
〒561-8501 豊中市中桜塚３－１－１（第二庁舎 3階） 令和4年（2022年）10月発行
豊中市福祉部長寿社会政策課
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介護保険サービス事業者ガイドブック

豊中市のお問合せ窓口

介護保険やサービスについてのお問合せは、内容によって窓口が異なりますので、ご確認のうえご相談ください。

お問合せ内容 電話番号 ファクス番号 担当窓口

要介護認定の申請・相談 06-6858-2834

06-6858-3611 長寿安心課

介護についての相談 高齢者総合相談
06-6858-2235
06-6858-2237

紙おむつの支給・緊急通報システムなどの
生活支援サービスについて

ホームヘルプやデイサービス、短期入所生活
介護（ショートステイ）などのサービスの 
利用者負担の軽減について

06-6858-2856

一般介護予防事業についての相談 06-6858-2865

住宅改修費・福祉用具購入費支給について

06-6858-2295 06-6858-4325 保険給付課

高額介護サービス費の払い戻し

介護保険施設に入所される人や、短期入所
生活介護・短期入所療養介護（ショート 
ステイ）を利用される人の負担限度額認定証
の申請について

転出・転入の届出、被保険者証等の発行
06-6858-2301 06-6858-4325 保険資格課

保険料について

保険料の納付についての相談 06-6858-2306 06-6858-4325 保険収納課

健康に関する相談 06-6858-2292 06-6152-7328
健康政策課

（豊中市保健所２階）

介護保険制度について 06-6858-2837 06-6858-3146 長寿社会政策課

♦介護サービスの利用手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

♦居宅介護支援〈要介護 1～5の人が対象〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

♦地域包括支援センター（介護予防支援）
〈要支援 1・2 の人が対象〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

※掲載を希望された豊中市内の介護保険サービス事業者一覧です。
※事業者情報は令和 4 年（2022 年）6 月現在のものです。
※内容は変更されている場合があります。

ケアプラン

サービス内容説明・所在マップ・市内事業者一覧
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 日常生活圏域マップ  
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 介護保険とは 

介護保険制度は、平成12年（2000年）4月からスタートしました。 

皆様がお住まいの市区町村（保険者といいます。）が制度を運営しています。 

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。 

65歳以上の方は、市区町村（保険者）が実施する要介護認定において介護が

必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。 

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と

認定された場合は、介護サービスを受けることができます。 

 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業) 

総合事業は65歳以上のすべての人を対象とした介護予防や日常生活の自立を支援

するための事業です。一人ひとりの状態にあったサービスをご利用いただき、積極的に

介護予防に取り組みましょう。 

総合事業には、要支援1・2の認定を受けた方や、基本チェックリストにより生活機能の

低下がみられた方（事業対象者※1）が利用できる「介護予防・生活支援サービス

事業※2」（第２号被保険者は、要支援認定が必要）と、65歳以上のすべての方が

利用できる「一般介護予防事業」があります。 

 介護サービスの利用手順 

1. 申請する※3 

申請の窓口は⾧寿安心課です。申請は本人または家族が行いますが、地域包括支援

センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらう

こともできます。 

2. 要介護認定が行われます 

 訪問調査 

心身の状況を調べるために、訪問調査員が聞き取り調査を行います。訪問調査員は

ご自宅や入院先、入所先までお伺いします。 

 主治医の意見書 

豊中市の依頼により、本人の主治医（かかりつけ医）に心身の状況について

意見書を作成してもらいます。 

 一次判定（コンピュータ判定） 

訪問調査の結果や主治医の意見書をもとにコンピュータによる一次判定を行います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 事業対象者は介護予防・生活支援

サービス事業のうち従前相当サービスは
利用できません。 

 
※2 別冊「事業者ガイドブック（地域

密着型サービス・総合事業サービス）」
をご覧ください。 

 

※3 詳細については豊中市⾧寿安心課
介護認定係へお問合せ、または豊中市
のホームページをご覧ください。 

 
申請に必要なもの 
 「要介護・要支援認定申請書」 
 「介護保険被保険者証」 
 「健康保険被保険者証」の写し 

（第2号被保険者の場合） 
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 二次判定（介護認定審査会での審査・判定） 

「一次判定」の結果や「訪問調査」の特記事項と「主治医意見書」をもとに、どの

程度の介護が必要なのか審査・判定をします。審査会は、保健・医療・福祉の

専門家による合議体となっています。 

3. 認定結果の通知 

通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護状態区分等に応じて、利用できる

サービスや介護保険で認められる月々の支給限度額などが違います。 

4. ケアプランを作成します 

要支援状態区分（要支援1・2） 

介護予防サービス※1、地域密着型介護予防サービス※2、介護予防・生活支援

サービス事業※2を利用できます。地域包括支援センター※3にサービス利用にあたっての

計画書（ケアプラン）の作成を依頼してください。 

要介護状態区分（要介護１から5） 

居宅サービス※1、地域密着型サービス※2、施設サービス※4を利用できます。 

居宅介護支援事業者※5にサービス利用にあたっての計画書（ケアプラン）の作成を

依頼してください。もしくは入所を希望する施設へ直接申込みしてください。 

非該当（自立） 

基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた場合、介護予防・生活支援サービス

事業※2を利用できます。地域包括支援センター※3にサービス利用にあたっての計画書

（ケアプラン）の作成を依頼してください。 

5. サービスを利用します 

ケアプランに基づいたサービスを利用します。 

介護予防を目的とした一般介護予防事業は65歳以上のすべての人が、利用できます。 

 更新と区分変更 

更新 

認定の有効期間は状態にあわせて３か月から48か月の間で決められます。引き続き

サービスを利用したい場合には、有効期間が終了する前に更新申請をしてください。 

有効期間の満了日の約60日前に市から案内を送ります。 

区分変更 

認定の有効期間内に、心身の状況が変化した場合は変更申請をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※1 別冊「事業者ガイドブック（居宅

サービス）」をご覧ください。 
 
※2 別冊「事業者ガイドブック（地域

密着型サービス・総合事業サービス）」
をご覧ください。 

 
※3 P20参照 
 
※4 別冊「事業者ガイドブック（施設

サービス）（地域密着型サービス・
総合事業サービス）」をご覧ください。 

 
※5 P4参照 

 

 

 要支援１  
 要支援２  
 要介護１  
 要介護２  
 要介護３  
 要介護４  
 要介護５  
 非該当（自立）  
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［居宅サービスを受けるために］ 

 居宅介護支援 ＜要介護１～５の人＞ 

居宅サービスの利用にあたって、介護支援専門員（ケアマネジャー）が利用者の心身の

状態などに応じてサービス利用にあたっての計画書（ケアプラン）の作成を行います。また、要

介護認定などの申請手続きの代行やサービス提供事業者との連携、調整などを行います。

居宅介護支援事業所（ケアプランセンター）のケアマネジャーがケアプランを作成します。 

 

 

 

