
新旧表 「令和４年度障害福祉のしおり」について、下記のとおり変更しています。 

ページ（R3 版のページ） 旧（R３年版の内容） 新（R４年版の内容） 

P1 障害者福祉制度

一覧 

筋ジストロフィー児（者）検診 

音声言語 

筋ジストロフィー児（者）検診 

音声言語 〇 

P1 障害者福祉制度

一覧 

身体障害者介助者用車いす電動補助装置

購入費の支給 

身体障害者介助者用車いす電動補助装置

購入費の支給 の列 

P1 障害者福祉制度

一覧 

福祉電話の設置費助成 福祉電話の設置費助成の列 

P3 障害者福祉制度

一覧  

制度等 

新マル優制度 

制度等 

マル優制度 

P4 障害者福祉制度

一覧  

 

割引等  市役所・区役所における駐車場

料金  

市内公共施設における駐車場料金 

市内公共施設における利用料金 の 3列 

割引等  市役所・区役所における駐車場

料金  

市内公共施設における駐車場料金 

市内公共施設における利用料金 の 3列 

P4 障害者福祉制度

一覧 備考 

（割引等）  映画館の入場料金 

大阪興行協会加入の映画館のみ(国名小

劇除く) 

（割引等）  映画館の入場料金 

大阪興行協会加入の映画館のみ(国名小

劇除く) 

P4 障害者福祉制度

一覧 

自動車運転免許取得費助成 の列 

 

自動車運転免許取得費助成の列 

 

P4 障害者福祉制度

一覧 

文化・教養・講座の 9列 文化・教養・講座の 9列  

P5 障害者福祉制度

一覧 

文化・教養・講座の 5列 

スポーツの 8列 

雇用・就労の 5列 

文化・教養・講座の 5列 

スポーツの 8列 

雇用・就労の 5列  

P6 障害者福祉制度

一覧 

教育の 3列 

ボランティアの 3列 

障害者ヘルパー養成研修の列 

施設の 20列 

教育の 3列 

ボランティアの 3列 

障害者ヘルパー養成研修の列 

施設の 20列  

P7 障害福祉サービ

ス等の手続きに、マイ

ナンバーが必要です。 

１） ご本人が申請する場合 

２点で本人確認ができる書類 

年金手帳 

１） ご本人が申請する場合 

２点で本人確認ができる書類 

年金手帳または基礎年金番号通知書 

P8 １）保健福祉総合

センター 

南区地域福祉課 

電話／FAX 

290-1812  

（F）290-1818 

電話／FAX 

290-1811 

（F）290-1818 

P8 １）保健福祉総合

センター 

北区地域福祉課 

交通機関 

地下鉄御堂筋線 新金岡駅 

交通機関 

Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 

P8 聴覚障害者相談

員 北区子育て支援

課 

交通機関 

地下鉄御堂筋線 新金岡駅 

交通機関 

Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 



ページ（R3 版のページ） 旧（R３年版の内容） 新（R４年版の内容） 

P9 北区保健センタ

ー 

交通機関 

地下鉄御堂筋線 新金岡駅 

交通機関 

Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 

P9 医療費助成申請

等 

障害福祉サービスの内容は３９ページ。 

対象疾病は１２７・１２８ページ 

障害福祉サービスの内容は３１ページ。 

対象疾病は７８・７９ページ 

P10 ２）障害者基幹

相談支援センター 

北区障害者基幹相談

支援センター 

交通機関 

地下鉄御堂筋線 新金岡駅 

交通機関 

Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 

P12 １１） （社福）堺

市社会福祉協議会 

所在地 

交通機関 

 

 

 

 

堺市社会福祉協議会 堺区事務所 

堺区南瓦町 3-1 市役所本館 3階 

 

堺市社会福祉協議会 中区事務所 

中区深井沢町 2470-7 中区役所 1階 

 

堺市社会福祉協議会 東区事務所 

東区日置荘原寺町 195-1 東区役所 2階 

 

堺市社会福祉協議会 西区事務所 

西区鳳東町 6-600 西区役所 4階 

 

堺市社会福祉協議会 南区事務所 

南区桃山台 1-1-1 南区役所 2階 

 

堺市社会福祉協議会 北区事務所 

北区新金岡町 5-1-4 北区役所 1階 

交通機関 

地下鉄御堂筋線 新金岡駅 

 

堺市社会福祉協議会 美原区事務所 

美原区黒山 167-1 美原区役所１階 

堺市社会福祉協議会 堺区事務所 

堺区南瓦町 3-1 市役所本館内 

 

堺市社会福祉協議会 中区事務所 

中区深井沢町 2470-7 中区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 東区事務所 

東区日置荘原寺町 195-1 東区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 西区事務所 

西区鳳東町 6-600 西区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 南区事務所 

南区桃山台 1-1-1 南区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 北区事務所 

北区新金岡町 5-1-4 北区役所内 

交通機関 

Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 

 

堺市社会福祉協議会 美原区事務所 

美原区黒山 167-1 美原区役所内 

P13 堺市ファミリー・

サポート・センター利

用相談 

堺市ファミリー・サポート・センター利用相談 

 子育ての支援を受けたい人（依頼会員）に

子育て支援の有償ボランティア（提供会員）

を紹介し､相互援助活動を行うことによって､

子育て中の保護者への支援を行うとともに､

保護者が子育てと仕事を両立し､安心して

働くことができるようにお手伝いをしていま

す。 

堺市ファミリー･サポート･センター 

 子育ての応援をしたい方（提供会員）と子

育ての応援を受けたい方（依頼会員）が会

員となり、子育てを地域で相互援助する会

員組織です。 

有償ボランティアである提供会員が、生後 2

か月から小学校 6年生までのお子さんの

園や小学校などへの送迎や預かりのサポ

ートをします。 
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P13 ●日常生活自立支援事業 TEL・FAX 232-7771 TEL 232-7771  FAX 222-1320 

P13 １２） 堺市権利擁

護サポートセンター（堺市

社会福祉協議会） 

●問合わせ先 

堺区南瓦町2番1号（堺市総合福祉会館4

階） TEL・FAX 072-225-5655 

●問合わせ先 

堺区南瓦町 2番 1号（堺市総合福祉会館

内）  TEL 225-5655   FAX 222-5878 

P14 １４） 身体障害

者相談員 

 

区 氏名 ふりがな 障害 住所 電話番号 

堺  

坂本教治  電話番号 355-7005 

 

吉谷知子 よしたにともこ ― 堺区東雲西

町 232-5425 

 

東 

外山 龍子  電話番号 090-4033-3169 

 

北 

藤本忠嗣 ふじもとただつぐ 肢  北区船堂

町 251-4958 

 

美原 

秋山 正輝   電話番号 361-2427 

区 氏名 ふりがな 障害 住所 電話番号 

堺 

坂本教治 電話番号 090-8367-3206 

 

吉谷知子 よしたにともこ ― 堺区東雲西

町 232-5425  

 

東 

外山 龍子 電話番号 090-1679-1359 

 

北 

藤本忠嗣 ふじもとただつぐ 肢  北区船堂

町 251-4958 

 

美原 

秋山 正輝  電話番号 090-4033-6268 

P14 １５） 知的障害

者相談員 

 

 

区 氏名 ふりがな 住所 電話番号 

中 小田多佳子 おだたかこ 中区小阪  

 

 

東  髙谷美英  たかたにみえ  東区草尾

236-0585 

 

南 伊藤明雄 いとうあきお 南区鴨谷台

296-1533 

 

美原 北野維求子 きたのいくこ 美原区南

余部 361-3810 

 

美原 平松きぬ子 ひらまつきぬこ 美原区

北余部 362-5895 

 

― 

 

― 

区 氏名 ふりがな 住所 電話番号 

中 小田多佳子 おだたかこ 中区深井清水

町  

 

東  髙谷美英  たかたにみえ  東区草尾

236-0585 

 

