
区 事業所名 事業所　住所 ＴＥＬ 支援の種類 備考

堺区 ちぇりぃくらぶ 大阪府堺市堺区少林寺町東1丁１-7 072-238-1666 放

堺区 ぽいんといちに 大阪府堺市堺区向陵東町3丁5番6号 072-253-0014 児・放

堺区 キッズクラブ　はな 大阪府堺市堺区向陵西町4丁7番34号 072-275-6013 児・放

堺区 キッズ　はなくらぶ
大阪府堺市堺区中之町西4丁1番28号
朝日プラザ宿院101

072-227-6005 児・放

堺区 たんぽぽ 大阪府堺市堺区香ヶ丘町1丁9番19号 072-229-0012 放

堺区 クオリティ児童デイサービスセンター
大阪府堺市堺区宿院町西四丁2番6号
ザ・ウエスト宿院壱番館ビル４階

072-225-5620 児・放

堺区 コアラ園　堺東
大阪府堺市堺区翁橋町１丁１番１号
ミナルコビル１階

072-224-2070 児・放

中区 グリーン・ピース八田西 大阪府堺市中区八田西町2丁9番15号 072-260-4080 児・放

中区 えーゆールーム
大阪府堺市中区深阪2425番地
エクセル深阪101号

072-277-0294 児・放

中区 みるくはうす 大阪府堺市中区深井沢町3265番 072-270-6807 放

中区 かがやきハウス 大阪府堺市中区東八田28-1 072-279-5294 児・放

中区 わんぱくはうす平井園 大阪府堺市中区平井482番地 072-270-8858 放

中区 ぽぷら園
大阪府堺市中区深阪2471番地
サニーハイツ泉有103号

072-276-4396 児・放

中区 運動療育ＦＣのあ 大阪府堺市中区深井北町3424 072-270-2889 児・放

中区 すまいるガーデン 大阪府堺市中区土塔町144番地6 072-239-1100 児・放

中区 Link ふかい 大阪府堺市中区深井清水町3484番地 072-276-3750 放

中区 キャン・デイ 大阪府堺市中区土塔町2484番地 072-284-7752 放

東区 青い鳥初芝教室
大阪府堺市東区日置荘西町4丁36番11号
野里ビル1階

072-286-6818 児・放

東区 コスモス地域福祉活動センター えると 大阪府堺市東区野尻町8番地4 072-288-1050 児・放

東区 放課後等デイサービス と・らいずふれんず
大阪府堺市東区白鷺町1丁6番10号
中百舌鳥ビル1階

072-250-7002 放

東区 メロディ 大阪府堺市東区高松116番地9 072-249-0226 放

東区 コスモス放課後等デイサービス　あとむ 大阪府堺市東区野尻町25-1 072-286-1116 放

西区 ホップ 大阪府堺市西区鳳東町6丁644番地2 072-201-3755 放

西区 児童デイサービス ILIS CLUB 鳳 大阪府堺市西区草部378番3 072-260-3595 児・放

西区 ロバの子ハウス 大阪府堺市西区鳳中町6丁211‐1 072-220-6240 放

西区 ステップ 大阪府堺市西区津久野町1丁8番26号 072-271-9522 放

西区 放課後等デイサービス事業所 クレヨン
大阪府堺市西区草部816番地4
ロイヤル12  102号室

072-203-5515 放

西区 わくわくクラブ
大阪府堺市西区上野芝町3丁4-20
TKビル201号室

072-281-5151 放

西区 ＬｕＬｕ 大阪府堺市西区草部1291-14 072-203-8880 放

西区 ペガサス療養通所介護 大阪府堺市西区鳳北町10-10 072-264-3662
児・放

主に重心

西区 放課後等デイサービス フローレットキッズ
大阪府堺市西区浜寺石津町西1丁3番21号
ラフィネ浜寺1Ｆ

072-247-8739 放

西区 ハピスポ
大阪府堺市西区上野芝町5丁11-23
グレース上野芝101号

072-275-5519 放

西区【新規】 ペガサスレスパイトケアセンター 大阪府堺市西区鳳北町10-7 072-262-0006
児・放

主に重心

南区 ＬｉｎＫみいけ 大阪府堺市南区御池台3丁1番5号 072-299-3550 放

南区 えーゆークラブ 大阪府堺市南区若松台2丁1番4-107号 072-291-0294 児・放

南区 えーゆーハウス 大阪府堺市南区土佐屋台1321番4号 072-237-0294 児・放

南区 ＬｉｎＫにわしろ 大阪府堺市南区庭代台2丁7番2号 072-291-1600 児・放

南区
障がい児者余暇生活支援センター
じらふ・泉北

大阪府堺市南区原山台4丁6番4号 072-201-9900 放

南区 障がい児通所支援泉北 ぴょんぴょん教室
大阪府堺市南区城山台5丁1-2
大阪府立障がい者交流促進センター
