
【現任②】

市町村名

インターバル受入先
（市町村、基幹C、委託・指定特定等相談支援
事業所、主任相談支援専門員、自立支援協議

会　等）

主任相談
支援専門員

インターバル受入先の連絡方法
（市町村又は受入先など窓口を

記載）
インターバル受入先の連絡先 インターバル受入先への

連絡期間
インターバル実施日

(日時・曜日・時間帯等) 市町村名 担当課 連絡先（電話番号） 対応期間
（期間・曜日・時間等）

大阪市 福祉局障がい福祉課、
各区保健福祉センター

事前に電話連絡のうえ訪問日時を
調整 別紙１のとおり 各インターバル期間中（早目に連

絡のこと）
事前連絡時に
調整のうえ決定 大阪市 福祉局障がい福祉課 06-6208-7939

平日午前9時から
午後5時30分
（年末年始を除く）

072-275-8166
（事前にホームページをご確認願

います。）
　https://sakai-soudan.net/

岸和田市障害者支援課
サービス担当 072-423-9469 ９時～17時半

（土・日・祝日を除く）
インターバル受け入れ先にお問合せく
ださい。

障害者基幹相談支援センター 072-447-6078 ９時～17時半
（土・日・祝日を除く）

インターバル受け入れ先にお問合せく
ださい。

○ 自立生活センター・いこらー 072-493-7378 応相談 インターバル受け入れ先にお問合せく
ださい。

○ 相談支援なないろ 072-437-0517 応相談 インターバル受け入れ先にお問合せく
ださい。

豊中市 障害福祉センターひまわり
（お問い合わせ後、紹介します） 〇 障害福祉センターひまわり 06-6863-7061 月ー金　9：00-17：15 月ー金　9：00-17：15 豊中市 障害福祉センターひま

わり 06-6863-7061 月ー金　8：45-17：15

池田市 基幹相談支援センター福祉相談くすのき 電話 072-752-1831 9時00分～17時00分
（土日、祝日を除く） 受入先と調整してください。 池田市 障がい福祉課 072-754-6255

開庁時間
（土日、祝日を除く）
8時45分～17時15分

吹田市 基幹相談支援センター
委託相談支援センター

基幹相談支援センター（障がい福
祉室） 06-6384-1348 ９時～17時半

（土・日・祝日を除く） 事前に市へ御連絡ください。 吹田市 障がい福祉室 06-6384-1349
開庁時間
（平日、祝日を除く）
9時～17時30分

泉大津市 泉大津市障がい福祉課 0725-33-1131（内線2125） 0725-33-1131（内線2125） 平日9時～17時 応相談 泉大津市 障がい福祉課 0725-33-1131（内線
2125） 平日9時～17時

高槻市 自立支援協議会 電話又は来所 福祉相談支援課
072-674-7171 研修開始日から演習②当日まで インターバル期間により異なるため、申

込時に応相談 高槻市 福祉相談支援課 072-674-7171 8時45分～17時15分（土
日祝日、年末年始除く）

貝塚市 貝塚市基幹相談支援センター 〇 貝塚市基幹相談支援センター 072-488-7770 平日　９時～17時 応相談 貝塚市 福祉部　障害福祉課 072-433-7012 平日　9時～17時

守口障害者生活支援事業所 〇 月～金　9:00～17:30 月～金　9：00～17：30

地域生活支援センターシュポール 〇 同上 月・火・木・金・日
10：00～17：00

枚方市 基幹相談支援センター等 〇
市町村担当課へお問い合わせくだ
さい。
（福祉事務所　障害企画課）

072-841-1152 枚方市 福祉事務所　障害企
画課 072-841-1152 月～金９:00～17：30

（祝日、年末年始を除く）

茨木市 市担当課へお問い合わせください。 福祉総合相談課 072-655-2758
開庁時間
（土、日、祝日を除く）
8：45～17：15

事前連絡時に
調整のうえ決定 茨木市 福祉総合相談課 072-655-2758

開庁時間
（土、日、祝日を除く）
8：45～17：15

八尾市 市担当課へお問い合わせください。 障がい福祉課 072-924-3838 八尾市 障がい福祉課 072-924-3838 平日8：45～17：15
（祝日等を除く）

