 サポート天王寺 大阪市天王寺区真法院町２０－３３ 06-6774-9937 06-6774-9936

⼤阪市浪速区 ⼤阪市浪速区社会福祉協議会・⼤阪⾃彊館共同
体 くらしサポートセンターなにわ ⼤阪市浪速区敷津東１－４－２０ 06-6536-8861 06-6536-8864 naniwan@kf6.so-net.ne.jp

⼤阪市⻄淀川区 ＡＨＣ・⼤阪市⻄淀川区社会福祉協議会共同体 ⽣活⾃⽴相談・就労⽀援窓⼝ ⼤阪市⻄淀川区御幣島１－２－１０ 06-6471-8223 06-6471-8222 nishi-info@ahc-net.jp

大阪市淀川区 みなと寮・⼤阪市淀川区社会福祉協議会協共同
体 ⽣活⾃⽴相談窓⼝ 大阪市淀川区十三東２－３－３ 06-6195-7851 06-6195-7852 yjiritsushien@lime.ocn.ne.jp

大阪市東淀川区 （社福）大阪市東淀川区社会福祉協議会 くらしのみのり相談窓口 大阪市東淀川区豊新２－１－４ 06-6320-0231 06-6320-0232 hysoudan@aroma.ocn.ne.jp

大阪市東成区 大阪市東成区社会福祉協議会・大阪自彊館共同
体 ⾃⽴相談⽀援窓⼝ ⼤阪市東成区⼤今⾥⻄２－８－４ 06-6977-9126 06-4307-5987 konkyu-

higashinari@aurora.ocn.ne.jp

大阪市生野区 （社福）大阪市生野区社会福祉協議会 くらしの相談窓口いくの 大阪市生野区勝山南３－１－１９ 06-6717-6565 06-6717-6566 iku-soudan@aroma.ocn.ne.jp

大阪市旭区 リベルタ・ヒューマンワーク
アソシエーション共同体 くらし相談窓口 大阪市旭区大宮１－１－１７ 06-6953-2380 06-6953-2380 kurashisoudanmado2380@yaho

o.co.jp

大阪市城東区 （社福）大阪市城東区社会福祉協議会 ⽣活⾃⽴相談窓⼝・ウィズゆうゆう 大阪市城東区中央３－５－４５ 06-6936-1181 06-6936-1181

⼤阪市鶴⾒区 （社福）⼤阪市鶴⾒区社会福祉協議会 ⾃⽴アシスト相談 ⼤阪市鶴⾒区横堤５－４－１９ 06-6913-7060 06-6913-7060 tsurumi-assist@biscuit.ocn.ne.jp

大阪市阿倍野区 （社福）大阪市阿倍野区社会福祉協議会 仕事・⽣活・⾃⽴相談あべの ⼤阪市阿倍野区⽂の⾥１－１－４０ 06-6622-9795 06-6622-9979 abeno-konkyu@dune.ocn.ne.jp

大阪市住之江区 （社福）大阪市住之江区社会福祉協議会 くらしアシスト住之江 大阪市住之江区御崎３－１－１７ 06-6682-9824 06-6682-9824

⼤阪府内⾃⽴相談⽀援機関窓⼝⼀覧（令和2年6⽉1⽇時点）
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自治体名 事業実施者 窓口名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス

大阪市住吉区 （社福）大阪市住吉区社会福祉協議会 ⽣活⾃⽴相談窓⼝ 大阪市住吉区南住吉３－１５－５５ 06-6654-7763 06-6654-7651 sumiyoshi.konkyu@ivy.ocn.ne.j
p

大阪市東住吉区 （社福）大阪市東住吉区社会福祉協議会 くらしサポート 大阪市東住吉区東田辺１－１３－４ 06-6621-3011 06-6621-3012 qqmn4yv9k@wing.ocn.ne.jp

大阪市平野区 （社福）大阪市平野区社会福祉協議会 くらしサポートセンター平野 ⼤阪市平野区背⼾⼝３－８－１９ 06‐6700‐9250 06‐6700‐9251 kurasapo1@pure.ocn.ne.jp

⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⻄成区社会福祉協議会・⼤阪⾃彊館共同
体 はぎさぽーと ⼤阪市⻄成区岸⾥１－５－２０ 06-6115-8070 06-6115-8077 hagi-support@adagio.ocn.ne.jp

堺市 社会福祉法人堺市社会福祉協議会 堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」 堺市堺区南瓦町２番１号 堺市総合福祉
会館４階 072-225-5659 072-222-0202 step.sakai@sakai-syakyo.net

市⺠協働部くらし⽀援課 くらし再建パーソナルサポートセンター 豊中市北桜塚2-2-1 06-6858-5075 06-6858-5095 roukai@city.toyonaka.osaka.jp

社会福祉法人 豊中市社会福祉協議会 くらし再建パーソナルサポートセンター＠社会福
祉協議会 豊中市岡上の町2-1-15 06-6848-1313 06-6841-2388 tcpvc@gold.ocn.ne.jp

高槻市 高槻市健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課 福祉相談支援課くらしごとセンター 大阪府高槻市桃園町２番１号 072-674-7767 072-674-7721

(受付フォーム)
https://s-kantan.jp/takatsuki-
u/profile/userLogin_initDisplay.a
ction?nextURL=CqTLFdO4voYlCt
4TF0KUrTQ9f2VYJzSnOYyPUb7s
KrMVNrB2vezJpeYAimEpKdfaOU
afMyITVRdq%0D%0Axze4EjwQt
qhb3E5ue3WoeWBb8VdYGQQ%

東大阪市福祉部生活福祉室 生活さいけん相談窓口 東⼤阪市荒本北１－１－１ 06-4309-3182 06-4309-3848 seikatsushien@city.higashiosaka
.lg.jp

㈱アソウ・ヒューマニーセンター 住居確保給付⾦窓⼝ 東⼤阪市⻑堂１－８－３７ヴェルノール布施4階06-6748-0102 seikatsushien@city.higashiosaka
.lg.jp

枚方市 枚方市健康福祉部地域健康福祉室 健康福祉総合相談担当 枚方市大垣内町２丁目１番２０号 072-841-1401 072-841-5711 shien@city.hirakata.osaka.jp

八尾市 社会福祉法人八尾市社会福祉協議会 八尾市生活支援相談センター 八尾市本町1-1-1 072－924-3761 072－924－3940 yaojiritsu@yahoo.co.jp

寝屋川市 寝屋川市社会福祉協議会 寝屋川市社会福祉協議会 寝屋川市池⽥⻄町24番５号 072-812-2040 072-838-0166 seikatu-shurou@neyagawa-
shakyo.or.jp

吹田市 （社福）吹田市社会福祉協議会
（社福）みなと寮 吹⽥市⽣活困窮者⾃⽴⽀援センター 吹田市泉町１丁目３番４０号 06-6384-1350 06-6368-7348 sfk-konkyu.@city.suita.osaka.jp

岸和田市福祉部生活福祉課 困窮者支援担当 岸和田市岸城町7番1号 072-423-9141 072-423-3562 seikatsu@city.kishiwada.osaka.j
p

岸和田市社会福祉協議会 岸和⽥市⾃⽴相談⽀援センター 岸和田市野田町1丁目5番5号 072-439-8255 072-437-1500 info@syakyo.or.jp

池田市 池田市福祉部生活福祉課 暮らし応援窓口いけだ 大阪府池田市城南1丁目１－１ 072-752-1316 072-752-5234

泉大津市 社会福祉法人
泉大津市社会福祉協議会 市⺠⽣活応援窓⼝ 泉大津市東雲町９番12号泉大津市役所１

階ロビー 0725-33-9254

貝塚市 貝塚市福祉部福祉総務課 市⺠相談室 貝塚市畠中１丁目１７番１号 072‐433‐7086 072‐433‐7088 fukushisomu@city.kaizuka.lg.jp

