
名称 所在地 担当区域（小学校区） 電話 ファックス 名称 所在地 電話 ファックス

堺区海山町3-150-2

（ハートピア堺隣）

堺区今池町4-4-12

（みあ・かーさ内）

堺区京町通1-21

（グレース堺敷地内）

堺区協和町3-128-11

（愛らいふ内）

中区深井中町1888-14

（デイサービスセンターつどい内）

中区土塔町2028

（ふれ愛の家内）

中区東山841-1

（ベルファミリア内）

東区石原町3-150

（つるぎ荘・やしも地域サポートセンター内）

東区南野田33

（ハーモニー内）

西区浜寺石津町西5-11-21

（結いの里内）

西区草部531

（ウェルフォンテひのき内）

西区津久野町1-5-8-103

（アーバンフォーレスト）

北区新堀町1-76-1

（アイリス堺正風内）

北区長曽根町1199-6

（陵東館秀光苑内）

北区野遠町344-1

（あけぼの苑内）

北区百舌鳥陵南町2-662

（ハピネス陵南内）

美原区平尾595-1

（美原荘内）

堺第1地域包括支援センター 三宝・錦西・市・英彰 072-222-8082 072-222-8083

堺第2地域包括支援センター 錦・錦綾・浅香山・三国丘 072-229-9240 072-229-9234

中第1地域包括支援センター 八田荘・八田荘西・深井・深井西 072-276-0800 072-276-0802

中第2地域包括支援センター
東百舌鳥・宮園・東深井・土

師
072-234-6500 072-234-6501

堺第3地域包括支援センター 熊野・少林寺・安井・榎 072-223-1500 072-223-1522

堺第4地域包括支援センター 神石・新湊・大仙・大仙西 072-275-8586 072-275-8587

東第2地域包括支援センター
登美丘西・登美丘東・登美丘

南・野田
072-237-0111 072-237-3900

西第1地域包括支援センター
浜寺・浜寺東・浜寺石津・浜

寺昭和
072-268-5056 072-268-5066

中第3地域包括支援センター
久世・東陶器・西陶器・福

田・深阪
072-234-2006 072-234-2013

東第1地域包括支援センター
南八下・八下西・日置荘・日

置荘西・白鷺
072-240-0018 072-240-0048

北第1地域包括支援センター
東浅香山・新浅香山・五箇

荘・五箇荘東
072-246-9595 072-246-9596

北第2地域包括支援センター
東三国丘・光竜寺・新金岡・

新金岡東
072-252-0110 072-257-2941

西第2地域包括支援センター
鳳・鳳南・福泉・福泉上・福

泉東
072-271-0048 072-284-8875

西第3地域包括支援センター
津久野・向丘・平岡・家原

寺・上野芝
072-260-5022 072-260-5033

美原第1地域包括支援センター 美原区全域 072-369-3070 072-369-3038

北第3地域包括支援センター 大泉・金岡・金岡南・北八下 072-257-1515 072-257-1525

北第4地域包括支援センター 中百舌鳥・百舌鳥・西百舌鳥 072-276-3838 072-276-3800

東保健センター 072-287-8120 072-287-8130

ちぬが丘保健センター 072-241-6484 072-247-3201

中保健センター 072-270-8100 072-270-8104

中区地域福祉課 072-270-8195 072-270-8103

東区地域福祉課 072-287-8112 072-287-8117
東区日置荘原寺町195-1

東区役所内

堺区地域福祉課 072-228-7477 072-228-7870

美原区地域福祉課 072-363-9316 072-362-0767

北区地域福祉課 072-258-6771 072-258-6836

西区地域福祉課 072-275-1912 072-275-1919
西区鳳東町6-600

西区役所内

北区新金岡町5-1-4

北区役所内

美原区黒山167-1

美原区役所内

所在地

障害者基幹相談支援センター

堺保健センター 072-238-0123 072-227-1593

名称 所在地 電話 ファックス

中区子育て支援課 072-270-0550 072-270-8104