ケアマネジャーを選ぶチェック項目 

□ 心身の状況や暮らしの困ったことについて十分に話を聞いてくれるか。 

□ 介護サービスの種類、内容、費用、必要性などをわかりやすく説明してくれるか。 

□ サービスが始まってからも、毎月1回は様子をたずねてくれるか（ケアプランの内容が

適切かどうか毎月分析し、必要に応じて見直しをしてくれるか）。 

□ サービスに問題があったり、こちらの状況が変化したときに、相談に応じたりケアプラン

の修正をしてくれるか。 

□ 緊急時の対応が早いか。 

□ 介護保険以外の福祉サービスなども説明してくれるか（緊急通報システム、在宅

給食サービスなど）。 

 

 



 居宅介護支援 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部(
柴
原
) 

ケアプランセンタージャイロ 

 2774005553  560-0011 豊中市上野西四丁目8番41-103号 

 （株）ＡＣＴジャイロ  06-4867-3848  06-6841-5826  1  ― 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00（電話等により24時間連絡可）  1 

 

プラスワンケアサポート（株）豊中支店 

 2774000067  560-0021 豊中市本町一丁目5番8号 高山第1ビル4階 

 プラスワンケアサポート（株）  06-6840-1100  06-6840-1117  7  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  6 

 

セコム地域医療連携センター居宅介護支援事業部 

 2774001164  560-0021 豊中市本町1-4-19 レグノツウラ102 

 セコム医療システム（株）  06-6841-8446  06-6842-4131  1  3 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  ― 

 

（医）玄智会ケアプランゆうむ 

 2774003285  560-0021 豊中市本町九丁目2番4号 パラドール豊中1階 

 （医）玄智会  06-6840-7167  06-6840-7177  1  2 

 日、12/30～1/3  8:30～17:30  1 

 

すずらんケアプランセンター 

 2774005884  560-0021 豊中市本町三丁目1番7号 

 （医）豊成会  06-6842-2525  06-6842-2526  1  1 

 土、日、祝、年末年始  9:00～17:00  1 

 

ケアプランセンターなごみ（蛍池） 

 2774002048  560-0033 豊中市螢池中町三丁目9番2号 

 （株）ジール  06-6152-3158  06-6152-3156  1  1 

 土、日、12/29～1/3  9:00～18:00  1 

 

居宅介護ケアプランセンターゆうゆう 

 2774003210  560-0033 豊中市螢池中町一丁目10番20号 

 （有）らるご  06-6855-9977  06-6855-9978  3  ― 

 8/14～16、12/31～1/3  9:00～18:00  1 
 

ケアプランなでしこ 

 2774005611  560-0033 豊中市螢池中町四丁目1番18号 シャトレーツカサ311号室 

 （株）ＭＮＴコーポレーション  06-6855-7288  06-6855-7277  1  ― 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  1 

 

ケアプランセンターあたらすファミリー 

 2774006924  560-0033 豊中市螢池中町4-3-22 

 （株）あたらすファミリー  06-6852-7844  06-7632-3309  1  1 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～17:30  ― 

 

ケアプランしんこうケア 

 2774007534  560-0033 豊中市螢池中町二丁目10番11号 101室 

 しんこう（株）  06-6836-9477  06-6836-9478  1  ― 

 土、日、祝、年末年始  9:00～18:00  1 



 居宅介護支援 事業者一覧  

― 6 ― 

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部(
柴
原
) 

アミティケアプランセンター 

 2774006973  560-0034 豊中市螢池南町2丁目4番12号 

 （有）アミティケアサービス  06-6852-1350  06-6852-1360  1  ― 

 土、日、祝  9:00～18:00  ― 

 

ケアプランセンター きぬさや 

 2774007252  560-0034 豊中市螢池南町一丁目17番8号 

 （同）結翔  06-6850-3957  06-6850-3957  1  ― 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～17:00  1 

 

虹の里 ケアプランセンター 

 2774008672  560-0034 豊中市螢池南町2丁目11-8 セントポリア豊中205号 

 （有）佐賀商事  06-6843-1528  06-6843-1529  2  1 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3 
（休日でも電話対応、必要時は緊急対応可能）  8:30～17:30  ― 

 

居宅介護支援事務所ＦＯＲ ＹＯＵ 

 2774002535  560-0035 豊中市箕輪二丁目11番11号 

 （有）居宅介護支援事務所ＦＯＲ ＹＯＵ  06-6850-1212  06-6850-8822  3  ― 

 土、日、8/13～15、12/29～1/3  9:00～17:00  1 

 

ケアプランセンター美豊苑 

 2774003483  560-0035 豊中市箕輪2丁目13番12号 

 （社福）ウエル清光会  06-6840-7061  06-6842-7280  8  ― 

 土、日、12/30～1/3（転送電話での対応有り）  9:00～18:00（24時間連絡体制あり）  3 

 

（社福）大阪府社会福祉事業団 居宅介護支援事業所かがやき 

 2774009225  560-0044 豊中市刀根山元町5番60号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6850-3456  06-6850-3458  4  ― 

 土、日、祝、12/29～1/3  8:45～17:30  2 

 

ケアプランセンター刀根山 

 2774000216  560-0045 豊中市刀根山五丁目1番1号 

 （公財）日本訪問看護財団  06-6853-5290  06-6853-5261  3  ― 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～17:30  2 
 

ケア・アンド・コミュニケーション 

 2774001271  560-0045 豊中市刀根山四丁目6番4号 

 （株）刀根萬  06-6152-1151  06-6152-1152  4  1 

 土、日、祝、12/30～1/4  9:00～17:00  2 

 

ケアプランセンターポプラ刀根山 

 2774007658  560-0045 豊中市刀根山2丁目1番35号 

 （社福）池田さつき会  06-6841-0113  06-6846-0155  4  ― 

 土、日、12/31～1/3  8:45～17:45  1 

 

ケアプランえいらく 

 2774009431  560-0052 豊中市春日町二丁目4番10-201号 

 （株）ケアシーズ  06-6855-5673  06-7506-9874  3  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～16:00、水曜:9:00～13:00  1 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部(
柴
原
) 

居宅介護支援事業所リボーン 

 2774005322  560-0055 豊中市柴原町二丁目7番15号 

 （医）神明会  06-6840-2286  06-6840-0015  1  ― 

 12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

えもんケアプランセンター 

 2774008623  560-0055 豊中市柴原町2-1-10 みきフラット3階 301号室 

 たま（同）  06-7181-1848  06-4981-7876  1  ― 

 土、日  9:00～18:00  1 

 

ケアプラン グレイスすみれ 

 2774009613  560-0056 豊中市宮山町1-1-48 102号 

 （株）グレイスコーポレーション  06-6844-2800  06-6843-8774  1  ― 

 年末年始  9:00～17:00  1 

 

ケアプラン拓海会 

 2774007401  561-0892 豊中市山ノ上町2番3号 ハイツ中川101 

 （医）拓海会  06-6152-5641  06-6152-5642  3  ― 

 土、日、祝、12/29～1/3  8:45～16:45  2 

北
中
部(
少
路
) 

アクティブライフ豊中 

 2774003350  560-0001 豊中市北緑丘二丁目8番7号 

 （株）アクティブライフ  06-6854-4455  06-6854-4454  1  ― 

 日、12/29～1/3  9:00～17:00  1 

 

