大阪府内 福祉事務所等一覧
市町村
豊能郡
泉北郡
泉南郡

事務所名
池田子ども家庭センター

郵便番号

所在地

563-0041 池田市満寿美町9-17
596-0043

岸和田子ども家庭センター
597-0072

岸和田市宮前町7-30 企画調整課
（保護費の支払い事務、医療券等発送事務）

貝塚市畠中1-18-8 生活福祉課
（保護の決定事務）

電話番号

令和3年3月1日現在

FAX番号

最寄り駅

072-752-6287 072-754-1553 阪急宝塚線 池田
072-445-3977 072-444-9008 南海本線 和泉大宮
072-430-4321 072-430-4322 水間鉄道 貝塚市役所前

南河内郡 富田林子ども家庭センター

584-0031 富田林市寿町2-6-1

0721-25-1216 0721-25-1173 近鉄長野線 富田林西口

岸和田市 岸和田市福祉事務所

596-8510 岸和田市岸城町７-１

072-423-2121 072-423-3562 南海本線 岸和田

563-8666 池田市城南1-1-1

072-752-1111 072-752-5234 阪急宝塚線 池田

595-8686 泉大津市東雲町9-12

0725-33-1131 0725-33-1270 南海本線 泉大津

池田市

池田市福祉事務所

泉大津市 泉大津市社会福祉事務所
貝塚市

貝塚市福祉事務所
（貝塚市民福祉センター内）

597-0072 貝塚市畠中1-10-1

072-433-7031 072-433-7033

守口市

守口市福祉事務所

570-8666 守口市京阪本通2-5-5

06-6992-1221 06-6994-1691 地下鉄谷町線 守口

茨木市

茨木市福祉事務所

567-8505 茨木市駅前3-8-13

072-622-8121 072-620-1720 JR京都線 茨木

泉佐野市 泉佐野市福祉事務所

598-8550 泉佐野市市場東1-295-3

072-463-1212 072-462-1070 南海本線 泉佐野

富田林市 富田林市福祉事務所

584-8511 富田林市常盤町1-1

0721-25-1000 0721-23-0121 近鉄長野線 富田林西口

586-8501 河内長野市原町1-1-1

0721-53-1111 0721-55-1435

河内長野市 河内長野市福祉事務所

南海本線 貝塚
水間鉄道 市役所前

南海高野線 河内長野
近鉄長野線 河内長野

松原市

松原市福祉事務所

580-8501 松原市阿保1-1-1

072-334-1550 072-337-3007 近鉄南大阪線 河内松原

大東市

大東市福祉事務所

574-8555 大東市谷川1-1-1

072-872-2181 072-875-3018 JR学研都市線 住道

和泉市

和泉市福祉事務所

594-8501 和泉市府中町2-7-5

0725-99-8134 0725-45-9352 JR阪和線 和泉府中

箕面市

箕面市福祉事務所
（箕面市総合保健福祉センター内）

562-0014 箕面市萱野5-8-1

072-727-9536 072-727-3539

柏原市

柏原市福祉事務所

582-8555 柏原市安堂町1-55

072-972-1501 072-972-2200 近鉄大阪線 安堂

583-8585 羽曳野市誉田4-1-1

072-958-1111 072-958-9152 近鉄南大阪線・長野線 古市

羽曳野市 羽曳野市福祉事務所

阪急箕面線 箕面
北大阪急行 千里中央

京阪本線 門真市
大阪モノレール本線 門真市

門真市

門真市福祉事務所

571-8585 門真市中町1-1

06-6902-1231 06-6902-6244

摂津市

摂津市福祉事務所

566-8555 摂津市三島1-1-1

06-6383-1111 06-6383-9031 大阪モノレール本線 摂津

高石市

高石市福祉事務所

592-8585 高石市加茂4-1-1

072-275-6284 072-275-6496 南海本線 高石

583-8583 藤井寺市岡1-1-1

072-939-1111 072-952-9503 近鉄南大阪線 藤井寺

590-0592 泉南市樽井1-1-1

072-483-0001 072-483-7667 JR阪和線 和泉砂川

575-8501 四條畷市中野本町1-1

072-877-2121 072-877-8183 JR学研都市線 四条畷

576-0034 交野市天野が原町5-5-1

072-893-6400 072-895-6065 JR学研都市線 河内磐船

589-8501 大阪狭山市狭山1-2384-1

072-366-0011 072-366-9696 南海高野線 大阪狭山市

藤井寺市 藤井寺市福祉事務所
泉南市

泉南市福祉事務所

四條畷市 四條畷市福祉事務所
交野市

交野市福祉事務所
（交野市保健福祉総合センター内）

大阪狭山市 大阪狭山市福祉事務所