岸和田市

豊中市

東大阪市

2

mailto:qqmn4yv9k@wing.ocn.ne.jp
mailto:kurasapo1@pure.ocn.ne.jp
mailto:hagi-support@adagio.ocn.ne.jp
mailto:step.sakai@sakai-syakyo.net
mailto:roukai@city.toyonaka.osaka.jp
mailto:tcpvc@gold.ocn.ne.jp
https://s-kantan.jp/takatsuki
mailto:shien@city.hirakata.osaka.jp
mailto:yaojiritsu@yahoo.co.jp
mailto:sfk-konkyu.@city.suita.osaka.jp
mailto:info@syakyo.or.jp
mailto:fukushisomu@city.kaizuka.lg.jp


自治体名 事業実施者 窓口名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス

守口市 一般社団法人ヒューマンワークアソシエーション くらしサポートセンター守口 守口市京阪本通2-5-5 守口市役所７階 06-6998-4510 06-6998-4512

茨木市 茨木市健康福祉部相談支援課相談一係 くらしサポートセンター「あすてっぷ茨木」 大阪府茨木市駅前三丁目８番13号 072-655-2758 072-620-1720 seikatsu-shien@city.ibaraki.lg.jp

泉佐野市 （社福）泉佐野市社会福祉協議会 基幹包括支援センターいずみさの 大阪府泉佐野市中庄１１０２ 072-464-2977 072-462-5400 kikan@izumisanoshakyo.or.jp

泉佐野市 （社福）泉佐野市社会福祉協議会 包括支援センターしんいけ 大阪府泉佐野市中庄１１０２ 072-464-2366 072-462-5400 houkatsu@izumisanoshakyo.or.j
p

富⽥林市 社会福祉法⼈富⽥林市社会福祉協議会 ⾃⽴相談⽀援窓⼝
（あしたねっと富⽥林） ⼤阪府富⽥林市常盤町１番１号  0721-25-1000 0721-21-4782

河内⻑野市 河内⻑野市保健福祉部⽣活福祉課福祉総務係 福祉部生活福祉課 河内⻑野市原町1丁⽬1番1号 0721-53-1111 0721-52-4920 fukushisoumu@city.kawachinag
ano.lg.jp

松原市福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 072-337-3116 072-337-3007

（社福）松原市社会福祉協議会 生活応援センター 大阪府松原市阿保1丁目1番1号
松原市役所東別館内 072-337-7333 072-335-1294

（社福）松風福祉会 ぬくもり相談室 大阪府松原市南新町2丁目141番地の１
はーとビュー（松原市⼈権交流センター内） 072-330-7500 072-334-3900

社会福祉法人
大東市社会福祉協議会 くらしサポート大東 大東市谷川１丁目１番１号 072-870-9664 072-872-2189 fukusei_ka@city.daito.lg.jp

株式会社
アソウ・ヒューマニーセンター くらしサポート大東 大東市谷川１丁目１番１号 072-870-9664 072-872-2189 fukusei_ka@city.daito.lg.jp

特定⾮営利活動法⼈
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 くらしサポート大東 大東市谷川１丁目１番１号 072-870-9664 072-872-2189 fukusei_ka@city.daito.lg.jp

特定⾮営利活動法⼈
大東野崎人権協会 ⼦ども・若者⾃⽴⽀援センター 大東市野崎１丁目２４番１号 072-879-2010 072-879-3611 fukusei_ka@city.daito.lg.jp

和泉市市⺠⽣活部くらしサポート課 和泉市くらしサポートセンター 和泉市府中町2-7-5 0725-99-8100 0725-41-3110 support@city.osaka-izumi.lg.jp

社会医療法⼈ ペガサス ペガサスいきいきネット相談支援センター 和泉市上町81 0725-43-2010 0725-43-2414 pegasasucsw@gmail.com

社会福祉法人 和泉市社会福祉協議会 和泉市社会福祉協議会いきいきネット相談支
援センター 和泉市幸二丁目5番16号 0725-41-3739 0725-41-3191 syakyo-

hokubu@apricot.ocn.ne.jp

社会福祉法人 悠人会 サンガーデン府中いきいきネット相談支援セン
ター 和泉市山荘町1368-1 0725-46-3110 0725-46-2007 sg_shiencenter＠yujinkai.com

社会福祉法人 芳春会 ビオラ和泉いきいきネット相談支援センター 和泉市和気町三丁目4番24号 0725-46-0470 0725-46-0370 sodanshien@viola-izumi.com