ケアプランセンター豊泉家 北緑丘 

 2774009373  560-0001 豊中市北緑丘二丁目9番5号 

 （社福）福祥福祉会  06-6152-1233  06-6152-1211  2  1 

 ―  9:00～18:00  ― 

 

豊中グリーンヒル居宅介護支援事業所 

 2774000190  560-0002 豊中市緑丘三丁目330番地の2 

 （社福）昌壽会  06-6845-6667  06-6845-1516  3  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  1 
 

ケアプランセンター豊中千寿園 

 2774006163  560-0003 豊中市東豊中町六丁目10番47号 

 （社福）諭心会  06-6857-0886  06-6857-0887  1  ― 

 土、日、12/31～1/3  9:00～17:00  1 

 

ももの木ケアプランセンター 

 2774008615  560-0003 豊中市東豊中町5-36-24-503 

 ライフウェイズ（株）  06-7181-4396  06-7162-3309  4  ― 

 日、祝、12/30～1/3  8:30～17:00  2 

 

（有）みらい豊中ステーション 

 2774001685  560-0005 豊中市西緑丘三丁目22番20号 

 （有）みらい  06-6842-6233  06-6842-6234  4  3 

 土、日、1/1～3  9:00～18:00  3 



 居宅介護支援 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
中
部(
少
路
) 

ケアプランセンターどりーむ 

 2774009191  560-0011 豊中市上野西一丁目13番3号 サンホームオオツキ102号 

 （同）TYT  06-6152-5434  06-6152-5435  1  ― 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～17:00  1 

 

（有）サンメディカル 

 2774000158  560-0012 豊中市上野坂一丁目1番12号 

 （有）サンメディカル  06-6848-0294  06-6848-0295  3  1 

 日、祝、12/30～1/3  平日:9:00～17:00、土曜:9:00～15:00  1 

 

ケアプランとまと 

 2774004747  560-0012 豊中市上野坂1-13-18 

 （社福）よつば福祉  06-6856-4139  06-6856-4138  1  2 

 日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～17:30  1 

 

（有）豊中介護支援センター 

 2774000240  560-0013 豊中市上野東二丁目17番56号 

 （有）豊中介護支援センター  06-6840-6800  06-6840-6808  1  4 

 日、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

ケアプランセンターまごのて庵 

 2774005546  560-0051 豊中市永楽荘1-3-15 メゾンサギタリュウスⅠ201号 

 （株）ｋａｙａ ｃａｒｅ ｓｅｒｖｉｃe  06-4866-5544  06-4865-6770  3  ― 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～17:00  1 

 

タックケア 

 2774005397  560-0053 豊中市向丘三丁目6番50号 ヴェルデ向丘101号室 

 （株）タックケア  06-6335-4374  06-6335-4384  2  ― 

 8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

北
東
部(
千
里
) 

ケアプランセンターアリス千里 

 2774001313  560-0081 豊中市新千里北町一丁目18番2号 

 （社福）豊中ファミリー  06-6155-1060  06-6835-7373  3  ― 

 土、日、12/30～1/3  9:00～17:00  1 
 

千里中央介護センター 

 2774001610  560-0082 豊中市新千里東町一丁目4番2号 千里ライフサイエンスセンタービル14階 

 （株）笹川薬局  06-6872-1211  06-6832-8121  2  2 

 日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

（医）協和会 千里中央ケアプランセンター 

 2774004481  560-0082 豊中市新千里東町一丁目4番3号 地下一階 

 （医）協和会  06-6834-1381  06-6834-1328  5  ― 

 日、祝、12/30～1/3  8:30～17:00  3 

 

豊寿荘居宅介護支援事業所「ゆたか」 

 2774000166  560-0083 豊中市新千里西町二丁目7番2号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6836-5688  06-6833-0574  6  ― 

 12/29～1/3  9:00～17:45  3 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
東
部(
千
里
) 

関西メディカルケアプランセンター 

 2774000463  560-0083 豊中市新千里西町1丁目1-8 

 （社医）純幸会  06-6836-1186  06-6836-1187  7  3 

 土、日、12/30～1/3  9:00～17:00  4 

 

（株）ウラノ 

 2774000349  560-0084 豊中市新千里南町3丁目1番24号 グリーンピア桃山台4階 

 （株）ウラノ  06-6835-2292  06-6831-0387  5  2 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  3 

 

ケアプランかんのん 

 2774004895  560-0084 豊中市新千里南町2丁目7番8-201号 

 （株）かんのん  06-6831-5799  06-6170-6711  3  3 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～17:30  1 

 

葵 ケアプランセンター 

 2774008763  560-0084 豊中市新千里南町3-1-14-302 

 （株）ＩＣ ｌｉｆｅ ｄｅｓｉｇｎ  06-6335-4132  06-6335-4134  5  ― 

 土、日、祝  8:30～17:30  2 

 

ケアプランセンター豊泉家 桃山台 

 2774002865  560-0085 豊中市上新田三丁目10番36号 

 （社福）福祥福祉会  06-6873-0294  06-6873-0175  2  2 

 土、日、12/30～1/3  9:00～18:00  ― 

 

豊寿荘居宅介護支援事業所「ひがしまち」 

 2774007633  560-0085 豊中市上新田1-12-1-206 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6836-6843  06-6836-6844  3  ― 

 12/29～1/3  9:00～17:45  1 

 

千里ケアプランセンターはるみ 

 2774007690  560-0085 豊中市上新田2-6-1 

 （株）Ｔ・Ａ・ＫＩＭＩＯ  06-6155-5833  06-6155-5831  1  2 

 土、日、祝、12/29～1/4  9:00～18:00  ― 
 

ケアプランセンターＩＹＡＳＡＫＡ 

 2774007955  560-0085 豊中市上新田4丁目16番12 104号 

 （株）ＳＨＩＦＴ  06-6832-1605  06-6832-1616  3  ― 

 土、日、祝、年末年始  9:00～18:00  1 

 

（医）若葉会豊中わかばケアプランセンター 

 2774003699  561-0861 豊中市東泉丘三丁目1番1号 

 （医）若葉会  06-6856-9774  06-6856-9775  2  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～17:00  ― 

 

サニーライフ桃山台 居宅介護支援事業所 

 2774008979  561-0861 豊中市東泉丘4丁目5番55号 

 （株）川島コーポレーション  06-6845-1800  06-6845-1802  4  ― 

 無休  8:30～17:30  1 



 居宅介護支援 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
部
(
中
央
) 

アイカケアプランセンター 

 2774004564  560-0014 豊中市熊野町四丁目20番10号 

 アイカ（株）  06-7897-0781  06-6856-0681  1  1 

 土、日、祝、12/30～1/3（以外でも訪問可）  9:00～18:00  1 

 

ケアプランセンター穂の花 

 2774002998  560-0016 豊中市栗ケ丘町2番8号 

 （有）訪問介護センター穂の花  06-6840-0212  06-6840-0215  1  ― 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  ― 

 

