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1 大阪法務局人権擁護部
大阪市中央区谷町2-1-17
大阪第二法務合同庁舎

人権全般

（みんなの人権110番）
（TEL）0570-003-110
 (一部のIP電話等では利用できない場合があり
ます。その場合は下記番号へ）
（TEL）06-6942-9496

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/
http://www.e-
stat.go.jp/SG1/estat/List.do
?lid=000001181685

1 総合府民相談室(府政相談）

大阪市中央区大手前2
大阪府庁別館6階
（別館1階の府民案内窓口へお申し
出ください）

府政に関する要望・苦情・相談・照会　各専
門相談窓口の案内

（TEL）06-6910-8001
（FAX）
（意見等）06-6944-1010
（問合せ等）06-6910-8005
メールはホームページのメールフォームから

月曜日から金曜日 9時から18時
http://www.pref.osaka.jp/annai/madoguc
hi/detail.php?recid=280

3 大阪府外国人情報コーナー

大阪市中央区本町橋2-5マイドーム
おおさか5階
（公益財団法人　大阪府国際交流財
団）

府内に在住する外国人に対して、多言語に
よる情報提供・相談（英語、中国語、韓国・
朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、
ベトナム語、フィリピン語、日本語）

（TEL）06-6941-2297
（FAX）06-6966-2401（日本語、英語のみ）
（メール）jouhou-c@ofix.or.jp（日本語、英語のみ）

月曜日から金曜日
9時から17時30分
（休憩12時15分から13時）

http://www.ofix.or.jp/life/index.html http://www.ofix.or.jp/life/

4
大阪府債務整理サポートプラザ
(商工労働部中小企業支援室金融課）

大阪市住之江区南港北1-14-16大
阪府咲洲庁舎25階

借金問題に関する相談（債務整理だけでな
く、必要に応じて、福祉手続きの窓口や就労
の支援機関、弁護士等にもつなげる）

（TEL）06-6210-9512 月曜日から金曜日 9時30分から17時30分
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/in
dex.html

http://www.pref.osaka.lg.j
p/kashikin/kashikin_riyous
ha/plaza.html

5 大阪府消費生活センター
大阪市住之江区南港北2-1-10
ＡＴＣＩＴＭ棟3階

消費生活に係る相談・苦情処理・啓発 （TEL）06-6616-0888 月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
http://www.pref.osaka.lg.j
p/shouhi/soudan/gaiyou.h
tml

6 大阪府医療相談コーナー
大阪市中央区大手前2
大阪府庁別館 1階総合府民相談室
内

医療に関する患者・家族等からの相談
（TEL）06-6941-0351（大阪府代表）
内線5009

月曜日から金曜日 9時から12時、13時から17時30分
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/iryoanze
n/soudan_setumei.html

（TEL）06-6946-7890
（TEL）06-6949-6022
(FAX)06-6940-0075(相談専用)

月曜日から日曜日 9時から20時

(TEL)06-6946-7890
(FAX)06-6940-0075(相談専用)

夜間・祝日DV電話相談 上記以外の時間

8 大阪府住宅まちづくり部建築振興課
大阪市住之江区南港北1-14-16大
阪府咲洲庁舎1階

不動産取引におけるトラブルの未然防止・
早期解決を図るための相談

（TEL）06-6210-9734 月曜日から金曜日
9時30分から11時30分、13時から16時
30分

http://www.pref.osaka.jp/kenshin/shokai.
html

9
大阪府教育センター
（教育相談室）

大阪市住吉区苅田4-13-23
いじめ・不登校・セクハラ等学校における子
どもの人権に関わる相談

（子どもから　TEL）06-6607-7361
（保護者から　TEL）06-6607-7362
（教職員から　TEL）06-6607-7363

月曜日から金曜日 9時30分から17時30分 http://www.osaka-c.ed.jp/

10 大阪府総合労働事務所
大阪市中央区石町2-5-3
 エルおおさか南館　3階

一般労働相談（解雇や賃金問題等府民の
労働相談、職場におけるセクハラ等に関す
る相談）

（TEL）06-6946-2600
(セクシュアルハラスメント相談専用TEL）
06-6946-2601
（FAX）06-6946-2635

月曜日から金曜日 9時から17時45分 http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/
http://www.pref.osaka.lg.j
p/sogorodo/soudan-
houkoku-index/

11 大阪府中央子ども家庭センター 寝屋川市八坂町28-5

○養護相談（虐待相談含む）、非行相談、障
がい相談、育成相談、里親相談等
○配偶者等からの暴力の防止及び被害者
の保護等に関する相談（「配偶者暴力相談
支援センター」を設置）

（TEL）072-828-0161
（FAX）072-828-5319
（虐待通告TEL）072-828-0190
（ＤＶ相談TEL）072-828-0277

月曜日から金曜日 9時から17時45分 http://www.pref.osaka.lg.jp/kodomokatei/
http://www.pref.osaka.lg.j
p/kodomokatei/jigyou/do
nokurai.html

12 大阪府池田子ども家庭センター 池田市満寿美町9-17

○養護相談（虐待相談含む）、非行相談、障
がい相談、育成相談、里親相談等
○配偶者からの暴力防止及び被害者の保
護等に関する相談（「配偶者暴力相談支援
センター」を設置）
○母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向
上に関する相談および生活保護等に関する
相談

（TEL）072-751-2858
（FAX）072-754-1553
（虐待通告TEL）072-751-1800
（ＤＶ相談TEL）072-751-3012

月曜日から金曜日 9時から17時45分 http://www.pref.osaka.jp/ikedakodomo/
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2 大阪府府民文化部人権局人権擁護課

7 大阪府女性相談センター

人権相談機関ネットワーク加盟機関リスト　【平成29（2017）年度分】　2017年9月30日現在

国相談機関

府相談機関

大阪市中央区大手前1-3-49
ドーンセンター3階

配偶者・恋人からの暴力・ストーカー被害や
女性からの相談

http://www.pref.osaka.jp/annai/madoguc
hi/detail.php?recid=365

http://www.pref.osaka.lg.jp/
kateishien/dvtaisaku/index.h
tml

（TEL）06-6210-9283・9284
大阪市住之江区南港北1-14-16大
阪府咲洲庁舎38階

人権全般
※相談業務は、一般財団法人大阪府人権
協会に委託している（公益法人、NPO等の1
を参照）
(相談専用電話：06-6581-8634）

http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001181685
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http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001181685
http://www.pref.osaka.jp/annai/madoguchi/detail.php?recid=280
http://www.pref.osaka.jp/annai/madoguchi/detail.php?recid=280
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http://www.ofix.or.jp/life/
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/index.html
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13 大阪府吹田子ども家庭センター 吹田市出口町19-3

○養護相談（虐待相談含む）、非行相談、障
がい相談、育成相談、里親相談等
○配偶者等からの暴力の防止及び被害者
の保護等に関する相談（「配偶者暴力相談
支援センター」を設置）

（TEL）06-6389-3526
（FAX）06-6369-1736
（虐待通告TEL）06-6389-2099
（ＤＶ相談TEL）06-6380-0049

月曜日から金曜日 9時から17時45分 http://www.pref.osaka.jp/suitakodomo/
http://www.pref.osaka.lg.j
p/suitakodomo/shokai.ht
ml

14 大阪府東大阪子ども家庭センター 東大阪市永和1-7-4

○養護相談（虐待相談含む）、非行相談、障
がい相談、育成相談、里親相談等
○配偶者等からの暴力の防止及び被害者
の保護等に関する相談（「配偶者暴力相談
支援センター」を設置）

（TEL）06-6721-1966
（FAX）06-6720-3411
（虐待通告TEL）06-6721-5336
（ＤＶ相談TEL）06-6721-2077

月曜日から金曜日 9時から17時45分
http://www.pref.osaka.jp/higashiosakakod
omo/

http://www.pref.osaka.lg.j
p/higashiosakakodomo/sh
okai.html

15 大阪府富田林子ども家庭センター
富田林市寿町2-6-1
南河内府民センタービル内

○養護相談（虐待相談含む）、非行相談、障
がい相談、育成相談、里親相談等
○配偶者からの暴力防止及び被害者の保
護等に関する相談（「配偶者暴力相談支援
センター」を設置）
○母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向
上に関する相談および生活保護等に関する
相談

（TEL）0721-25-1131（代）
（FAX）0721-25-1173
（虐待通告TEL）0721-25-2263
（ＤＶ相談TEL）0721-25-2065

月曜日から金曜日 9時から17時45分
http://www.pref.osaka.jp/tondabayashiko
domo/

http://www.pref.osaka.lg.j
p/tondabayashikodomo/s
hokai.html

16 大阪府岸和田子ども家庭センター 岸和田市宮前町7-30

○養護相談（虐待相談含む）、非行相談、障
がい相談、育成相談、里親相談等
○配偶者からの暴力防止及び被害者の保
護等に関する相談（「配偶者暴力相談支援
センター」を設置）
○母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向
上に関する相談および生活保護等に関する
相談

（TEL）072-445-3977
（FAX）072-444-9008
（虐待通告TEL）072-441-0125
（ＤＶ相談TEL）072-441-7794

月曜日から金曜日 9時から17時45分
http://www.pref.osaka.jp/kishiwadakodom
o/

http://www.pref.osaka.lg.j
p/kishiwadakodomo/toriku
mi/kisiwadatokei.html

17
大阪府障がい者自立相談支援センター
（身体障がい者支援課）

大阪市住吉区大領3-2-36
障がい者医療・リハビリテーションセ
ンター内

身体障がいのある方の相談、助言及び心理
学的職能的判定・高次脳機能障害の相談

（TEL）06-6692-5262
（FAX）06-6692-5340

月曜日から金曜日 9時から17時45分（原則要予約） http://www.pref.osaka.jp/jiritsusodan/

18
大阪府障がい者自立相談支援センター
（知的障がい者支援課）

大阪市住吉区大領3-2-36
障がい者医療・リハビリテーションセ
ンター内

知的障がいのある方の相談、判定及び指導
（TEL）06-6692-5263
（FAX）06-6692-3981

月曜日から金曜日 9時から17時45分（原則要予約） http://www.pref.osaka.jp/jiritsusodan/

専門相談（依存症、成人の発達障がい、自
死遺族相談）

（TEL）06-6691-2818 9時から17時45分

こころの電話相談（水曜日は若者専用相談） （TEL）06-6607-8814 9時30分から17時

20 大阪府池田保健所 池田市満寿美町3-19

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）072-751-2990
（FAX）072-754-3234

月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定) http://www.pref.osaka.jp/ikedahoken/

21 大阪府吹田保健所 吹田市出口町19-3

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）06-6339-2225
月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定) http://www.pref.osaka.jp/suitahoken/

22 大阪府茨木保健所 茨木市大住町8-11

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）072-624-4668
月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定) http://www.pref.osaka.jp/ibarakihoken/

23 大阪府寝屋川保健所 寝屋川市八坂町28-3

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）072-829-7771
（FAX）072-838-1152

月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定)
http://www.pref.osaka.jp/neyagawahoken
/

府
相
談
機
関

19 大阪府こころの健康総合センター 大阪市住吉区万代東3-1-46 月曜日から金曜日 http://www.pref.osaka.jp/kokoronokenko/
http://www.pref.osaka.lg.jp/
kokoronokenko/download/in
dex.html
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24 大阪府守口保健所 守口市京阪本通2-5-5

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）06-6993-3131
月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定)
http://www.pref.osaka.jp/moriguchihoken
/

25 大阪府四條畷保健所 四條畷市江瀬美町1-16

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）072-878-1021
（FAX）072-876-4484

月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定)
http://www.pref.osaka.jp/shijonawatehok
en/

26 大阪府八尾保健所 八尾市清水町1-2-5

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）072-994-0661
月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定) http://www.pref.osaka.jp/yaohoken/

27 大阪府藤井寺保健所 藤井寺市藤井寺1-8-36

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）072-955-4181
（FAX）072-939-6479

月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定) http://www.pref.osaka.jp/fujiiderahoken/

28 大阪府富田林保健所 富田林市寿町3-1-35

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）0721-23-2681
（FAX）0721-24-7940

月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定)
http://www.pref.osaka.jp/tondabayashiho
ken/

29 大阪府和泉保健所 和泉市府中町6-12-3

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）0725-41-1342
（FAX）0725-43-9136

月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定) http://www.pref.osaka.jp/izumihoken/

30 大阪府岸和田保健所 岸和田市野田町3-13-1

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）072-422-5681
（FAX）072-422-7501

月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定)
http://www.pref.osaka.jp/kishiwadahoken
/

31 大阪府泉佐野保健所 泉佐野市上瓦屋583-1

○小児慢性特定疾病児・身体障がい児の
相談
○難病に関する相談
○結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
○こころの健康相談
○健康づくりに関する相談
○医療機関に関する相談