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 光明荘いきいきネット相談支援センター 和泉市伏屋町三丁目8番1号 0725-56-2003 0725-57-8138

医療法⼈ 博我会 プリムラ和泉いきいきネット相談支援センター 和泉市松尾寺町330 0725-54-1912 0725-54-2011 purimura-csw@tulip.ocn.ne.jp

医療法⼈ ⼤泉会 くろいしいきいきネット相談支援センター 和泉市⿊⽯町566-1 0725-57-2266 0725-57-2267 kuroishi-cs@daisenkai.jp

社会福祉法人 和泉福祉会 ひかりの園いきいきネット相談支援センター 和泉市下宮町141番地1 0725-92-1225 0725-92-2347 hikarinosonocsw@guitar.ocn.ne.
jp

大東市

和泉市

松原市
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自治体名 事業実施者 窓口名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス

箕面市 社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会 箕面市生活相談窓口 大阪府箕面市萱野５丁目８番１号 072-727-9515 soudan@minoh-syakyo.or.jp

柏原市 柏原市社会福祉協議会 生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」 大阪府柏原市安堂町１－５５ 072-972-1507 072-972-2200

羽曳野市 羽曳野市社会福祉協議会 ⽣活⾃⽴相談窓⼝ 羽曳野市誉田4丁目1-1 072-958-2315 072-958-3853

門真市 社会福祉法人門真市社会福祉協議会 門真市社会福祉協議会 大阪府門真市御堂町14番１号門真市保健
福祉センター内 06-6902-6453 06-6904-1456

摂津市 摂津市保健福祉部生活支援課 生活支援課 摂津市三島１丁目１番１号 06-6383-1375 06-6383-9031 seikatsushien@city.settsu.osaka.
jp

高石市 社会福祉法人高石市社会福祉協議会 社会福祉法人高石市社会福祉協議会 高石市加茂4丁目1番1号
市役所別館１階 072-261-3656 072-261-9375

藤井寺市 藤井寺市福祉部⽣活⽀援課⾃⽴相談⽀援担当 ⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援担当 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 072-939-1107 072-952-9503

泉南市 （一社）泉南市人権協会 ここさぽ泉南 大阪府泉南市樽井9丁目16番2号 0120-968-141 072-447-8833

四條畷市 四條畷市社会福祉協議会 なわて生活サポート相談 大阪府四條畷市中野本町１番１号 072-877-2121 072-879-5955 fukushiseisaku@city.shijonawate
.lg.jp

交野市 社会福祉法人交野市社会福祉協議会
大阪府交野市天野が原町5-5-1
交野市⽴保健福祉総合センター内
（ゆうゆうセンター）

072-895-1185 072-895-1192 seikon@katano-shakyo.com

大阪狭山市 （福）大阪狭山市社会福祉協議会 生活サポートセンター 大阪狭山市狭山1-862-5 072-368-9955 072-368-9933

阪南市 社会福祉法人
阪南市社会福祉業議会 ⽣活困窮者⾃⽴⽀援窓⼝ 阪南市尾崎町1丁目１８－１５ 072-447-5301 072-447-5305 h-shakyo@sb3.so-net.ne.jp

島本町 社会福祉法人島本町社会福祉協議会 ⽣活⾃⽴相談窓⼝ 三島郡島本町桜井三丁目4番1号 0120-87-5417
075-962-5417 075-962-6325 info@shimasyakyo.or.jp

大阪府池田子ども家庭センター（豊能
町域・能勢町域） 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 池田子ども家庭センター はーと・ほっと相談室 池田市満寿美町9番17号 072-752-6287 072-754-1553

⼤阪府富⽥林⼦ども家庭センター（太
子町域・河南町域・千早赤阪村域） 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 富⽥林⼦ども家庭センター はーと・ほっと相談

室 富⽥林市寿町2丁⽬6番1号 0721‐25‐1131 0721‐25‐1173

大阪府岸和田子ども家庭センター（忠
岡町域・熊取町域・田尻町域・岬町
域）

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 岸和田子ども家庭センター はーと・ほっと相談
室 岸和田市宮前町7番30号 072-441-2760 072-444-9008
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