ケア21豊中 

 2774000828  560-0022 豊中市北桜塚二丁目3番11号 ＪＹビル201号室 

 （株）ケア21  06-4865-5721  06-6857-0855  5  ― 

 土、日、祝、8/13～17、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

ケアプランセンターもも 

 2774006932  560-0022 豊中市北桜塚二丁目2番27号 

 （同）奏音  06-7508-3260  06-7508-3260  1  1 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  ― 

 

ユーアイケアプランセンター 

 2774009712  560-0023 豊中市岡上の町一丁目2番6号 

 （株）ＹｏｕＩｍｉｔ  06-6855-7825  06-6855-7905  2  2 

 日  9:00～17:00  2 

 

在宅ケアーサービス豊中 

 2774000356  560-0024 豊中市末広町二丁目2番2号 

 （有）在宅ケアーサービス豊中  06-6845-1315  06-6845-1306  1  ― 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00  ― 

 

ケアセンターアネシス 

 2774008581  560-0025 豊中市立花町一丁目2番8号 

 ＳＰＩＣＥＤ ｈｏｌｄｉｎｇ（株）  06-6840-6111  06-6840-1811  1  ― 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00  1 
 

ほくせつ医療生活協同組合豊中診療所 

 2714009129  560-0026 豊中市玉井町一丁目10番6号 

 ほくせつ医療（生協）  06-6853-0500  06-6853-0555  3  ― 

 日、祝、お盆1日、12/30～1/4  平日:8:30～16:30、土曜:8:30～12:30  1 

 

チャームケアプランセンター豊中旭ヶ丘 

 2774004572  561-0865 豊中市旭丘1番13号 

 （株）チャーム・ケア・コーポレーション  06-6841-9132  06-6841-9131  3  ― 

 無休  8:30～17:30  2 

 

ニチイケアセンター豊中 

 2774000125  561-0881 豊中市中桜塚一丁目4番33号 安藤ビル1階 

 （株）ニチイ学館  06-6840-5891  06-6840-5892  4  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  ― 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
部
(
中
央
) 

（有）岡町介護サービス 

 2774000844  561-0881 豊中市中桜塚一丁目6番21号 

 （有）岡町介護サービス  06-6844-6301  06-6844-7102  1  ― 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～17:00  1 

 

キボウ豊中 

 2774003186  561-0881 豊中市中桜塚三丁目10番35号 ＢＺ豊中センタービル701号 

 （有）アシスト・ワン  06-6844-1180  06-6840-3866  2  ― 

 12/29～1/3  9:00～18:00  ― 

 

居宅介護ユミケア 

 2774004200  561-0881 豊中市中桜塚2丁目21-7 5F 

 （株）ユミコーポレーション  06-4867-3703  06-4867-3736  1  1 

 土、日、祝、12/30～1/3  8:30～17:30  1 

 

もみの木ケアプランセンター 

 2774008490  561-0881 豊中市中桜塚5丁目11番4号 

 （株）もみの木  06-6842-7610  06-6842-7620  1  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00（緊急時電話対応有）  1 

 

在宅ケアサービス ソラスト豊中 

 2774001743  561-0882 豊中市南桜塚二丁目6番30号 カワサキビル1階,2階 

 （株）ソラスト  06-6152-0150  06-6152-0151  4  ― 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～17:30（時間外も電話にて連絡可）  2 

 

アットＹケアシステム 

 2774008383  561-0882 豊中市南桜塚3丁目4番22号 

 （同）Ｙ．Ｃ．Ｓ．  06-7502-5720  06-7508-6760  1  1 

 日、祝、木午後、土午後、夏期3日、12/29～1/3  月・火・水・金 :9:00～18:00 
木・土 :8:00～12:00  1 

 

エルケア（株）エルケア豊中ケアプランセンター 

 2774003921  561-0883 豊中市岡町南1-1-10 ＴＡＹＡビル2F 

 エルケア（株）  06-6841-7373  06-6841-7376  3  ― 

 12/29～1/3  9:00～18:00  2 
 

ケアプランセンター幸 

 2774007211  561-0883 豊中市岡町南1丁目5-47 

 （一社）誠優  06-4977-4843  06-4977-2213  5  1 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～17:00  2 

 

ベネッセ介護センター豊中 

 2774001180  561-0885 豊中市岡町3-6 アソルティ豊中岡町404 

 （株）ベネッセスタイルケア  06-6844-5272  06-6844-5276  10  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  2 

 

スマイルケア 

 2774006486  561-0885 豊中市岡町10番3号 

 （株）ＳＭＩＬＥ  06-6151-3516  06-6151-3714  2  ― 

 土、日、祝  9:00～18:00  1 



 居宅介護支援 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
部
(
中
央
) 

やさしい手豊中岡町居宅介護支援事業所 

 2774007617  561-0885 豊中市岡町3-6 アソルティ岡町302号 

 （株）やさしい手  06-7668-0551  06-7668-0552  4  ― 

 土、日、祝  9:00～18:00  2 

 

アーチケアプランセンター 

 2774009126  561-0885 豊中市岡町2番地19号 ラクーンドッグ101号室 

 （株）アーチ在宅リハビリテーション研究所  06-4867-3451  06-4867-3461  3  1 

 土、日、12/30～1/3  8:30～17:30（必要に応じて24時間連絡可）  1 

中
東
部(
緑
地
) 

パナソニック エイジフリーケアセンター大阪北・ケアマネジメント 

 2774007880  561-0811 豊中市若竹町1-9-6 

 パナソニック エイジフリー（株）  06-6335-0277  06-6333-2473  3  ― 

 日、祝、8/13～15、12/29～1/3  8:45～17:45  2 

 

豊中北条ケアプランセンター 

 2774003889  561-0812 豊中市北条町四丁目9番5号 

 （医）敬英会  06-6867-5531  06-6867-5532  1  ― 

 土、日、12/30～1/3  8:30～17:00  1 

 

ケアプランセンターありがとう 

 2774004358  561-0812 豊中市北条町四丁目9番1号 

 （医）石丸眼科  06-6863-7831  06-6863-7853  3  1 

 12/29～1/3  8:30～17:30  ― 

 

ケアステーションいこい 

 2774004986  561-0812 豊中市北条町一丁目32番20号 

 （医）三和会  06-6335-0040  06-6335-0038  1  1 

 日、8/13～17、12/31～1/4  9:00～18:00  1 

 

ケアプランセンターあいわ豊中南 

 2774004903  561-0813 豊中市小曽根4-21-21 コーポウエハラⅡ201 

 （社福）愛和会  06-6335-1294  06-6335-1295  5  ― 

 日、祝、12/30～1/3  8:30～17:00  3 
 

サンエール介護ステーション 

 2774006064  561-0813 豊中市小曽根1-10-43-105 

 （株）サンエール  06-6334-1880  06-6334-1881  2  2 

 5/3～5、8/13～15、12/31～1/3  9:00～18:00（電話等により24時間連絡可）  1 

 

小曽根介護支援センター 

 2774000497  561-0814 豊中市豊南町東二丁目6番4号 

 （医）豊済会  06-6332-6676  06-6332-6778  3  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～17:00  2 

 

