
部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

大阪市
北区

地域課 地域担当 06-6313-9951 530-8401 大阪市北区扇町２－１－２７

都島区
まちづくり推進
課

06-6882-9734 534-8501 大阪市都島区中野町２－１６－２０

特別給付金
窓口

市民協働課 市民協働 06-6464-9734

特別弔慰金
窓口

保健福祉課 地域福祉 06-6466-9560

此花区 市民協働課 市民協働 06-6466-9734 9507 554-8501 大阪市此花区春日出北１－８－４

中央区 市民協働課
市民協働
グループ

06-6267-9843 541-8518 大阪市中央区久太郎町１丁目２番２７号

西区 市民協働課 06-6532-9734 550-8501 大阪市西区新町４－５－１４

港区
協働まちづくり
支援課

地域活動支援・
危機管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

06-6576-9886 552-8510 大阪市港区市岡１－１５－２５

大正区 市民協働課
市民協働
グループ

06-4394-9955 551-8501 大阪市大正区千島２－７－９５

天王寺区 市民協働課 06-6774-9734 543-8501 大阪市天王寺区真法院町２０－３３

浪速区 市民協働課 市民協働 06-6647-9734 556-8501 大阪市浪速区敷津東１－４－２０

西淀川区
ｸﾘｰﾝにしてｸﾞﾘｰ
ﾝなまちづくり課

地域支援 06-6478-9734 555-8501 大阪市西淀川区御幣島１丁目２番１０号

淀川区 市民協働課 06-6308-9734 532-8501 大阪市淀川区十三東２－３－３

東淀川区 保健福祉課 06-4809-9857 533-8501 大阪市東淀川区豊新２丁目１番４号

東成区
まちづくり推進
課

06-6977-9743 537-8501 大阪市東成区大今里西２－８－４

生野区
地域まちづくり
課

06-6715-9010 544-8501 大阪市生野区勝山南３－１－１９

旭区 市民協働課 06-6957-9734 535-8501 大阪市旭区大宮１－１－１７

城東区 市民協働課 市民協働担当 06-6930-9734 536-8501 大阪市城東区中央３丁目４番２９号

鶴見区
地域活動支援
課

地域活動支援 06-6915-9848 538-8510 大阪市鶴見区横堤５－４－１９

阿倍野区 企画調整課 企画調整 06-6622-9683 545-8501 大阪市阿倍野区文の里１－１－４０

住之江区 政策推進室 06-6682-9983 559-8601 大阪市住之江区御崎３－１－１７

住吉区 地域課 06-6694-9845 558-8501 大阪市住吉区南住吉３－１５－５５

東住吉区 区民企画課 06-4399-9908 546-8501 大阪市東住吉区東田辺１－１３－４

平野区
まちづくり協働
課

まちづくり協働 06-4302-9734 547-8580 大阪市平野区背戸口３－８－１９

西成区 市民協働課 06-6659-9985 557-8501 大阪市西成区岸里１－５－２０
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福島区 553-8501 大阪市福島区大開１－８－１
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部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