（TEL）072-462-7701
（FAX）072-462-5426

月曜日から金曜日
各相談で個別設定

9時から17時45分(各相談で個別設定)
http://www.pref.osaka.jp/izumisanohoken
/

32
大阪府福祉部障がい福祉室
(障がい福祉企画課権利擁護グループ
広域支援相談員）

大阪市中央区大手前3丁目2番12号
大阪府別館1階

・障害者差別解消法第8条に係る相談。
・市町村の相談機関における相談事業の解
決を支援するための助言・調整等（障がい
者等からの直接の相談にも対応）

（TEL）06-6944-0721
（FAX）06-6942-7215

月曜日から金曜日
（面談は要予約） 10時から17時

http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/madogu
chi/detail.php?recid=603

http://www.pref.osaka.lg.jp/
keikakusuishin/syougai-
plan/sabekai-kaisai.html

1 大阪市人権啓発・相談センター
大阪市西区立売堀4-10-18号阿波
座センタービル1Ｆ

人権全般

（TEL）06-6532-7631
（FAX）06-6532-7640
（人権相談専用TEL）
　06-6532-7830
（人権相談専用FAX）
　06-6531-0666
(電子メールによる人権相談）
右の「相談窓口ＵＲＬ」から申込む

①月曜日から金曜日
②日曜日、祝日
（土曜日、施設点検日除く）

①9時から21時
②9時から17時30分

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000
369807.html

府
相
談
機
関

市町村人権相談担当部署

市
町
村
人
権
相
談
担
当
部
署

http://www.pref.osaka.jp/moriguchihoken/
http://www.pref.osaka.jp/moriguchihoken/
http://www.pref.osaka.jp/shijonawatehoken/
http://www.pref.osaka.jp/shijonawatehoken/
http://www.pref.osaka.jp/yaohoken/
http://www.pref.osaka.jp/fujiiderahoken/
http://www.pref.osaka.jp/tondabayashihoken/
http://www.pref.osaka.jp/tondabayashihoken/
http://www.pref.osaka.jp/izumihoken/
http://www.pref.osaka.jp/kishiwadahoken/
http://www.pref.osaka.jp/kishiwadahoken/
http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/madoguchi/detail.php?recid=603
http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/madoguchi/detail.php?recid=603
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http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369807.html
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369807.html
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2 堺市市民人権局人権部人権推進課 堺市堺区南瓦町3-1 人権全般
（TEL）072-228-7420
（FAX）072-228-8070

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.sakai.lg.jp

3 岸和田市人権・男女共同参画課 岸和田市岸城町7-1 人権全般 （TEL）072-423-9562 月曜日から金曜日 9時から17時00分 http://www.city.kishiwada.osaka.jp

4 豊中市人権政策課 豊中市中桜塚3-1-1 人権全般 （TEL)06-6858-2586 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/

5 東大阪市人権室 東大阪市荒本北1-1-1 人権全般 （TEL）06-4309-3156 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.higashiosaka.lg.jp/

6 池田市市民生活部人権・文化国際課 池田市城南1-1-1 人権全般 （TEL）072-754-6231 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.city.ikeda.osaka.jp/

7 吹田市人権平和室 吹田市泉町1-3-40 人権全般 （TEL）06-6384-1513 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.suita.osaka.jp/

8 泉大津市人権市民協働課 泉大津市東雲町9-12 人権全般 （TEL）0725-33-1131 月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.city.izumiotsu.lg.jp/

9 高槻市人権・男女共同参画課 高槻市桃園町2-1 人権全般
（TEL）072-674-7575
(人権110番）072-674-7110

月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/

10 貝塚市人権政策課 貝塚市畠中1-17-1 人権全般 （TEL）072-433-7160 月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.city.kaizuka.lg.jp/

11 守口市人権室 守口市京阪本通2-5-5 人権全般
（TEL）06-6992-1512
（FAX）06-6998-3603

月曜日・水曜日・金曜日 9時から12時
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/conte
nts/index.html

12 枚方市人権政策室 枚方市大垣内町2-1-20 人権全般
（TEL)072-841-1259
（FAX)072-841-1700

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.hirakata.osaka.jp/

13 茨木市人権・男女共生課 茨木市東中条町2-13 人権全般 （TEL）072-622-6613 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shi
min/jinken/index.html

14 八尾市人権文化ふれあい部人権政策課 八尾市本町1-1-1 人権全般 （TEL）072-924-9863 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.city.yao.osaka.jp/

15 泉佐野市人権推進課 泉佐野市市場東1-295-3 人権全般
（TEL）072-463-1212
（FAX）072-464-9314

月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.city.izumisano.lg.jp/

16 富田林市人権政策課 富田林市常盤町1-1 人権全般 （TEL）0721-25-1000 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/

17 寝屋川市人権文化課 寝屋川市本町1-1 人権全般
（TEL）072-824-1181
（FAX）072-825-2638

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.neyagawa.osaka.jp/

18 河内長野市総合政策部人権推進課 河内長野市原町1-1-1 人権全般 （TEL）0721-53-1111 月曜日から金曜日 9時から17時30分
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kaku
ka/sougouseisaku/jinkensuishin/index.ht
ml

①人権相談 第1・2・3金曜日
14時から16時
　　（1人1時間）

第1・3木曜日
9時30分から12時30分
　　（1人1時間）

第2・4木曜日
13時30分から16時30分
　　（1人1時間）

20 大東市人権室 大東市谷川1-1-1 人権全般 （TEL）072-872-2181 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.daito.lg.jp/

21 和泉市人権・男女参画室 和泉市府中町2-7-5 人権全般 （TEL）0725-99-8115 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/

22 箕面市人権文化部人権施策課 箕面市西小路4-6-1 人権全般
（TEL）072-724-6720
（FAX）072-724-6010

月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.city.minoh.lg.jp/jinken/

23 柏原市人権推進課 柏原市安堂町1-55 人権全般 （TEL）072-972-6100 月曜日から金曜日 9時から17時
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/soshik
i/jinken/

24 羽曳野市市民人権部人権推進課 羽曳野市誉田4-1-1 人権全般 （TEL)072-958-1111 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.habikino.lg.jp/

25 門真市人権女性政策課 門真市中町1-1 人権全般 （TEL）06-6902-6079 月曜日から金曜日 9時30分から17時30分 http://www.city.kadoma.osaka.jp/

26 摂津市人権女性政策課 摂津市三島1-1-1 人権全般
（TEL)06-6383-1111（代表）
（TEL)06-6383-1324（直通）

月曜日から金曜日 9時から16時 http://www.city.settsu.osaka.jp/

27 高石市人権推進課 高石市加茂4-1-1 人権全般
（TEL）072-265-1001(代表）
（TEL)072-275-6279（直通）

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.takaishi.lg.jp/

28 藤井寺市協働人権課 藤井寺市岡1-1-1 人権全般
（TEL)072-939-1111
（FAX）072-952-8981

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.fujiidera.osaka.jp/

29 泉南市人権推進課 泉南市樽井9-16-2 人権全般 （TEL）072-480-2855
月曜日から土曜日
（土曜日は要予約）

9時から17時30分
http://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/sougous
eisaku/jinkensuishinka/index.html

30 四條畷市人権政策課 四條畷市中野本町1-1 人権全般
（TEL)072-877-2121
（FAX）072-879-5955

月曜日から金曜日 10時から16時 http://www.city.shijonawate.lg.jp/

31 交野市総務部人権と暮らしの相談課 交野市天野が原町5-5-1 人権全般
（TEL)072-817-0997
（FAX）072-817-0998

月曜日・水曜日・金曜日 13時から15時 http://www.city.katano.osaka.jp

32
大阪狭山市 市民相談・人権啓発グルー
プ

大阪狭山市狭山1-2384-1 人権全般
（TEL）072-366-0011
（FAX)072-366-0051

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.osakasayama.osaka.jp/
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19 松原市市民協働部人権交流室 http://www.city.matsubara.osaka.jp/（TEL）072-337-3101

②女性相談

松原市阿保1-1-1

http://www.city.sakai.lg.jp/
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/
http://www.city.ikeda.osaka.jp/
http://www.city.suita.osaka.jp/
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/
http://www.city.kaizuka.lg.jp/
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/index.html
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/index.html
http://www.city.hirakata.osaka.jp/
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/jinken/index.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/jinken/index.html
http://www.city.yao.osaka.jp/
http://www.city.izumisano.lg.jp/
http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/sougouseisaku/jinkensuishin/index.html
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/sougouseisaku/jinkensuishin/index.html
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http://www.city.kashiwara.osaka.jp/soshiki/jinken/
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http://www.city.kadoma.osaka.jp/
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http://www.city.fujiidera.osaka.jp/
http://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/sougouseisaku/jinkensuishinka/index.html
http://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/sougouseisaku/jinkensuishinka/index.html
http://www.city.shijonawate.lg.jp/
http://www.city.katano.osaka.jp/
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33 阪南市人権推進課 阪南市尾崎町35-1 人権全般 （TEL)072-471-5678 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.city.hannan.lg.jp/

人権全般
第3木曜日（人権擁護委員による人権
相談）

13時から16時

女性の悩み全般（夫婦関係・子育て等） 第2水曜日・第4火曜日（要予約） 13時から17時

総合生活相談 月曜日から金曜日 9時から17時30分

35 豊能町住民人権課 豊能郡豊能町余野414-1 人権全般
（TEL）072-739-3402
（FAX）072-739-1980

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.town.toyono.osaka.jp/

36 能勢町総務課 豊能郡能勢町宿野28 人権全般
（TEL）072-734-0001
（FAX）072-734-2064

月曜日から金曜日 8時30分から17時 http://www.town.nose.osaka.jp/

37 忠岡町人権広報課 泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1 人権全般 （TEL）0725-22-1122 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.town.tadaoka.osaka.jp/

38 熊取町人権推進課 泉南郡熊取町野田1-1-1 人権全般 （TEL）072-452-1004 月曜日から金曜日 9時から17時30分
http://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/so
umu/jinkensuishin/index.html

39 田尻町企画人権課 泉南郡田尻町嘉祥寺375-1 人権全般
（TEL）072-466-5019
（FAX）072-466-8725

月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.town.tajiri.osaka.jp/

40 岬町人権推進課 泉南郡岬町深日2000-1 人権全般 （TEL）072-492-2773 月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.town.misaki.osaka.jp/

41 太子町 総務部 住民人権課 南河内郡太子町大字山田88 人権全般
（TEL）0721-98-5515
（FAX）0721-98-2773

月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.town.taishi.osaka.jp/

42 河南町住民部人権男女共同社会室 南河内郡河南町大字白木1359-6 人権全般
（TEL）0721-93-2500
（FAX）0721-93-4691

月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.town.kanan.osaka.jp/

43 千早赤阪村住民課 南河内郡千早赤阪村大字水分180 人権全般
（TEL）0721-72-0081
（FAX）0721-72-1880

月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/

火曜日・木曜日・金曜日・土曜日 9時から17時30分

水曜日 9時から20時

（法律相談）第2火曜日・第4土曜日
（要予約）

13時から15時

2 高槻市立富田ふれあい文化センター 高槻市富田町4-15-28 総合生活相談、人権相談等 （TEL）072-694-5451 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/sh
imin/tondac/index.html

3 高槻市立春日ふれあい文化センター 高槻市春日町22-1 総合生活相談､人権相談等
（TEL）072-671-9604
（FAX）072-671-9605

月曜日から金曜日 8時45分から17時15分
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka
/shimin/kasugac/gyomuannai/kasuga_fur
eai.html

人権全般
第3木曜日（人権擁護委員による人権
相談）

13時から16時

女性の悩み全般（夫婦関係子育て等） 第2水曜日・第4火曜日（要予約） 13時から17時

総合生活相談 月曜日から金曜日 9時から17時30分

5
茨木市立沢良宜いのち・愛・ゆめセン
ター

茨木市沢良宜浜3-12-19 総合生活相談､人権相談等 （TEL)072-635-7667 月曜日から土曜日 8時45分から17時15分
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/mac
hi/jinken/center/sawaragi/index.html

6
茨木市立総持寺いのち・愛・ゆめセン
ター

茨木市総持寺2-5-36 総合生活相談、人権相談等 （TEL)072-626-5660 月曜日から土曜日 8時45分から17時15分
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/shisetsu/kyo
ikubunka/1317034680687.html

7 茨木市立豊川いのち・愛・ゆめセンター 茨木市豊川4-4-28 総合生活相談、人権相談等 （TEL)072-643-1470 月曜日から土曜日 8時45分から17時15分
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/shisetsu/
kyoikubunka/1317034512622.html

8
吹田市交流活動館
（きしべ地域人権協会で相談）

吹田市岸部中1-22-2
総合生活相談、人権ケースワーク、地域就
労支援

（TEL）06-6388-5504
（FAX）06-6388-5611

月曜日から金曜日 9時から17時
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/
div-shimin/koryukatsudo.html

http://www.city.suita.osaka.j
p/home/soshiki/div-
shimin/koryukatsudo.html

9 豊中市立豊中人権まちづくりセンター 豊中市岡町北3-13-7 総合生活相談
（TEL）06-6841-1313
（FAX）06-6841-1310

月曜日から土曜日 9時から17時
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/shisets
u/sonota/toyo_center/index.html

10 豊中市立螢池人権まちづくりセンター 豊中市螢池北町2-3-1 総合生活相談､人権相談等 （TEL)06-6841-5326 月曜日から土曜日 9時から17時
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/shisets
u/sonota/hotaru_center/index.html