南 伊藤明雄 いとうあきお  南区鴨谷台

296-1533 

 

美原 北野維求子 きたのいくこ 美原区南

余部 361-3810 

 

美原 平松きぬ子 ひらまつきぬこ 美原区

北余部 362-5895 

 

美原 白井 究美 しらい きわみ 美原区

真福寺 362-5651 

 

美原 菅井 智士 すがい さとし 美原区

さつき野西 362-2424 
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P15 １６） 精神障害

者相談員 

 

 

社会福祉法人なごみ福祉会 

相 談 時 間 

毎週火曜日（祝日除く）午後１時～２時 

※相談日時が変更となりました 

社会福祉法人なごみ福祉会 

相 談 時 間 

毎週火曜日（祝日除く）午後１時～２時 

※相談日時が変更となりました 

P15 １６） 精神障害

者相談員 

 

連絡先・住所 

社会福祉法人野のちから ぱらっぱ 

南区高倉台 3-2-10 

電話番号 「ほっとほっと」 

0120-975-878・072-296-8889 (専用電話) 

連絡先・住所 

社会福祉法人野のちから 風のこもんず 

南区高倉台 1丁 2-1 D-1 

電話番号 「ほっとほっと」 

080-7947-0166 (専用電話) 

P15 １７） ハローワ

ーク堺（堺公共職業

安定所）  

障害のある方のために、お仕事の相談・紹

介に応じています。 

障害のある方を対象に職業相談・紹介を行

っています。 

P15 １８） 認知症疾

患医療センター 

身 精 身 精 

P17 障害者虐待防

止の相談窓口 

専用電話・専用 FAX  ２８０－６２６２ 専用電話・専用 FAX  ２８０－６２６２ 

（電話・FAX番号共通） 

P17 障害を理由とす

る差別の相談窓口 

相談窓口  堺市障害施策推進課 

所在地 堺区南瓦町３－１ （堺市役所本館

７階）  

電話 ２２８－７８１８ 

相談窓口  堺市障害施策推進課（権利擁

護係）  

所在地 堺区旭ヶ丘中町４－３－１（健康福

祉プラザ３階 堺市障害者更生相談所内）  

電話  ２８０－２００１ 

P18 ２．身体障害者

手帳 2行目 

１）交付 ２）再交付、

３）等級変更 

P19 ４）再認定、５）

住所・氏名変更 

（障害程度等級表：１２４～１２６ページ参

照）に該当する方） 

 

※詳細については、７ページをご確認くださ

い。 

 

（障害程度等級表：７５～７７ページ参照）に

該当する方） 

 

※詳細については、５ページをご確認くださ

い。 

 

P20 ３．療育手帳 

１） 交付 

●必要なもの 

本人の顔写真 （たて４ｃｍ よこ３ｃｍ） １

枚（１年以内に撮影したもの） 

※本人または保護者以外の方が代筆する

場合には、本人の印かんが必要です。 

 

・本人の顔写真 （たて４ｃｍ よこ３ｃｍ） 

１枚（１年以内に撮影したもの） 

※本人または保護者以外の方が代筆する

場合には、本人の印かんが必要です。 

・マイナンバーカード又はマイナンバー通

知カードおよび本人確認のための証明

書 

※詳細は５ページをご確認ください。ご不明

な場合は窓口でお申し出下さい。 

P20 ３．療育手帳 

２） 再交付 

●必要なもの 

※本人または保護者以外の方が代筆する

場合には、本人の印かんが必要です。 

※本人または保護者以外の方が代筆する

場合には、本人の印かんが必要です。 

・マイナンバーカード又はマイナンバー通

知カードおよび本人確認のための証明

書 

※詳細は５ページをご確認ください。ご不

明な場合は窓口でお申し出下さい。 
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P20 ３．療育手帳 

３） 再判定 

３） 再判定 

療育手帳に、次回の判定時期が指定され

ている方は、その時期までに再判定を受け

る必要があります。 

 

３） 再判定（更新） 

療育手帳に、次回の判定時期が指定され

ている方は、その時期までに再判定を受け

る必要があります。 

更新手続きについてのお知らせを受け取っ

た方は、各区地域福祉課に申請してくださ

い。 

●必要なもの  

・現在お持ちの療育手帳 

・本人の顔写真 （たて４ｃｍ よこ３ｃｍ） １

枚（１年以内に撮影したもの） 

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知

カードおよび本人確認のための証明書 

※詳細は５ページをご確認ください。ご不明

な場合は窓口でお申し出下さい。 

P20 ４）住所・氏名変

更 ５）手帳の返還 

 

●必要なもの 療育手帳 

※本人または保護者以外の方が代筆する

場合には、本人の印かんが必要です。 

●必要なもの 療育手帳 

※本人または保護者以外の方が代筆する

場合には、本人の印かんが必要です。 

P21 ４．精神障碍者

保健福祉手帳 １）交

付 ２）再交付、３）更新・

等級変更、 

P22 ４）住所・氏名変更 

※詳細については、７ページをご確認くださ

い。 

 

※詳細については、５ページをご確認くださ

い。 

 

P22 精神障害者保

健福祉手帳 

６）精神障害者保健福祉手帳診断料の給付 

精神障害者保健福祉手帳交付申請（更

新申請を含む）のために要する診断書

料を公費で負担します。 

 

 

６）精神障害者保健福祉手帳診断料の給付 

精神障害者保健福祉手帳交付申請（更

新申請を含む）のために要する診断書

料を公費で負担します。 

事前に申請いただき無料券を発行しま

す。また、すでに診断書料を支払った場合

は、申請により償還払いを受けることができ

ます。ただし、診断書料を支払った日から３

か月を経過すると申請できません。 

P23 ５．医療・保健 

１．自立支援医療（更

生医療） 

●必要なもの 

※詳細については、７ページをご確認くださ

い。 

●必要なもの 

※詳細については、５ページをご確認くださ

い。 

P24 ２） 自立支援医

療 （育成医療） 

 

●必要なもの 

（マイナンバーカード、マイナンバーの通知

カード等） 

※詳細については、７ページをご確認くださ

い。 

●必要なもの 

（マイナンバーカード、マイナンバーの通知

カード等） 

※詳細については、５ページをご確認くださ

い。 
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P25 ４） 重度障害者

医療費助成 

●対象者 

 

 

次のいずれかに該当する方 

 

※所得制限があります。 

 

 

次のいずれかの障害の状態にある方 

 

※所得制限があります。 

※資格要件について、詳しくは窓口でお尋

ねください。 

P25 ４） 重度障害者

医療費助成 

●必要なもの 

 

 

・健康保険証 

・身体障害者手帳、療育手帳または判定書 

・精神障害者保健福祉手帳 

・特定医療費（指定難病）受給者もしくは特

定疾患医療受給者証 

・障害年金受給の方は年金証書 

・特別児童扶養手当受給の方は特別児童

扶養手当証書 

・印かん（朱肉を使うもの。スタンプ印は不

可）※対象者が自署する場合は不要。 

・市外から転入された方はマイナンバー確

認書類または前住所地発行の所得証明書

（マイナンバーで所得照会を行う場合は、本

人確認書類とご本人の同意書への署名が

必要です。ただし、マイナンバーで所得照会

を行っても、所得証明書が必要な場合があ

ります。） 

次に挙げるもので該当するもの 

・健康保険証 

・身体障害者手帳、療育手帳または判定

書 

 ⇒資格要件が対象者の①～③に該当す

る方 

・精神障害者保健福祉手帳 

 ⇒資格要件が対象者の④に該当する方 

・特定医療費（指定難病）受給者もしくは特

定疾患医療受給者証 

 ⇒資格要件が対象者の⑤に該当する方 

・障害年金受給の方は年金証書（障害年

金受給の方） 

 ⇒資格要件が対象者の⑤に該当する方 

・特別児童扶養手当受給の方は特別児童

扶養手当証書（特別児童扶養手当受給の

方） 

 ⇒資格要件が対象者の⑤に該当する方 

・印かん（朱肉を使うもの。スタンプ印は不

可） ※対象者が自署する場合は不要。 

・市外から転入された方はマイナンバー確

認書類（本人確認書類とご本人の同意書

への署名が必要）または前住所地発行の

所得証明書 

 ⇒市外から転入された方 

（マイナンバーで所得照会を行う場合は、

本人確認書類とご本人の同意書への署名

が必要です。ただし、マイナンバーで所得

照会を行っても、所得証明書が必要な場

合があります。） 

※マイナンバー確認書類の場合は、マイ

ナンバーで前住所先に所得照会を行い

ますが、ケースによっては所得証明書

が必要な場合があります。 

※世帯員以外の方が手続きされる場合、委

任状等を提出していただくことがあります。 
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P25 ４） 重度障害者

