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準備状況について



地域包括支援センター開設に向けた準備状況について 

 
 
平成 23年 12月 12日 第 3回市運営協議会 

平成 23年 12月 22日 応募法人へ選定結果通知 

平成 24年 1月 16日 
～平成 24年 1月 20日 ブランチ業務委託中止法人への説明 

平成 24年 1月 17日 増設区保健福祉センター介護保険担当者説明会 

増設区社会福祉協議会への説明会 

平成 24年 1月 18日 受託予定法人説明会 

平成 24年 1月中旬～下旬 新包括、区社協包括、区保健福祉センター3者打ち合わせ会 

以降、各区保健福祉センター、区社協包括が連携し、連合振興町 
会・地域社協・民生委員等地域の関係機関へ周知を開始 

平成 24年 2月 24日 第 4回市運営協議会 

 

（今後の予定） 

平成 24年 2月 28日 介護予防支援業務の一部委託にかかる居宅介護支援事業所説明会 

以降、区社協包括、新包括が連携し、区内の一部委託居宅介護支 
援事業所向け説明会を開催 

平成 24年 2月 29日 
3月 2・5・6日 新包括職員業務研修 

平成 24年 3月 1日～ 新包括へ移行する要支援認定者等の引継ぎ開始 

平成 24年 3月 2日       新包括へ移行する要支援認定者に対する個別通知送付 

平成 24年 3月上旬～ 地域包括支援センターシステムの導入 

平成 24年 3月 23日 地域包括支援センター・総合相談窓口（ブランチ）事業説明会 

平成 24年 3月下旬 介護保険事業者説明会 

平成 24年 4月 1日～ 業務開始 

平成 24年 3月 15日 区政だよりに包括増設記事掲載 

 



地域包括支援センター　一覧
平成24年4月1日～

高齢者人口

センター名 〒 住所 （H24推計）

北区 530-0026大阪市北区神山町15-11 西天満、扇町、菅北、滝川、堀川地域 9,486人 社会福祉法人大阪市北区社会福祉協議会

大淀 531-0073大阪市北区本庄西2-6-15 中津、大淀、豊崎本庄、豊崎、豊崎東、豊仁地域 10,571人 社会福祉法人幸聖福祉会

都島区 534-0021大阪市都島区都島本通3-12-31 桜宮、東都島、都島、中野地域 9,865人 社会福祉法人大阪市都島区社会福祉協議会

都島区北部 534-0002大阪市都島区大東町2-2-18 高倉、内代、淀川、大東、友渕地域 11,398人 社会福祉法人隆生福祉会

福島区 福島区 553-0001大阪市福島区海老江6-2-22 福島区全域 13,201人 社会福祉法人大阪市福島区社会福祉協議会

此花区 554-0002大阪市此花区伝法3-2-27 高見、伝法、酉島地域 7,388人 社会福祉法人大阪市此花区社会福祉協議会

南西部 554-0021大阪市此花区春日出北1-1-4-101 西九条、梅香、春日出、四貫島、島屋地域 9,030人 社会福祉法人大阪暁明館

中央区 542-0062大阪市中央区上本町西2-5-25 中央、南、高津地域 7,651人 社会福祉法人大阪市中央区社会福祉協議会

北部 540-0011 大阪市中央区農人橋3丁目1番3号ドミール堺筋本町１階 玉造、南大江、中大江、開平地域 6,140人 社会福祉法人亀望会

西区 西区 550-0013 大阪市西区新町4-5-14（西区役所合同庁舎６階） 西区全域 12,569人 社会福祉法人大阪市西区社会福祉協議会

港区 552-0007大阪市港区弁天2-15-1 市岡、磯路、弁天、波除、南市岡、田中地域 11,876人 社会福祉法人大阪市港区社会福祉協議会

港区南部 552-0014大阪市港区八幡屋2-15-21 三先、池島、八幡屋、港晴、築港地域 8,756人 社会福祉法人みなと寮

大正区 551-0013大阪市大正区小林西1-14-3 小林、平尾、南恩加島、鶴町、鶴浜地域 7,957人 社会福祉法人大阪市大正区社会福祉協議会

北部 551-0003 大阪市大正区千島2-4-4　パルティちしま　内 三軒家西、三軒家東、泉尾北、中泉尾、北恩加島、泉尾東地域 10,359人 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会