11
箕面市立萱野中央人権文化センター
「らいとぴあ２１」

箕面市萱野1-19-4 人権・就労・進路・奨学金・総合生活相談 （TEL)072-722-7400

月曜日から日曜日（祝日も含む）
＜休み＞
※年末12/29-1/3
※9月までは第2，4，5月曜
※10月からは第3月曜

9時から17時 http://www.raipi.org/

総合生活相談、人権相談等 火曜日から日曜日 9時から17時

市
町
村
人
権
相
談
担
当
部
署

34 島本町人権文化センター

人権文化センター

1 堺市立人権ふれあいセンター

4 島本町立人権文化センター

12
箕面市立桜ヶ丘人権文化センター
(ヒューマンズプラザ）

http://jinken-fureai.jp/

http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kak
uka/sougouseisakubu_sintaisei/jinkenbunk
a_senta/index.html

http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kak
uka/sougouseisakubu_sintaisei/jinkenbunk
a_senta/index.html

http://www.human-minoh-osaka.org/

（TEL)075-962-4402

（TEL）075－962－4402

（TEL）072-721-4800
（FAX）072-721-3501

箕面市桜ヶ丘4-19-3

堺市堺区協和町2-61-1 総合生活相談

三島郡島本町桜井2-1-1

三島郡島本町広瀬2-22-27

（TEL)072-245-2530
（FAX）072-245-2535

人
権
文
化
セ
ン
タ
ー

人
権
文
化
セ
ン
タ
ー

http://www.city.hannan.lg.jp/
http://www.town.toyono.osaka.jp/
http://www.town.nose.osaka.jp/
http://www.town.tadaoka.osaka.jp/
http://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/soumu/jinkensuishin/index.html
http://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/soumu/jinkensuishin/index.html
http://www.town.tajiri.osaka.jp/
http://www.town.misaki.osaka.jp/
http://www.town.taishi.osaka.jp/
http://www.town.kanan.osaka.jp/
http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/tondac/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/tondac/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/kasugac/gyomuannai/kasuga_fureai.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/kasugac/gyomuannai/kasuga_fureai.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/kasugac/gyomuannai/kasuga_fureai.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/machi/jinken/center/sawaragi/index.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/machi/jinken/center/sawaragi/index.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/shisetsu/kyoikubunka/1317034680687.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/shisetsu/kyoikubunka/1317034680687.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/shisetsu/kyoikubunka/1317034680687.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/shisetsu/kyoikubunka/1317034512622.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/shisetsu/kyoikubunka/1317034512622.html
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shimin/koryukatsudo.html
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shimin/koryukatsudo.html
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shimin/koryukatsudo.html
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shimin/koryukatsudo.html
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shimin/koryukatsudo.html
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/shisetsu/sonota/toyo_center/index.html
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/shisetsu/sonota/toyo_center/index.html
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/shisetsu/sonota/hotaru_center/index.html
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/shisetsu/sonota/hotaru_center/index.html
http://www.raipi.org/
http://jinken-fureai.jp/
http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/sougouseisakubu_sintaisei/jinkenbunka_senta/index.html
http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/sougouseisakubu_sintaisei/jinkenbunka_senta/index.html
http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/sougouseisakubu_sintaisei/jinkenbunka_senta/index.html
http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/sougouseisakubu_sintaisei/jinkenbunka_senta/index.html
http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/sougouseisakubu_sintaisei/jinkenbunka_senta/index.html
http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/sougouseisakubu_sintaisei/jinkenbunka_senta/index.html
http://www.human-minoh-osaka.org/


2018/1/2913:44 　　

機関名 所在地 主な相談分野 電話番号・FAX・メール 相談日（原則祝日年末年始を除く） 相談時間 URL
相談事業に関する報告書

等

法律相談
第2水曜日
（要予約）

17時から19時

13
池田市立人権文化交流センター
（センター内の池田市人権協会で相談）

池田市古江町523-1 総合生活相談、人権相談等
（TEL)072-752-8226
（FAX）072-753-3851

月曜日から金曜日 9時から17時

14 豊能町立ふれあい文化センター 豊能郡豊能町野間口322-1 総合生活相談
（TEL) 072-739-0370
（FAX）072-739-0370

火曜日・金曜日 9時から17時

総合生活相談・人権相談等 月曜日から金曜日 9時から17時30分

総合生活相談・人権相談・進路相談 火曜日・金曜日 9時から20時30分

16
大東市立野崎人権文化センター
（大東野崎人権協会で相談）

大東市野崎1-24-1
介護・福祉・生活困窮・虐待・DV ・ひきこも
り・不登校・発達障がい気づき・青少年メンタ
ルヘルス・就労・進路選択・人権侵害等々

（総合相談TEL)072-879-8810
（FAX)072-879-3611
（子ども若者自立支援専用TEL)
　072-879-2010
※携帯電話　090-7354-2410

月曜日から土曜日
　（事前予約で日・祝・時間外相談可）

9時から18時
（20時30分まで常設している曜日あ
り、問い合わせください）
※携帯電話は常時受付

17 東大阪市立長瀬人権文化センター 東大阪市長瀬町3-4-3 総合生活相談、人権相談等 （TEL)06-6720-1701 月曜日から金曜日 9時から17時
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/000000
5633.html

18 東大阪市立荒本人権文化センター 東大阪市荒本2－6－1
人権相談、進路選択支援相談、総合生活相
談

(TEL)06-6788-7424
(FAX)06-6788-2456
（メール）aramotojinken@city.higashiosaka.lg.jp

月曜日から金曜日 9時から17時
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/000000
4512.html

19 八尾市立桂人権コミュニティセンター 八尾市桂町2-37 総合生活相談、人権相談等
（TEL）072-922-1826
（FAX）072-999-4624

月曜日から金曜日 8時45分から17時15分
http://www.city.yao.osaka.jp/0000006139
.html

20 八尾市立安中人権コミュニティセンター 八尾市安中町8-5-30 生活相談､人権相談等
（TEL）072-922-1491
（FAX）072-999-4626

月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 www.city.yao.osaka.jp/0000010783.html

21 松原市人権交流センター 松原市南新町2-141-1 総合相談・人権相談・就労相談・進路相談

（TEL)072-332-5705
（FAX）072-332-5710
（メール）
jkoryu@city.matsubara.osaka.jp

月曜日から金曜日 9時から17時30分
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cf
m/6,67009,59,305,html

22
羽曳野市立人権文化センター
(羽曳野市地域人権協議会で相談）

羽曳野市向野2-9-7 総合相談
（TEL))072-937-0860
（FAX)072-955-7042

月曜日から金曜日 9時から17時

23 富田林市立人権文化センター 富田林市若松町1-9-12 生活相談､人権相談等
（TEL）0721-24-0583
（FAX）0721-26-3612

月曜日から金曜日 9時から17時
http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/pu
blic/section/jinkencenter/

24 和泉市立人権文化センター 和泉市伯太町6-1-20 総合生活相談、人権相談等 （TEL)0725-44-0030 年末年始を除く毎日 9時から17時15分

25 貝塚市ひと・ふれあいセンター 貝塚市海塚22-1 総合生活相談
（TEL）072-422-7523
（FAX）072-433-4604

月曜日から金曜日 9時から17時

26 泉佐野市立北部市民交流センター本館 泉佐野市下瓦屋222-1 総合生活相談、人権相談等
（TEL)072-464-5725
（FAX)072-469-2284

月曜日から金曜日 9時30分から16時30分

27 泉佐野市立南部市民交流センター本館 泉佐野市南中樫井476-2 総合生活相談、人権相談等
（TEL）072-466-1641
（FAX）072-466-4744

月曜日から金曜日 9時から17時

28 泉南市立人権ふれあいセンター 泉南市樽井9-16-2 総合生活相談､人権相談等
（TEL)072-483-6447
（FAX）072-482-0075

月曜日から土曜日
（土曜日は要予約）

9時から17時30分

29
岬町文化センター
（岬町人権多奈川地域協議会で相談）

泉南郡岬町多奈川谷川1905-22 総合生活相談、人権相談等 （TEL）072-492-3270 月曜日から金曜日 9時から16時
www.town.misaki.osaka.jp/gaibu/gai_page/
gai_page_0008.html

1 一般財団法人堺市人権協会 堺市堺区協和町1-1-23 同和問題をはじめとする人権相談等
（TEL)072-245-2531
（FAX)072-244-0685

月曜日から金曜日 9時から17時15分

月曜日・水曜日・木曜日 9時から12時

毎月第2木曜日のみ 17時から20時

火曜日・金曜日 9時から17時

毎月第4金曜日のみ 12時から20時

地域人権協会

地
域
人
権
協
会

島本地域人権協会2

12
箕面市立桜ヶ丘人権文化センター
(ヒューマンズプラザ）

15
大東市立北条人権文化センター
（特定非営利活動法人ほうじょうで相談）

http://www.human-minoh-osaka.org/

https://shimajinblog.wordpress.com/
三島郡島本町広瀬2-22-27
島本町立人権文化センター内

人権に関する相談

就労に関する相談

（TEL)075-961-7830
（FAX)075-961-7830

（TEL）072-721-4800
（FAX）072-721-3501

箕面市桜ヶ丘4-19-3

大東市北条3-10-5 （TEL)072-876-2560

人
権
文
化
セ
ン
タ
ー 

人
権
文
化
セ
ン
タ
ー 

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000005633.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000005633.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004512.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004512.html
http://www.city.yao.osaka.jp/0000006139.html
http://www.city.yao.osaka.jp/0000006139.html
http://www.city.yao.osaka.jp/0000010783.html
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/6,67009,59,305,html
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/6,67009,59,305,html
http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/public/section/jinkencenter/
http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/public/section/jinkencenter/
http://www.town.misaki.osaka.jp/gaibu/gai_page/gai_page_0008.html
http://www.town.misaki.osaka.jp/gaibu/gai_page/gai_page_0008.html
https://shimajinblog.wordpress.com/
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3 茨木市人権みなみ地域協議会
茨木市沢良宜浜3-12-19
沢良宜いのち・愛・ゆめセンター内

同和問題をはじめとする人権相談等 （TEL)072-635-9937 月曜日から土曜日 8時45分から17時15分

4 茨木市人権三島地域協議会
茨木市総持寺2-5-36
総持寺いのち・愛・ゆめセンター内

同和問題をはじめとする人権相談等 （TEL)072-624-5050 月曜日から土曜日 9時から17時

5 茨木市人権豊川地域協議会
茨木市豊川4-4-28
豊川いのち・愛・ゆめセンター内

同和問題をはじめとする人権相談等
（TEL)072-643-1470
（FAX)072-643-7829

月曜日から金曜日
月１日（土曜日）

8時45分から17時15分

6 吹田市きしべ地域人権協会
吹田市岸部中1-22-2
吹田市交流活動館内

同和問題をはじめとする人権相談等
（TEL）06-6388-5504
（FAX）06-6388-5611

月曜日から金曜日 9時から17時

自主事業
　人権相談（月曜日から土曜日）

9時から17時

委託事業
　①定例相談（螢池事務所にて受付）
　　月曜日・水曜日・金曜日
　②出張相談（豊中市役所にて受付）
　　第2・第4木曜日

①9時から17時
②13時から15時

8 箕面市人権協会北芝地域協議会
箕面市萱野1-19-4
萱野中央人権文化センター内

同和問題をはじめとする人権相談等 （TEL)072-722-5800 毎日 9時から17時

9 とよの人権地域協議会
豊能郡豊能町野間口322-1
ふれあい文化センター内

生活・人権・女性問題
（TEL）072-743-3964
（FAX）072-743-3964

火曜日から土曜日 9時から17時

10 能勢町人権協会 能勢町宿野29役場南館2F 人権全般
（TEL)　072-741-2048
（FAX)　072-741-2048

月曜日から金曜日 9時30分から17時

総合生活相談・人権相談等 月曜日から金曜日 9時から17時30分

総合生活相談・人権相談・進路相談 火曜日・金曜日 9時から20時30分

12
特定非営利活動法人大東野崎人権協
会

大東市野崎1-24-1
野崎人権文化センター内

介護・福祉・生活困窮・虐待・DV ・ひきこも
り・不登校・発達障がい気づき・青少年メンタ
ルヘルス・就労・進路選択・人権侵害等々

（総合相談TEL)072-879-8810
（FAX)072-879-3611
（子ども若者自立支援専用TEL)
　072-879-2010
※携帯電話　090-7354-2410