医療費助成 

●一部自己負担額 

 

一つの医療機関、調剤薬局又は訪問看護

ステーションにつき入院又は通院ごとに１日

あたり５００円まで（５００円に満たない場合

は、その金額） 

一つの医療機関、調剤薬局または訪問看

護ステーションにつき入院または通院ごと

に１日あたり５００円まで（５００円に満たな

い場合は、その金額） 

P26 ５） 後期高齢者

医療制度 

●対象者 

 

 

 

 

●問合せ先 

※後期高齢者医療制度に加入した場合に

は、医療機関の窓口でお支払いいただく自

己負担割合は、１割（現役並み所得者は３

割）です。 

 

 

 

※詳細については、７ページをご確認くださ

い。 

※後期高齢者医療制度に加入した場合に

は、医療機関の窓口でお支払いいただく自

己負担割合は、１割（現役並み所得者は３

割）です。なお、令和４年１０月１日から、一

定以上の所得の方は、現役並み所得者を

除き、自己負担割合が２割になります。 

 

※詳細については、５ページをご確認くださ

い。 

P27 ６） 精神科訪問

看護 

 

※R4年度版は冊子

には実施機関の掲載

はございませんが、

市ホームページには

一覧の掲載がござい

ます。 

 

実施機関    所在地   電話 

敬愛訪問看護ステーション 堺市堺区熊野

町東 2－2－14 多田ビル 2階 

 

ビルド訪問看護ステーションの下  

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

訪問看護ステーション けやきの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

訪問看護のナーシング堺石津の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

雨にもまけず訪問看護ステーション 堺市

西区北条町 2-23-6-1 283-4823 

 

ケアライフ福泉訪問看護ステーション の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

実施機関   所在地   電話 

敬愛訪問看護ステーション 堺市堺区熊野

町西 2-2-15   （電話番号は修正なし） 

 

ビルド訪問看護ステーションの下に挿入  

ベーグル訪問看護ステーション 堺市堺区

竜神橋町 1丁 6-2-403    238-7705 

 

訪問看護ステーション けやきの下に挿入 

訪問看護ステーション セカンド・ケア 堺市

堺区南花田口町 2丁 3番 20 号 三共堺東

ﾋﾞﾙ 7階   247-5471 

 

訪問看護のナーシング堺石津の下に挿入 

ほのか訪問看護ステーション 堺市堺区今

池町 1丁 2番 10号 01号室 225-0788 

 

雨にもまけず訪問看護ステーション 堺市

西区北条町 2-23-6-1 283-4823 

 

ケアライフ福泉訪問看護ステーションの下

に挿入 

こもれび訪問看護ステーション堺 堺市

西区浜寺石津町東 3-9-24 320-0137 
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P27 ６） 精神科訪問

看護 

※R4年度版は冊子

には実施機関の掲載

はございませんが、

市ホームページには

掲載がございます。 

たつみ訪問看護ステーション 

堺市西区浜寺石津町東 1-2-32 

カサグランデス浜寺北 402号  

 

T・ルーツ訪問看護ステーションの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

たつみ訪問看護ステーション 

堺市西区浜寺石津町東 1-2-32 

宮本ﾋﾞﾙ 3階 

 

T・ルーツ訪問看護ステーションの下に挿入

ふれ愛 訪問看護ステーション 堺市西区

鳳中町 4-121-5-302 247-8212 

P28 ６） 精神科訪問

看護 

 

※R4年度版は冊子

には実施機関の掲載

はございませんが、

市ホームページには

掲載がございます。 

 

訪問看護ステーションおとのい の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

訪問看護ステーションすみれの家の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

 

まつかわ訪問看護ステーション 堺市西区

上 715 エルドラド B-103 271-0068 

 

D-PLUS 訪問看護ステーション 堺市中区

深井清水町 3832-3F 242-8292 

 

訪問看護ステーション ハピネスウィング 

堺市中区深井水池町 2861 番地 ラビアン

ローズ 103号室 249-7305 

 

訪問看護ステーション「ふれあい」 の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

大空訪問看護ステーション 堺市東区西野

192-7 239-1345 

 

訪問看護ステーションおとのいの下に挿入 

訪問看護ステーション ここいろ堺 堺市

西区上野芝向ヶ丘町 1-24-14 242-4577 

 

訪問看護ステーションすみれの家の下に挿

入 

訪問看護ステーション バッテリー 堺市

西区浜寺船尾町西 3-91-1-205 246-

9588 

 

まつかわ訪問看護ステーション 堺市西区

上 715 エルドラド B-103 271-0068 

 

D-PLUS 訪問看護ステーション 堺市中区

深井清水町 3832-3F 242-8292 

 

訪問看護ステーション ハピネスウィング堺

市中区深井水池町2861番地 ラビアンロー

ズ 103号室 249-7305 

 

訪問看護ステーション「ふれあい」の下に挿

入訪問看護ステーション 真月 堺市中区

深井中町 1415番地 6 205-2283 

 

訪問看護ステーション 京（みやこ） 堺市

中区土師町 5丁 30番 15-2号 369-4130 

 

大空訪問看護ステーション 堺市東区西野

192-7 239-1345 
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P28 ６） 精神科訪問

看護 

 

※R4年度版は冊子

には実施機関の掲載

はございませんが、

市ホームページには

掲載がございます。 

 

草尾リハビリ訪問看護ステーションの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

コットン訪問看護ステーションの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

草尾リハビリ訪問看護ステーションの下に

挿入 

心訪問看護ステーション 堺市東区北野

田 617番地 9 ロハルビル 247-5726 

 

コットン訪問看護ステーションの下に挿入 

ふみの木訪問看護ステーション 堺市東区

大美野 162-14 230-0801 

 

P29 ６） 精神科訪問

看護 

 

※R4年度版は冊子

には実施機関の掲載

はございませんが、

市ホームページには

掲載がございます。 

 

訪問看護ステーションアーク の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

訪問看護ステーションケアリング  

堺市東区引野町 2-102-4 288-3344 

 

あかるい手訪問看護ステーションの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

桜けあ訪問看護ステーションの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

訪問看護ステーション シャングリラの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

訪問看護ステーションエールの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

ワンラブ訪問看護ステーション 堺市

南区槇塚台 2丁 39-5-307 290-7999 

 

訪問看護ステーションＷｉｌｌ 堺市美原区丹

上 395-3-104 363-3022 

 

 

訪問看護ステーションアーク の下に挿入 

訪問看護ステーションアイリス  

堺市東区菩提町 3-9-1 289-7220 

 

訪問看護ステーションケアリング  

堺市東区菩提町 1-26-6 294-6800 

 

あかるい手訪問看護ステーションの下に挿

入 

あるふぁ訪問看護ステーション  

堺市南区桃山台 2-20-7 284-9252 

 

桜けあ訪問看護ステーションの下に挿入 

シィード訪問看護  

堺市南区晴美台 4丁 8番 7号 283-5037 

 

訪問看護ステーション シャングリラの下に

挿入訪問看護ステーション しんかい  

堺市南区高倉台 2-38-13 ハイツ恵 202 号

321-6073 

 