（ファインプラザ大阪内）

072-294-8113 児・放

南区 シーズエスト　smile　club
大阪府堺市南区深阪南100番地
フカスミサビル2階

072-284-7360 児・放

南区 泉北わわ 大阪府堺市南区赤坂台1丁30番1号 072-284-8225 児・放

H26.9◇児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所【堺市内】
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北区 あすなろ授産所 大阪府堺市北区百舌鳥西之町1丁124番地 072-259-8438 放

北区 ひまわりくらぶ 大阪府堺市北区新金岡町5丁4番509号 072-267-4173 放

北区 くまのこ 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁49番28号 072-254-0650 児・放

北区 ぴーすの児童デイぽんた 大阪府堺市北区百舌鳥本町3丁8-17 072-250-0627 児・放

北区 ぴーすの児童デイぱんだ 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁39-19 072-250-0626 児・放

北区 児童デイサービスほのか 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町3丁124番地 072-255-3555 児・放

北区 放課後クラブふらっと
大阪府堺市北区東浅香山町2丁97-14
リバーサイド浅香パレス102号室

072-275-8713 児・放

北区 ＶＩＶＯ　ＨＯＵＳＥアンツ 大阪府堺市北区金岡町2448番地 072-259-1967 児・放

北区 運動療育クラブ　のあ 大阪府堺市北区百舌鳥西之町3-623 072-270-2565 児・放

北区 ゆずっこくらぶ 大阪府堺市北区金岡町3001番地18 072-203-2951 児・放

北区 放課後等デイサービス りーふ 大阪府堺市北区長曽根町3079番地17 072-275-6278 放

北区 つくしんぼくらぶ 大阪府堺市北区新金岡町5丁9番608号 072-267-4173 放

北区 ほんまちこどもデイ 大阪府堺市北区百舌鳥本町1丁44番地3 072-255-1150 放

北区 ばあばといっしょ 大阪府堺市北区中長尾町4丁3番29号 072-258-6028
児

主に重心

北区 りーふぷらす 大阪府堺市北区長曽根町3000番地22Ｂ号 072-275-9848 放

北区 VIVO　HOUSE　マリク 大阪府堺市北区南花田町18番地3 072-259-1967 児・放

北区 このこの　アート 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁22-4 072-256-0111 放

北区 さくらくらぶ
大阪府堺市北区百舌鳥西之町２－５４９
ステム中百舌鳥１階

072-257-0770 放

北区 こどもデイサービス　りん・りん 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町三丁193番地 072-277-8505 放

美原区 ＶＩＶＯ　ＨＯＵＳＥ アンツ美原 大阪府堺市美原区北余部45番地19 072-369-0138 児・放

美原区 きらきらハウス 大阪府堺市美原区北余部西4丁目1番8号 072-363-0294 児・放

区 事業所名 事業所　住所 ＴＥＬ

西区 第１もず園 大阪府堺市西区上野芝町2丁4番1号 072-279-0500

西区 第２もず園 大阪府堺市西区上野芝町2丁4番1号 072-279-0500

西区 えのきはいむ 大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁11番8号 072-244-4133

南区 第１つぼみ園 大阪府堺市南区城山台5丁1番4号 072-299-2031

南区 第２つぼみ園 大阪府堺市南区城山台5丁1番4号 072-299-2031

区 事業所名 事業所　住所 ＴＥＬ

堺区 コアラ園　堺東
大阪府堺市堺区翁橋町１丁１番１号
ミナルコビル１階

072-224-2070

東区 菩提の家 大阪府堺市東区菩提町1丁53番1 072-287-1584

西区 堺市立第1もず園 大阪府堺市西区上野芝町2丁4番1号 072-279-3668

西区 堺市立えのきはいむ 大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁11番8号 072-244-4133