月曜日から土曜日
　（事前予約で日・祝・時間外相談可）

9時から18時
（20時30分まで常設している曜日あ
り、問い合わせください）
※携帯電話は常時受付

13 東大阪市人権長瀬地域協議会
東大阪市長瀬町3-4-3
長瀬人権文化センター内

同和問題をはじめとする人権相談等 （TEL)06-6727-1911 月曜日から金曜日 9時から17時

14 東大阪市意岐部地域人権協会
東大阪市荒本2-6-1
荒本人権文化センター内

同和問題をはじめとする人権相談等
（TEL)06-6784-5796
(メール）aramoto4@cotton.ocn.ne.jp

月曜日から金曜日 9時から17時

15 八尾市人権かつら地域協議会
八尾市桂町2-37
桂人権コミュニティセンター内

同和問題をはじめとする人権相談等 （TEL)072-996-6100 月曜日から金曜日 9時から17時

16 松原市人権地域協議会
松原市南新町2-141-1
はーとビュー

同和問題をはじめとする人権相談等
（TEL)072-330-7500
（ぬくもり相談室）
（FAX)072-334-3900

月曜日から金曜日 9時から17時

17 羽曳野市地域人権協議会
羽曳野市向野2-9-7
人権文化センター内

同和問題をはじめとする人権相談等
（TEL）072-937-0860
（FAX）072-955-7042

月曜日から金曜日 9時から17時

18 富田林市人権協議会
富田林市若松町1-9-12
人権文化センター内

総合生活相談・人権相談等
(TEL)0721-24-3700
(FAX)0721-25-5952

月曜日から金曜日 9時から17時 http://tjinken.jimdo.com/

19 公益社団法人泉佐野市人権協会 泉佐野市市場東1-295-3 人権相談等 （TEL)072-458-7444 月曜日から金曜日 9時から16時30分

20
特定非営利活動法人泉佐野市人権協
会鶴原地域協議会

泉佐野市下瓦屋222-1
泉佐野市立北部市民交流センター
（本館）

同和問題をはじめとする人権相談等 （TEL）072-463-5741 火曜日から金曜日 9時から17時

21 泉佐野市人権協会樫井地域協議会
泉佐野市南中樫井476-2
泉佐野市立南部市民交流センター
内

同和問題をはじめとする人権相談等 （TEL)072-466-6464 月曜日から金曜日 9時から17時

22 一般社団法人泉南市人権協会
泉南市樽井9-16-2
泉南市立人権ふれあいセンター内

同和問題をはじめとする人権相談等
（TEL）072-485-1401
（FAX）072-485-1405

月曜日から土曜日
（土曜日は要予約）

9時から17時30分 http://sennan-jinkenkyoukai.com/

23 岬町人権淡輪地域協議会 泉南郡岬町淡輪343-12 同和問題をはじめとする人権相談等
（TEL）072-494-1508
（FAX）072-494-1508

水曜日・金曜日 9時から17時

地
域
人
権
協
会

7 (一財）とよなか人権文化まちづくり協会

11 特定非営利活動法人ほうじょう

http://jinken.la.coocan.jp/index.htm

豊中まちづくりセンター
　（TEL)06-6841-5300
　（FAX）06-6841-6655
螢池人権まちづくりセンター
　（TEL)06-6841-2315

大東市北条3-10-5
北条人権文化センター内

豊中市岡町北3-13-7
豊中人権まちづくりセンター内

同和問題をはじめとする人権相談等

（TEL)072-876-2560

http://tjinken.jimdo.com/
http://sennan-jinkenkyoukai.com/
http://jinken.la.coocan.jp/index.htm
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24 岬町人権多奈川地域協議会
泉南郡岬町多奈川谷川1905-22
岬町文化センター内

総合生活相談、人権相談等 （TEL）072-492-3270 月曜日から金曜日 9時から16時

25 阪南市人権協会
阪南市尾崎町35-1
人権推進課内

同和問題をはじめとする人権相談等
地域就労支援相談・進路選択支援相談

（TEL)072-472-6111 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分

26 田尻町人権協会
泉南郡田尻町大字嘉祥寺375-1
田尻町企画人権課内

同和問題をはじめとする人権相談等
（TEL）072-466-5019
（FAX）072-466-8725

月曜日から金曜日 9時から17時

27 泉大津市人権協会 泉大津市東雲町9-12 同和問題をはじめとする人権相談等 （TEL）0725-33-1131 月曜日から金曜日 9時から17時

28 河内長野市人権協会
河内長野市原町1-1-1
河内長野市役所人権推進課内

①人権あれこれ相談
②進路選択支援相談
③福祉総合相談（ＣＳＷ）

①②（TEL）0721-53-1111
（内線557,575）
③090-6980-5532
共通（FAX）0721-53-1955

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.kawachinagano-jinken.join-us.jp

29 岸和田市人権協会
岸和田市岸城町7-1
岸和田市人権・男女共同参画課内

人権全般
（TEL)072-423-9562
(FAX)072-423-0108

月曜日から金曜日 9時から17時
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/2
6/jinkenkyoukai.html

30 摂津市人権協会
摂津市三島1-1-1
摂津市人権女性政策課内

同和問題をはじめとする人権相談等 （TEL)06-6383-1011 月曜日から金曜日 10時から16時 http://www.settsu-jinken.jp/consultation.html
http://www.settsu-
jinken.jp/nandemosoudannga
iyoutokeikou.html

31 忠岡町人権協会
泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
忠岡町役場人権広報課内

同和問題をはじめとする人権相談等
（TEL)0725-22-1122
（FAX）0725-22-0364

月曜日から金曜日 9時から17時30分

32 高石市人権協会
高石市加茂4-1-1
高石市人権推進課内

人権全般
（TEL）072-265-1001
（内線2301）
（直通TEL）072-275-6279

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.takaishi.lg.jp

33
一般社団法人
高槻市人権まちづくり協会

高槻市桃園町1-1エムビル2階201号
室

人権全般
（TEL）072-674-7878
（FAX）072-674-7877

月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 https://www.takatsuki-jinmati.org

月曜日から金曜日
（池田市人権協会）

9時から17時

金曜日
 (市役所1階相談室)

13時から16 時

35 熊取町人権協会
泉南郡熊取町野田1-1-1
熊取町役場人権推進課内

同和問題をはじめとする人権相談等
（TEL)072-452-1004
（FAX)072-452-7103

月曜日から金曜日 9時から17時30分

堺市男女共同参画推進課 堺市堺区南瓦町3-1

性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハ
ラスメントなどによる人権侵害について、直
接具体的な被害や不利益を受け、相手方に
対し改善等を求めることに関する相談

（TEL)072-228-7408 月曜日から金曜日 9時から17時30分
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/d
anjokyodosankaku/index.html

火曜日 10時から13時、14時から16時

第1・第3火曜日 18時から20時

第1･3金曜日 17時から20時

男性の悩み相談 （ＴＥＬ）072-237-3400 第1･3木曜日 18時から21時

2 堺市立女性センター 堺市堺区宿院町東4-1-27
女性、消費、育児、生活、法律、健康、労働
問題､ＤＶ虐待、苦情その他

（TEL）072-223-9153
（相談専用TEL）072-224-8888

火曜日から日曜日 9時から17時
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/shog
ai/kouza/shiryou_etc/shisetu/joseicenter
/gaiyou.html

（面接相談TEL）072-270-8121 火曜日から土曜日 9時から17時30分

（電話相談）072-270-5561
（FAX）072-270-8130

毎日 24時間

火曜日 10時から12時

木曜日 13時から15時

女性のための面接相談(要予約)
（予約TEL）072-441-2535（水曜日・日曜日・祝日
を除く9時から17時まで）

第2金曜日
（1人50分）

10時から12時50分

5 岸和田市福祉政策課 岸和田市岸城町7-1 高齢者福祉制度 （TEL）072-423-9467 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.kishiwada.osaka.jp

地
域
人
権
協
会

34 池田市人権協会

市町村相談機関等

http://www.ikedasijinkenkyokai.org/

http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/d
anjokyodosankaku/sodan_koryu/kyodosan
kakuhiroba.html

http://www.sakai.ed.jp

（相談電話専用TEL）072-443-3328

http://www.city.kishiwada.osaka.jp

（ＴＥＬ）072-236-8266
（ＦＡＸ）072-236-8277

（TEL)072-752-8226 

堺市東区北野田1077アミナス北野田
3階

池田市古江町523-1
池田市人権文化センター内

人権総合相談、同和問題、高齢者支援、パ
ワーハラスメント、心の病相談

女性の悩み相談

女性のための電話相談 

不登校、いじめなどの性格・行動に関する教
育相談、発達・学習に関する子どもの教育
相談

堺市中区深井清水町1426

市
町
村
相
談
機
関
等

1

堺市男女共同参画交流の広場

3 堺市教育委員会教育センター

4 岸和田市立女性センター 岸和田市加守町4-28-25

http://www.kawachinagano-jinken.join-us.jp/
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/26/jinkenkyoukai.html
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/26/jinkenkyoukai.html
http://www.settsu-jinken.jp/consultation.html
http://www.settsu-jinken.jp/nandemosoudanngaiyoutokeikou.html
http://www.settsu-jinken.jp/nandemosoudanngaiyoutokeikou.html
http://www.settsu-jinken.jp/nandemosoudanngaiyoutokeikou.html
http://www.city.takaishi.lg.jp/
https://www.takatsuki-jinmati.org/
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/shogai/kouza/shiryou_etc/shisetu/joseicenter/gaiyou.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/shogai/kouza/shiryou_etc/shisetu/joseicenter/gaiyou.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/shogai/kouza/shiryou_etc/shisetu/joseicenter/gaiyou.html
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/
http://www.ikedasijinkenkyokai.org/
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/sodan_koryu/kyodosankakuhiroba.html
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/sodan_koryu/kyodosankakuhiroba.html
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/sodan_koryu/kyodosankakuhiroba.html
http://www.sakai.ed.jp/
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/
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6 岸和田市障害者支援課 岸和田市岸城町7-1 障がい者福祉制度 （TEL）072-447-6078 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.kishiwada.osaka.jp

7
岸和田市社会福祉協議会
    （心配ごと相談所）

岸和田市野田町1-5-5
家庭内でのもめごとなど生活全般について
の心配ごと悩みごとの相談に応じます。

（TEL）072-437-8854 木曜日のみ、その他は問合せ 13時から16時 http://www.syakyo.or.jp

8 岸和田市立保健センター 岸和田市別所町3-12-1
妊産婦・乳幼児から高齢者までを対象とした
育児や健康に関する相談

（TEL）072-423-8811
（FAX）072-423-8833

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.kishiwada.osaka.jp/

9 岸和田市子育て給付課 岸和田市岸城町7-1
①家庭児童相談
②母子・寡婦相談

（TEL）
①072-423-9625
②072-423-9424

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.kishiwada.osaka.jp/

10 岸和田市教育相談室
大阪府岸和田市天神山町1－1－2
岸和田市教育センター内

不登校その他教育相談全般、虐待、進路相
談（面談は予約が必要）

（TEL)072-426-1035 月曜日から金曜日 9時から17時
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/6
5/290125soudan.html

11 魅力創造部産業政策課
岸和田市岸城町7-1
岸和田市役所産業政策課内

雇用・就労相談
（TEL）072-423-9621
（FAX）072-423-6925

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.kishiwada.osaka.jp/

12

一般財団法人とよなか男女共同参画推
進財団
（施設名：とよなか男女共同参画推進セ
ンターすてっぷ）

豊中市玉井町1-1-1-501

女性の生き方総合相談、DV相談、女性のた
めの“からだと心と性”法律・就労・労働相
談、パート・派遣社員の産休・育休・労働問
題に関する働く女性のちょこっと相談

（TEL）06-6844-9739 木曜日から火曜日（5週目を除く） 10時から20時相談内容により設定 http://www.toyonaka-step.jp/

13 公益財団法人とよなか国際交流協会 豊中市玉井町1-1-1-601

外国人のための多言語での相談（英語、フィ
リピノ語、韓国・朝鮮語、タイ語、中国語、ス
ペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、ベ
トナム語、ネパール語）

（TEL)06-6843-4343
（外国女性のための相談TEL）
06-6843-0390

金曜日 11時から16時 http://www.a-atoms.info/

14 地域就労支援センター・豊中
豊中市北桜塚2-2-1
生活情報センターくらしかん内

就職に向けた支援を必要とする方の相談等
（TEL）06-6858-6861
（FAX）06-6858-5095

月曜日から金曜日（要予約） 9時から17時
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kuras
hi/roudou/shuurou/kyuusyokukatudoutyu
u.html

15 地域就労支援センター・庄内
豊中市三和町1-1-63
労働会館内

就職に向けた支援を必要とする方の相談等

（TEL）06-6334-5211
（FAX）06-6334-5216
（予約TEL）06-6858-6863
（地域就労支援センター・豊中へ）

月曜日から金曜日 9時から17時
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kuras
hi/roudou/shuurou/kyuusyokukatudoutyu
u.html

火曜日
9時30分から12時、13時から16時30分
(受付は16時まで）

火曜日・金曜日 17時から19時30分(受付は19時まで)

女性のための法律相談(要予約) （予約TEL）072-685-3725 第2・第4木曜日(面接1回30分) 13時30分から16時30分

17 高槻市立障がい者福祉センター 高槻市城内町1-11 障がい者に関する各種相談
（TEL）072-672-0267
（FAX）072-661-3508

月曜日から土曜日(要予約） 予約制
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/ke
nkouf/hukusi/gyomuannai/shogaishafukushi/i
ndex.html

18 高槻市健康福祉部長寿介護課 高槻市桃園町2-1 高齢者に関する福祉サービス全般 （TEL）072-674-7166 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.city.takatsuki.osaka.jp