天王寺区 天王寺区 543-0074大阪市天王寺区六万体町5-26 天王寺区全域 12,848人 社会福祉法人大阪市天王寺区社会福祉協議会

浪速区 浪速区 556-0011 大阪市浪速区難波中3-8-8（浪速スポーツセンター１階） 浪速区全域 11,147人 社会福祉法人大阪市浪速区社会福祉協議会

西淀川区 555-0013大阪市西淀川区千舟2-7-7 柏里、野里、歌島、香簑、竹島、佃、千舟地域 11,675人 社会福祉法人大阪市西淀川区区社会福祉協議会

西淀川区南西部 555-0034大阪市西淀川区福町2-4-16 大和田、姫里、姫島、福、大野百島、川北、出来島地域 9,551人 社会福祉法人博陽会

淀川区 532-0005大阪市淀川区三国本町2-14-3 新高、三国、西三国、東三国、新東三国地域 10,980人 社会福祉法人大阪市淀川区社会福祉協議会

淀川区東部 532-0004大阪市淀川区西宮原1-6-45 西中島、木川、木川南、北中島、宮原地域 9,233人 社会福祉法人キリスト教ミード社会舘

淀川区西部 532-0031大阪市淀川区加島1-34-8 三津屋、加島地域 5,360人 社会福祉法人加島友愛会

淀川区南部 532-0028大阪市淀川区十三元今里1-1-52 十三、野中、神津、新北野、田川、塚本地域 9,792人 社会福祉法人キリスト教ミード社会舘

東淀川区 533-0022大阪市東淀川区菅原4-4-37 大桐、大道南、豊里、豊里南、豊新地域 8,637人 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会

東淀川区北部 533-0001大阪市東淀川区井高野2-1-59 東井高野、井高野、大隅西、大隅東、小松地域 10,582人 社会福祉法人井高野福祉会

東淀川区南西部 533-0033大阪市東淀川区東中島3-14-24 東淡路、淡路、西淡路、啓発地域 10,483人 社会福祉法人ともしび福祉会

東淀川区中部 533-0022大阪市東淀川区菅原7丁目15番14号 下新庄、新庄、菅原地域 7,013人 社会福祉法人至心会

東成区 537-0013大阪市東成区大今里南3-11-2 大成、今里、神路、深江、片江地域 9,627人 社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会

東成区北部 537-0025大阪市東成区中道２丁目４番１５号 東小橋、中道、北中道、中本、東中本、宝栄地域 9,539人 社会福祉法人森の宮福祉会

生野区 544-0033大阪市生野区勝山北3-13-20 舎利寺、勝山、東桃谷、生野、西生野、林寺地域 10,252人 社会福祉法人大阪市生野区社会福祉協議会

東生野 544-0002 大阪市生野区小路3-17-10　セレブ北巽1F東中川、小路、東小路地域 7,666人 社会福祉法人慶生会

鶴橋 544-0031 大阪市生野区鶴橋3-8-13　メゾン南陽101号 御幸森、中川、北鶴橋、鶴橋地域 7,707人 特定非営利活動法人ぱだ

巽 544-0013大阪市生野区巽中二丁目１８番２号 生野南、田島、巽、北巽、巽南、巽東地域 10,956人 社会福祉法人久栄会

旭区 535-0031大阪市旭区高殿6-16-1 大宮、高殿、高殿南地域 8,408人 社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会

旭区西部 535-0003大阪市旭区中宮2-15-8 中宮、生江、城北地域 6,142人 社会福祉法人邦寿会

旭区東部 535-0022大阪市旭区新森4-27-13 清水、新森、古市、太子橋地域 10,839人 医療法人清翠会

城東区 536-0005大阪市城東区中央2-11-16 榎並、成育、聖賢、鯰江地域 10,200人 社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会

