
機関種別 機関名 事業者名

大阪市

北区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市北区社会福祉協議会

北区大淀地域包括支援センター 社会福祉法人大協会

都島区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市都島区社会福祉協議会

都島区北部地域包括支援センター 社会福祉法人隆生福祉会

福島区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市福島区社会福祉協議会

此花区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市此花区社会福祉協議会

此花区南西部地域包括支援センター 社会福祉法人大阪暁明館

中央区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市中央区社会福祉協議会

中央区北部地域包括支援センター 社会福祉法人　亀望会

西区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市西区社会福祉協議会

港区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市港区社会福祉協議会

港区南部地域包括支援センター 社会福祉法人みなと寮

大正区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市大正区社会福祉協議会

大正区北部地域包括支援センター 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会

天王寺区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市天王寺区社会福祉協議会

浪速区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市浪速区社会福祉協議会

西淀川区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市西淀川区区社会福祉協議会

西淀川区南西部地域包括支援センター 社会福祉法人博陽会

淀川区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市淀川区社会福祉協議会

淀川区東部地域包括支援センター 社会福祉法人キリスト教ミード社会舘

淀川区南部地域包括支援センター 社会福祉法人キリスト教ミード社会舘

東淀川区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会

東淀川区北部地域包括支援センター 社会福祉法人井高野福祉会

東淀川区中部地域包括支援センター 社会福祉法人至心会

東成区北部地域包括支援センター 社会福祉法人森の宮福祉会

生野区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市生野区社会福祉協議会

東生野地域包括支援センター 社会福祉法人慶生会

鶴橋地域包括支援センター 特定非営利活動法人ぱだ

巽地域包括支援センター 社会福祉法人久栄会

旭区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会

旭区東部地域包括支援センター 医療法人清翠会

城東区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会

城東・放出地域包括支援センター 社会福祉法人至善会

城陽地域包括支援センター 社会福祉法人松輪会

菫・鯰江東地域包括支援センター 社会福祉法人玉美福祉会

鶴見区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市鶴見区社会福祉協議会

鶴見区西部地域包括支援センター 社会福祉法人晋栄福祉会

鶴見区南部地域包括支援センター 社会福祉法人恵友会

阿倍野区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市阿倍野区社会福祉協議会

阿倍野区北部地域包括支援センター 社会福祉法人育徳園

阿倍野区中部地域包括支援センター 社会福祉法人大阪平成会

住之江区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市住之江区社会福祉協議会

さきしま地域包括支援センター 社会福祉法人健成会

安立・敷津浦地域包括支援センター 社会福祉法人いわき学園

加賀屋・粉浜地域包括支援センター 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会