南区 堺市立第1つぼみ園 大阪府堺市南区城山台5丁1番4号 072-299-2031

備考

◇保育所等訪問支援【堺市内】

◇児童発達支援センター（旧障害児通園施設）【堺市内】

※　児・・・児童発達支援事業所　　放・・・放課後等デイサービス事業所

備考

H26.9

H26.9



区 事業所名 事業所　住所 ＴＥＬ

堺区
生活支援センター
しんしょうれん

大阪府堺市堺区南瓦町2番1号
堺市総合福祉会館3階

072-223-1407

堺区
障害者（児）生活支援
センターおおはま

大阪府堺市堺区一条通19-13
ウエノ第2ビル1階

072-226-0432

堺区
特定非営利活動法人
ほのぼのステーション

大阪府堺市堺区旭ヶ丘南町1丁3-23 072-244-3656

堺区 相談支援事業所　はな 大阪府堺市堺区向陵西町4丁7番34号 072-275-6013

堺区
障がい者相談支援事業所
マドンナ

大阪府堺市堺区一条通11番25号
ライズＯＴＭビル301号

072-232-3378

堺区 クオリティ相談支援センター
大阪府堺市堺区宿院町西四丁２番６号
ザ・ウエスト宿院壱番館ビル３階

072-225-5620

中区
有限会社輝ケアーセンター
３９

大阪府堺市中区深井中町1964番地5 072-281-6461

中区
エスコープ大阪ピース
相談支援センター中区

大阪府堺市中区八田西町2丁10-18 072-277-7140

中区 あしすとハート 大阪府堺市中区深井北町3436番地 072-277-4165

中区 オブリガード 大阪府堺市中区深井畑山町2528-1 072-276-3399

中区 相談支援センターこうせん
大阪府堺市中区土師町3丁8番１号
コミニティープラザ104

072-276-0701

中区
堺市社会福祉士事務所
（CSW堺)

大阪府堺市中区深井沢町3309－3
リトゥール澤306号

072-247-7229

東区
コスモス地域福祉活動
センターえると

大阪府堺市東区野尻町8番地4号 072-288-1050

東区 支援センターしらさぎ 大阪府堺市東区白鷺町2丁9番32号 072-286-2300

西区 堺福泉療護園 大阪府堺市西区草部341番地 072-271-0008

西区
障害者地域生活支援
センターうてな

大阪府堺市西区草部783番地 072-275-1887

西区 アプローチ 大阪府堺市西区北条町1丁3番6号 072-279-2615

西区 相談支援室　もず 大阪府堺市西区上野芝町2丁4番1号 072-279-3668

西区 キャン・ナビ相談支援センター 大阪府堺市西区鳳南町3丁202-13 072-273-2110

西区 相談支援室　えのき 大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁11番8号 072-244-4133

南区
地域生活支援センター
フィットウェル

大阪府堺市南区深阪南119番地
ダイヤモンドビル203号

072-242-6605

南区 栄友社相談支援センター 大阪府堺市南区若松台2丁1番4-107号 072-291-0294

南区
相談支援事業
泉北ぴょんぴょん相談室

大阪府堺市南区城山台5丁1番2号
大阪府立障がい者交流促進センター
（ファインプラザ大阪内）

072-294-8113

南区 相談支援室　つぼみ 大阪府堺市南区城山台5丁1番4号 072-294-7944

南区
南区在宅支援相談所
やさしい手

大阪府堺市南区深阪南119番地
ダイヤモンドビル101号

072‐349‐6155

北区 ゆずの佳サポートセンター 大阪府堺市北区金岡町3001番地18 072-203-2951

北区
特定非営利活動法人
自立生活センターマイロード

大阪府堺市北区大豆塚町1丁22番16号 072-253-5550

北区
ぴーすの支援
プランセンター

大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁39-32 072-250-9063

北区
特定非営利活動法人
せかんど三国ヶ丘

大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町2丁47
DWELL三国101

072-202-1294

北区 あすなろ授産所
大阪府堺市北区百舌鳥西之町一丁１２４番
地

072-259-8438

備考

◇障害児相談支援事業所【堺市内】 H26.9