泉佐野市 基幹包括支援センターいずみさの 相談支援従事者研修担当まで
電話連絡 072-464-2977 未定 未定 泉佐野市 地域共生推進課 072-463-1212 平日8：45～17：15

聖徳園みどりの風 〇 平日9時～17時30分 受け入れ先の事業所の状況による

つじやま相談室 同上 同上

四天王寺悲田富田林苑 〇 同上 同上

令和４年度大阪府相談支援従事者現任研修【インターバル②】　府内市町村インターバル受入先一覧（令和４年６月17日現在）

研修名 インターバル②の内容

市町村担当窓口

現任

インターバル②
◆自立支援協議会への参加

◆地域資源調査
（地域アセスメントシート）

堺市 総合相談情報センター 総合相談情報センター

９時～17時半
（土・日・祝日を除く）

平日、9:00～17:30 インターバル受け入れ先にお問合せく
ださい。 堺市 障害施策推進課 072-228-7818 平日、9:00～17:30

岸和田市 岸和田市障害者支援課、岸和田市基幹相談支
援センター等 岸和田市 障害者支援課 072-423-9469

月～金　9:00～17:30

富田林市 障がい福祉課 0721-25-1000
(内435) 富田林市 障がい福祉課 0721-25-1000

(内435) 平日9時～17時30分

守口市 障がい福祉課 守口市 障がい福祉課 06-6992-1635

〇

インターバル受入先

https://sakai-soudan.net/


【現任②】

市町村名

インターバル受入先
（市町村、基幹C、委託・指定特定等相談支援
事業所、主任相談支援専門員、自立支援協議

会　等）

主任相談
支援専門員

インターバル受入先の連絡方法
（市町村又は受入先など窓口を

記載）
インターバル受入先の連絡先 インターバル受入先への

連絡期間
インターバル実施日

(日時・曜日・時間帯等) 市町村名 担当課 連絡先（電話番号） 対応期間
（期間・曜日・時間等）

研修名 インターバル②の内容

市町村担当窓口インターバル受入先

寝屋川市 市町村担当課へお問い合わせください。 障害福祉課 072-838-0382 寝屋川市 障害福祉課 072-838-0382 開庁時間（平日、9:00～
17:30）