住吉区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市住吉区社会福祉協議会

住吉区北地域包括支援センター 社会福祉法人ライフサポート協会

住吉区東地域包括支援センター 社会福祉法人四恩学園

住吉区西地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市住吉区社会福祉協議会

東住吉区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会

矢田地域包括支援センター 社会福祉法人ふれあい共生会

中野地域包括支援センター 社会福祉法人隆生福祉会

東住吉北地域包括支援センター 社会福祉法人めばえ福祉会

共同利用者の範囲

地域包括
支援センター



平野区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市平野区社会福祉協議会

加美地域包括支援センター 社会福祉法人和悦会

長吉地域包括支援センター 社会福祉法人永寿福祉会

瓜破地域包括支援センター 社会福祉法人永寿福祉会

喜連地域包括支援センター 社会福祉法人ユタカ福祉会

西成区地域包括支援センター 社会福祉法人大阪市西成区社会福祉協議会

玉出地域包括支援センター 社会福祉法人白寿会

西成区北西部地域包括支援センター 社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会

西成区東部地域包括支援センター 社会福祉法人大阪自彊館

大淀地域総合相談窓口 社会福祉法人淳風会

梅田東地域総合相談窓口 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会

豊崎地域総合相談窓口 社会福祉法人幸聖福祉会

高倉地域総合相談窓口 社会福祉法人治栄会

中野地域総合相談窓口 社会福祉法人治栄会

友淵地域総合相談窓口 社会福祉法人都島友の会

春日出地域総合相談窓口 社会福祉法人芙蓉福祉会

花乃井地域総合相談窓口 社会福祉法人亀望会

市岡東地域総合相談窓口 社会福祉法人波除福祉会

築港地域総合相談窓口 社会福祉法人みなと寮

大正東地域総合相談窓口 社会福祉法人彰仁会

大正西地域総合相談窓口 社会福祉法人たらちね事業会

夕陽丘地域総合相談窓口 社会福祉法人四天王寺福祉事業団

高津地域総合相談窓口 社会福祉法人四天王寺福祉事業団

浪速地域総合相談窓口 社会福祉法人スワンなにわ

日本橋地域総合相談窓口 社会福祉法人石井記念愛染園

難波地域総合相談窓口 社会福祉法人健勝会

淀地域総合相談窓口 社会福祉法人松福会

佃地域総合相談窓口 社会医療法人愛仁会

十三地域総合相談窓口 社会福祉法人関西中央福祉会

東三国地域総合相談窓口 社会福祉法人なみはや福祉会

淡路地域総合相談窓口 社会福祉法人ノーマライゼーション協会

柴島地域総合相談窓口 社会福祉法人大阪自彊館

南方地域総合相談窓口 社会福祉法人優光福祉会

深江南地域総合相談窓口 社会福祉法人萌健会

東陽地域総合相談窓口 社会福祉法人山水学園

大池地域総合相談窓口 社会福祉法人こころの家族

生野東地域総合相談窓口 社会福祉法人基弘会

田島地域総合相談窓口 社会福祉法人弘仁会

新生野地域総合相談窓口 社会福祉法人慶生会

今市地域総合相談窓口 社会福祉法人柏清会

鯰江地域総合相談窓口 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会

蒲生地域総合相談窓口 社会福祉法人玉美福祉会

茨田地域総合相談窓口 社会福祉法人たらちね事業会

茨田大宮地域総合相談窓口 社会福祉法人晋栄福祉会

昭和地域総合相談窓口 社会福祉法人育徳園

阿倍野地域総合相談窓口 社会福祉法人みおつくし福祉会

加賀屋地域総合相談窓口 社会福祉法人南海福祉事業会

三稜地域総合相談窓口 社会福祉法人央福祉会

我孫子地域総合相談窓口 社会福祉法人一隅苑

大和川地域総合相談窓口 社会福祉法人あゆみ会

長居西地域総合相談窓口 社会福祉法人柿の木福祉の園

住吉地域総合相談窓口 社会福祉法人帝塚山福祉会

矢田東地域総合相談窓口 社会福祉法人城南福祉会

白鷺地域総合相談窓口 社会福祉法人めぐむ福祉会

矢田西地域総合相談窓口 社会福祉法人聖綾福祉会

喜連地域総合相談窓口 社会福祉法人永寿福祉会

平野地域総合相談窓口 社会福祉法人天宗社会福祉事業会

長吉地域総合相談窓口 社会福祉法人永寿福祉会

喜連東地域総合相談窓口 社会福祉法人城南福祉会

地域包括
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（ブランチ）



長吉六反地域総合相談窓口 社会福祉法人清敬会

瓜破西地域総合相談窓口 社会福祉法人天宗社会福祉事業会