難病に関する相談
結核・感染症・ＨＩＶに関する相談
こころの健康相談

（TEL）072-661-9332
月曜日から金曜日 8時45分から17時15分

医療機関に関する相談 (TEL）072-661-9330 月曜日から金曜日
9時から12時
13時から16時

（電話相談）火曜日から金曜日 9時から12時

（面接相談）火曜日・木曜日（要予約） 14時から16時

（面接相談TEL）072-675-0398 10時から17時（要予約）

（電話相談TEL）072-673-0783
（FAX）072-675-3241

13時から17時

22 高槻市(生活福祉課）自立支援相談窓口
高槻市桃園町2-1
生活福祉支援課内

就労相談全般
（TEL）072-674-7767
（FAX）072-674-7721

月曜日から金曜日（要予約） 8時45分から17時15分

（TEL）072-694-3100

http://www.city.takatsuki.osaka.jp

　

http://www.city.takatsuki.osaka.jp月曜日から金曜日

女性のための一般相談(面接・電話)

高槻市城内町1-11
子どもの心理・ことばの発達などの悩みに
関する面接相談及び電話相談

高槻市富田町4-15-24

（女性相談TEL）072-685-3748

http://www.city.takatsuki.osaka.jp
高槻市紺屋町1-2
クロスパル高槻4階

20 高槻市立富田青少年交流センター

21 高槻市教育センター

市
町
村
相
談
機
関
等

青少年相談（教育、子育て、学校や進路、友
達や人間関係、家庭のことなど）

高槻市城東町5-7

高槻市立男女共同参画センター16

19 高槻市保健所

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/
http://www.syakyo.or.jp/
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/65/290125soudan.html
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/65/290125soudan.html
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/
http://www.toyonaka-step.jp/
http://www.a-atoms.info/
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/roudou/shuurou/kyuusyokukatudoutyuu.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/roudou/shuurou/kyuusyokukatudoutyuu.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/roudou/shuurou/kyuusyokukatudoutyuu.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/roudou/shuurou/kyuusyokukatudoutyuu.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/roudou/shuurou/kyuusyokukatudoutyuu.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/roudou/shuurou/kyuusyokukatudoutyuu.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/hukusi/gyomuannai/shogaishafukushi/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/hukusi/gyomuannai/shogaishafukushi/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/hukusi/gyomuannai/shogaishafukushi/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/


2018/1/2913:44 　　

機関名 所在地 主な相談分野 電話番号・FAX・メール 相談日（原則祝日年末年始を除く） 相談時間 URL
相談事業に関する報告書

等

女性のための電話相談 （TEL)072-960-9206 休館日を除く毎日 10時から17時

（面接相談）火曜日・木曜日・土曜日
（5週目は除く）

10時から12時、13時から16時

第4火曜日（休館日の場合は第3火曜
日）

10時から12時、13時から16時、18時か
ら20時

法律相談（要予約） 第1水曜日（変更する場合があります） 13時から16時

労働相談（要予約） 第2土曜日 13時30分から16時20分

日本語が話せない方：(TEL)06-4309-3311
（月～金　10：00～17：00）

火曜日から土曜日

日本語が話せる方：(TEL)072-960-9205
（10：00～17：00休館日を除く）

火曜日から土曜日（休館日を除く）

第1土曜日 13時から17時

第3水曜日 19時から21時

24 東大阪市立長瀬子育て支援センター 東大阪市長瀬町3-6-3 育児相談、保護者への援助の相談
（TEL）06-6729-1800
（FAX）06-6729-0961

月曜日から金曜日 9時から17時30分
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/000000
4858.html

25 東大阪市立荒本子育て支援センター 東大阪市荒本2-6-35
子育て相談(しつけ・おむつはずれ・イヤイヤ
期・夫との子育ての価値観・食事など)

（TEL)06-6788-1055
（FAX）06-6788-2597

来所相談(随時)
電話相談(随時)
面接相談(要予約)

9時から17時
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/000000
4856.html

26 東大阪市教育センター 東大阪市荒川3-4-21 教育相談・発達相談 （TEL）06-6727-0113
月曜日から金曜日、
第2・3土曜日

9時から17時30分
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/000000
4255.html

27 東大阪市経済部労働雇用政策室 東大阪市荒本北1-1-1 労働相談 （TEL）06-4309-3179 月曜日から金曜日 9時から12時、13時から16時
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/000000
4274.html

28 東大阪市意岐部就労支援センター
東大阪市荒本2-6-1
荒本人権文化センター内

雇用・就労に関する相談
（TEL）06-6784-5811
（FAX）06-6784-5822

月曜日から水曜日、金曜日 9時から16時
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/000000
4456.html

29 東大阪市長瀬就労支援センター
東大阪市長瀬町3-4-3
長瀬人権文化センター内

雇用・就労に関する相談
（TEL）06-6727-1920
（FAX）06-6727-1925

月曜日から木曜日 9時から16時
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/000000
4456.html

30 池田市しごと相談・支援センター
池田市栄本町9-1
コミュニティセンター内

雇用・就労に関する相談・労働相談
（TEL)072-751-0574
（FAX）072-751-0584

水曜日・金曜日
(面談は要予約）

9時から16時
http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/kura
shi/1484631922133.html

31 吹田市地域就労支援岸部センター
吹田市岸部中1-22-2
吹田市交流活動館内

就労困難者の就労支援
（TEL)06-6388-5791
（FAX)06-6388-5611

月曜日から金曜日 9時から17時

32 泉大津市地域就労支援センター
泉大津市下条町11-28
勤労青少年ホーム内

就労相談
（TEL）0725-23-8689
（FAX）0725-32-6432

火曜日から金曜日（要予約） 9時から17時

（電話相談）火曜日・水曜日・木曜日
（火曜日）15時から20時
（水曜日）13時から17時
(木曜日）10時から15時

（面接相談）水曜日・木曜日・金曜日
（面接要予約1回50分）

（水曜日）13時から16時30分
（木曜日）15時から20時
（金曜日）10時から15時

（法律相談）　第1土曜日・第2金曜日・
第3木曜日・第4火曜日
（1回30分　1人1回限り）

（第１土曜日・第2金曜日）
１3時から16時
（第3木曜日）17時から20時
（第４火曜日）10時から13時

人権なんでも相談 月曜日から金曜日 9時から17時30分

就労支援相談
月曜日・火曜日・水曜日・金曜日(要予
約）

9時から17時30分

進路選択支援相談 火曜日（要予約）
13時から17時
18時から20時

福祉なんでも相談 月曜日から金曜日 9時から17時30分

東大阪市立男女共同参画センター・イ
コーラム

特定非営利活動法人枚方人権まちづく
り協会（男女共生フロア・ウィル）

特定非営利活動法人枚方人権まちづく
り協会

電話相談、面接相談、法律相談

（予約TEL）072-960-9205
（休館日を除く毎日10時から17時）
※休館日：毎月第4月曜日（第4月曜日が祝日の
場合は開館し、その翌日が休館）

33

34

http://www.ikoramu.com

10時から17時
女性のための多言語相談（英語、中国語、
韓国・朝鮮語等）

男性のための電話相談

枚方市岡東町12-3　ひらかたサンプ
ラザ3号館4階

枚方市岡東町12-1-502

東大阪市岩田町4-3-22-600

女性のための個別面接相談（要予約）

(電話相談直通TEL）072-843-7860
(面接・法律相談TEL)072-843-5636
（FAX）072-843-5637

（TEL)072-966-5002

（TEL）072-844-8788
（FAX）072-844-8799
（福祉なんでも相談TEL）
072-844-8866

http://www.city.hirakata.osaka.jp/000001079
2.html
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http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004858.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004858.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004856.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004856.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004255.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004255.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004274.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004274.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004456.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004456.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004456.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000004456.html
http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/kurashi/1484631922133.html
http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/kurashi/1484631922133.html
http://www.ikoramu.com/
http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000010792.html
http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000010792.html
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35 茨木市人権センター
茨木市東中条町2-13
茨木市役所合同庁舎人権・男女共
生課内

人権全般 （TEL）072-622-6613 月曜日から金曜日 9時から17時

女性を取り巻く様々な悩み
（女性電話相談TEL）072-621-0892
（面接予約電話TEL）072-620-9920

月曜日・水曜日から土曜日 10時から16時

男性のための生き方、子育てや家族関係、
夫婦の悩み、人間関係の悩み

（男性のための電話相談TEL)
072-620-9920

第3第4水曜日 18時30分から21時30分

法律上の悩みに女性弁護士がお受けしま
す

女性法律相談（要予約）
（TEL）075-620-9920）

第3木曜日・第3土曜日 9時30分から12時30分

女性のおしごとの悩み相談
女性の仕事の相談（要予約）
（TEL）075-620-9920）

奇数月第2金曜日・奇数月第2土曜日 21時30分から0時30分

就職に向けた支援や労働条件、労働問題
全般に関する相談

直接来所してください
毎月最終木曜日（祝日の場合はその
前の木曜日）

13時から16時

37 茨木市配偶者暴力相談支援センター 茨木市駅前3-8-13
配偶者からの暴力（DV）被害者の相談、保
護、自立支援

（TEL)072-622-5757 月曜日から金曜日 9時から17時

38 茨木市福祉事務所 茨木市駅前3-8-13
障がい者福祉・高齢者福祉サービスに関す
る相談

(障害分野TEL)072-620-1636
(高齢福祉分野TEL)072-620-1637

月曜日から金曜日 8時45分から17時15分

39 茨木市立上中条青少年センター 茨木市上中条2-11-22 青少年に関すること （TEL）072-622-5180 月曜日から金曜日 10時から17時15分

心理的・情緒的な教育相談、発達面接相談 (TEL)072-626-4400  

教育電話相談 （TEL)072-625-7830

いじめホッと電話相談
（TEL)072-627-5511
（フリーダイヤル）0120-147-970

奨学金相談 （TEL)072-626-4400 月曜日から木曜日 9時45分から18時

41
茨木市商工労政課
(就職サポートセンター)

茨木市駅前3-8-13 労働問題相談
（TEL）072-620-1620
（FAX）072-627-0289

火曜日から木曜日 10時から16時
www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/s
houkou/index.html

（子育て電話相談）月曜日から金曜日
（子育て面接　要予約。子育て相談電
話で受付)

10時から16時

（虐待電話相談）　月曜日から金曜日 9時から17時

43 八尾市社会福祉協議会 八尾市本町2-4-10
高齢者、障がい者、児童、ひとり親家庭、虐
待、福祉サービスの利用、生活上の問題な
ど

（TEL)072-991-1161 月曜日から金曜日(祝日を除く） 9時から17時 http://yaosyakyo.org/yaosya/

44
八尾市こども未来部子育て支援課子育
て総合支援ネットワークセンターみらい

八尾市本町2-4-10
０歳から18歳未満の子どもと家庭に関する
相談、児童虐待相談、母子家庭等生活支援
相談

（TEL)072-924-9892 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分
http://www.city.yao.osaka.jp/0000002224
.html

45 八尾市立教育サポートセンター 八尾市栄町1-5-4
不登校、いじめ、学習等の教育相談。障が
いのある児童・生徒に関する就園、就学相
談、教育相談。青少年に関わる教育相談

(教育相談TEL)072-924-3892
(青少年相談TEL)072-923-0110

月曜日から金曜日 9時から17時
http://www.city.yao.osaka.jp/0000001431
.html

46 寝屋川市地域就労支援センター
寝屋川市東大利2-14
市立産業振興センター内

働く意欲がありながら、雇用・就労を妨げる
様々な阻害要因を抱える就職困難者に対す
る雇用・就労相談

（TEL）072-828-075１
（FAX）072-839-4343

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 10時から17時

第2水曜日 13時から16時

第3土曜日 9時30分から11時30分

第4水曜日 10時から12時・13時から15時

40 茨木市教育センター

茨木市立子育て支援総合センターこど
も相談室（茨木市こども育成部子育て支
援課こども相談係）

河内長野市男女共同参画センター

茨木市駅前4-6-16
茨木市市民総合センター(クリエイト
センター)内

河内長野市昭栄町7-1

茨木市東中条町2-13
(合同庁舎5階)

女性のための相談（家族関係・DVなど）

月曜日から金曜日 

http://www.educ.city.ibaraki.osaka.jp/

子育て相談、児童虐待の相談・通告
(子育て相談TEL）072-624-0961
(児童虐待TEL)072-624-8951
（メール）kosodate-soudan@city.ibaraki.lg.jp

（TEL)0721-54-0003

8時45分から17時 

http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kaku
ka/sougouseisaku/jinkensuishin/work/ev
ent_joseisoudan.html

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/

http://www.rosewam.city.ibaraki.osaka.jp/
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茨木市立男女共生センター
ローズＷＡＭ

茨木市元町4-7

42

47

36

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/index.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/index.html
http://yaosyakyo.org/yaosya/
http://www.city.yao.osaka.jp/0000002224.html
http://www.city.yao.osaka.jp/0000002224.html
http://www.city.yao.osaka.jp/0000001431.html
http://www.city.yao.osaka.jp/0000001431.html
http://www.educ.city.ibaraki.osaka.jp/
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http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/sougouseisaku/jinkensuishin/work/event_joseisoudan.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/
http://www.rosewam.city.ibaraki.osaka.jp/