堺市
堺区

区役所 地域福祉課 地域福祉係 072-228-7477 590-0078 堺市堺区南瓦町３番１号

中区
中保健福祉
総合センター

地域福祉課 地域福祉係 072-270-8195 599-8236 堺市中区深井沢町２４７０番地７

東区
東保健福祉
総合センター

地域福祉課 地域福祉係 072-287-8112 599-8112 堺市東区日置荘原寺町１９５番地１

西区 区役所 地域福祉課 地域福祉係 072-275-1918 593-8324 堺市西区鳳東町６丁６００番地

南区
南保健福祉
総合センター

地域福祉課 地域福祉係 072-290-1812 590-0141 堺市南区桃山台１丁１番１号

北区
北保健福祉
総合センター

地域福祉課 地域福祉係 072-258-6771 591-8021 堺市北区新金岡町５丁１番４号

美原区
美原保健福祉
総合センター

地域福祉課 地域福祉係 072-363-9316 587-8585 堺市美原区黒山１６７番地１

岸和田市 保健福祉部 福祉政策課 高齢福祉担当 072-423-9527 596-8510 岸和田市岸城町７番１号

豊中市 健康福祉部 地域福祉室 地域福祉係 06-6858-2220 561-8501 豊中市中桜塚３－１－１

池田市 福祉部
高齢・福祉総務
課

072-754-6123 563-8666 池田市城南１－１－１

吹田市
福祉保健部
地域福祉室

生活福祉課 福祉グループ 06-6384-1334 564-8550 吹田市泉町１－３－４０

泉大津市 健康福祉部 高齢介護課 高齢福祉係 0725-33-9098 595-8686 大阪府泉大津市東雲町９番１２号

高槻市 健康福祉部
健康福祉政策
課

福祉政策チーム 072-674-7162 569-0067 高槻市桃園町２番１号

貝塚市 健康福祉部 福祉総務課 072-433-7085 597-8585 大阪府貝塚市畠中１丁目１７番１号

守口市 健康福祉部 総務課 06-6992-1570 570-8666 守口市京阪本通２－２－５

枚方市 福祉部 福祉総務課 072-841-1369 573-8666 枚方市大垣内町２－１－２０

茨木市 健康福祉部 福祉政策課 地域福祉係 072-620-1634 567-8505 茨木市駅前三丁目８番１３号

八尾市 健康福祉部
地域福祉政策
課

地域福祉係 072-924-3835 581-0003 八尾市本町１－１－１

泉佐野市 健康福祉部
障害福祉総務
課

福祉総務係 072-463-1212 2154 598-8550 泉佐野市市場東１－２９５－３

富田林市 子育て福祉部 地域福祉課 地域福祉係 0721-25-1000 282 584-8511 富田林市常磐町１番１号

寝屋川市 市民生活部 市民室市民課 年金担当 072-824-1181 2301 572-8555 寝屋川市本町１番１号

河内長野市
子ども・福祉
部

生活福祉課 地域福祉係 0721-53-1111 386 586-8501 河内長野市原町一丁目１番１号

松原市 福祉部 福祉総務課 福祉係 072-337-3116 580-8501 松原市阿保１丁目１番１号

大東市 市民生活部 生活安全課 072-870-4010 574-8555 大阪府大東市谷川１－１－１

和泉市
生きがい健康
部

高齢介護室 高齢支援担当 0725-99-8132 594-8501 和泉市府中町二丁目７番５号
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部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

箕面市 健康福祉部
健康福祉政策
室

政策グループ 072-727-9513 562-0014 箕面市萱野５丁目８番１号

柏原市 健康福祉部 生活福祉課 地域福祉係 072-972-1507 582-8555 柏原市安堂町１番５５号

羽曳野市 保健福祉部 福祉総務課
総務・地域福祉
担当

072-947-3831 583-0026 羽曳野市誉田４丁目１－１

門真市 健康福祉部 地域福祉課 06-6902-6093 571-8585 門真市中町１番１号

摂津市 保健福祉部 保健福祉課 総務係 06-6383-1386 566-8555 摂津市三島１－１－１

高石市 保健福祉部 社会福祉課 地域福祉係 072-275-6283 592-8585 高石市加茂４丁目１番１号

藤井寺市 健康福祉部 福祉総務課 福祉総務担当 072-939-1417 583-8583 藤井寺市岡１－１－１

東大阪市 福祉部 生活福祉室 06-4309-3182 577-8521 東大阪市荒本北１丁目１番１号

泉南市 健康福祉部 生活福祉課 福祉給付係 072-483-3474 590-0592 泉南市樽井一丁目１番１号

四條畷市 健康福祉部 生活福祉課 072-877-2121 642 575-8501 四條畷市中野本町１番１号

交野市 福祉部 福祉総務課 072-893-6400 658 576-0034 交野市天野が原町５－５－１

大阪狭山市 保健福祉部
生活援護
グループ

072-366-0011 305 589-8501 大阪狭山市狭山１丁目２３８４－１

阪南市 福祉部 生活支援課 072-471-5678 2361 599-0292 阪南市尾崎町３５－１

島本町 健康福祉部 福祉推進課 075-962-7460 618-8570 三島郡島本町桜井二丁目１番１号

豊能町 生活福祉部 住民人権課 072-739-3420 563-0292 豊能郡豊能町余野４１４番地の１

能勢町 健康福祉部 福祉課 福祉係 072-731-2150 563-0351 豊能郡能勢町栗栖８２－１

忠岡町 健康福祉部 いきがい支援課 福祉係 0725-22-1122 202 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東１－３４－１

熊取町 健康福祉部 生活福祉課
生活福祉
グループ

072-493-8039 590-0451 泉南郡熊取町野田１丁目１番８号

田尻町 民生部 福祉課 福祉総務係 072-466-8813 598-0091 泉南郡田尻町嘉祥寺８８３－１

岬町
しあわせ創造
部

地域福祉課 福祉係 072-492-2700 599-0392 泉南郡岬町深日２０００－１

河南町 健康福祉部
高齢障がい福
祉課

社会福祉係 0721-93-2500 127 585-8585 南河内郡河南町大字白木１３５９－６

太子町 福祉室 福祉グループ 0721-98-5519 583-8580 南河内郡太子町大字山田８８番地

千早赤阪村 健康福祉課 0721-72-0081 344 585-8501 南河内郡千早赤阪村大字水分１８０番地
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