ケアプランセンター十色 

 2774007435  561-0814 豊中市豊南町東4丁目2番6号 

 （同）グッドライフ  06-7500-5738  06-7500-5738  ―  ― 

 祝、8/13～15、12/29～1/3  9:30～17:00  1 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
東
部(
緑
地
) 

慶生会豊南ケアプランセンター 

 2774009654  561-0814 豊中市豊南町東二丁目10番1号 

 （社福）慶生会  06-6335-0293  06-6335-0299  1  ― 

 土、日、12/31～1/3  9:00～18:00  1 

 

ケアプランセンター東雄苑豊南 

 2774003533  561-0816 豊中市豊南町西三丁目11番15号 

 （医）桜希会  06-4867-2229  06-4867-2199  4  ― 

 土、日、祝、12/31～1/3  9:00～17:00  1 

 

グーズベリー 

 2774005256  561-0816 豊中市豊南町西1-5-8 

 （同）千雅  06-6335-5454  06-6335-5453  2  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  2 

 

（有）ハッピーライフビジョンケアプランセンター 

 2774003152  561-0817 豊中市浜3-18-3-1 

 （有）ハッピーライフ  06-6335-2350  06-6335-2351  2  2 

 日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00  1 

 

グランユニライフケアプランセンター豊中浜 

 2774006726  561-0817 豊中市浜3丁目20番1号 

 （株）グランユニライフケアサービス  06-7668-6168  06-7668-6166  2  ― 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00  1 

 

ケアプランセンターあいわ 

 2774002006  561-0872 豊中市寺内一丁目1番10号 

 （社福）愛和会  06-6866-2944  06-4866-5219  8  1 

 12/30～1/3  8:30～17:00  6 

 

介護パートナーあい愛 

 2774001560  561-0875 豊中市⾧興寺北三丁目13番22号 

 （株）エム・アイ  06-6152-0080  06-6152-0333  3  2 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  1 
 

ケアプランセンター奏 

 2774004168  561-0875 豊中市⾧興寺北3丁目10-17 ラカーサ緑地303号 

 （株）インステップ  06-6842-7332  06-6842-7386  4  2 

 日（土、祝に交替勤務） 
8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  2 

 

絆24 

 2774005744  561-0875 豊中市⾧興寺北三丁目2番3号 服部緑地1番館 2階 

 （株）リクリエイト  06-6836-9265  06-6836-9262  2  1 

 火、土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  ― 

中
西
部(
服
部
) 

（有）ケアネット大阪ケアプランセンター豊中 

 2774004044  561-0801 豊中市曽根西町二丁目3番31号 曽根ハイツ1階 

 （有）ケアネット大阪ヘルパーセンター  06-6842-6005  06-6842-6006  2  2 

 土、日、祝、8/13～17、12/30～1/4 
（電話によって常時連絡が可能）  9:00～18:00（電話により24時間連絡可）  2 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
西
部(
服
部
) 

小西病院ケアプランセンター 

 2774003004  561-0802 豊中市曽根東町二丁目9番11号 中村マンション503号室 

 （医）藏春堂  06-6866-2105  06-6152-6700  3  1 

 土、日、祝、12/31～1/3  9:00～17:00（電話により24時間連絡可）  3 

 

ループケアプランセンター 

 2774005876  561-0802 豊中市曽根東町2-1-5 ココスビル201号 

 （株）ループ  06-6152-8466  06-6152-8426  2  1 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～17:00  ― 

 

さくらそう豊中 

 2774008938  561-0802 豊中市曽根東町3丁目5番3号 コマウイング201 

 （株）日本エルダリーケアサービス  06-6867-5568  06-6867-5567  ―  ― 

 ―  ―  1 

 

ケアプランセンターつなぐ 

 2774009217  561-0802 豊中市曽根東町5丁目17-25 シャトル5曽根101号 

 （株）フューチャーコード  06-6152-8410  06-6152-8416  3  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  2 

 

スギケアプランセンター曽根 

 2774009597  561-0802 豊中市曽根東町五丁目10番地27号 ハイツ曽根東1階 

 （株）ＨＭＡ  06-6151-2922  06-6864-2536  ―  ― 

 ―  ―  ― 

 

ケアプランアドバイスセンターさわ 

 2774000133  561-0803 豊中市城山町一丁目9番1号 

 （社医）北斗会  06-6865-1222  06-6865-1291  3  ― 

 水、日、祝、12/30～1/3 
※9/1（法人創立記念日）  9:00～17:00  2 

 

豊中市社会福祉協議会ケアプランセンターほほえみ 

 2774004424  561-0803 豊中市城山町2-9-3 

 （社福）豊中市社会福祉協議会  06-6867-1731  06-6867-1734  5  8 

 土、日、祝、12/29～1/3  8:45～17:15  8 
 

中央介護センターサン曽根ステーション 

 2774006262  561-0804 豊中市曽根南町2丁目11番35号 

 大阪中央警備保障（株）  06-6863-1001  06-6863-1002  1  ― 

 土、日  9:00～18:00  1 

 

豊寿荘居宅介護支援事業所「ねいろ」 

 2774008268  561-0808 豊中市原田元町3丁目13番1号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6849-7789  06-6843-5440  5  ― 

 土、日、12/29～1/3  9:00～17:45  1 

 

ハッピースタッフ豊中 

 2774006452  561-0843 豊中市上津島二丁目8番41号 久保ビル1階 

 （株）ライフケア・ビジョン  06-6866-9288  06-6866-9298  2  ― 

 土、日、祝、8/12～15、12/29～1/3  9:00～18:00  1 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
西
部(
服
部
) 

大阪中央警備保障（株）中央介護センターサン 

 2774000620  561-0851 豊中市服部元町二丁目3番10号 柴野ビル1階 

 大阪中央警備保障（株）  06-6867-1331  06-6865-5455  4  ― 

 日  9:00～18:00  2 

 

ケアプランセンターポプラ豊中 

 2774006197  561-0851 豊中市服部元町2丁目6番7号 シニアスクールポプラ服部天神302号 

 （株）ポプラコーポレーション  06-6335-7650  06-6335-7651  4  1 

 土、日、12/31～1/3  9:00～18:00  2 

 

（非営）ほがらかケアセンター 

 2774001867  561-0852 豊中市服部本町三丁目1番3号 

 （非営）ほがらか  06-6862-5822  06-6862-5817  1  6 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～17:00  2 

 

ケアステーションまほろば 

 2774006205  561-0852 豊中市服部本町二丁目5番5 モンテベルデ豊中服部206号室 

 （株）まほろば  06-6865-7771  06-6865-7772  2  ― 

 土、日、祝、8/13～16、12/30～1/4  9:00～18:00  1 

 

ｗａｎｗａｎ 

 2774009209  561-0852 豊中市服部本町一丁目5番27号 メゾン服部101号室 

 （同）wanwan  06-6868-9951  06-6868-9957  1  ― 

 土、日、祝、夏季休暇、年末年始  9:00～18:00  1 

 

ケアプランセンターねこのて豊中 

 2774005272  561-0854 豊中市稲津町1丁目1番13号 増田ビル2階 

 （株）丸和  06-6862-2828  06-6862-2801  8  2 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  2 

