
No. 地区・分区名 郵便番号 所　在　地

1 北区 530-0026 北区神山町15-11 北区社会福祉協議会

2 都島区 534-0021 都島区都島本通3-12-31 都島区社会福祉協議会

3 福島区 553-0001 福島区海老江6-2-22 福島区社会福祉協議会

4 此花区 554-0002 此花区伝法3-2-27 此花区社会福祉協議会

5 中央区 542-0062 中央区上本町西2-5-25 中央区社会福祉協議会

6 西区 550-0013 西区新町4-5-14 西区社会福祉協議会 地域活動担当

7 港区 552-0007 港区弁天2-15-1 港区社会福祉協議会

8 大正区 551-0013 大正区小林西1-14-3 大正区社会福祉協議会 福祉企画担当

9 天王寺区 543-0074 天王寺区六万体町5-26 天王寺区社会福祉協議会

10 浪速区 556-0011 浪速区難波中3-8-8 浪速区社会福祉協議会

11 西淀川区 555-0013 西淀川区千舟2-7-7 西淀川区社会福祉協議会

12 淀川区 532-0005 淀川区三国本町2-14-3 淀川区社会福祉協議会

13 東淀川区 533-0022 東淀川区菅原4-4-37 東淀川区社会福祉協議会

14 東成区 537-0013 東成区大今里南3-11-2 東成区社会福祉協議会

15 生野区 544-0033 生野区勝山北3-13-20 生野区社会福祉協議会 福祉企画担当

16 旭区 535-0031 旭区高殿6-16-1 旭区社会福祉協議会

17 城東区 536-0005 城東区中央2-11-16 城東区社会福祉協議会

18 鶴見区 538-0051 鶴見区諸口5丁目浜6-12 鶴見区社会福祉協議会

19 阿倍野区 545-0037 阿倍野区帝塚山1-3-8 阿倍野区社会福祉協議会

20 住之江区 559-0013 住之江区御崎4-6-10 住之江区社会福祉協議会 地域支援担当

21 住吉区 558-0021 住吉区浅香1-8-47 住吉区社会福祉協議会

22 東住吉区 546-0031 東住吉区田辺2-10-18 東住吉区社会福祉協議会 福祉企画担当

23 平野区 547-0043 平野区平野東2-1-30 平野区社会福祉協議会

24 西成区 557-0041 西成区岸里1-5-20 西成区社会福祉協議会

担当部署



※ 地区本部 590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 市民協働課

25 堺区 590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 自治推進課

26 中区 599-8236 堺市中区深井沢町2470-7 自治推進課

27 東区 599-8112 堺市東区日置荘原寺町195-1 自治推進課

28 西区 593-8324 堺市西区鳳東町6-600 自治推進課

29 南区 590-0141 堺市南区桃山台1-1-1 自治推進課

30 北区 591-8021 堺市北区新金岡町5-1-4 自治推進課

31 美原区 587-8585 堺市美原区黒山167-1 自治推進課

32 岸和田市 596-8510 岸和田市岸城町7-1 福祉部 福祉政策課

33 豊中市 560-0023
豊中市岡上の町2-1-15
豊中市すこやかプラザ2Ｆ

豊中市社会福祉協議会 総務課 団体支援係

34 池田市 563-0025 池田市城南3丁目1-40 池田市社会福祉協議会 総務課

35 吹田市 564-8550 吹田市泉町1-3-40 福祉部 福祉総務室

36 泉大津市 595-0026
泉大津市東雲町9-15

泉大津市立総合福祉センター内
泉大津市社会福祉協議会 地域総務課

37 高槻市 569-0065 高槻市城西町4-6 高槻市社会福祉協議会 保健福祉振興課

38 貝塚市 597-8585 貝塚市畠中1-17-1 福祉部 福祉総務課

39 守口市 570-8666 守口市京阪本通2-5-5 健康福祉部 地域福祉課

40 枚方市 573-1191
枚方市新町2-1-35
ラポールひらかた内