訪問看護ステーションエールの下に挿入 

訪問看護ステーション パーム泉ヶ丘  

堺市南区土佐屋台 1559-202 248-5248 

 

ワンラブ訪問看護ステーション 堺市

南区槇塚台 2丁 39-5-307 290-7999 

 

訪問看護ステーションＷｉｌｌ 堺市美原区丹

上 395-3-104 363-3022 
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P29 ６） 精神科訪問

看護 

 

※R4年度版は冊子

には実施機関の掲載

はございませんが、

市ホームページには

掲載がございます。 

 

訪問看護ステーションニコニコ 堺市美原

区北余部 45-21 363-1660 

 

訪問看護ステーションひまり 堺市美原区北

余部 40-50  

 

 

訪問看護ステーションニコニコの下 

 

 

 

訪問看護ステーション for you 堺市

美原区北余部 40-50 368-5077 

 

 

ゆう訪問看護ステーション 堺市美原区北

余部 45-23 ヤマイチ貸ビル 3階 370-7771  

 

 

アルコ訪問看護ステーション の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

訪問看護ステーションニコニコ 堺市美原

区北余部 45-21 363-1660 

 

訪問看護ステーションひまり  

堺市美原区北余部 45-21 （電話番号は

修正なし） 

 

訪問看護ステーションニコニコの下に挿入 

訪問看護ステーションひまり  

堺市美原区北余部 40-50 321-7753 

 

訪問看護ステーション for you  

堺市美原区太井 687-2   （電話番号は修

正なし） 

 

ゆう訪問看護ステーション  

堺市美原区北余部 390-2 370-5010 

 

 

アルコ訪問看護ステーション の下に挿入 

医療法人恵典会 訪問看護ステーション

habataki 堺市北区百舌鳥梅北町 3-118-3 

2階 242-4171 

 

ヴィータ訪問看護ステーション  

堺市北区金岡町 2270-4 AKマンション 103

号  230-4130 

P30 ６） 精神科訪問

看護 

 

※R4年度版は冊子

には実施機関の掲載

はございませんが、

市ホームページには

掲載がございます。 

 

シアクライム訪問看護ステーション堺 堺市

北区南花田町 46-5 レジデンス若里 303号

 242-4440 

 

ﾋﾞｰﾅｽ訪問看護ステーションの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

訪問看護ステーションぶるーむの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

シアクライム訪問看護ステーション堺 堺市

北区南花田町 46-5 レジデンス若里 303号

 242-4440 

 

ﾋﾞｰﾅｽ訪問看護ステーション の下に挿入 

訪問看護ステーション Will  

堺市北区中長尾町 3-1-26 260-4541 

 

訪問看護ステーションぶるーむの下に挿入 

訪問看護ステーションほくほく  

堺市北区百舌鳥梅町 1丁 1-6 昭和ﾋﾞﾙ 200

号室 275-7787 
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P32 １） 補装具費の

支給 ●必要なもの 

 

●自己負担 

※詳細については、７ページをご確認くださ

い。 

 

※１ 低所得世帯：市民税非課税世帯 

※２ 本人又は世帯構成員のうち市民税最

多納税者の所得割額が４６万円以上の場

合は補装具費支給対象外（市民税所得割

額は税率８％でなく６％で算定し、１９歳未

満の扶養親族がいる場合は、一定の額を

控除します。） 

・同一世帯における補装具費と障害福祉

サービス等の利用者負担額の合計

が一定 

の基準額を超えた場合、基準額を超えた

部分について、申請に基づき高額障

害福 

祉サービス費として支給を受けることがで

きます。詳細は４０ページをご参照く

ださい。 

※詳細については、５ページをご確認くださ

い。 

 

※１ １８歳以上の場合は本人とその配偶

者のみを世帯としてみなします。 

※２ 低所得世帯：市民税非課税世帯 

※３ 本人又は世帯構成員のうち市民税最

多納税者の所得割額が４６万円以上の場

合は補装具費支給対象外（市民税所得割

額は税率８％でなく６％で算定し、１９歳未

満の扶養親族がいる場合は、一定の額を

控除します。） 

・同一世帯における補装具費と障害福祉サ

ービス等の利用者負担額の合計が一定 

の基準額を超えた場合、基準額を超えた部

分について、申請に基づき高額障害福 

祉サービス費として支給を受けることができ

ます。詳細は３２ページをご参照ください。 

P33 ３） 身体障害者

介助者用車いす電動

補助装置購入費の支

給 

３） 身体障害者介助者用車いす電動補助

装置購入費の支給 身 

 常時、車いすを必要とする、在宅で生活す

る身体障害者で、電動車いすの操作が困

難であり、同居する介護者が高齢、病弱等

の理由により普通型又は手押し型車いすで

の外出に支障がある方に、介助者用車い

す電動補助装置の購入に要する費用の一

部を支給します。 

●自己負担 原則５割負担（生活保護

世帯・低所得世帯は自己負担なし） 

●問合わせ先 各区地域福祉課 

３） 身体障害者介助者用車いす電動補助

装置購入費の支給 身 

 常時、車いすを必要とする、在宅で生活す

る身体障害者で、電動車いすの操作が困

難であり、同居する介護者が高齢、病弱等

の理由により普通型又は手押し型車いすで

の外出に支障がある方に、介助者用車い

す電動補助装置の購入に要する費用の一

部を支給します。 

●自己負担 原則５割負担（生活保護

世帯・低所得世帯は自己負担なし） 

●問合わせ先 各区地域福祉課 

P35  ５） 身体障害

者(児)日常生活用具 

●必要なもの ※詳細については、７ペー

ジをご確認ください。 

 

●自己負担 

※１８歳以上の場合は本人とその配偶者の

みを世帯としてみなします。 

●必要なもの ※詳細については、５ペー

ジをご確認ください。 

 

●自己負担 

※１ １８歳以上の場合は本人とその配偶

者のみを世帯としてみなします。 

※２ 低所得世帯：市民税非課税世帯 
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P36 ６） 知的障害者

(児)日常生活用具 

●必要なもの ※詳細については、７ペー

ジをご確認ください。 

●必要なもの ※詳細については、５ペー

ジをご確認ください。 

P37 ７） 精神障害者

日常生活用具 

８） 難病患者等日常

生活用具 

●必要なもの ※詳細については、７ペー

ジをご確認ください。 

●必要なもの ※詳細については、５ペー

ジをご確認ください。 

P37 １０） 福祉電話

の設置費助成 

 

 

 

 