 

ケアプランセンターおもいやり 

 2774007559  561-0854 豊中市稲津町2丁目12番12号 

 介護情報サポート（同）  06-4867-3561  06-4867-3562  2  ― 

 土、日、12/28～1/4  9:00～17:00  1 
 

小豆ケアプランセンター 

 2774008086  561-0854 豊中市稲津町二丁目13番14号 

 （同）Ｒ＆Ｕ  06-7173-7414  06-4965-4607  1  ― 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00  1 

 

ほづみ居宅介護支援事業所 

 2774000786  561-0856 豊中市穂積一丁目9番1号 

 （社福）昌壽会  06-6866-1125  06-6866-1060  4  ― 

 12/30～1/3  8:30～17:30  2 

 

服部天神ケアプランセンター 

 2774009183  561-0857 豊中市服部寿町2丁目10-6 

 （株）ニシムラ  06-6868-5280  06-6868-5281  1  ― 

 土、日、8/13～15、12/30～1/3 
（休日個別対応可）  9:00～18:00  1 



 居宅介護支援 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
西
部(
服
部
) 

夕鶴服部営業所 

 2774002576  561-0858 豊中市服部西町二丁目5番15号 

 （株）パピルス  06-4866-1124  06-4866-1114  4  2 

 8/13～17、12/30～1/3  9:00～18:00  2 

 

まごころケア豊中 

 2774004226  561-0858 豊中市服部西町一丁目3番28号 

 （株）まごころケア  06-6865-5800  06-6865-5805  2  1 

 8/14～16、12/30～1/3  9:00～18:00  ― 

 

ウエルケアプランセンター 

 2774008227  561-0858 豊中市服部西町2丁目2-18 ウエストヴィラ103 

 （社福）ウエル清光会  06-6864-5530  06-6864-5531  5  ― 

 土、日、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

ケアステーション藤 

 2774002485  561-0859 豊中市服部豊町一丁目6番16号 冨士メイトマンション101号 

 （有）藤  06-6863-3917  06-6863-3916  1  ― 

 土、日、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

ポエム 

 2774002733  561-0859 豊中市服部豊町一丁目5番1号 

 （有）ポエム  06-6866-8166  06-6864-3795  2  ― 

 8/13～16、12/29～1/3  9:00～17:00  2 

 

ケアプランセンターコーケン 

 2774003582  561-0859 豊中市服部豊町一丁目8番12号 

 （株）光研  06-6868-1361  06-6868-1371  5  ― 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  1 

 

ケアプランセンター豊恋想（ほうれんそう） 

 2774007732  561-0859 豊中市服部豊町1-13-3 

 （株）豊恋想  06-6868-5553  06-6868-5550  1  ― 

 日、8/13～15、12/31～1/3  9:00～18:00  1 

南
部
(
庄
内
) 

あいけあケアプランセンター 

 2774008219  561-0822 豊中市三国一丁目8番23-301号 

 （株）アイ・ケア  06-4980-4477  06-4980-4477  1  ― 

 土、日、12/28～1/4  9:00～17:00  ― 

 

フレンドシップケア 

 2774005330  561-0824 豊中市大島町3-1-31 

 （株）フレンドシップ  06-6842-7688  06-6842-7689  2  ― 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

ケアプランセンターゆかひ 

 2774005389  561-0824 豊中市大島町三丁目2番3号 

 （株）久保工務店  06-6333-2986  06-6333-8691  1  ― 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  1 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

南
部
(
庄
内
) 

ハミングケアプランセンター 

 2774006577  561-0824 豊中市大島町三丁目1番17号 

 （有）松本製作所  06-6331-4165  06-6334-4175  3  ― 

 日、祝、8/13～16、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

しあわせの菜の花畑ケアプランセンター 

 2774008425  561-0824 豊中市大島町三丁目8番3号 

 （株）日宅  06-6336-1146  06-6336-1147  2  ― 

 日、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

居宅介護支援事業所淳風とよなか 

 2774001578  561-0825 豊中市二葉町2丁目4番5号 

 （社福）淳風会  06-6335-3005  06-6335-0767  5  ― 

 日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00  2 

 

二葉園居宅介護支援事業所 

 2774002824  561-0825 豊中市二葉町二丁目5番3号 

 （社福）日光会  06-6335-0030  06-6331-3323  4  ― 

 土、日、12/30～1/3  9:00～18:00  3 

 

夕鶴 

 2774001222  561-0826 豊中市島江町一丁目3番 グリーンタウン島江1棟 1階 

 （株）パピルス  06-6334-1124  06-6335-1125  2  3 

 日、祝、8/13～17、12/30～1/3  9:00～18:00  2 

 

あいらんど ケア・プランセンター 

 2774007294  561-0827 豊中市大黒町2丁目15番1号 

 （株）山コーポレーション  06-7494-6728  06-7494-6729  1  ― 

 ―  平日:12:30～17:30、土曜:12:30～19:30  ― 

 

ＳＯＭＰＯケア 豊中 居宅介護支援 

 2774006445  561-0828 豊中市三和町1丁目2-23 

 ＳＯＭＰＯケア（株）  06-6335-0953  06-6335-0954  4  ― 

 祝、12/30～1/3  9:00～18:00  1 
 

（株）コスモホームヘルプサービス 豊中事業所 

 2774001420  561-0831 豊中市庄内東町三丁目8番23号 タナック21 2階 

 （株）コスモホームヘルプサービス  06-6334-1803  06-6334-1811  3  ― 

 12/31～1/3  平日:9:00～17:40、土曜:9:00～12:20  2 

 

夕鶴豊南営業所 

 2774003764  561-0831 豊中市庄内東町一丁目7番19号 

 （株）パピルス  06-6331-1124  06-6331-1224  2  ― 

 日、祝、8/13～17、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

ケアプランセンターポプラ豊中庄内 

 2774004762  561-0831 豊中市庄内東町5-1-23 

 （社福）池田さつき会  06-6151-3948  06-6151-3968  5  1 

 日、12/31～1/3  8:45～17:45  1 



 居宅介護支援 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

南
部
(
庄
内
) 

ケアプランセンター オールケイト 

 2774008045  561-0831 豊中市庄内東町三丁目8番16 カサ・ラティード603号 

 （株）オールケイト  06-6333-3313  06-6333-3314  1  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  ― 

 

（株）至誠介護ステーションハッピーワン 

 2774006858  561-0832 豊中市庄内西町2丁目17-8 102 

 （株）至誠  06-6335-0180  06-6335-0181  1  ― 

 土、日、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

ふじくらケアプランセンター 

 2774007047  561-0832 豊中市庄内西町3丁目3番6号 ポポロビル3階 

 （同）サポートリング  06-6331-5673  06-7652-6206  1  2 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  ― 

 

ケアプランセンター五月 

 2774008722  561-0832 豊中市庄内西町二丁目22番3号 水谷ビル103号室 

 （同）三和  06-6398-9472  06-6398-9473  1  ― 

 土、日、祝、8/13～16、12/29～1/3  9:00～17:30  1 

 