基幹Ｃピアセンターかわちながの

こころッと

相談支援室れんげのおか

ＭＵＭ

松原市 市町村担当課へお問い合わせください。 障害福祉課 072-334-1550
（内線2120） 松原市 障害福祉課 072-334-1550

（内線2120）

・開庁時間
（平日９時～17時30分）
【祝日・年末年始を除く】

大東障害者生活支援センター 〇 月～金 障害福祉課 072-870-9630
開庁時間
（平日、祝日を除く）
（9時～17時30分）

相談支援センターあおぞら 〇 月～金 障害福祉課 072-870-9630
開庁時間
（平日、祝日を除く）
（9時～17時30分）

のぞみ相談支援センター 〇 月～金 障害福祉課 072-870-9630
開庁時間
（平日、祝日を除く）
（9時～17時30分）

和泉市障がい者基幹相談支援センター 電話もしくはメール
0725-40-4004

shakyo-
sien@apricot.ocn.ne.jp

特に設定無し
（一旦は早い段階でご連絡いただ
けると、比較的調整がスムーズで
す）

平日9時～17時15分

和泉市
福祉部障がい福祉課 電話もしくはメール

0725-99-8133
shoufuku@city.osaka-

izumi.lg.jp

希望日の10日前までに要連絡。
受入れ対象：シートの1（児童以
外）

平日9時～17時15分

和泉市
子育て健康部子育て支援室 電話もしくはメール

0725-99-8136
kosodate@city.osaka-

izumi.lg.jp

希望日の10日前までに要連絡。
受入れ対象：シートの1,2（児童
分）

平日9時～17時15分

箕面市
（基幹相談支援センター） 電話 072-727-9501 8:45～17:15

（土日祝、年末年始除く） 適宜調整

ライフタイムミント
（委託相談支援事業所） 電話 072-720-6806 10:00～18:00（平日） 適宜調整

ウイズ
（委託相談支援事業所） 電話 072-725-2179 9:00～17:30（平日） 適宜調整

パオみのお
（委託相談支援事業所） 電話 072-726-7800 9:00～17:30（平日） 適宜調整

柏原市 柏原市役所障害福祉課 柏原市役所障害福祉課 072-972-1508 参加研修日程確定後すぐ
（部会日程調整のため） 市役所開庁時間内 柏原市 障害福祉課 072-972-1508 平日8：45～17：15

羽曳野市 羽曳野市 障害福祉課 072-958-1111（代表） ・開庁時間（平日、祝日を除く）
（9時～17時30分）

・開庁時間（平日、祝日を除く）
（9時～17時30分） 羽曳野市 障害福祉課 072-958-1111（代

表）
・開庁時間（平日、祝日を除
く）（9時～17時30分）

門真市 門真市障がい者基幹
相談支援センターえーる 〇 門真市障がい者基幹

相談支援センターえーる 06-6901-0101 ９時～17時30分
（土・日・祝日を除く）

９時～17時30分
（土・日・祝日を除く） 門真市 障がい福祉課 06-6902-6054

開庁時間
（土日、祝日を除く）
（９時～17時30分）

摂津市
基幹相談支援センター
（摂津市援護の計画相談支援を担う事業所に限
る)

〇 基幹相談支援センター 072-665-7607 開所時間中、いつでも可 平日9：00~17：15　の間、
事前調整の後実施 摂津市 障害福祉課 06-6383-1374

開庁時間
・土日祝除く
・9時~17時15分

高石市 高石市障がい者基幹相談支援センター 高石市障がい者基幹相談支援
センター 072-343-7800 平日9時～17時30分 平日9時～17時30分　　　事前に電

話連絡のうえ訪問日時を調整 高石市 高齢・障がい福祉課 072-275-6294 平日9時～17時30分

大東市 大東市福祉子ども部障害福祉課 072-870-9630 大東市

現任

インターバル②
◆自立支援協議会への参加

◆地域資源調査
（地域アセスメントシート）

河内長野市 ピアセンターかわちながので集約 0721（70）7002 応相談

和泉市

072-727-9501 8:45～17:15
（土日祝、年末年始除く）

河内長野市 障がい福祉課支援係 0721（53）1111 月～金　９時～17時30分

和泉市 福祉部障がい福祉課 0725-99-8133 平日9時～17時15分

箕面市 箕面市 地域包括ケア室



【現任②】

市町村名

インターバル受入先
（市町村、基幹C、委託・指定特定等相談支援
事業所、主任相談支援専門員、自立支援協議

会　等）

主任相談
支援専門員

インターバル受入先の連絡方法
（市町村又は受入先など窓口を

記載）
インターバル受入先の連絡先 インターバル受入先への

連絡期間
インターバル実施日

(日時・曜日・時間帯等) 市町村名 担当課 連絡先（電話番号） 対応期間
（期間・曜日・時間等）

研修名 インターバル②の内容

市町村担当窓口インターバル受入先

（委託）障害者地域生活支援センターわっと ○ 受け入れ先に直接連絡 （TEL）072-930-0733
（FAX）072-930-0733 随時 受け入れ先と直接調整してください

（委託）相談支援センターぴんぽん ○ 受け入れ先に直接連絡 （TEL）072-952-7002
（FAX）072-959-4135 随時 受け入れ先と直接調整してください

東大阪市 基幹相談支援センター 〇 基幹相談支援センター 072-975-5708 随時 平日の日中時間帯で個別調整 東大阪市 障害施策推進課 06-4309-3183 月～金　9時から5時半

泉南市 泉南市障害福祉課 障害福祉課 072-483-8252 平日9時～17時30分 連絡時に調整の上、決定 泉南市 福祉保険部障害福祉
課 072-483-8252 平日、9時～17時30分