１０） 福祉電話の設置費助成 身 

電話を保有していない、１級または２級の身

体障害者手帳を所持する外出困難な重度

の身体障害者もしくは３級以上の手帳を所

持する聴覚障害者に対し、コミュニケーショ

ン及び緊急連絡の手段の確保をはかるた

め電話の設置に係る費用を助成します。 

ただし、コミュニケーション等が困難な障害

者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で所

得税非課税世帯に限ります。 

●必要なもの 身体障害者手帳 

●問合わせ先 各区地域福祉課 

１０） 福祉電話の設置費助成 身 

電話を保有していない、１級または２級の身

体障害者手帳を所持する外出困難な重度

の身体障害者もしくは３級以上の手帳を所

持する聴覚障害者に対し、コミュニケーショ

ン及び緊急連絡の手段の確保をはかるた

め電話の設置に係る費用を助成します。 

ただし、コミュニケーション等が困難な障害

者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で所

得税非課税世帯に限ります。 

●必要なもの 身体障害者手帳 

●問合わせ先 各区地域福祉課 

P38 １３） 車いすの

貸出 

●問合わせ先 堺市社会福祉協議会 

生活支援課 

●問合わせ先 堺市社会福祉協議会 

生活支援課 

P39 ７．介護・介助 （対象となる難病の範囲については１２７・１

２８ページのとおりです。） 

（対象となる難病の範囲については７８・７９

ページのとおりです。） 

P45 ６） 堺市障害者

（児）短期入所緊急利

用支援事業 

市内短期入所事業所において緊急用ベッド

（２床）を確保しています。 

市内短期入所事業所において緊急用ベッド

（１床）を確保しています。 

P46 ●堺市老人介

護者（家族）の会 

同会は市内の寝たきりや認知症等の高齢

者を家族で介護している、もしくはしたこと

のある介護者の会です。会員同士の助け

合いを基本に、次のような取り組みをすす

めています。 

（１）介護相談  （２）電話・訪問活動 

（３）家族交流会など   ★会費は年額１２

００円です。（中途入会の場合は月割可） 

≪問合わせ≫いずれも、堺市社会福祉協

議会 地域福祉課 

同会は市内の寝たきりや認知症等の高齢

者を家族で介護している、もしくはしたこと

のある介護者の会です。会員同士の助け

合いを基本に、次のような取組をすすめて

います。 

（１）介護相談  （２）電話・訪問活動 

（３）家族交流会など   ★会費は年額１２

００円です。（中途入会の場合は月割可） 

≪問合わせ≫いずれも、堺市社会福祉協

議会 地域福祉課 
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P47 （参考）堺市内

短期入所（ショートス

テイ）事業者 

※R4年度版は冊子

には実施機関の掲載

はございませんが、

市ホームページには

掲載がございます。 

 

 

施設名 所在地 電話 対象者 身体 知

的 児童 精神 難病 

特別養護老人ホームハートピア堺 堺区

海山町三丁 150番地 1 222-8080 ○  

 

ショートステイしあわせの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

輝のショートステイの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

堺福泉療護園の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

ふれあいホームヴァンサンクつつじショートス

テイ１の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

ふれあいホームヴァンサンクつつじショート

ステイ２ 美原区平尾 35-1 369-7224 

知的のみ ○      

 

プロスパー株式会社 西区浜寺諏訪

森町西四丁 336-2 282-7871 身体 知的 

精神 児童 精神 とも ○ 

 

ショートステイ・ニコライズ 堺区神明町西

一丁 1 番 1 号 225-0371 知的 精神 児

童 精神 とも○ 

 

  

施設名 所在地 電話 対象者 身体 知

的 児童 精神 難病 

特別養護老人ホームハートピア堺 堺区

海山町三丁 150番地 1 222-8080 ○ 

 

ショートステイしあわせの下に挿入 

ショートステイ・ニコライズ 堺区神明町西

一丁 1番 1号 225-0371  

知的 児童 精神 難病 のみ○  

 

輝のショートステイの下に挿入 

グループホームＪＯＹ 中区深井水池町 2827-

1 エステートビルⅥ102 号 080-4764-7775

知的 精神 のみ ○  

エニシア堺 中区八田北町 595-1370-4978

身体 知的 精神 のみ ○ 

 

堺福泉療護園の下に挿入 

プロスパー株式会社 西区浜寺諏訪森町西

四丁 336-2 282-7871 身体 知的 精神 児

童 精神 とも ○ 

 

ふれあいホームヴァンサンクつつじショートス

テイ１の下に挿入 

ふれあいホームヴァンサンクつつじショート

ステイ２ 美原区平尾 35-1 369-7224

   知的のみ ○ 

 

ふれあいホームヴァンサンクつつじショート

ステイ２ 美原区平尾 35-1 369-7224 

知的のみ ○ 

 

プロスパー株式会社 西区浜寺諏訪

森町西四丁 336-2 282-7871身体 知的 

精神 児童 精神 とも ○ 

 

ショートステイ・ニコライズ 堺区神明町西

一丁 1番 1号 225-0371 知的 

精神 児童 精神 とも ○ 
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P47 （参考）堺市内

短期入所（ショートス

テイ）事業者 

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

グループホームＪＯＹ 中区深井水池町

2827-1エステートビルⅥ102号 080-

4764-7775 知的 精神 のみ○ 

 

エニシア堺 中区八田北町 595-1 370-

4978 身体 知的 精神のみ○ 

グループホームＪＯＹ 中区深井水池町

2827-1エステートビルⅥ102号 080-

4764-7775 知的 精神 のみ○ 

 

エニシア堺 中区八田北町 595-1 370-

4978身体 知的 精神のみ〇 

P48  ２）音声機能障

害者発声訓練教室 

 

●訓練内容 笛式人工喉頭 

毎週 火、木 午後２時～午後３時 

●問合わせ先 午前１１時～午後３時 

●訓練内容 笛式人工喉頭 

毎週 火 午後１時 30分～午後２時 30分 

●問合わせ先 午前１０時～午後３時 

P48 ３）大阪吃音教

室 

●問合わせ先 大阪スタタリングプロジェク

ト 

●問合わせ先 ＮＰＯ法人 大阪スタタリン

グプロジェクト 

P53 特別障害者手

当  

支給額 月 額 27,350円 支給額 月 額 27,300円 

P53 障害児福祉手

当  

支給額 月 額 14,880円 支給額 月 額 14,850円 

P53 特別児童扶養

手当  

 

支給額 児童 1人につき（月額） 

特児 1級 52,500円  

特児 2級 34,970円 

支給額 児童 1人につき（月額） 

特児 1級 52,400円  

特児 2級 34,900円 

P53 児童扶養手当 

支給額 

児童 1人のとき 
月 額 43,160円 
（所得により 
10,180-43,150円） 
対象児 2人目 
10,190円加算 
（所得により 
5,100-10,180円） 
対象児 3人目から 
6,110円加算 
（所得により 

3,060-6,100円） 

児童 1人のとき 
月 額 43,070円 
（所得により 
10,160-43,060円） 
対象児 2人目 
10,170円加算 
（所得により 
5,090-10,160円） 
対象児 3人目から 
6,100円加算 
（所得により 

3,050-6,090円） 

P54 大阪府重度障

がい者特例支援給付

金 申請に必要なも

の 

・申請書 

・身体障害者手帳または 

療育手帳及び関係書類 

・申請書 

・身体障害者手帳、療育手帳または精神障

害者保健福祉手帳 

・その他必要な書類 

P54 制度名 障害基

礎年金 

 

支給額 （年額） 

1級 976,125円  2級 780,900円 

 

子の加算額 

第１子・第 2子 224,700円 

第 3子以降 1人につき 74,900円 

 

申請に必要なもの 

・年金手帳またはマイナンバー（通知）カー

ド（※１） 

 

（※１）の詳細は７ページをご確認ください。 

支給額 （年額） 

1級 972,250円  2級 777,800円 

 

子の加算額 

第１子・第 2子 223,800円 

第 3子以降 1人につき 74,600円 

 

申請に必要なもの 

・年金手帳、基礎年金番号通知書またはマ

イナンバー（通知）カード（※１） 

 

（※１）の詳細は５ページをご確認ください。 
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P55 制度名 障害厚

生年金 申請に必要

なもの 

 

・年金手帳またはマイナンバー（通知）カー

ド（※１） 

 

（※１）の詳細は７ページをご確認ください。 

・年金手帳、基礎年金番号通知書またはマ

イナンバー（通知）カード（※１） 

 

（※１）の詳細は５ページをご確認ください。 

P55 制度名 特別障

害給付金 

 

支給額 （月額） 

1級 52,450円 2級 41,980円 

 

申請に必要なもの 

・年金手帳、またはマイナンバー（通知）カ

ード（※１） 

・本人確認書類（※１） 

・所定の診断書 

・病歴・就労状況等申立書 

・請求者名義の預貯金通帳（写し可） 

・①のときは初診日に学生であったことが 

わかる書類 

・②のときは配偶者の年金手帳(証書)また

は配偶者の年金加入期間確認通知書(共

済用） 

・戸籍の謄本または抄本 

・請求者名義の預貯金通帳（写し可） 

 