ケアサポートシステム桔梗 

 2774009340  561-0832 豊中市庄内西町3丁目19番21-201号 

 大阪医療（株）  06-4867-4256  06-6836-9224  3  ― 

 土、日、12/30～1/3  9:00～18:00  2 

 

ケアプランセンターサンライフ三国 

 2774004671  561-0833 豊中市庄内幸町二丁目14番4号 

 （株）幸彩  06-6333-0811  06-6334-0133  ―  1 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  8:30～17:30  ― 

 

ケアプランセンターコーケン庄内営業所 

 2774005181  561-0833 豊中市庄内幸町二丁目2番39号 

 （株）光研  06-6336-7788  06-6336-2253  1  ― 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  ― 
 

ハピネス・ケアプランセンター 

 2774007070  561-0833 豊中市庄内幸町3-13-23 

 ハピネス・カーサ（株）  06-7161-7167  06-7173-8359  1  1 

 日、8/13～15、12/30～1/3  13:00～18:20  2 

 

明石医院ケアプランセンター 

 2774007591  561-0833 豊中市庄内幸町三丁目15番10号 

 （医）明石医院  06-7173-9610  06-7173-9610  2  2 

 土、日、祝、夏季、冬季  9:00～18:00  ― 

 

ケアプランセンターここみ 

 2774009142  561-0833 豊中市庄内幸町2-16-17 

 （株）心実クリエイト  06-6335-5575  06-6335-5576  1  ― 

 ―  9:00～18:00  ― 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   常勤/  非常勤/  

休日/  営業時間/  主任ケアマネ/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

南
部
(
庄
内
) 

ケアプランｐａｎ 

 2774009506  561-0833 豊中市庄内幸町3丁目3-20 石川コーポ202 

 パン（同）  06-6842-7750  06-4866-5709  1  ― 

 ―  9:00～18:00  1 

 

（医）啓明会 “一休さん” 

 2774000182  561-0834 豊中市庄内栄町一丁目8番2号 

 （医）啓明会  06-6331-3011  06-6331-3134  3  ― 

 土、日、祝、12/30から日祝除く3日間  9:00～18:00  1 

 

ケアステーションノア 

 2774003236  561-0834 豊中市庄内栄町2丁目2番9号 

 （有）ノアコーポレーション  06-6336-3630  06-6336-3640  2  1 

 土、日、12/31～1/3  9:00～18:00  1 

 

はるはケアプラン 

 2774004465  561-0834 豊中市庄内栄町2丁目14-2 シュシュ703号 

 （株）陽葉  06-6335-5522  06-6335-5523  1  2 

 土、日、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  1 

 

ケアステーションそよ風 

 2774005033  561-0834 豊中市庄内栄町三丁目19番21号 1階 

 （株）ロータス  06-6331-0808  06-6152-9818  1  ― 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  1 

 

慶生会 庄内ケアプランセンター 

 2774009399  561-0836 豊中市庄内宝町一丁目4番5号 

 （社福）慶生会  06-4866-5110  06-4866-5952  3  ― 

 土、日、12/31～1/3  9:00～18:00  3 
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 地域包括支援センター（介護予防支援） ＜要支援１・２の人、事業対象者＞ 

介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業※1の利用にあたって、担当の地域

包括支援センターの介護支援専門員（ケアマネジャー）などが利用者の心身の状態などに

応じてサービス利用にあたっての計画書（ケアプラン）の作成を行います。また、要介護

認定などの申請手続きの代行やサービス提供事業者との連携、調整なども行うことができ

ます。ケアプランの作成を居宅介護支援事業所に委託する場合もあります。 

 

 

 

 

その他、地域包括支援センターでは 

次のような役割をしています。 

お気軽にご相談ください。 

 地域の総合相談窓口です 

高齢者の人やその家族、近隣の方から、介護の相談、健康の相談、生活の相談

などの様々な相談をお受けします。 

 みなさんの権利を守ります 

高齢者のみなさんが安心して生活していただくために、高齢者の人権や財産を

守る権利擁護や虐待防止の拠点として、成年後見制度の活用や虐待の早期

発見・防止を進めています。 

 

 

 
※1 くわしくは市窓口の冊子「やさしい

介護と予防」をご覧ください。 
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 地域包括支援センター（介護予防支援） 所在マップ  
 



 地域包括支援センター（介護予防支援） 事業者一覧  
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  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

 

柴原 地域包括支援センター  560-0044 豊中市刀根山元町5番60号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6850-3451  06-6840-5310  北西部 

 土、日、祝、12/29～1/3  8:45～17:30  桜井谷、桜井谷東、刀根山、大池 

 
石橋麻田町、上野西4丁目（5番～9番）、春日町1～2、桜の町1～7、柴原町1～5、少路1～2、清風荘1～2、 

千里園1～3、刀根山1～6、刀根山元町、螢池東町1～4、本町1～9、待兼山町、宮山町1～4、向丘1 

 

柴原 地域包括支援センター螢池分室  560-0033 豊中市螢池中町3-9-22 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6836-9764  06-6836-9766  北西部 

 土、日、祝、12/29～1/3  8:45～17:30  螢池、箕輪 

 
立花町3、玉井町3～4、走井1～3、螢池北町1～3、螢池中町1～4、螢池西町1～3、螢池南町1～3、 

箕輪1～3、山の上町 

 

少路 地域包括支援センター  560-0012 豊中市上野坂2丁目21番1号 ＳＯＣＩＡ ＤⅡ 1階 

 プラスワンケアサポート（株）  06-6854-7878  06-6854-7884  北中部 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00 
※以外は転送で対応  上野、東豊台、東豊中 

 上野坂1～2、上野西1～3・4（1～4番）、上野東1～3、東豊中町1～6 

 

少路 地域包括支援センター北緑丘分室  560-0001 豊中市北緑丘2丁目1番22号102 UR 北緑丘ショッピングセンター内 

 プラスワンケアサポート（株）  06-6854-7808  06-6854-7883  北中部 

 ―  9:00～18:00  北緑丘、野畑、少路 

 永楽荘1～4、春日町3～5、北緑丘1～3、西緑丘1～3、緑丘1～5、向丘2～3 

 

千里 地域包括支援センター  560-0081 豊中市新千里北町一丁目18番2号 特別養護老人ホームアリス千里内 

 （社福）豊中ファミリー  06-6155-1030  06-6835-7375  北東部 

 日、12/30～1/3  9:00～17:30  北丘、東丘、西丘 

 新千里北町1～3、新千里西町1～3、新千里東町1～3 

 

千里 地域包括支援センター南丘分室  560-0084 豊中市新千里南町2丁目7番8号 

 （社福）豊中ファミリー  06-6833-5565  06-6833-5575  北東部 

 日、12/30～1/3  9:00～17:30  南丘、新田、新田南、東泉丘 

 上新田1～4、新千里南町1～3、西泉丘3（1～11番・19番地含む）、東泉丘2～4 

 

中央 地域包括支援センター  560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 豊中市すこやかプラザ2階 