2018/1/2913:44 　　

機関名 所在地 主な相談分野 電話番号・FAX・メール 相談日（原則祝日年末年始を除く） 相談時間 URL
相談事業に関する報告書

等

48 河内長野市子ども子育て課 河内長野市原町1-1-1 ひとり親家庭の自立支援、離婚、貸付相談
（TEL)0721-53-1111
（FAX)0721-52-1198

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/

49 河内長野市介護保険課 河内長野市原町1-1-1
介護保険サービスに関する相談・保険料に
関する相談

（TEL）0721-53-1111
（メール）kaigohoken@city.kawachinagano.lg.jp

月曜日から金曜日 9時から17時30分
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/index
.html

50 河内長野市いきいき高齢・福祉課 河内長野市原町1-1-1 高齢者福祉サービス
（TEL）0721-53-1111
（メール）ikiiki@city.kawachinagano.lg.jp

月曜日から金曜日 9時から17時30分
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/index
.html

偶数月第2水曜日 14時から15時

奇数月第3水曜日 10時30分から11時30分

第2金曜日 10時から16時

火曜日・金曜日 10時から16時

52 河内長野市立保健センター 河内長野市菊水町2-13
乳幼児から高齢者までを対象に、健康診
査、健康相談、訪問

（TEL）0721-55-0301
（FAX）0721-55-0394

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/

就学前の子どもに関する育児相談
（TEL)0721-50-4664
（FAX）0721-50-4665

水曜日を除く毎日

0歳から18歳の発達、しつけ、いじめ、非行、
登校拒否、障害等家庭における児童の養育
相談等

（TEL)0721-50-4671
（FAX）0721-50-4665

月曜日から金曜日

54 河内長野市立青少年センター
河内長野市昭栄町７－１
市民交流センター内

ひきこもり等相談 （TEL)0721-54-0005 （ひきこもり相談）第2木曜 10時から12時

55 河内長野市教育相談室 河内長野市木戸西町1-2-6
教育内容に関する相談、問題行動、不登校
など教育問題に対する相談、進学に関する
相談

（TEL)0120-52-3774 月曜日から金曜日 9時から16時30分

56 河内長野市地域就労支援センター
河内長野市原町1-1-1
河内長野市産業観光課内

就職困難者等の就労相談
（TEL）0721-53-1111
（FAX）0721-55-1435

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/

57 松原市障害福祉課 松原市阿保1-1-1
身体障がい者福祉､精神障害者福祉、知的
障害者福祉、難病患者福祉相談

（TEL）072-334-1550
（FAX）072-337-3007

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.matsubara.osaka.jp/

58 松原市福祉事務所(福祉総務課) 松原市阿保1-1-1 生活保護・福祉医療 （TEL）072-334-1550 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.matsubara.osaka.jp/

59 松原市社会福祉協議会
松原市阿保1-1-1
松原市役所東別館内

ボランティア・地域活動の相談、生活全般の
支援(福祉サービス利用援助事業、障がい
者生活支援事業、資金貸付事業など)

（TEL）072-333-0294
（FAX）072-335-0294

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.matsubarashakyo.net

60 松原市高齢介護課 松原市阿保1-1-1
高齢者の虐待に関する相談、介護保険サー
ビスに関する相談、介護保険料の納付相談
等

（TEL）072-334-1550 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.matsubara.osaka.jp/

61 松原市子ども未来室（家庭児童相談室） 松原市阿保1-1-1 18歳未満の児童に係る問題に対する相談
（TEL）072-337-3118
（FAX）072-334-5959

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.matsubara.osaka.jp/

62 松原市地域保健課 松原市阿保1-1-1 健康､育児に関する相談 （TEL）072-334-1550 月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.city.matsubara.osaka.jp/

63 松原市教育支援センター
松原市南新町2-141-1
松原市人権交流センター(はーと
ビュー)内

人権問題、教育問題（不登校、いじめ）､子
育て問題

(TEL)072-337-4110 土曜日 10時から12時（原則）
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cf
m/8,47964,47,369,html

法律相談（相談は予約が必要） 第1から第4水曜日 13時から17時

行政相談（相談は予約が必要） 第1水曜日（祝日の場合は第3水曜日） 9時30分から11時30分

外国人の人権相談、日本語教室 （TEL）072-337-3103 月曜日から金曜日 9時から17時30分

65 松原市地域教育課 松原市阿保1-1-1 語学・日本語教室に関する相談
（TEL）072-337-3133
（FAX）072-332-7720

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.matsubara.osaka.jp/

64 松原市市民協働課

河内長野市立障がい者福祉センター
（あかみね）

河内長野市子ども・子育て総合センター
あいっく

（TEL）0721-56-1590
（FAX）0721-56-1592

10時から17時30分 http://k-kira.jp/aick/

医療相談、整形外科医相談、精神科医相談

健康相談、リハビリ相談、福祉・生活相談

http://www.pure.ne.jp/~akamine/index.htm

http://www.city.matsubara.osaka.jp/

(予約受付TEL)072-334-1550

松原市阿保1-1-1

河内長野市小山田町379-16

河内長野市本町24-1
ノバティながの北館5階
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66 松原市雇用就労支援センター
松原市阿保1-1-1
松原市産業振興課内

就職困難者等の雇用就労相談
（TEL)072-337-3112
（FAX）072-337-3005

月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.city.matsubara.osaka.jp/

67 大東市地域就労支援センター
大東市住道2-2
大東サンメイツ2番館4F

就職困難者等の雇用・就労相談 （TEL)072-870-5370 月曜日から金曜日 10時から12時、13時から18時

68
和泉市環境産業部商工労働室労働政
策担当

和泉市府中町2-7-5 労働相談、就労支援相談
（TEL）072-599-8124（直通）
（TEL）072-541-1551(代表)
（FAX）072-541-1778

月曜日から金曜日 9時から17時15分

69
箕面市地域就労支援センター
(箕面市箕面営業室内)

箕面市西小路4-6-1 就職困難者等からの雇用・就労相談
（TEL)072-724-6727
（FAX)072-722-7655

月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.city.minoh.lg.jp/

70
箕面市地域就労支援センター
(萱野中央人権文化センター内)

箕面市萱野1-19-4 就職困難者等からの雇用・就労相談
（TEL)072-722-7400
（FAX)072-724-9698

火曜日から日曜日 9時から17時

71
箕面市地域就労支援センター
(桜ヶ丘人権文化センター内)

箕面市桜ヶ丘4-19-3 就職困難者等からの雇用・就労相談 （TEL)072-721-4800 火曜日から日曜日 9時から17時
http://www.human-minoh-
osaka.org/newpage4.html

72 羽曳野市福祉事務所（福祉総務課） 羽曳野市誉田4-1-1 福祉六法及びそれに関する事項 （TEL)072-958-1111 月曜日から金曜日 9時から17時30分
https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/hokenf
ukushi/fukushi_somu/2900.html

73 羽曳野市健康増進課 羽曳野市誉田4-2-3
妊産婦及び乳幼児相談、生活習慣病予防
についての健康相談

（TEL)072-956-1000 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.habikino.lg.jp/

（教育相談）月曜日から金曜日
（面接要予約）

10時から16時

（進路相談）火曜日 9時から12時

（進路相談）金曜日 9時から17時

月曜日・火曜日・木曜日・土曜日 10時から17時

第3第4火曜日 13時から20時

第1火曜日 13時から16時50分

第3火曜日 15時から19時50分

第2・第4木曜日 10時から12時50分

第2火曜日 14時から16時40分

第4火曜日 17時から19時40分

76 摂津市教育センター 摂津市香露園３４－１ 教育相談、進路選択支援事業窓口 （ＴＥＬ）072-637-0783 月曜日から金曜日 9時から17時

77 摂津市地域就労支援センター
摂津市三島1-1-1
摂津市産業振興課内

就労相談
（TEL）06-6383-1111
（FAX）06-6319-5068

月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.city.settsu.osaka.jp

78 高石市就労支援センター
高石市加茂4-1-1
高石市経済課内

就労困難者等の就労相談
（面談での相談　要予約）

(TEL)072-275-6164
（FAX）072-263-8143

月曜日から金曜日 9時から17時30分
http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/seisaku
suishin/keizai_ka/rodo.html

79 藤井寺市人権悩みの相談室
藤井寺市北岡1-2-3
パープルホール(市民総合会館本
館）３階男女共同参画ルーム

人権に関する相談、女性のための相談 （TEL）072-939-1118
月曜日・火曜日・水曜日・金曜日・土曜
日

9時から12時、13時から16時
http://www.city.fujiidera.lg.jp/raifuibento/sod
an/seikatsu/1387698539007.html

80
藤井寺市福祉事務所
（福祉総務課、子育て支援課、高齢介護
課、生活支援課）

藤井寺市岡1-1-1
障がい者相談、母子寡婦等相談、高齢者相
談、生活保護、自立支援相談

（TEL）072-939-1111 月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.city.fujiidera.lg.jp/

（面接相談）木曜日（要予約） 9時30分から12時

（電話相談）月曜日から金曜日 9時から17時30分

82
藤井寺市教育委員会
(教育相談室）

藤井寺市岡1-1-1
不登校、いじめ、発達についてなど、教育に
関する悩み相談

（TEL)072-938-1008
面接相談：木曜日
電話相談：火・木・金曜日

面接相談：9時から12時
電話相談：火・木曜日　9時から17時
金曜日：13時から17時

http://www.city.fujiidera.lg.jp/

83 藤井寺市地域就労支援センター
藤井寺市岡1-1-1
藤井寺市魅力創生課内

雇用・就労相談
（TEL）072-939-1337
（FAX）072-936-9777

月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.city.fujiidera.lg.jp/

女性総合相談

女性面接相談（1回50分要予約）

（女性法律相談予約TEL）
06-4860-7114

女性法律相談（1回30分要予約）

子どもたちに関する教育相談・進路相談
https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/gakko
ukyouiku/gakkousoumu/gakkyoka_kenkyusyo
/838.html

（TELFAX兼用）072-958-0155

摂津市南千里丘5-35
摂津市立コミュニティプラザ1階

(女性総合相談TEL)06-4860-7116

http://www.with-settsu.jp/

（TEL）072-939-1112
妊産婦､乳幼児、40歳以上の成老人等の健
康に関する相談

（面接相談予約TEL）06-4860-7114

http://www.city.fujiidera.lg.jp/
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藤井寺市こども・健康部健康課

羽曳野市立教育研究所

摂津市立男女共同参画センター・ウィズ
せっつ

藤井寺市岡1-1-1
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羽曳野市軽里1-1-1
LICはびきの内
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84 泉南市家庭児童相談室
泉南市樽井1-1-1
保育子育て支援課内

18歳未満の子どもに関する相談 （TEL)072-485-1586 月曜日から金曜日 10時から16時
http://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/kenk
ofukushi/kosodate/kosodateshien/14559
45325046.html

月曜日から金曜日

土曜日（要予約）

86 大阪狭山市地域就労支援センター
大阪狭山市狭山1-2384-1
大阪狭山市農政商工グループ内

働く意欲がありながら、様々な阻害要因の
ため就労できない者の就労相談

（TELFAX兼用）072-366-6789 月曜日から金曜日 9時から17時

87 阪南市地域就労支援センター
阪南市尾崎町35-1
阪南市商工労働観光課内

就職困難者等の雇用・就労相談
（TEL）072-471-5678
（FAX）072-473-3504

月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.city.hannan.lg.jp

88 豊能町地域就労支援センター
豊能郡豊能町余野414-1
豊能町農林商工課内

雇用・就労相談
（TEL)072-739-3424
（FAX)072-739-1919

月曜日から金曜日（要予約） 9時から17時

89 能勢町地域就労支援センター
豊能郡能勢町宿野28
能勢町環境創造部地域振興課内

就職困難者に対する就労相談
（TEL)072-734-3976
（FAX)072-734-1545

月曜日から金曜日（要予約） 8時30分から17時

90 忠岡町地域就労支援センター
泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
忠岡町産業振興課内

就労相談
（TEL）0725-22-1122
（FAX）0725-32-7805

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www.town.tadaoka.osaka.jp/

91 田尻町福祉課 泉南郡田尻町嘉祥寺883-1 障がい者、高齢者に関する相談 （TEL）072-466-8813 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 http://www.town.tajiri.osaka.jp

92 田尻町教育委員会 泉南郡田尻町嘉祥寺883-1 教育関係全般、進路選択相談等
（TEL)072-466-5022
（FAX)072-466-5095

月曜日から金曜日 9時から17時

93 田尻町地域就労支援センター
泉南郡田尻町嘉祥寺883-1
たじりふれ愛センター内

雇用・就労相談
（TEL）072-466-5008
（田尻町事業部産業振興課）
（FAX）072-466-5025

月曜日・木曜日 10時から12時、13時から15時

94 岬町地域就労支援センター
泉南郡岬町多奈川谷川１905-22
文化センター内

雇用・就労相談
（TEL)072-492-0341
（FAX)072-492-3270

月曜日から金曜日 9時から17時
http://www.town.misaki.osaka.jp/gaibu/ga
i_page/gai_page_0002.html