枚方市社会福祉協議会 地域福祉課

41 茨木市 567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号

茨木市役所南館2階
健康福祉部 地域福祉課

42 八尾市 581-0003 八尾市本町1-1-1 コミュニティ　政策推進課

43 泉佐野市 598-8550 泉佐野市市場東1-295-3 健康福祉部 地域共生推進課

44 富田林市 584-8511 富田林市常盤町1-1 子育て福祉部 増進型地域福祉課

45 寝屋川市 572-8555 寝屋川市本町1-1 市民活動部 市民活動振興室

46 河内長野市 586-0033
河内長野市喜多町663-1

イズミヤ河内長野店４階内
河内長野市社会福祉協議会 企画総務課企画総務係

47 松原市 580-8501 松原市阿保1-1-1 福祉部 福祉総務課

48 大東市 574-8555 大東市谷川1-1-1 市民生活部 市民政策課

49 和泉市 594-8501 和泉市府中町2-7-5 福祉部 福祉総務課



562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 健康福祉部健康福祉政策室

562-0036
箕面市船場西1-11-35

箕面市総合保健福祉センター分館内
箕面市社会福祉協議会 ←（地区窓口はこちら）

51 柏原市 582-8555 柏原市安堂町1-55 健康福祉部 福祉総務課

52 羽曳野市 583-8585 羽曳野市誉田4-1-1 羽曳野市社会福祉協議会 総務係

53 門真市 571-8585 門真市中町1-1 保健福祉部 福祉政策課

54 摂津市 566-8555 摂津市三島1-1-1 保健福祉部 保健福祉課

55 高石市 592-8585 高石市加茂4-1-1 保健福祉部 社会福祉課

56 藤井寺市 583-0035
藤井寺市北岡1-2-8
ふれあいセンター内

藤井寺市社会福祉協議会 総務地域福祉係

57 東大阪市 577-0054
東大阪市高井田元町1-2-13
東大阪市立総合福祉センター

東大阪市社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター

58 泉南市 590-0592 泉南市樽井1-1-1 総合政策部 危機管理課

59 四條畷市 575-0043 四條畷市北出町3-1 四條畷市社会福祉協議会

60 交野市 576-0034 交野市天野が原町5-5-1 福祉部 福祉総務課

61 大阪狭山市 589-8501 大阪狭山市狭山1-2384-1 健康福祉部 生活援護グループ

62 阪南市 599-0292 阪南市尾崎町35-1 市長公室 危機管理課

63 三島郡島本町 618-8570 三島郡島本町桜井2-1-1 民生部 福祉推進課

64 豊能郡豊能町 563-0292 豊能郡豊能町余野414-1 生活福祉部 住民人権課

65 豊能郡能勢町 563-0351
豊能郡能勢町栗栖82-1

保健福祉センター
福祉部 福祉課

66 泉北郡忠岡町 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1 健康福祉部 地域福祉課

67 泉南郡熊取町 590-0495 泉南郡熊取町野田1-1-1 健康福祉部 生活福祉課

68 泉南郡田尻町 598-0091
泉南郡田尻町嘉祥寺883-1

保健福祉センター
民生部 福祉課

69 泉南郡岬町 599-0392 泉南郡岬町深日2000-1 しあわせ創造部 地域福祉課福祉係

70 南河内郡太子町 583-0991
南河内郡太子町春日963-1

太子町立総合福祉センター内
　  　 地域包括推進室

585-0014 南河内郡河南町大字白木1359-6 河南町社会福祉協議会

585-0014 南河内郡河南町白木1371
河南町保健福祉センター

かなんぴあ
←（地区窓口はこちら）

72 南河内郡千早赤阪村 585-0042
南河内郡千早赤阪村大字二河原邊8-1

村立いきいきサロンくすのき内
千早赤阪村社会福祉協議会

50

南河内郡河南町71

箕面市