（※１）の詳細は７ページをご確認ください。 

支給額 （月額） 

1級 52,300円 2級 41,840円 

 

申請に必要なもの 

年金手帳、基礎年金番号通知書または 

マイナンバー（通知）カード（※１） 

・本人確認書類（※１） 

・所定の診断書 

・病歴・就労状況等申立書 

・請求者名義の預貯金通帳（写し可） 

①のとき 

・初診日に学生であったことがわかる書類  

②のとき 

・初診日において配偶者の公的年金等の

加入・受給の状況を明らかにすることがで

きる書類  

・戸籍の謄本または抄本 

 

（※１）の詳細は５ページをご確認ください。 

P57 ４）自動車事故

対策機構による介護

料支給 

４） 自動車事故対策機構による介護料支

給 身  

４） 自動車事故対策機構による介護料支

給 身 精 

P58 大阪府生活福

祉資金 

この制度は、低所得者・高齢者・障害者の

世帯（所得要件あり）に対し、資金の貸付と

必要な相談支援を行うことにより、その経済

的自立及び生活意欲の助長促進ならびに

在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安

定した生活を送れるようにすることを目的と

するものです。 

この制度は、低所得者・高齢者・障害者の

世帯（所得要件あり）に対し、資金の貸付と

必要な相談支援を行うことにより、その経済

的自立及び生活意欲の助長促進ならびに

在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安

定した生活を送れるようにすることを目的と

するものです。なお、貸付にあたっては条

件・審査があるため、詳細についてはお問

い合わせください。 

P58 大阪府生活福

祉資金 表の中 

貸付限度額 

金額 ～万円 

貸付限度額 

金額 ～万円以内 （※万円の次に、以内）   

P59 大阪府生活福

祉資金 

表の下 

※資金の種類により貸付条件や必要書類

が異なりますので、詳細は下記の問合わせ

先にご確認ください。 

表の下 

※資金の種類により貸付条件や必要書類

が異なりますので、詳細は下記の問合わせ

先にご確認ください。 
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P60 １２．税の軽減

等  

種類 

所得税  障害者控除 

・本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害

者（身体障害者手帳３～６級、または中軽

度の知的障害者、または精神障害者保健

福祉手帳２・３級の方等）の場合 

・本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別

障害者（身体障害者手帳１・２級、または重

度の知的障害者、または精神障害者保健

福祉手帳１級の方等）の場合 

 

種類 

市民税・府民税  障害者控除 

・本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害

者（身体障害者手帳３～６級、または中軽

度の知的障害者、または精神障害者保健

福祉手帳２・３級の方等）の場合 

・本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別

障害者（身体障害者手帳１・２級、または重

度の知的障害者、または精神障害者保健

福祉手帳１級の方等）の場合 

 

 

種類 

贈与税 

①特別障害者（身体障害者手帳１・２級、または

重度の知的障害者、または精神障害者保健福祉

手帳１級の方等） 

 

種類 

新マル優制度 

（注１）障害者控除は、扶養控除の適用が

ない１６歳未満の扶養親族についても適用

されます。 

種類 

所得税  障害者控除（注１） 

・本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害

者（身体障害者手帳３級以下、中軽度の知

的障害者（療育手帳Ｂ）、または精神障害

者保健福祉手帳２・３級の方等）の場合 

・本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別

障害者（身体障害者手帳１・２級、重度の知

的障害者（療育手帳Ａ）、または精神障害者

保健福祉手帳１級の方等）の場合 

 （※各種手帳の確認が必要） 

種類 

市民税・府民税  障害者控除（注１） 

・本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害

者（身体障害者手帳３級以下、中軽度の知

的障害者（療育手帳Ｂ）、または精神障害

者保健福祉手帳２・３級の方等）の場合 

・本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別

障害者（身体障害者手帳１・２級、重度の知

的障害者（療育手帳Ａ）、または精神障害者

保健福祉手帳１級の方等）の場合 

 （※各種手帳の確認が必要） 

 

種類 

贈与税 

①特別障害者（身体障害者手帳１・２級、または

重度の知的障害者、または精神障害者保健福祉

手帳１級の方等） 

 

種類 

マル優制度 

（注１）障害者控除は、配偶者控除の適用

がない同一生計配偶者や１６歳未満の扶

養親族についても適用されます。 

P65 （２）OsakaMetro 種別     割引率 

第１種   本人・介護者（１名）とも ５割引 

（ただし、定期乗車券については、本人・介

護者ともが購入するときのみ） 

 

第２種   本人・介護者（１名）とも ５割引 

（ただし、定期乗車券については、本人・介

護者ともが購入するときのみ） 

種別     割引率 

第１種   本人・介護者（１名）とも ５割引 

（ただし、定期乗車券については、本人・介

護者ともが購入するときのみ） 

 

第２種   本人・介護者（１名）とも ５割引 

（ただし、定期乗車券については、本人・介

護者ともが購入するときのみ） 
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P67 ●重度障害者

福祉タクシー利用券

を使用するには 

※R4 年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

介護タクシーほりやんの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

ケアタクシー西村の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

介護タクシーほりやんの下に挿入 

堺のおだ介護タクシー 堺区寺地町東

1-2-22 090-9113-2626 

ケアタクシー西村の下に挿入 

介護タクシーピアノ 中区楢葉 170-34 321-

5179 

P68 ●重度障害者

福祉タクシー利用券

を使用するには 

※R4 年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

大阪タクシー株式会社  

西区草部 206-10  

（R4年度版で新規掲載） 

ワンコイン堺株式会社の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

日駿タクシー株式会社 

西区上 643-1 

 

ワンコイン堺株式会社の下に挿入 

ワンコインドーム 株式会社 中区新家町

313 230-5560 

P69 ●重度障害者

福祉タクシー利用券

を使用するには 

合同会社 Neo Hobby,sの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

合同会社 Neo Hobby,sの下に挿入 

株式会社サニーデイスマイル 泉大津市二

田町 1-17-16-101  0725-30-1724 

P70 ●重度障害者

福祉タクシー利用券

を使用するには 

※R4 年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

 

合同会社スリーホームの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

株式会社吹田ジャパンの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

合同会社スリーホームの下に挿入 

有限会社ケイティカンパニー  大阪市住吉

区墨江 4-10-27 06-6673-8240 

 

株式会社吹田ジャパンの下に挿入 

珊瑚自動車株式会社 東大阪市三島 1-5-

20 06-6743-5430 

株式会社世界産業 八尾市太田 4-35-1

 072-968-8061 

P71 ２） 有料道路の

通行料金 

利用手続 

 

●当該障害者が居住する住所地を管轄す

る各区地域福祉課で、身体障害者手帳ま

たは療育手帳に、自動車登録番号または

車両番号及び割引有効期限を記入したシ

ールを貼付する。 

●ＥＴＣ（有料道路自動料金収受システム）

の利用を希望する場合は、上記のシールの

貼付を受けた後、「ＥＴＣ利用対象者証明

書」の発行を受け、有料道路 ETC割引登録

係に当該証明書を送付する。後日、ETC で

の利用が可能となる日を書面にて通知され

る（約 2 週間程度かかります。）。ETC での

利用が可能となる日より前に ETC レーンを

無線通行されると、割引は適用されず、通

常料金となりますので、ご注意ください。（書

面が届くまでの間は、料金所係員のいるレ

ーンで手帳を提示してください。） 

当該障害者が居住する住所地を管轄する

各区地域福祉課で、身体障害者手帳また

は療育手帳に、自動車登録番号または（車

両番号）及び割引有効期限を記入したシー

ルを貼付する。 

●ＥＴＣ（有料道路自動料金収受システム）

の利用を希望する場合は、上記のシールの

貼付を受けた後、「ＥＴＣ利用対象者証明

書」の発行を受け、有料道路 ETC割引登録

係に当該証明書を送付する。後日、ETC で

の利用が可能となる日を書面にて通知され

る（約 32週間程度かかります。）。ETCでの

利用が可能となる日より前に ETC レーンを

無線通行されると、割引は適用されず、通

常料金となりますので、ご注意ください。（書

面が届くまでの間は、料金所係員にのいる

レーンで手帳を提示してください。） 
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P71 ２） 有料道路の

