
Ⅴ　相談窓口一覧

名称 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

堺市医師会 堺区甲斐町東3-2-26 221-2330 223-9609

堺地域医療連携支援センター 堺区甲斐町東3-2-26 221-3030 221-3031

堺市在宅歯科ケアステーション 堺区大仙中町18-3 243-1902 243-3088

狭山美原歯科医師会
在宅歯科ケアステーション

大阪狭山市東野東1-500-1
旧狭山・美原医療保健センター内

368-6650 368-6657

堺市薬剤師会 地域医療連携室 西区浜寺石津町東4-2-14 280-1873 280-1918

名称 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

堺保健福祉総合センター地域福祉課 堺区南瓦町3-1 （堺区役所内） 228-7477 228-7870

中保健福祉総合センター地域福祉課 中区深井沢町2470-7 （中区役所内） 270-8195 270-8103

東保健福祉総合センター地域福祉課 東区日置荘原寺町195-1 （東区役所内） 287-8112 287-8117

西保健福祉総合センター地域福祉課 西区鳳東町6-600 （西区役所内） 275-1912 275-1919

南保健福祉総合センター地域福祉課 南区桃山台1-1-1 （南区役所内） 290-1812 290-1818

北保健福祉総合センター地域福祉課 北区新金岡町5-1-4 （北区役所内） 258-6771 258-6836

美原保健福祉総合センター地域福祉課 美原区黒山167-1 （美原区役所内） 363-9316 362-0767

名称 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

堺保健センター 堺区南瓦町3－1 238-0123 227-1593

中保健センター 中区深井沢町2470-7 （中区役所内） 270-8100 270-8104

東保健センター 東区日置荘原寺町195-1（東区役所内） 287-8120 287-8130

西保健センター 西区鳳南町4-444-1（鳳保健文化センター内） 271-2012 273-3646

南保健センター 南区竹城台1-6-1（南区役所内） 293-1222 296-2822

北保健センター 北区新金岡町5-1-4 （北区役所内） 258-6600 258-6614

美原保健センター 美原区黒山782-11 362-8681 362-8676

名称 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

堺基幹型包括支援センター 堺区南瓦町3-1（堺市役所本館内） 228-7052 228-7058

中基幹型包括支援センター 中区深井沢町2470-7（中区役所内） 270-8268 270-8288

東基幹型包括支援センター 東区日置荘原寺町195-1（東区役所内） 287-8730 287-8740

西基幹型包括支援センター 西区鳳東町6-600（西区役所内） 275-0009 275-0140

南基幹型包括支援センター 南区桃山台1-1-1（南区役所内） 290-1866 290-1886

北基幹型包括支援センター 北区新金岡町5-1-4（北区役所内） 258-6886 258-8010

美原基幹型包括支援センター 美原区黒山167-1（美原区役所内） 361-1950 361-1960
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所在地 担当区域（小学校区） ＴＥＬ ＦＡＸ

堺第1地域包括支援センター
堺区海山町3-150-2
（ハートピア堺隣）

三宝・錦西・市・英彰 222-8082 222-8083

堺第2地域包括支援センター
堺区今池町4-4-12
（みあ・かーさ内）

錦・錦綾・浅香山・三国丘 229-9240 229-9234

堺第3地域包括支援センター
堺区京町通1-21
（グレース堺敷地内）

熊野・少林寺・安井・榎 223-1500 223-1522

堺第4地域包括支援センター
堺区協和町3-128-11
（愛らいふ内）

神石・新湊・大仙・大仙西 275-8586 275-8587

中第1地域包括支援センター
中区深井中町1888-14
（デイサービスセンターつどい内）

八田荘・八田荘西・深井・
深井西

276-0800 276-0802

中第2地域包括支援センター
中区土塔町2028
（ふれ愛の家内）

東百舌鳥・宮園・東深井・
土師

234-6500 234-6501

中第3地域包括支援センター
中区東山841-1
（ベルファミリア在宅介護支援セン
ター内）

久世・東陶器・西陶器・
福田・深阪

234-2006 234-2013

東第1地域包括支援センター
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）

南八下・八下西・日置荘・
日置荘西・白鷺

240-0018 240-0048

東第2地域包括支援センター
東区南野田33
（ハーモニー内）

登美丘西・登美丘東・
登美丘南・野田

237-0111 237-3900

西第1地域包括支援センター
西区浜寺石津町西5-11-21
（結いの里内）

浜寺・浜寺東・浜寺石津・
浜寺昭和

268-5056 268-5066

西第2地域包括支援センター
西区草部531
（ウェルフォンテひのき内）

鳳・鳳南・福泉・福泉上・
福泉東

271-0048 284-8875

西第3地域包括支援センター
西区津久野町1-5-8-103
（アーバンフォーレスト）

津久野・向丘・平岡・
家原寺・上野芝

260-5022 260-5033

南第1地域包括支援センター
南区赤坂台2-5-7
（赤坂台近隣センター内）

美木多（鴨谷台含む）・
赤坂台・新檜尾台・城山台

295-1555 295-1556

南第2地域包括支援センター
南区原山台1-6-1-103
（府公社泉北原山台C団地6-1棟）

福泉中央・桃山台・原山ひ
かり・庭代台・御池台

290-7030 290-7665

南第3地域包括支援センター
南区茶山台3-22-9
（茶山台近隣センター内）

上神谷・宮山台・竹城台・
竹城台東・若松台・茶山台

289-8085 289-8086

南第4地域包括支援センター
南区逆瀬川1038-2
（槇塚荘内）

三原台・泉北高倉・はるみ・
槇塚台

291-6681 291-6682

北第1地域包括支援センター
北区北花田町3-28-1
（今井ビル）

東浅香山・新浅香山・
五箇荘・五箇荘東

240-0120 240-0121

北第2地域包括支援センター
北区長曽根町1199-6
（陵東館秀光苑内）

東三国丘・光竜寺・
新金岡・新金岡東

252-0110 257-2941

北第3地域包括支援センター
北区野遠町344-1
（あけぼの苑内）

大泉・金岡・金岡南・
北八下

257-1515 257-1525

北第4地域包括支援センター
北区百舌鳥陵南町2-662
（ハピネス陵南内）

中百舌鳥・百舌鳥・
西百舌鳥

276-3838 276-3800

美
原
区

美原第1地域包括支援センター
美原区平尾595-1
（美原荘内）

美原区全域 369-3070 369-3038

名称
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