城東・放出 536-0021大阪市城東区諏訪4-12-28 今福、放出、東中浜、諏訪地域 9,547人 社会福祉法人至善会

城陽 536-0013大阪市城東区鴫野東2-26-12 鴫野、中浜、森之宮、城東地域 8,519人 社会福祉法人松輪会

菫・鯰江東 536-0008 大阪市城東区関目2丁目7番10号 関目ハイツ１０３号 菫・関目・関目東・鯰江東地域 9,605人 社会福祉法人玉美福祉会

鶴見区 538-0051大阪市鶴見区諸口5-浜6-12 茨田南、茨田、茨田東、茨田北、焼野地域 8,235人 社会福祉法人大阪市鶴見区社会福祉協議会

鶴見区西部 538-0051 大阪市鶴見区諸口6-1-13　クレセントハイツ鶴見店舗100-３ 緑、鶴見北、鶴見、茨田西、横堤地域 7,792人 社会福祉法人晋栄福祉会

鶴見区南部 538-0043大阪市鶴見区今津南1-1-4 榎本・今津地域 6,146人 社会福祉法人恵友会

阿倍野区 545-0037大阪市阿倍野区帝塚山1-3-8 晴明丘連合・阪南連合・長池連合振興町会 10,632人 社会福祉法人大阪市阿倍野区社会福祉協議会

阿倍野区北部 545-0001 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３－１８－１６ 金塚連合・常盤連合・高松連合・文の里連合振興町会 8,406人 社会福祉法人育徳園

阿倍野区中部 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町１丁目５７番２号オルセ阿倍野　１Ｆ 丸山連合・王子連合・阿倍野連合振興町会 7,179人 社会福祉法人大阪平成会

住之江区 559-0013大阪市住之江区御崎4-6-10 新北島、平林、住吉川、住之江、清江地域 9,623人 社会福祉法人大阪市住之江区社会福祉協議会

さきしま 559-0033大阪市住之江区南港中3-3-43 南港光、南港桜、南港緑、南港渚地域 4,993人 社会福祉法人健成会

安立・敷津浦 559-0015大阪市住之江区南加賀屋3-9-2 安立、敷津浦地域 6,362人 社会福祉法人いわき学園

加賀屋・粉浜 559-0002大阪市住之江区浜口東2-5-14 粉浜、北粉浜、加賀屋、加賀屋東地域 8,834人 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会

住吉区 558-0021大阪市住吉区浅香1-8-47
墨江、清水丘、南住吉大空、南住吉、遠里小野、
山之内、依羅、苅田南地域

19,987人 社会福祉法人大阪市住吉区社会福祉協議会

住吉区北 558-0054大阪市住吉区帝塚山東5-10-15 東粉浜、住吉、大領地域 9,289人 社会福祉法人ライフサポート協会

住吉区東 558-0011大阪市住吉区苅田4-3-15 長居、苅田、苅田北地域 8,783人 社会福祉法人四恩学園

東住吉区 546-0031大阪市東住吉区田辺2-10-18 北田辺、田辺、南田辺、今川地域 11,687人 社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会