通行料金 

必要なもの 

 

 

■ＥＴＣの利用申請には、上記のほか次の

ものが必要です。 

(5) 障害者本人名義のＥＴＣカード （対象障

害者が未成年の重度障害者で、介護者の

運転の場合のみ、障害者本人の親権者ま

たは後見人の名義のＥＴＣカードでも可） 

(6) ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書 

（ＥＴＣ車載器を購入した店等で発行） 【コ

ピー可】 

■ＥＴＣの利用申請には、上記のほか次の

ものが必要です。 

(5) 障害者本人名義のＥＴＣカード （対象障

害者が未成年（18 歳未満）の重度障害者

で、介護者の運転の場合のみ、障害者本

人の親権者または後見人の名義のＥＴＣカ

ードでも可） 

(6) ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書 

（ＥＴＣ車載器を購入した店等で発行） 【コ

ピー可】 

P71 ２） 有料道路の

通行料金 

利用料金 

 

●料金を支払う際に、身体障害者手帳また

は療育手帳を提示して、料金所係員から手

帳の記載事項等により、次の(1)～(3)の確

認を受けたうえで、所定の料金を支払って

通行する。 

 ※料金精算機設置レーンでは、係員呼び

出しボタン（又はレバー）を押下して係員の

確認を受けてください。 

●ＥＴＣを利用する場合は、次の(1)～(3)の

条件を満たした上で、ＥＴＣ利用登録済みで

あるＥＴＣカードを、併せて登録されたＥＴＣ

車載器に挿入して通行する。 

(1) 対象者本人自ら運転していること、また

は介護者が運転している場合は当該障害

者本人が乗車していること。 

(2) 自動車登録番号または（車両番号）が

手帳に貼り付けられたシールに記載された

ものと同じであること。 

(3) 割引措置の有効期間内であること。 

★従前の割引証は使用できません。 

●料金を支払う際に、身体障害者手帳また

は療育手帳を提示して、料金所係員から手

帳の記載事項等により、次の(1)～(3)の確

認を受けたうえで、所定の料金を支払って

通行する。 

 ※料金精算機設置レーンでは、係員呼び

出しボタン（又はレバー）を押下して係員の

確認を受けてください。 

●ＥＴＣを利用する場合は、次の(1)～(3)の

条件を満たした上で、ＥＴＣ利用登録済みで

あるＥＴＣカードを、併せて登録されたＥＴＣ

車載器に挿入して通行する。 

(1) 対象者本人自ら運転していること、また

は介護者が運転している場合は当該障害

者本人が乗車していること。 

(2) 自動車登録番号または（車両番号）が

手帳に貼り付けられたシールに記載された

ものと同じであること。 

(3) 割引措置の有効期間内であること。 

★従前の割引証は使用できません。 

P72 ３）NHK 放送受

信料免除 

 

（※令和 4 年 7 月 19

日以降移転等） 

●問合わせ先 ＮＨＫ南大阪営業センター  

TEL 06-6636-2571 

●証明窓口 免除事由の証明を受けた後、

下記のＮＨＫ営業センターに申請書を郵送

もしくは持参してお申し込みください。 

●申請窓口 

ＮＨＫ南大阪営業センター  TEL 06-6636-

2571 〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍

野筋 1-5-1 あべのルシアス 8階 

●問合わせ先 NHK 大阪放送局視聴者リ

レーションセンター開発推進部 TEL 06-

6937-9000 

●証明窓口 免除事由の証明を受けた後、

下記のＮＨＫに申請書を郵送もしくは持参し

てお申し込みください。 

●申請窓口 NHK 大阪放送局視聴者リレ

ーションセンター開発推進部  TEL 06-

6937-9000 

〒540-8501 大阪市中央区大手前 4-1-20 
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P76 ７）市内公共施

設における駐車場料

金 

金岡公園北駐車場 

※土・日・祝のみ営業 

 

 

営業時間 

7:00-19:30 

（4月-9月） 

7:00-17:30 

（10月-3月） 

金岡公園北駐車場 

※土・日・祝のみ営業 ※プール期間中

の7/21～8/24は平日も営業 

 

営業時間 

7:00-19:30 

（4月-9月） 

7:00-17:30 

（10月-3月） ※プール期間中の7/21～

8/24の平日は9:00-18:30 

P76 ７）市内公共施

設における駐車場料

金 

大浜公園野球場 

駐車場 

 

営業時間 

8:00-17:30 

 

大浜公園野球場 

駐車場 

 

営業時間 

8:00-17:30  ※プール期間中の 7/21～

8/24は8:00-18:30 

P76 ７）市内公共施

設における駐車場料

金 

荒山公園 

（P1・P2・P3）駐車場 

 

荒山公園 

（P1・P2・P3）駐車場 

※イベント時期のみ 

P76 ７）市内公共施

設における駐車場料

金  ※P76-78 R4年

度版は実施機関の掲

載はございません。 

教育文化センター(ソフィア・堺)（駐車場） 

交通機関 

泉北高速鉄道 深井駅 

 

教育文化センター(ソフィア・堺)（駐車場） 

交通機関 

泉北高速鉄道 深井駅 

南海バス  

「中深井北」・「中深井南」・「中深井西」 

P77 ７）市内公共施

設における駐車場料

金 

みはら歴史博物館 

交通機関 

近鉄バス「大保」 南海バス・近鉄バス 

「黒姫山古墳前」  南海バス「下黒山西」 

みはら歴史博物館 

交通機関 

近鉄バス「大保」 南海バス・近鉄バス 

「黒姫山古墳前」  南海バス「下黒山西」 

Ｐ77 ８） 市内公共施設

における駐車場料金 

大仙公園日本庭園 

 

大仙公園日本庭園 

発達障害、難病への減免は対象外です。 

P77 ８）市内公共施

設における利用料金 

施設名 

文化館 (堺アルフォンス・ミュシャ館) 

施設名 

文化館 (堺 アルフォンス・ミュシャ館) 

P77 ８）市内公共施

設における利用料金 

ソフィア・堺プラネタリ

ウム（千の夢きらめく

堺星空館） 

営業時間 8：30-22:00 

 

交通機関 

泉北高速鉄道 深井駅 

 

営業時間 9：00-22:00 

 

交通機関 

泉北高速鉄道 深井駅 

南海バス  

 「中深井北」・「中深井南」・「中深井西」 

P78 ８）市内公共施

設における利用料金 

堺・緑のミュージアム ハーベストの丘 

交通機関 

泉北高速鉄道 泉ｹ丘駅 

 

堺・緑のミュージアム ハーベストの丘 

交通機関 

泉北高速鉄道 泉ケ丘駅 

南海バス「ハーベストの丘」 
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Ｐ78 ８）市内公共施

設における利用料金 

金岡公園プール 

 

 

電話／FAX 

253-0080 

(F)253-0080 

金岡公園プール 

発達障害、難病への減免は対象外です。 

 

電話／FAX 

253-0080 

(F)253-0080 

※7-8月の期間のみ 

Ｐ78 ８）市内公共施

設における利用料金 

大浜公園プール 

 

 

電話／FAX 

253-0080 

(F)253-0080 

大浜公園プール 

発達障害、難病への減免は対象外です。 

 

電話／FAX 

253-0080 

(F)253-0080 

※7-8月の期間のみ 

P78 ８）市内公共施

設における利用料金 

施設名 

大浜体育館・大浜武道館 

施設名 

大浜だいしんアリーナ・だいしん大浜武道

館（大浜体育館・大浜武道館） 

P78 ８）市内公共施

設における利用料金 

 

施設名 マルエス堺原山公園 プール 

（原山公園屋外プール） 

 