天下茶屋地域総合相談窓口 社会福祉法人慈福会

山王地域総合相談窓口 社会福祉法人山王みどり会

成南地域総合相談窓口 社会福祉法人慈福会

梅南・橘地域総合相談窓口 社会福祉法人西成区社会福祉協議会

南津守地域総合相談窓口 社会福祉法人枚方療育園

あいりん地域総合相談窓口 社会福祉法人石井記念愛染園

北区よりそいサポートきた 大阪市北区社会福祉協議会・みおつくし福祉会共同体

都島区生活自立相談窓口 社会福祉法人大阪市都島区社会福祉協議会

福島区生活あんしん相談窓口 社会福祉法人大阪市福島区社会福祉協議会

此花区自立相談支援 社会福祉法人大阪市此花区社会福祉協議会・社会福祉法人みおつくし福祉会共同体

中央区生活自立相談窓口 社会福祉法人大阪市中央区社会福祉協議会

西区生活自立相談 みなと寮・西区社協共同体

港区くらしのサポートコーナー みなと寮・港区社協共同体

大正区自立相談支援窓口 社会福祉法人大阪市大正区社会福祉協議会

天王寺区サポート天王寺 大阪自彊館・天王寺区社会福祉協議会共同体

浪速区くらしサポートセンターなにわ 社会福祉法人大阪市浪速区社会福祉協議会

西淀川区生活自立相談・就労支援窓口 ＡＨＣ・西淀川区社協共同体

淀川区生活自立相談窓口 淀川区社協・みなと寮共同体

東淀川区生活自立支援相談窓口 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会

東成区自立相談支援窓口 社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会・社会福祉法人みおつくし福祉会共同体

生野区生活自立支援相談窓口 社会福祉法人大阪市生野区社会福祉協議会

旭区くらし相談窓口 社会福祉法人リベルタ・一般社団法人ヒューマンワークアソシエーション共同体

城東区生活自立相談支援窓口 社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会

鶴見区自立アシスト相談 社会福祉法人大阪市鶴見区社会福祉協議会

阿倍野区生活相談窓口あべの 社会福祉法人大阪市阿倍野区社会福祉協議会

住之江区生活自立支援相談 社会福祉法人大阪市住之江区社会福祉協議会

住吉区生活自立相談窓口 社会福祉法人大阪市住吉区社会福祉協議会

東住吉区くらしサポート 社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会

平野区くらしサポートセンター平野 社会福祉法人大阪市平野区社会福祉協議会

西成区はぎさぽーと 大阪市西成区社会福祉協議会・大阪自彊館共同体

北区見守り相談室 社会福祉法人大阪市北区社会福祉協議会

都島区見守り相談室 社会福祉法人大阪市都島区社会福祉協議会

福島区見守り相談室 社会福祉法人大阪市福島区社会福祉協議会

此花区見守り相談室 社会福祉法人大阪市此花区社会福祉協議会

中央区見守り相談室 社会福祉法人大阪市中央区社会福祉協議会

西区見守り相談室 社会福祉法人大阪市西区社会福祉協議会

港区見守り相談室 社会福祉法人大阪市港区社会福祉協議会

大正区見守り相談室 社会福祉法人大阪市大正区社会福祉協議会

天王寺区見守り相談室 社会福祉法人大阪市天王寺区社会福祉協議会

浪速区見守り相談担当 社会福祉法人大阪市浪速区社会福祉協議会

西淀川区見守り相談室 社会福祉法人大阪市西淀川区社会福祉協議会

淀川区見守り相談室 社会福祉法人大阪市淀川区社会福祉協議会

東淀川区見守り相談室 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会

東成区見守り相談室 社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会

生野区見守り相談室 社会福祉法人大阪市生野区社会福祉協議会

旭区見守り相談室 社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会

城東区見守り相談室 社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会

鶴見区見守り相談室 社会福祉法人大阪市鶴見区社会福祉協議会

阿倍野区見守り相談室 社会福祉法人大阪市阿倍野区社会福祉協議会

住之江区見守り相談室 社会福祉法人大阪市住之江区社会福祉協議会

住吉区地域見守り相談室 社会福祉法人大阪市住吉区社会福祉協議会

東住吉区見守り相談室 社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会

平野区見守り相談室 社会福祉法人大阪市平野区社会福祉協議会

西成区見守り相談室 社会福祉法人大阪市西成区社会福祉協議会

総合相談窓口
（ブランチ）
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