障がい者介護サービス 相談窓口

（平成26年6月現在）

大阪市の障がい者介護サービス相談窓口一覧
区町村名

相談窓口

電話番号

北区

福祉課 一般福祉グループ

06-6313-9857

都島区

保健福祉課 福祉グループ

06-6882-9857

福島区

保健福祉課 地域福祉グループ

06-6464-9857

此花区

保健福祉課 地域福祉グループ

06-6466-9857

中央区

保健福祉課 保健福祉グループ

06-6267-9857

西区

保健福祉課 地域福祉グループ

06-6532-9857

港区

保健福祉課 保健福祉グループ

06-6576-9857

大正区

保健福祉課 地域福祉グループ

06-4394-9857

天王寺区

保健福祉課 福祉サービスグループ

06-6774-9857

浪速区

保健福祉課 障がい者支援グループ

06-6647-9897

西淀川区

福祉課 障がい者支援チーム

06-6478-9954

淀川区

保健福祉課

06-6308-9857

東淀川区

保健福祉課 高齢・障がい者企画グループ

06-4809-9857

東成区

保健福祉課

06-6977-9155

生野区

保健福祉課 福祉サービスグループ

06-6715-9857

旭区

保健福祉課 地域福祉グループ

06-6957-9857

城東区

保健福祉課 福祉グループ

06-6930-9857

鶴見区

保健福祉課 障がい者支援グループ

06-6915-9857

阿倍野区

保健福祉課 福祉グループ

06-6622-9857

住之江区

保健福祉課 福祉グループ

06-6682-9857

住吉区

保健福祉課 障がい者支援グループ

06-6694-9857

東住吉区

保健福祉課 福祉グループ

06-4399-9857

平野区

保健福祉課 地域福祉グループ

06-4302-9857

西成区

保健福祉課 地域福祉グループ

06-6659-9857

備考

障がい者介護サービス 相談窓口

（平成26年6月現在）

堺市の障がい者介護サービス相談窓口一覧
区町村名

相談窓口

電話番号

堺区

地域福祉課(身体・知的障害者の方)

072-228-7477

堺区

保健センター(精神障害者の方)

072-238-0123

中区

地域福祉課(身体・知的障害者の方)

072-270-8195

中区

保健センター(精神障害者の方)

072-270-8100

東区

地域福祉課(身体・知的障害者の方)

072-287-8112

東区

保健センター(精神障害者の方)

072-287-8120

西区

地域福祉課(身体・知的障害者の方)

072-275-1912

西区

保健センター(精神障害者の方)

072-271-2012

南区

地域福祉課(身体・知的障害者の方)

072-290-1812

南区

保健センター(精神障害者の方)

072-293-1222

北区

地域福祉課(身体・知的障害者の方)

072-258-6771

北区

保健センター(精神障害者の方)

072-258-6600

美原区

地域福祉課(身体・知的・精神障害者の方)

072-363-9316

備考

障がい者介護サービス 相談窓口

（平成26年6月現在）

(大阪市,堺市以外) 1
大阪市,堺市以外の障がい者介護サービス相談窓口一覧
市区町村名

相談窓口

電話番号

池田市

福祉部 障がい福祉課

072-754-6255

泉大津市

健康福祉部障がい福祉課

0725-33-1131（代）

泉佐野市

健康福祉部障害福祉総務課障害福祉係

072-463-1212（代）

和泉市

生きがい健康部障がい福祉課

0725-41-1551（代）

茨木市

健康福祉部 障害福祉課

072-620-1636

大阪狭山市

保健福祉部福祉グループ

072-366-0011（代）

貝塚市

健康福祉部障害福祉課

072-433-7012

柏原市

健康福祉部障害福祉課

072-972-1508

交野市

福祉部 障がい福祉課

072-893-6400

門真市

保険福祉部 障がい福祉課

06-6902-6154

河南町

健康福祉部高齢障がい福祉課

0721-93-2500（代）

河内長野市

子ども・福祉部 障がい福祉課

0721-53-1111（代）

岸和田市

保健福祉部障害支援課

072-423-2121（代）

熊取町

健康福祉部福祉課障害福祉グループ

072-452-6289

四條畷市

健康福祉部 障がい福祉課

072-877-2121(代)

島本町

健康福祉部 福祉推進課

075-962-7460

吹田市

福祉保健部 障がい福祉室

06-6384-1346

摂津市

保健福祉部 障害福祉課

06-6383-1374

泉南市

健康福祉部障害福祉課

072-483-8252

太子町

福祉室福祉グループ

0721-98-5519

大東市

福祉・子ども部 障害福祉課

072-870-9630

高石市

保健福祉部高齢介護・障害福祉課

072-265-1001（代）

高槻市

健康福祉部 障がい福祉課

072-674-7164

田尻町

民生部福祉課

072-466-8813

備考

障がい者介護サービス 相談窓口

（平成26年6月現在）

(大阪市,堺市以外) 2
大阪市,堺市以外の障がい者介護サービス相談窓口一覧
市区町村名

相談窓口

電話番号

忠岡町

健康福祉部いきがい支援課

0725-22-1122（代）

千早赤阪村

健康福祉課

0721-72-0081(代)

豊中市

健康福祉部 障害福祉課 相談支援係

06-6858-2266

豊能町

生活福祉部 住民人権課

072-739-3420

富田林市

子育て福祉部 障がい福祉課

0721-25-1000（代）

寝屋川市

保健福祉部 障害福祉室

072-824-1181(代)

能勢町

福祉課 福祉係

072-731-2150

羽曳野市

保健福祉部 福祉支援課

072-958-1111（代）

阪南市

福祉部 市民福祉課

072-471-5678（代）

東大阪市

福祉部 障害者支援室

06-4309-3183

枚方市

福祉部 障害福祉室

072-841-1457

藤井寺市

健康福祉部 福祉総務課

072-939-1111（代）

松原市

福祉部 障害福祉課

072-334-1550（代）

岬町

しあわせ創造部 地域福祉課福祉係

072-492-2700

箕面市

健康福祉部 障害福祉課

072-727-9506

守口市

健康福祉部 障害福祉課

06-6992-1630

八尾市

健康福祉部 障がい福祉課

072-924-3838

備考