95 太子町社会福祉協議会 南河内郡太子町大字春日963-1 生計相談、家族相談、財産相談、医療相談 （TEL)0721-98-1311 毎月10日と25日
13時30分から15時
相談場所：役場相談室

http://www.taishi-syakyo.net/

96 太子町就労支援センター
南河内郡太子町大字山田88
太子町まちづくり推進部にぎわいま
ちづくり課

雇用・就労相談
（TEL）0721-98-5521
（FAX）0721-98-4514

月曜日から金曜日
（要予約）

9時から17時30分
http://www.town.taishi.osaka.jp/business_
kanko/business/sangyou/1361770617207
.html

97 河南町地域就労支援センター
南河内郡河南町大字白木1359-6
河南町環境・まちづくり推進課内

雇用・就労相談
（TEL）0721-93-2500
（FAX）0721-93-4691

月曜日から金曜日 9時から17時
http://www.town.kanan.osaka.jp/kurashin
ogaido/jinseinodekigoto/shushoku_taishok
u/rodosodan/1395641319472.html

98 千早赤阪村地域就労支援センター
南河内郡千早赤阪村大字水分180
番地
千早赤阪村 観光・産業振興課内

就労相談
（TEL）0721-72-0081
（FAX）0721-72-1880

月曜日から金曜日 9時から17時30分

99 池田市立男女共生サロン
池田市栄本町9-1
池田市立コミュニティセンター1階

女性の悩み相談全般
（TEL)072-751-7830
（予約の電話は火曜日から金曜日9時から18時
受付）

（電話相談）第4日曜日
（面接相談）第1・3水曜日、第2日曜日
（要予約）

13時から16時
http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/k
urashi/1416667962093.html

100 能勢町総合相談センター 豊能郡能勢町栗栖82-1 総合生活相談事業、障がい者相談他
（TEL)072-731-3001
（FAX）072-731-2151

月曜日から金曜日 8時30分から17時
http://www.town.nose.osaka.jp/kurashi/mado
guchi/2595.html

こころの健康相談
(こころの健康相談TEL)072-845-3177
(FAX)072-845-0685

9時から16時

医療相談
（医療相談ＴＥＬ）072-845-3151
(FAX)072-845-0685

9時から17時30分

公益法人、NPO等

（電話相談・面接相談）
　月曜日から金曜日

9時30分から17時30分

（弁護士相談）　金曜日 13時30分から16時30分

（夜間相談）　火曜日 17時30分から20時30分

（休日相談）　第4日曜日 9時30分から17時30分

（電話相談）月曜日から金曜日 10時から16時認知症、知的障がい・精神障がい等により、
判断能力が十分ではない方の権利擁護に
かかわる相談

（TEL)072-485-1401
（FAX)072-485-1405

月曜日から金曜日 http://www.city.hirakata.osaka.jp/

（TEL)06-6581-8634(相談専用）
（FAX)06-6581-8614
（メール）so-dan@jinken-osaka.jp

http://www.jinken-
osaka.jp/2017/10/28201627
2015_1.html

http://www.osakafusyaky
o.or.jp/kouken/index.html

就労相談

人権全般

http://www.osakafusyakyo.or.jp/kouken/i
ndex.html

http://www.city.sennan.lg.jp/shisei/matid
ukuri/1458795196462.html

（TEL）06-6191-9500 

http://www.jinken-osaka.jp/

9時から17時
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大阪市港区波除4-1-37
HRCビル8階

泉南市地域就労支援センター

枚方市保健所

85

101

一般財団法人大阪府人権協会
（大阪府人権相談窓口）

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
大阪後見支援センター

大阪市中央区谷町7-4-15
大阪府社会福祉会館２階

泉南市樽井9-16-2
泉南市立人権ふれあいセンター内

大阪府枚方市大垣内町2-2

公
益
法
人
、
N
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等
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http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/kurashi/1416667962093.html
http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/kurashi/1416667962093.html
http://www.town.nose.osaka.jp/kurashi/madoguchi/2595.html
http://www.town.nose.osaka.jp/kurashi/madoguchi/2595.html
http://www.city.hirakata.osaka.jp/
http://www.jinken-osaka.jp/2017/10/282016272015_1.html
http://www.jinken-osaka.jp/2017/10/282016272015_1.html
http://www.jinken-osaka.jp/2017/10/282016272015_1.html
http://www.osakafusyakyo.or.jp/kouken/index.html
http://www.osakafusyakyo.or.jp/kouken/index.html
http://www.osakafusyakyo.or.jp/kouken/index.html
http://www.osakafusyakyo.or.jp/kouken/index.html
http://www.city.sennan.lg.jp/shisei/matidukuri/1458795196462.html
http://www.city.sennan.lg.jp/shisei/matidukuri/1458795196462.html
http://www.jinken-osaka.jp/
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（専門相談）木曜日（要予約） 13時から16時

女性の悩み電話相談
（TEL）06－6937-7800
（相談専用）

火曜日から日曜日
（火曜日から金曜日）17時から21時
（土曜日・日曜日）10時から16時

（面接相談）
・（火曜日から金曜日）　17時から21時
・（土曜日・日曜日）　10時から18時

（予約）
・（火曜日から金曜日）　13時30分から
18時、18時45分から21時
・（土曜日・日曜日）　9時30分から13
時、13時45分から18時

第1・第3水曜日 10時から19時

第2・第4水曜日 10時から16時

第4土曜日 13時から16時

火曜日から金曜日
13時30分から18時、16時45分から21
時

土曜日・日曜日 9時30分から13時、13時45分から18時

4
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
運営適正化委員会

大阪市中央区谷町7-4-15
大阪府社会福祉会館2階

こども、障がい者、高齢者等を対象とした福
祉サービスの利用者からの福祉サービス全
般に関する苦情相談

（TEL）06-6191-3130
（FAX）06-6191-5660

月曜日から金曜日 10時から16時
http://www.osakafusyakyo.or.jp/unteki/in
dex.html

5
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）

堺市南区城山台5-1-2

障がいのある方の社会参加促進、文化・ス
ポーツ・レクリエーション活動情報提供、これ
から運動を始めようとする人・継続している
人等様々な実施方法についてスポーツ指導
員がアドバイスをします。

スポーツ相談
（TEL)072-296-6311
（FAX)072-296-6313

月2回（開催日が決まっています。電
話で問い合わせ申込してください。）

15時15分から16時15分
（1人30分程度）

http://www.fineplaza.jp/index.shtml

6 大阪府国民健康保険団体連合会
大阪市中央区常盤町1-3-8
中央大通ＦＮビル内

介護保険サービス苦情相談 （TEL）06-6949-5418 月曜日から金曜日 9時から17時

公益通報者サポートセンター電話相談 月曜日 12時から14時

犯罪被害者弁護ライン電話相談 火曜日 15時から18時

子どもの人権電話相談110番（電話相談） 水曜日・第2木曜日
水曜日　15時から17時、
第2木曜曜日　18時から20時

女性の権利電話相談 第2木曜日 11時30分から13時30分

外国人の人権電話相談 第2・第4金曜日 12時から17時

高層マンション建設等電話相談 第3木曜日 15時から17時

LGBTｓのための電話相談 第4月曜日 16時から18時

高齢者・障がい者電話相談 （TEL)06-6364-1251 火曜日・水曜日・金曜日 13時から16時

遺言・相続相談（相談時間20分まで） （TEL)06-6364-1205 月曜日から金曜日 9時から12時、13時から17時

（TEL)06-6364-6251

認知症、知的障がい・精神障がい等により、
判断能力が十分ではない方の権利擁護に
かかわる相談

（TEL）06-6910-8588
（予約専用）

火曜日から日曜日

http://www.osakafusyaky
o.or.jp/kouken/index.html

女性の悩み面接相談

不妊・不育にまつわる悩みの電話相談
（大阪府不妊専門相談センター）

http://www.osakafusyakyo.or.jp/kouken/i
ndex.html

http://www.dawncenter.jp/jigyo/support.
html

（TEL）06-6910-8655
(電話相談）

http://www.dawn-ogef.jp/funin-osaka/

（TEL)06-6910-1310
（面接相談要予約）

http://www.osakaben.or.jp/

（TEL）06-6191-9500 

大阪府立男女共同参画・青少年セン
ター（ドーンセンター）

大阪弁護士会

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
大阪後見支援センター

大阪市中央区谷町7-4-15
大阪府社会福祉会館２階

大阪市中央区大手前1-3-49

大阪市北区西天満1-12-5
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http://www.osakafusyakyo.or.jp/unteki/index.html
http://www.osakafusyakyo.or.jp/unteki/index.html
http://www.fineplaza.jp/index.shtml
http://www.dawncenter.jp/jigyo/support.html
http://www.dawncenter.jp/jigyo/support.html
http://www.dawn-ogef.jp/funin-osaka/
http://www.osakaben.or.jp/
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（司法書士総合相談センター）
①北・・・・・・大阪市北区西天満
　　　　　　　　4-7-1北ビル1号館2階
　　　　　　　　202号室

①北：月曜日から金曜日（要予約）

②堺・・・・・・堺市堺区中瓦町2丁目３
番29号　瓦町ウエノビル４階

②堺：月曜日から金曜日
成年後見に関する相談は毎週火曜日
（要予約）

③泉佐野・・泉佐野市上町3-11-
　　　　　　　　48泉佐野駅前すぐ
　　　　　　　　泉佐野市消費生活
　　　　　　　　センター内

③泉佐野：水曜日（要予約）

司法書士総合相談ホットライン（電話相談） (相談専用TEL)06-6941-5758 水曜日 13時30分から16時30分

女性とこどものための専門相談会
（面接相談　大阪司法書士会館）

（TEL)06-6943-6099
（予約電話番号も同じ）

水曜日（要予約）
但し、第3水曜日は予約不要

13時から16時

成年後見常設相談（大阪司法書士会館）
（問い合わせ専用ＴＥＬ）06-4790-5643
（電話相談専用06-4790-5656

（面接相談）木曜日(予約不要）
（電話相談）月曜日から金曜日

面接相談：13時から16時（受付時間15
時30分まで）
電話相談：13時から16時

労働トラブル電話相談 （相談専用TEL）06-6949-4011 第2・第4水曜日 18時から21時

9
一般社団法人おおさか人権ネットワーク
（大阪市人権啓発・相談センター）

大阪市西区立売堀4-10-18
阿波座センタービル1階

人権全般

（相談専用TEL）06-6532-7830
（相談専用FAX）06-6531-0666
（メール相談）大阪市市民局ＨＰの電子申請・オン
ラインアンケートシステムから

①月曜日から金曜日
②日曜日、祝日
（土曜日、施設点検日除く）

①9時から21時
②9時から17時30分

jinken-net.jimdo.com

（電話相談）月曜日から金曜日 9時から17時

（面接相談）月曜日から金曜日 9時から17時

11
社会福祉法人大阪障害者自立支援協
会

大阪市天王寺区生玉前町5-33
大阪府障害者社会参加促進セン
ター1階

障がい者の権利擁護や福祉サービスや日
常生活に係る相談

（TEL）06-6774-0110
　（障がい者110番）
（FAX）06-6775-9116

月曜日から金曜日 9時から17時 http://www.daisyokyo.or.jp/

12
公益社団法人大阪府精神障害者家族
会連合会

大阪市中央区法円坂1-1-35
アネックスパル法円坂A棟4階

医療（病気・薬）に関すること。介護・日常生
活。本人との接し方（家族対応）

（TEL）06-6941-5881
（FAX）06-6945-6135

月曜日から金曜日 10時から15時 http://daikaren.org

13 公益社団法人子ども情報研究センター
大阪市港区波除4-1-37
HRCビル5階

「子ども家庭相談室」子どもの人権侵害全般
の相談

（相談専用TEL)06-4394-8754
月曜日・火曜日・木曜日（面接は木曜
日のみ）

10時から20時 http://www.kojoken.jp/

14
公益社団法人認知症の人と家族の会
大阪府支部

大阪市阿倍野区共立通1-1-9 認知症の人と家族の支援 （TEL)06－6626－4936 月曜日・水曜日・金曜日 11時から15時 http://www.alzheimer.or.jp/?page_id=403