堺区子育て支援課 072‐222-4800 072-222‐4801

美原保健センター 072-362-8681 072-362-8676

西保健センター 072-271-2012 072-273-3646

北保健センター 072-258-6600 072-258-6614

電話 ファックス

名称 所在地 電話 ファックス

子育て支援課

北基幹型包括支援センター 072-258-6886 072-258-8010

美原基幹型包括支援センター 072-361-1950 072-361-1960

東基幹型包括支援センター 072-287-8730 072-287-8740

西基幹型包括支援センター 072-275-0009 072-275-0140

堺基幹型包括支援センター 072-228-7052 072-228-7058

中基幹型包括支援センター 072-270-8268

堺市社会福祉協議会
北区事務所

072-258-4700 072-258-4770

堺市社会福祉協議会
美原区事務所

072-369-2040 072-369-2060

北区新金岡町5-1-4

北区役所1階

美原区黒山167-1

美原区役所1階

堺市社会福祉協議会
東区事務所

072-287-0004 072-287-0444

堺市社会福祉協議会
西区事務所

072-275-0255 072-275-0266
西区鳳東町6-600

西区役所4階

西区鳳東町6丁600（西区役所内）

北区新金岡町5丁1-4（北区役所内）

美原区黒山167-1（美原区役所内）

堺区南瓦町3-1

市役所本館3階

中区深井沢町2470-7

中区役所2階

東区日置荘原寺町195-1

東区役所2階

地域包括支援センター（高齢者の相談窓口） 地域福祉課

保健センター

基幹型包括支援センター（高齢者の相談窓口）

堺区南瓦町3-1

堺区役所内（市役所）

中区深井沢町2470-7

中区役所内

堺市社会福祉協議会
堺区事務所

072-226-2987 072-226-1952

堺市社会福祉協議会
中区事務所

072-270-4066 072-270-4088

名称 所在地 電話 ファックス

名称 所在地

東区子育て支援課 072-286-8500 072-286-6500

西区子育て支援課 072-343-5020 072-343-5025

堺区南瓦町3-1（本館内）

中区深井沢町2470-7（中区役所内）

東区日置荘原寺町195-1（東区役所内）

072-270-8288

072-274-7700

北区障害者基幹相談支援センター 072-251-8166 072-250-8800

北区子育て支援室 072-258-6621 072-258-6883

美原区子育て支援課 072-341-6411 072-362-0767

東区障害者基幹相談支援センター 072-285-6666 072-287-6767

堺区障害者基幹相談支援センター 072-224-8166 072-224-4400

中区障害者基幹相談支援センター 072-278-8166 072-278-4400

堺区南瓦町3-1

（堺市役所本館2階）

中区深井沢町2470-7

（中区役所1階）

名称 電話 ファックス

東区日置荘原寺町195-1

（東区役所1階）

西区鳳東町6-600

（西区役所4階）

北区新金岡町5-1-4
（北区役所3階）

美原区黒山167-9

（美原区役所別館2階）

南区障害者自立支援協議会作成　「ライフステージ別相談機関のごあんない」パンフ　　参考資料（南区以外の関係機関連絡先一覧）

社会福祉協議会　区事務所

堺区南瓦町3‐1（市役所）
堺区役所内

中区深井沢町2470-7

中区役所内

東区日置荘原寺町195‐1
東区役所内

西区鳳東町6‐600

西区役所内

北区新金岡町5-1-4

北区役所内

美原区黒山167‐1
美原区役所内

美原区障害者基幹相談支援センター 072-361-1883 072-361-4444

堺区甲斐町東3-2-6

保健医療センター内

堺区協和町3-128-4

健康増進福祉センター内

中区深井沢町2470-7

中区役所内

東区日置荘原寺町195-1

東区役所内

西区鳳南町4-444-1

鳳保健文化センター内

北区新金岡町5-1-4

北区役所内

美原区黒山782-11

西区障害者基幹相談支援センター 072-271-6677