矢田 546－0023大阪市東住吉区矢田6-8-7 矢田、矢田東、矢田北、矢田西地域 7,999人 社会福祉法人ふれあい共生会

中野 546-0013大阪市東住吉区湯里1-1-30 東田辺、南百済、鷹合、湯里地域 8,587人 社会福祉法人隆生福祉会

東住吉北 546-0041 大阪市東住吉区桑津３丁目１４番２７号 桑津、育和地域 6,777人 社会福祉法人めばえ福祉会

平野区 547-0043大阪市平野区平野東2-1-30 平野南、平野西、新平野西、平野地域 10,259人 社会福祉法人大阪市平野区社会福祉協議会

加美 547-0001大阪市平野区加美北7-1-2 加美北、加美、加美南部、加美東地域 9,233人 社会福祉法人和悦会

長吉 547-0011大阪市平野区長吉出戸6-8-21 長吉出戸、長吉、川辺、長原、長吉南、長吉六反、長吉東地域 12,626人 社会福祉法人永寿福祉会

瓜破 547-0024 大阪市平野区瓜破2-1-65 ピアン平野1階 瓜破、瓜破東、瓜破北、瓜破西地域 8,174人 社会福祉法人永寿福祉会

喜連 547-0026大阪市平野区喜連西3-15-23 喜連西、喜連、喜連北、喜連東地域 9,515人 社会福祉法人ユタカ福祉会

西成区 557-0041 大阪市西成区岸里 1-5-20（西成区役所合同庁舎８階） 弘治、萩之茶屋、橘、岸里地域 16,045人 社会福祉法人大阪市西成区社会福祉協議会

玉出 557-0063大阪市西成区南津守7-12-32 玉出、千本、南津守地域 8,584人 社会福祉法人白寿会

西成区北西部 557-0025 大阪市西成区長橋2-5-33（市民交流センター内） 長橋、松之宮、梅南、津守、北津守地域 7,470人 社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会

西成区東部 557-0014大阪市西成区天下茶屋1-4-14 今宮、山王、飛田、天下茶屋地域 8,595人 社会福祉法人大阪自彊館

区名
地域包括支援センター

担当圏域 運営法人
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城東区

鶴見区
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西成区
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住吉区