15
一般社団法人大阪労働者福祉協議会
（ライフサポートセンターおおさか）

大阪市中央区北浜東3-14 労働相談、暮らし生活相談等
（TEL)06-6943-6025
（FAX)06-6943-5347

月曜日から金曜日 10時から12時、13時から16時 http://www.osaka-lsc.jp/

（ひとり親家庭生活相談）
月曜日から土曜日

10時から16時

（法律相談）　第2土曜日と奇数月第3
木曜日（要予約）

13時から15時

（養育費相談）　火曜日・木曜日 10時から15時

（電話相談）
（TEL)06-4790-5656

月曜日から金曜日 13時から16時

（面接相談）
（TEL)06-4790-5643
司法書士会館内

木曜日（予約不要）
13時から16時（受付時間15時30分ま
で）

（面接相談）
（TEL)06-6943-6099
堺市堺区中瓦町2丁3番29号
瓦町ウエノビル4階

火曜日（要予約）
13時30分から16時30分（受付時間15
時40分まで）

（予約電話番号）06-6943-6099
（月曜日から金曜日　10時から16時）

目の見えない、見えにくい方のための生活・
介護相談。教育相談。就労相談。補助具相
談。福祉相談。施設利用相談。医療相談。
他

成年後見制度全般 http://www.legal-support-osaka.jp/

司法書士総合相談センター
（面接相談）

http://www.lighthouse.or.jp/

13時30分から16時30分
（1組40分）

http://www.osaka-shiho.or.jp/

（TEL）06-6961-5521
（FAX）06-6968-2059

大阪市中央区和泉町1-1-6
司法書士会館内
（TEL)06-4790-5643
(FAX)06-6941-7767

（TEL) 06-6762-9498
（FAX) 06-6762-3796

http://www.osakafu-boshiren.jp/16
ひとり親家庭への法律相談・養育費相談・
離婚前相談・生活相談・就業相談

大阪市鶴見区今津中2-4-37社会福祉法人日本ライトハウス

大阪市中央区和泉町1-1-6
大阪司法書士会館内

大阪司法書士会

大阪市中央区谷町5-4-13

公益社団法人成年後見センター・リーガ
ルサポート大阪支部

社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連
合会
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http://www.jinken-net.sakura.ne.jp/
http://www.daisyokyo.or.jp/
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18
社会福祉法人精神障害者社会復帰促
進協会

大阪市港区波除5-7-6-201
社会復帰に関わる相談、施設に関する相
談、地域移行に関する相談、精神障がい者
に対する人権擁護に関する相談

（TEL）06-6567-8071
（FAX）06-6567-8089

月曜日から金曜日 9時から17時30分 http://www1a.biglobe.ne.jp/hukikyo/

19
特定非営利活動法人ＨＩＶと人権･情報セ
ンター　関西支部

大阪市淀川区宮原2-12-14-501 HIV･ＡＩＤＳに関する相談
（TEL）06-6393-8851
(相談専用TEL)06-6635-3332
（FAX）06-6393-8852

金曜日 18時から20時 http://www.npo-jhc.com

20
特定非営利活動法人多文化共生セン
ター大阪

大阪市淀川区十三東2-6-7
徳島ビル2F

(事務連絡用TEL) 06-6390-8201 休止中 http://tabunka.jp/osaka/

21
特定非営利活動法人ＡＭＤＡ国際医療
情報センター

     -----------------

外国人または外国人患者を受け入れている
医療機関、外国人を雇用している会社、地
方行政窓口などからの相談に対する電話に
よる医療情報の提供（英語、中国語、スペイ
ン語対応可能）

（TEL)050-3598-7574 月曜日から金曜日 9時から17時 http://amda-imic.com/

22
認定特定非営利活動法人大阪精神医
療人権センター

大阪市北区西天満5-9-5
谷山ビル9階

精神科に入院中の方の人権侵害時の電話
相談、救済活動、精神保健福祉に関わる人
権相談

（TEL)06-6313-0056 水曜日 14時から17時 www.psy-jinken-osaka.org

23
特定非営利活動法人いばらき自立支援
センター

茨木市駅前1-4-14
エステート茨木駅前3Ｆ

障がいのある児童又は市民とその保護者、
関係機関等

（TEL)072-623-9210
（FAX）072-623-9203

月曜日から金曜日
9時から17時
（必要に応じて休日、時間外も対応し
ます。）

http://popongapon.com

24
特定非営利活動法人社会自立支援活
動研究所

吹田市岸部北5-10-2
障がい者、高齢者の生活相談、自立支援。
高齢者の旅行サポート

（TEL.FAX兼用）06-6386-5863 随時 随時
http://www.geocities.jp/syakaijiritu_2121/
syakaijirituframepage.htm

25 特定非営利活動法人あとからゆっくり 大東市深野3-1-7
障がい者の方やそれに関わる家族、グルー
プ、職場などからの総合相談

（TEL)072-806-7333 月曜日から金曜日 10時から17時 http://www.maroon.dti.ne.jp/atokuri/

26
特定非営利活動法人であいの郷市民委
員会

豊中市玉井町2-9-23
知的障がい者及び身体障がい者の生活相
談

（TEL)06-6855-7611
（FAX）06-6853-2146

月曜日から金曜日 9時から18時

27
特定非営利活動法人多民族共生人権
教育センター

大阪市生野区鶴橋2-15-27
在日外国人（特にコリアン）に関する結婚、
就職、福祉､教育等の相談

（TEL)06-6715-6600
（メール）info@taminzoku.com

月曜日から金曜日 9時から17時 www.taminzoku.com

28
認定特定非営利活動法人大阪被害者
支援アドボカシーセンター

大阪市天王寺区伶人町2-7
大阪府夕陽丘庁舎内

災害、事件、事故の被害者への電話相談、
面接相談、付き添いなどの支援

（相談電話）06-6774-6365
（TEL）06-6771-7600
（FAX）06-6771-7650

月曜日から金曜日 10時から16時 http://www.ovsac.jp/

（日本語電話相談TEL）06-6358-0638
（月曜日・水曜日）　日本語（HIVサ
ポートライン関西）

19時から21時

（火曜日）　スペイン語・ポルトガル語・
英語

(水曜日）タイ語

（木曜日）英語・フィリピン語

30
特定非営利活動法人児童虐待防止協
会

     ------------------- 児童虐待防止のための電話相談 （TEL)06-6762-0088 月曜日から金曜日 11時から17時 http://www.apca.jp

31
特定非営利活動法人心のサポート･ス
テーション

大阪市中央区内平野町2-2-6
ニューライフ大手前参番館408号

女性のための心のつながりライン（家族や
職場・地域での人間関係、夫・恋人との関
係、生き方、身体に関する悩み、性の悩み）

(相談専用TEL）06-6944-2280
（TEL・FAX)06-6944-2262

月曜日・土曜日
月曜日　10時から17時
土曜日　13時から17時

http://www014.upp.so-
net.ne.jp/MSSstation/

月曜日から金曜日
（面接相談要予約）

10時から17時30分

（弁護士相談）　水曜日 18時から20時

（月曜日・火曜日）スペイン語
14時から17時
火曜日は14時から20時

（水曜日）中国語 14時から17時

（木曜日）ベトナム語 14時から17時

（金曜日）タイ語 14時から17時

すべての外国人労働者とその家族の人
権を守る関西ネットワーク（ＲＩＮＫ）

外国人の人権相談全般
（TEL）06-6910-7103
（FAX）06-6942-0278

www.ne.jp/asahi/rink/rink/

大阪市北区菅栄町10-19 HIVに関する電話相談 www.charmjapan.com

（英語・スペイン語・ポルトガル語・タイ語・フィリピ
ン語相談TEL）06-6354-5901

16時から20時

労働問題(労組の結成・加入、就業規程、賃
金未払、残業未払、解雇など)、人権問題、
外国人労働相談、メンタルヘルス・セクハ
ラ、パート・契約・派遣問題、弁護士相談

（相談専用TEL）0120-154-052
（TEL)06-6949-1105
（FAX）06-6944-0055

http://www.rengo-osaka.gr.jp/
大阪市中央区大手前2-1-7
大阪赤十字会館5F

大阪市中央区内本町1-2-11
ウタカビル201

32

特定非営利活動法人ＣＨＡＲＭ（チャー
ム）

連合大阪なんでも労働相談

33
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http://www1a.biglobe.ne.jp/hukikyo/
http://www.npo-jhc.com/
http://tabunka.jp/osaka/
http://amda-imic.com/
http://www.psy-jinken-osaka.org/
http://popongapon.com/
http://www.geocities.jp/syakaijiritu_2121/syakaijirituframepage.htm
http://www.geocities.jp/syakaijiritu_2121/syakaijirituframepage.htm
http://www.maroon.dti.ne.jp/atokuri/
http://www.taminzoku.com/
http://www.ovsac.jp/
http://www.apca.jp/
http://www014.upp.so-net.ne.jp/MSSstation/
http://www014.upp.so-net.ne.jp/MSSstation/
http://www.ne.jp/asahi/rink/rink/
http://www.charmjapan.com/
http://www.rengo-osaka.gr.jp/
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34 G-FRONT関西 　　　 -------------------
セクシュアル・マイノリティについての活動
（カウンセリング、電話相談等は行っており
ません）

（TEL.FAX兼用）06-6302-6124
（メール）gfront@muh.biglobe.ne.jp

     -------------      ------------- http://www5e.biglobe.ne.jp/~gfront/

35
働く女性の人権センター
いこ☆る

大阪市中央区内淡路町2-3-14
日宝グリーンビル307号

働く女性のための労働相談など
（TEL）06-6949-1561
（FAX）06-6949-1562

月曜日・木曜日 12時から20時 http://icoru.ever.jp/

36
特定非営利活動法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ・関西

大阪市北区本庄東2-2-31
新納ビル502

シングルマザーの生活相談 （ＴＥＬ）06-6147-9771 第2・第4金曜日 15時から18時 http://smf-kansai.main.jp/

37 NPO法人暴力防止情報スペース・APIS 大阪市都島区都島南通2-4-21
心の悩み全般（DV、いじめ、虐待、子育て等
も含む）

（相談専用ＴＥＬ）050-7570-6100
（TEL）06-6924-5551
（FAX）06-6924-5556

月曜日・金曜日 10時30分から16時 http://www.apis-npo.org

38 ＱＷＲＣ（くぉーく）
大阪市北区西天満4-5-5
マーキス梅田707号室

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トラン
スジェンダー、インターセックスの当事者や
その家族、友人にむけた相談

（相談専用ＴＥＬ）06-6585-0751
（メール）info@qwrc.org

第1月曜日 19時30分から22時30分 www.qwrc.org

39
認定特定非営利活動法人国際ビフレン
ダーズ・大阪自殺防止センター

大阪市中央区南船場1-11-9
長堀安田ビル9F

自殺等の悩みに関する相談 (相談専用ＴＥＬ) 06-6260-4343 金曜日から日曜日（祝日も実施）
金曜日13時から日曜日22時まで
（57時間）

http://www.spc-osaka.org/

40
関西生命線（台湾語、北京語によるいの
ちの電話）

大阪市西区江之子島1-5-12-501

日本の生活に慣れない適応の問題等、心
身問題
日本語、習慣、文化の違い等の国際結婚に
関する夫婦問題

（TEL）06-6441-9595
（FAX）06-6443-3562

火曜日・木曜日・土曜日
（面接相談要予約）

10時から19時 www.geocities.jp/kansaiseimeisen/

41
一般社団法人大阪府専修学校各種学
校連合会

大阪市都島区網島6-20
大阪府私学教育文化会館内

会員校の教職員からの教育相談
会員校の留学生担当者からの留学生に関
する相談

 ----------------------------- 月曜日から金曜日 9時から17時

42
特定非営利活動法人青少年自立支援
施設淡路プラッツ

大阪市東淀川区下新庄1-2-1
ひきこもり・ニート・不登校の本人、家族への
支援

（TEL)06-6324-7633
（FAX)06-6324-7633

火曜日から土曜日 10時から17時 http://www.awajiplatz.com/

43
認定特定非営利活動法人ニューメディ
ア人権機構

大阪市港区波除4-1-37
HRCビル9階

人権全般（メールの相談のみ） （メール）soudan@jinken.ne.jp 随時 随時 http://www.jinken.ne.jp/

44
特定非営利活動法人地域福祉創造協
会ウインク

泉南市信達大苗代249番地 障がい者（児）生活相談、就労相談等
（TEL)072-486-5562
（FAX)072-486-5561

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 9時から17時 http://wincnpo.wix.com/kokoro/

45
特定非営利活動法人関西こども文化協
会

大阪市中央区内平野町1-2-10
KGブライトンビル6階

子どもに関する相談（不登校、非行、ひきこ
もり、いじめ、虐待、学校に関わる問題）
子育てに関する相談等

（TEL)06-6809-5613
（FAX)06-6809-5614

月曜日から金曜日 10時30分から17時 http://www.kansaikodomo.com/

46 特定非営利活動法人いくの学園 　　-----------------
DV等暴力サバイバー（相談、民間シェル
ター、退所者支援）

（TEL)090-9629-4847 水曜日 12時から17時 http://www.ikunogakuen.org/

47
特定非営利活動法人おおさかこども多
文化センター

大阪市西区西本町1-7-7
CE西本町ビル8階

教育、外国人児童・生徒、保護者、学校関
係者等への情報提供と教育相談活動（日本
語での対応のみ）

(TEL）06-6586-9477
(FAX）06-6586-9477

月曜日から金曜日
年末年始休暇、夏休み休暇を除く

10時から17時 http://okotac.org

48 『男』悩みのホットライン
大阪市東成区東小橋2-5-32
eトコ・プロジェクト気付

男性の相談員による男性の悩み相談 （TEL)06-6945-0252 第1・2・3月曜日 17時から21時 http://kimrin.world.coocan.jp/
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