基幹相談支援センターさつき 直接事業所 072-879-3270 営業時間内 営業日内で相談

委託相談支援センターフロンティア 直接事業所 072-886-5035 営業時間内 営業日内で相談

委託相談支援センターしのぶが丘 直接事業所 072-863-6933 営業時間内 営業日内で相談

委託相談支援センター和幸 直接事業所 072-877-2121 営業時間内 営業日内で相談

障がい者（児）相談支援はろ 直接事業所 072-800-5970 営業時間内 営業日内で相談

児童発達支援センター 直接事業所 072-877-7373 営業時間内 営業日内で相談

交野市 基幹相談支援センター 〇 基幹相談支援センター 072-893-6400 平日　9時～17時30分 事前調整で決定 交野市 障がい福祉課 072-893-6400 平日　9時～17時30分

(委託）地域活動支援センターいーず 直接事業所へ電話 072-367-3990 9:00～17:30（平日） 営業日内で相談 大阪狭山市 健康福祉部福祉グ
ループ

072-366-0011
（303） 平日9時～17時

(委託）相談支援センターぱるぱる 直接事業所へ電話 072－368-8666 9:00～17:45（平日） 平日の日中で応相談 大阪狭山市 健康福祉部福祉グ
ループ

072-366-0011
（303） 平日9時～17時

阪南市 基幹相談支援センター 健康福祉部市民福祉課 072-471-5678 随時 平日　8時45分~17時15分 阪南市 健康福祉部市民福祉
課 072-471-5678 平日　8時45分~17時15分

島本町 基幹相談支援センター 電話またはFAX 電話075-962-7460
FAX075-962-5652 随時（要相談） 平日

9時～17時30分 島本町 福祉推進課 075-962-7460 平日
9時～17時30分

豊能町 市町村 豊能町保健福祉部福祉課福祉
相談支援室 072-738-7770 平日9時～17時30分

会議の開催日
開催がなければ平日9時～
17時30分(要事前調整)

豊能町 保健福祉部福祉課福
祉相談支援室 072-738-7770 平日9時～17時

(事前に要調整)

能勢町 市町村担当課へお問い合わせください。 福祉課 072-731-2150 能勢町 福祉課 072-731-2150 8：30～17：00（土日祝
除く）

忠岡町 忠岡町 健康福祉部地域福祉課 0725-22-1122 応相談 応相談 忠岡町 健康福祉部地域福祉
課 0725-22-1122 平日（9：00～17：30）

熊取町 市町村 ○ 障がい福祉課 072-452-6289 ご連絡ください 熊取町 障がい福祉課 072-452-6289 9時～17時30分

田尻町 基幹包括支援センターいずみさの 相談支援従事者研修担当まで
電話連絡 072-464-2977 未定 未定 田尻町 民生部福祉課 072-466-8813 平日

（8：45～17：15）

岬町 岬町、自立支援協議会 岬町地域福祉課（地域福祉係） 072-492-2700 １か月前を目安に 要相談 岬町 しあわせ創造部地域福祉072-492-2700
開庁時間
（土日、祝日除く）
　9時～17時30分

太子町 市町村担当課へお問い合わせください。 福祉介護課 0721-98-5519 太子町 福祉介護課 0721-98-5519 開庁時間（平日）
9時～17時30分

河南町 市町村担当課へお問い合わせください。 高齢障がい福祉課 0721-93-2500 河南町 高齢障がい福祉課 0721-93-2500 9時～17時30分
（土日、祝日を除く）

千早赤阪村 市町村担当課へお問い合わせください。 福祉課 0721-26-7269 千早赤阪村 福祉課 0721-26-7269 平日9：00-17：30

現任

インターバル②
◆自立支援協議会への参加

◆地域資源調査
（地域アセスメントシート）

藤井寺市 藤井寺市 福祉総務課

大阪狭山市

平日　9：00～17：30

四條畷市 四條畷市 障がい福祉課 072-877-2121 ・開庁時間（平日、祝日を除
く）8：45～5：15

072－939-1106


	【現任②】R4.6月17日現在 (HP)