東住吉区

平野区



地域包括支援センター　一覧
平成24年4月1日～

23年度

数 ブランチ名 増減 増減理由等

北区 西天満、扇町、菅北、滝川、堀川地域 1梅田東

大淀 中津、大淀、豊崎本庄、豊崎、豊崎東、豊仁地域 2大淀・新豊崎

都島区 桜宮、東都島、都島、中野地域 1中野

都島区北部 高倉、内代、淀川、大東、友渕地域 2高倉・友渕

福島区 福島区 福島区全域 2 2下福島・野田

此花区 高見、伝法、酉島地域 0

此花区南西部 西九条、梅香、春日出、四貫島、島屋地域 1春日出

中央区 中央、南、高津地域 0

中央区北部 玉造、南大江、中大江、開平地域 0

西区 西区 西区全域 1 1花乃井

港区 市岡、磯路、弁天、波除、南市岡、田中地域 2港南・市岡東

港区南部 三先、池島、八幡屋、港晴、築港地域 1築港

大正区 小林、平尾、南恩加島、鶴町、鶴浜地域 1大正西

大正区北部 三軒家西、三軒家東、泉尾北、中泉尾、北恩加島、泉尾東地域 1大正東

天王寺区 天王寺区 天王寺区全域 2 2夕陽丘・高津

浪速区 浪速区 浪速区全域 3 3浪速・日本橋・難波

西淀川区 柏里、野里、歌島、香簑、竹島、佃、千舟地域 1佃

西淀川区南西部 大和田、姫里、姫島、福、大野百島、川北、出来島地域 1淀

淀川区 新高、三国、西三国、東三国、新東三国地域 2新高・東三国

※ 淀川区東部 西中島、木川、木川南、北中島、宮原地域 1十三

淀川区西部 三津屋、加島地域 0

淀川区南部 十三、野中、神津、新北野、田川、塚本地域 0

東淀川区 大桐、大道南、豊里、豊里南、豊新地域 1大桐

※ 東淀川区北部 東井高野、井高野、大隅西、大隅東、小松地域 1瑞光

東淀川区南西部 東淡路、淡路、西淡路、啓発地域 3淡路・柴島・南方

東淀川区中部 下新庄、新庄、菅原地域 0

東成区 大成、今里、神路、深江、片江地域 1深江南

東成区北部 東小橋、中道、北中道、中本、東中本、宝栄地域 1東陽

生野区 舎利寺、勝山、東桃谷、生野、西生野、林寺地域 1生野東

※ 東生野 東中川、小路、東小路地域 0

※ 鶴橋 御幸森、中川、北鶴橋、鶴橋地域 1大池

巽 生野南、田島、巽、北巽、巽南、巽東地域 3田島・新巽・新生野

旭区 大宮、高殿、高殿南地域 1旭陽

旭区西部 中宮、生江、城北地域 0

旭区東部 清水、新森、古市、太子橋地域 1今市

城東区 榎並、成育、聖賢、鯰江地域 1蒲生

※ 城東・放出 今福、放出、東中浜、諏訪地域 0

城陽 鴫野、中浜、森之宮、城東地域 0

菫・鯰江東 菫・関目・関目東・鯰江東地域 1鯰江

鶴見区 茨田南、茨田、茨田東、茨田北、焼野地域 2茨田北・茨田大宮

鶴見区西部 緑、鶴見北、鶴見、茨田西、横堤地域 0

鶴見区南部 榎本・今津地域 0

阿倍野区 晴明丘連合・阪南連合・長池連合振興町会 1昭和

阿倍野区北部 金塚連合・常盤連合・高松連合・文の里連合振興町会 1阿倍野

阿倍野区中部 丸山連合・王子連合・阿倍野連合振興町会 0

住之江区 新北島、平林、住吉川、住之江、清江地域 1新北島

※ さきしま 南港光、南港桜、南港緑、南港渚地域 1南港北

安立・敷津浦 安立、敷津浦地域 0

加賀屋・粉浜 粉浜、北粉浜、加賀屋、加賀屋東地域 1加賀屋

住吉区 墨江、清水丘、南住吉大空、南住吉、遠里小野、山之内、依羅、苅田南地域 3三稜・大和川・墨江丘

※ 住吉区北 東粉浜、住吉、大領地域 1住吉

※ 住吉区東 長居、苅田、苅田北地域 2我孫子・長居西

東住吉区 北田辺、田辺、南田辺、今川地域 1白鷺

※ 矢田 矢田、矢田東、矢田北、矢田西地域 2矢田東・矢田西

※ 中野 東田辺、南百済、鷹合、湯里地域 0

東住吉北 桑津、育和地域 0

平野区 平野南、平野西、新平野西、平野地域 1平野

加美 加美北、加美、加美南部、加美東地域 0

長吉 長吉出戸、長吉、川辺、長原、長吉南、長吉六反、長吉東地域 2長吉・長吉六反

瓜破 瓜破、瓜破東、瓜破北、瓜破西地域 1瓜破西

喜連 喜連西、喜連、喜連北、喜連東地域 2喜連・喜連東

西成区 弘治、萩之茶屋、橘、岸里地域 1あいりん

玉出 玉出、千本、南津守地域 2成南・南津守

※ 西成区北西部 長橋、松之宮、梅南、津守、北津守地域 1梅南橘

西成区東部 今宮、山王、飛田、天下茶屋地域 2天下茶屋・山王

※平成24年度末で委託期間終了 80 69 ▲ 11

24年度

区名 担当圏域
圏域内
ﾌﾞﾗﾝﾁ数

圏域内ブランチ H２3→H２4ブランチ数

北区 3

都島区 3

センター名

此花区 2 ▲ 1
南西部包括設置に伴い、島屋ブランチ
（運営法人（福）イエス団）廃止

中央区 1 ▲ 1
北部包括設置に伴い、南大江ブランチ
（運営法人（福）健勝会）廃止

港区 3

大正区 3 ▲ 1 北恩加島ブランチが北部包括へ

西淀川区 2

淀川区 3

新東淀ブランチが中部包括へ

東成区 3 ▲ 1 玉津ブランチが北部包括へ

東淀川区 6 ▲ 1

巽ブランチが巽包括へ

旭区 2

生野区 6 ▲ 1

菫・鯰江東包括設置に伴い、菫ブラン
チ（運営法人（福）大阪福祉事業財
団）廃止

鶴見区 3 ▲ 1 今津ブランチが南部包括へ

城東区 3 ▲ 1

阿倍野区 4 ▲ 2
文の里ブランチが北部包括へ
松虫ブランチが中部包括へ

住之江区 3

▲ 1

住吉区 6

西成区 6

東住吉ブランチが東住吉北包括へ

平野区 6

東住吉区 4