阪南市

阪南市福祉事務所

599-0292 阪南市尾崎町35-1

072-471-5678 072-473-3504 南海本線 尾崎

島本町

島本町福祉事務所

618-8570 三島郡島本町桜井2-1-1

075-961-5151 075-962-5652 JR京都線 島本

市町村

事務所名

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

最寄り駅
地下鉄堺筋線 扇町
JR環状線 天満

大阪市北区保健福祉センター

530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号

06-6313-9872 06-6313-9905

大阪市都島区保健福祉センター

534-8501 大阪市都島区中野町2-16-20

06-6882-9872 06-6352-4575 市バス 都島区役所前

大阪市福島区保健福祉センター

553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号

06-6464-9872 06-6464-3723

大阪市此花区保健福祉センター

554-8501 大阪市此花区春日出北1-8-4

06-6466-9872 06-6462-0942 市バス 此花区役所前

大阪市中央区保健福祉センター

541-8518 大阪市中央区久太郎町1-2-27

06-6267-9872 06-6267-9468

地下鉄中央線･堺筋線
堺筋本町

大阪市西区保健福祉センター

550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号

06-6532-9872 06-6532-9798

地下鉄千日前線・
長堀鶴見緑地線 西長堀

大阪市港区保健福祉センター

552‐8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号

06-6576-9872 06-6571-7493

地下鉄中央線･JR環状線 弁
天町

大阪市大正区保健福祉センター

551-8501 大阪市大正区千島2-7-95

06-4394-9872 06-6553-1987 市バス 大正区役所前

大阪市天王寺区保健福祉センター

543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号

06-6774-9872 06-6772-0308

地下鉄谷町線
四天王寺前夕陽ケ丘

大阪市浪速区保健福祉センター

556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号

06-6647-9872 06-6633-8272

地下鉄御堂筋線・
四つ橋線 大国町

大阪市西淀川区保健福祉センター

555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号

06-6478-9872 06-6477-0637 JR東西線 御幣島

大阪市淀川区保健福祉センター

532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号

06-6308-9872 06-6885-0537

大阪市東淀川区保健福祉センター

533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号

06-4809-9873 06-4809-9924 市バス 東淀川区役所前

大阪市東淀川区出張所

533-0023 大阪市東淀川区東淡路4-15-1

06-6322-0731 06-6322-9399 阪急京都線・千里線 淡路

大阪市東成区保健福祉センター

537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号

06-6977-9872 06-6972-2781

大阪市生野区保健福祉センター

544-8501 大阪市生野区勝山南3-1-19

06-6715-9872 06-6717-1162 JR環状線 桃谷

大阪市旭区保健福祉センター

535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号

06-6957-9872 06-6952-3247

地下鉄谷町線 千林大宮
京阪本線 森小路

大阪市城東区保健福祉センター

536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号

06-6930-9872 06-6930-9936

地下鉄長堀鶴見緑地線・
今里筋線 蒲生四丁目

大阪市鶴見区保健福祉センター

538-8510 大阪市鶴見区横堤5-4-19

06-6915-9872 06-6913-6235 地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤

大阪市阿倍野区保健福祉センター

545-8501 大阪市阿倍野区文の里1-1-40

06-6622-9872 06-6621-1416 地下鉄谷町線 文の里

大阪市住之江区保健福祉センター

559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号

06-6682-9872 06-6686-2040 市バス 住之江区役所前

大阪市住吉区保健福祉センター

558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号

06-6694-9872 06-6692-4422

大阪市東住吉区保健福祉センター

546-8501 大阪市東住吉区東田辺1-13-4

06-4399-9872 06-6629-4597 地下鉄谷町線 駒川中野

大阪市平野区保健福祉センター

547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号

06-4302-9872 06-6700-0194 地下鉄谷町線 平野

大阪市西成区保健福祉センター

557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号

06-6659-9872 06-6659-2259 地下鉄四つ橋線 岸里

地下鉄千日前線 野田阪神
JR東西線 海老江

阪急神戸線・宝塚線・
京都線 十三

大阪市

堺市

地下鉄千日前線・
今里筋線 今里

市バス 住吉区役所区民セン
ター

地下鉄御堂筋線・堺筋線
動物園前

大阪市西成区保健福祉センター分館 557-0002 大阪市西成区太子1丁目15番17号

06-6649-4900 06-6649-3729

堺市堺保健福祉総合センター

590-0078 堺市堺区南瓦町3-1

072-228-7498 072-228-7870 南海高野線 堺東

堺市中保健福祉総合センター

599-8236 堺市中区深井沢町2470-7

072-270-8191 072-270-8103 泉北高速 深井

堺市東保健福祉総合センター

599‐8112 堺市東区日置荘原寺町195-1

072-287-8110 072-287-8117 南海高野線 萩原天神

堺市西保健福祉総合センター

593-8324 堺市西区鳳東町6丁600

072-275-1911 072-343-5050 JR阪和線 鳳

堺市南保健福祉総合センター

590-0141 堺市南区桃山台１丁1-1

072-290-1810 072-290-1818 泉北高速 栂・美木多

堺市北保健福祉総合センター

591-8021 堺市北区新金岡町5丁1-4

072-258-6751 072-258-6678 地下鉄御堂筋線 新金岡

堺市美原保健福祉総合センター

587-8585 堺市美原区黒山167-1

072-363-9315 072-362-0767

南海バス 美原区役所前
近鉄バス 美原区役所前

市町村

事務所名

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

最寄り駅

高槻市福祉事務所

569-8501 高槻市桃園町2番1号

072-674-7177 072-672-8817 JR京都線 高槻

東大阪市東福祉事務所

579-8048 東大阪市旭町1-1

072-988-6615 072-988-6620 近鉄奈良線 瓢箪山

東大阪市中福祉事務所

578-0941 東大阪市岩田町4-3-22-300

072-960-9270 072-960-9278 近鉄奈良線 若江岩田

東大阪市西福祉事務所

577-0054 東大阪市高井田元町2-8-27

06-6784-7866 06-6784-8237 近鉄奈良線 河内永和

豊中市福祉事務所

561-8501 豊中市中桜塚3-1-1

06-6858-2525 06-6848-5411 阪急宝塚線 岡町

豊中市福祉事務所分室

561-0828 豊中市三和町1-1-63(労働会館内)

06-6334-4055 06-6334-4063 阪急宝塚線 庄内

枚方市

枚方市福祉事務所

573-8666 枚方市大垣内町2-1-20

072-841-1221 072-841-4123 京阪本線 枚方市

八尾市

八尾市福祉事務所

581-0003 八尾市本町1-1-1

072-991-3881 072-924-5180 近鉄大阪線 八尾

寝屋川市福祉事務所
（池の里市民交流センター内）

572-8566 寝屋川市池田西町24番５号

072-824-1181 072-826-1860 京阪本線 寝屋川市

吹田市福祉事務所

564-8550 吹田市泉町1-3-40

06-6384-1231 06-6368-7348 阪急千里線 吹田

高槻市

東大阪市

豊中市

寝屋川市
吹田市

