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 　若者　
名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ

若者支援総合相談窓口
※面談は要予約　

<現所在地＞
青年の家いぶき
（服部西町 4-13-1）

P20
44

火～土曜

面接： 11 時 30 分 ～
18時

電話： 11 時 45 分 ～
18時

若者支援総合相談窓口
電話： 06-6866-3032 
メール： info@career-bridge.

net
※予約専用

<一時移転先＞
人権平和センター螢池
（螢池北町 2-3-1）

P20
12

令和3年4月20日まで現所在地で相談をお受けしています。令和3年5月6日から令和4年3月（予定）まで一時移転先で相談をお受けします。
ひきこもりや不登校などの困りごとを抱える若者とその家族、支援者からのご相談に応じ、支援機関の紹介や必要な情報提供などを行います。
　　

名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ

とよの地域若者サポート
ステーション　

<現所在地＞
青年の家いぶき
（服部西町 4-13-1）

P20
44

火～土曜 10時～ 18時 30分

とよの地域若者サポート 
ステーション
電話： 06-6151-3017
メール： info-yss@career-

bridge.net
< 一時移転先＞
人権平和センター螢池
（螢池北町 2-3-1）

P20
12

令和3年4月20日まで現所在地で相談をお受けしています。令和3年5月6日から令和4年3月（予定）まで一時移転先で相談をお受けします。
働くことや自立について悩みを抱える15～49歳の若者やその家族からの相談に応じ、就職相談や面接対策、コミュニケーションなどの就職応援セミナーの情報
提供などを行います。
　　

名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ
わかぼちダイヤル
～わかものハートぼちぼ
ちダイヤル～

＜電話相談＞ － 水曜 9時 30分～ 17時
大阪府こころの健康総合センター
電話： 06-6607-8814
※相談専用

　　

 　高齢者・介護　
名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ

高齢者の福祉・介護相談
　

長寿安心課
（市役所第二庁舎 1階）

P20
30 月～金曜 9時～ 17時 15分 長寿安心課

電話：06-6858-2235

　　

名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ

介護相談　
豊中市社会福祉協議会
（ 岡上の町 2-1-15 
 すこやかプラザ内）

P20
26 水曜 13時 30分～ 

 15 時 30分

豊中市社会福祉協議会
電話： 06-6841-9388
ファクス： 06-6841-2388

　　

名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ
介護サービスの悩みごと
相談窓口
（介護相談員による相談）
　

豊中市社会福祉協議会
（ 岡上の町 2-1-15 
 すこやかプラザ内）

P20
26 金曜 13時～ 15時 30分

豊中市社会福祉協議会
電話： 06-6841-9388
ファクス： 06-6841-2388

　　

こんなときに
ご相談ください

※ 15～ 39歳の若者とその家族、支援者が対象
● 中退してしまったが、再度学びなおしたい
● 親から離れて自立したいがどうすればいいかわか
らない

● 子どものひきこもりについて悩んでいる

 など

こんなときに
ご相談ください

※ 15～ 49歳の若者とその家族が対象
● 自分に向いている仕事がわからない
● 人付き合いが苦手で職場でうまくやれるか不安

● ブランクが長くて就活を始める自信がない
● 働きたいけど、何から始めればよいかわからない
 など

こんなときに
ご相談ください

※若者（40歳未満）が対象 ● 人間関係、仕事、学校、家族、自分自身のことなど
の困りごとがある など

こんなときに
ご相談ください

● 介護サービスを受けるにはどうしたらよいか知り
たい

● 在宅生活においての困り事がある

● 介護保険以外のサービスについて知りたい
 など

こんなときに
ご相談ください

※ 老人介護者（家族）の会が家族の立場でお聞きし
ます。

● 介護に関する悩みや不安がある など

こんなときに
ご相談ください

※ 内容に応じて介護相談員が利用者宅を訪問して
直接お話しを伺うこともできます。

● 利用している介護保険サービスに関する疑問や
不安があるとき
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名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ

地域包括支援センター
　　

豊中市社会福祉協議会
（ 岡上の町 2-1-15 
 すこやかプラザ内）

P20
26

月～金曜 8時 45分
～ 17時 15分

中央地域包括支援センター
電話： 06-6841-9384
ファクス： 06-6858-3054

中央地域包括支援センター
熊野田分室
（中桜塚 5-6-1）

P20
24

中央地域包括支援センター 
熊野田分室
電話： 06-4865-5160
ファクス： 06-4865-5170

柴原地域包括支援センター
（ 刀根山元町 5-60 介護 
 老人保健施設かがやき内）

P20
10

月～金曜 8時 45分
～ 17時 30分

柴原地域包括支援センター
電話： 06-6850-3451
ファクス： 06-6840-5310

柴原地域包括支援センター
螢池分室
（ 蛍池中町 3-9-22）

P20
19

柴原地域包括支援センター 
螢池分室
電話： 06-6836-9764
ファクス： 06-6836-9766

少路地域包括支援センター
（ 上野坂 2-21-1 
SOCIA D Ⅱ 1 階）

P20
９

月～金曜 9時～ 18時

少路地域包括支援センター
電話： 06-6854-7878
ファクス： 06-6854-7884

少路地域包括支援センター
北緑丘分室
（ 北緑丘 2-1-22-102 
UR 北緑丘ショッピング
センター内）

P20
３

少路地域包括支援センター
北緑丘分室
電話： 06-6854-7808
ファクス： 06-6854-7883

千里地域包括支援センター
（ 新千里北町 1-18-2 
特別養護老人ホーム 
 アリス千里内）

P20
４

月～土曜
※祝日も可

9時
～ 17時 30分

千里地域包括支援センター
電話： 06-6155-1030
ファクス： 06-6835-7375

千里地域包括支援センター
南丘分室
（ 新千里南町 2-7-8）

P20
14

月～土曜
※祝日も可

9時
～ 17時 30分

千里地域包括支援センター 
南丘分室
電話： 06-6833-5565
ファクス： 06-6833-5575

緑地地域包括支援センター
（ 寺内 1-1-10 ローズ 
 ミュコニティ緑地内）

P20
36

月～土曜 8時 30分
～ 17時

緑地地域包括支援センター
電話： 06-6867-0577
ファクス： 06-6867-0588

緑地地域包括支援センター
高川分室
（ 豊南町東 1-1-2 
 高川介護予防センター内）

P20
48

緑地地域包括支援センター 
高川分室
電話： 06-7650-8513
ファクス： 06-7659-4436

服部地域包括支援センター
（ 服部本町 5-2-8 
 服部介護予防センター内）

P20
40

月～土曜 8時 45分
～ 17時

服部地域包括支援センター
電話： 06-6865-1278
ファクス： 06-6865-1279

服部地域包括支援センター
原田分室
（ 原田元町 3-13-1 
 原田介護予防センター内）

P20
39

服部地域包括支援センター 
原田分室
電話： 06-6849-2278
ファクス： 06-6849-2279

庄内地域包括支援センター
（ 二葉町 2-4-5 
特別養護老人ホーム 
 淳風とよなか内）

P20
58

月～金曜
※祝日も可 9時～ 18時

庄内地域包括支援センター
電話： 06-6335-0787
ファクス： 06-6335-0789

庄内地域包括支援センター
幸町分室
（ 庄内幸町 3-3-26）

P20
50

庄内地域包括支援センター 
幸町分室
電話： 06-6336-0222
ファクス： 06-6336-0234

　　
こんなときに
ご相談ください

● 体が思うように動かない、もの忘れ？、もしかして
虐待？など、高齢者の生活に関する様々な困りごと
がある
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