 （社福）豊中市社会福祉協議会  06-6841-9384  06-6858-3054  中部 

 土、日、祝、12/29～1/3  8:45～17:15  桜塚、克明、南桜塚 

 
岡上の町、岡町、岡町北、岡町南1（1～5番）、北桜塚、末広町、曽根東町1、立花町1～2、玉井町1～2、 

中桜塚1～4・5（2・11～24番）、宝山町、南桜塚1～3・4（1～8番） 

 

中央 地域包括支援センター熊野田分室  561-0881 豊中市中桜塚5丁目6番1号 

 （社福）豊中市社会福祉協議会  06-4865-5160  06-4865-5170  中部 

 土、日、祝、12/29～1/3  8:45～17:15  熊野田、泉丘 

 
赤阪、旭丘、熊野町、栗ケ丘町、中桜塚5（1・3～10番）、西泉丘1～2・3（12番）、東泉丘1、広田町、 

夕日丘1～2 
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  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 

  所在地    

設置主体/   電話    FAX   圏域/  

休日/  営業時間/  対象小学校区/  

担当エリア（町名）/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

 

緑地 地域包括支援センター  561-0872 豊中市寺内一丁目1番10号 ローズコミュニティ緑地内 

 （社福）愛和会  06-6867-0577  06-6867-0588  中東部 

 日、祝、12/30～1/3  8:30～17:00  寺内、緑地、北条 

 
北条町1～4、城山町3～4、⾧興寺北1～3、⾧興寺南1～4、寺内1～2、服部緑地、東寺内町、 

南桜塚4（9～19番）、夕日丘3、若竹町1～2 

 

緑地 地域包括支援センター高川分室  561-0814 豊中市豊南町東1丁目1番2号 高川介護予防センター内 

 （社福）愛和会  06-7650-8513  06-7659-4436  中東部 

 日、祝、12/30～1/3  8:30～17:00  小曽根、高川、豊南 

 小曽根1～5、浜1～4、豊南町西1～5、豊南町東1～4、豊南町南1～6 

 

服部 地域包括支援センター  561-0852 豊中市服部本町5丁目2番8号 服部介護予防センター内 

 （社医）北斗会  06-6865-1278  06-6865-1279  中西部 

 日、祝、12/30～1/3  8:45～17:00  豊島、豊島北、中豊島 

 
稲津町1～3、城山町1～2、曽根東町2～6、曽根南町1～3、利倉東1～2、服部寿町1～5、服部西町1～5、 

服部本町1～5、服部南町1～5、服部元町1～2、服部豊町1～2、穂積1～2 

 

服部 地域包括支援センター原田分室  561-0808 豊中市原田元町3丁目13番1号 原田介護予防センター内 

 （社医）北斗会  06-6849-2278  06-6849-2279  中西部 

 日、祝、12/30～1/3  8:45～17:00  原田、豊島西 

 
今在家町、岡町南1（6～13番）・2～3、勝部1～3、上津島1～3、曽根西町1～4、利倉1～3、利倉西1～2、 

原田中1～2、原田西町、原田南1～2、原田元町1～3、南空港町、名神口1 

 

庄内 地域包括支援センター  561-0825 豊中市二葉町二丁目4番5号 地域密着型特別養護老人ホーム淳風とよなか内 

 （社福）淳風会  06-6335-0787  06-6335-0789  南部 

 土、日、12/29～1/3  9:00～18:00  庄内西、庄内南、千成 

 
大島町1～3、神州町、三和町1～4、島江町1～2、庄内宝町2（8～10番）、庄本町1～4、千成町1～3、 

大黒町1～3、日出町1～2、二葉町1～3、三国1～2 

 

庄内 地域包括支援センター幸町分室  561-0833 豊中市庄内幸町3丁目3番26号 ハイリッチ豊中1階 

 （社福）淳風会  06-6336-0222  06-6336-0234  南部 

 土、日、12/29～1/3  9:00～18:00  野田、島田、庄内 

 
庄内幸町1～5、庄内栄町1～5、庄内宝町1・2（1～7番）・3、庄内西町1～5、庄内東町1～6、野田町、 

名神口2～3 
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豊中市介護サービス相談員派遣事業 

平成12年（2000年）4月、介護保険制度の開始に伴い、旧厚生省が介護サービスの質を高めることを

目的に設けた制度です。豊中市では、平成13年（2001年）12月から豊中市社会福祉協議会に委託し

実施しています。 

介護サービス相談員は、市内の介護保険施設や事業所を訪問し、利用者から疑問や不安などの相談を聴き、

事業者に伝え、橋渡し役となって問題解決に向けた活動を行います。 

このガイドブックでは相談員が定期的に派遣される

以下のサービス（予防含む）について、介護サービス

相談員派遣事業の受入れの有無を掲載しています。 

・通所介護 ・地域密着型通所介護 

・通所介護相当サービス ・通所型サービス A 

・通所リハビリテーション ・短期入所生活介護 

・短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護 

・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 

・小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・認知症対応型共同生活介護 

・認知症対応型通所介護 

・地域密着型介護老人福祉施設 

 

＜フロー図＞ 

 

サービス提供 

③相談 ①要請 ②派遣 

  ④調整 

 

利用者 事業者 

介護サービス相談員・ 
豊中市社協 





〒561-8501 豊中市中桜塚３－１－１（第二庁舎 3階） 令和4年（2022年）10月発行
豊中市福祉部長寿社会政策課
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介護保険サービス事業者ガイドブック

豊中市のお問合せ窓口

介護保険やサービスについてのお問合せは、内容によって窓口が異なりますので、ご確認のうえご相談ください。

お問合せ内容 電話番号 ファクス番号 担当窓口

要介護認定の申請・相談 06-6858-2834

06-6858-3611 長寿安心課

介護についての相談 高齢者総合相談
06-6858-2235
06-6858-2237

紙おむつの支給・緊急通報システムなどの
生活支援サービスについて

ホームヘルプやデイサービス、短期入所生活
介護（ショートステイ）などのサービスの 
利用者負担の軽減について

06-6858-2856

一般介護予防事業についての相談 06-6858-2865

住宅改修費・福祉用具購入費支給について

06-6858-2295 06-6858-4325 保険給付課

高額介護サービス費の払い戻し

介護保険施設に入所される人や、短期入所
生活介護・短期入所療養介護（ショート 
ステイ）を利用される人の負担限度額認定証
の申請について

転出・転入の届出、被保険者証等の発行
06-6858-2301 06-6858-4325 保険資格課

保険料について

保険料の納付についての相談 06-6858-2306 06-6858-4325 保険収納課

健康に関する相談 06-6858-2292 06-6152-7328
健康政策課

（豊中市保健所２階）

介護保険制度について 06-6858-2837 06-6858-3146 長寿社会政策課

♦介護サービスの利用手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

♦居宅介護支援〈要介護 1～5の人が対象〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

♦地域包括支援センター（介護予防支援）
〈要支援 1・2 の人が対象〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

※掲載を希望された豊中市内の介護保険サービス事業者一覧です。
※事業者情報は令和 4 年（2022 年）6 月現在のものです。
※内容は変更されている場合があります。

ケアプラン

サービス内容説明・所在マップ・市内事業者一覧
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