 

電話/ＦＡＸ 

298-9988 

(F)284-8826 

施設名 マルエス堺原山公園 プール 

（原山公園屋外プール） 

発達障害、難病への減免は対象外です。 

 

電話/ＦＡＸ 

284-8805 

(F)284-8826 

※7-8月の期間のみ 

P78 ８）市内公共施

設における利用料金 

美原体育館 

交通機関 

南海バス「船戸下」 

     

美原体育館 

交通機関 

南海バス「船戸下」 

     「美原区役所前」 

近鉄バス「黒山中」 

 

P79 ９） 映画館の入

場料金 

大阪興行協会加入の映画館では、券売場

で手帳を提示すれば、割引があります（国

名小劇除く）。 

 

 

 

 

大阪興行協会加入の映画館では、券売場

で手帳を提示すれば、割引があります（国

名小劇除く）。 
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P80 １） 自動車運転

免許取得費助成 

 

１） 自動車運転免許取得費助成 

普通自動車運転免許を取得するために自

動車教習所において要した費用を助成しま

す。 

ただし、免許の取得後６か月以内に申請手

続きを行う必要があります。 

●対象者 前年分の所得税及び当

年度分の市町村民税の所得割が非課税の

世帯に属し、身体障害者手帳または療育手

帳（同程度の判定を含む）をお持ちの方 

●支給額 必要経費の 1／２で ４

５，０００円が限度（１人１回） 

●必要なもの ・申請書 

・自動車運転免許証 

・自動車教習修了証書 

・自動車教習所の領収証等 

・課税証明書（家族全員） 

・身体障害者手帳か療育手帳（または同程

度と証明できる書類） 

●問合わせ先 各区地域福祉課 

１） 自動車運転免許取得費助成  

普通自動車運転免許を取得するために自

動車教習所において要した費用を助成しま

す。 

ただし、免許の取得後６か月以内に申請手

続きを行う必要があります。 

●対象者 前年分の所得税及び当

年度分の市町村民税の所得割が非課税の

世帯に属し、身体障害者手帳または療育手

帳（同程度の判定を含む）をお持ちの方 

●支給額 必要経費の 1／２で ４

５，０００円が限度（１人１回） 

●必要なもの ・申請書 

・自動車運転免許証 

・自動車教習修了証書 

・自動車教習所の領収証等 

・課税証明書（家族全員） 

・身体障害者手帳か療育手帳（または同程

度と証明できる書類） 

●問合わせ先 各区地域福祉課 

P80 ３）障害者用自

動車購入に必要な経

費（大阪府生活福祉

資金）の貸付 

（５８ページ参照） （４９ページ参照） 

P81 ４）駐車禁止除

外指定車標章 

●問合わせ先 

電話 

堺警察署      223-1234 

北堺警察署     250‐1234 

西堺警察署     274-1234 

中堺警察署     242-1234 

南堺警察署     291-1234 

黒山警察署     362-1234 

 

〇大阪府警察本部交通部交通規制課 

TEL06‐6943‐1234 

●問合わせ先 

電話       FAX 

堺警察署    223-1234   221-4564 

北堺警察署   250‐1234  257-5983 

西堺警察署   274-1234  273-2230 

中堺警察署   242-1234  242-1251 

南堺警察署   291-1234  294-9193 

黒山警察署   362-1234  363-0895 

 

〇大阪府警察本部交通部交通規制課 

TEL06‐6943‐1234 FAX06‐6946‐9464 

P82 ●障害のある方

が免許証を取得する

ときには 

来場による相談は、休日を除く月曜日から

金曜日の午後２時３０分から午後４時３０分

まで 

 

来場による相談は、休日を除く月曜日から

金曜日の午後２時から午後４時３０分まで 
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P84 １） 府営住宅福

祉世帯向け 

●問合わせ先  

（南区内の府営住宅） 

  指定管理者：大阪府住宅供給公社・日

本総合住生活㈱大阪支社共同体 

  大阪府営住宅泉北ニュータウン管理セ

ンター TEL 343-5561 FAX 293-0332 

●問合わせ先 

（南区内の府営住宅） 

  指定管理者：㈱東急コミュニティー 大阪

府営住宅泉北管理センター 

TEL 290-6073 FAX 290-6078 

P85  ４）  福祉資金

（大阪府生活福祉資

金）の貸付 

（５８ページ参照） （４９ページ参照） 

P86 １７  文化・教

養・講座 １）視覚障

害者教養講座 

 

視覚障害者の方を対象に、堺市総合福祉

会館において年１９回のお茶・生け花講座

と年４回の身だしなみ講座を開催していま

す。受講者の募集は、毎年４月ごろ行いま

す。 

●問合わせ先 障害施策推進課  TEL 

228-7818 FAX 228-8918 

視覚障害者の方を対象に、堺市総合福祉

会館や健康福祉プラザにおいて年１９回の

お茶・生け花講座とや年４回の身だしなみ

講座を開催しています。受講者の募集は、

毎年４月ごろ行います。 

●問合わせ先 堺市立健康福祉プラザ 

視覚・聴覚障害者センター 

TEL 275-5024 FAX 243-2222 

P87 1２） 点字図書・

録音図書・対面朗読

サービス 

（１） 点字図書・録音

図書の貸出 

●問合わせ先 

日本ライトハウス情報文化センター TEL 

貸出直通 06-6441-0139 

   火～土 午前 1０時～午後４時３０分 

●問合わせ先 

日本ライトハウス情報文化センター TEL 

貸出直通 06-6441-0139 

   火～土 午前 1０時～午後４時３０分 

P87 1３） 図書館サ

ービス 

●視覚障害 

対面朗読 

→美原図書館 

●視覚障害 

対面朗読 

→美原図書館 

P88 1２） 点字図書・

録音図書・対面朗読

サービス （３） 対面

朗読サービス 

●問合わせ先 

堺市立美原図書館 TEL 369-1166 

●問合わせ先 

堺市立美原図書館 TEL 369-1166 

P89 １）総合相談セン

ター 

１０ページ参照 ８ページ参照 

 

P89 ２） 声の広報・

点字広報 

●問合わせ先 

区の広報紙については各区役所企画総務

課 

区の広報紙については各区役所企画総務

課、南区は総務課 

P89 ６） NTT ファク

ス 1０４・NTT ファクス

11５・NTT ふれあいフ

ァクス 

NTT ファクス 11５（電報） 

受付時間 

電報の受付時間 

午前８時～午後７時 

NTT ファクス 11５（電報） 

受付時間 

電報の受付時間 

午前９時～午後５時 
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P90 ８）災害情報ファ

ックス配信 

 

 ●登録申請 

所定の登録申請用紙（危機管理室防災課、

障害支援課、各区地域福祉課にありま

す。）に必要事項を記入して、申込用紙に記

載の問合わせ先へ、郵送またはファックス

により登録申請を行ってください。 

 

●問合わせ先 

危機管理室防災課   

TEL  228-7605   FAX  222-7339 

 

障害支援課  

TEL  228-7411   FAX  228-8918 

 

●登録申請 所定の登録申請用紙

（堺市ホームページに掲載しているほか、

危機管理室防災課、障害支援課、各区地

域福祉課にあります。）に必要事項を記入し

て、申込用紙に記載の問合わせ先へ、郵送

またはファックスにより郵送、ファックス、電

子メールのいずれかの方法で登録申請を

行ってください。 

 

●問合わせ先 

危機管理室防災課   

TEL  228-7605   FAX  222-7339 

E-mail bousai@city.sakai.lg.jp 

障害支援課  

（TEL FAX 修正なし） 

P91 ●おおさか防災

ネットメール配信サー

ビス 

ご存じですか？  

●おおさか防災ネットメール配信サービス 

 

おおさか防災ネットの防災情報メール配信

サービスでは、府民の皆様の防災対策にお

役立ていただくため気象・地震・津波情報、

災害時の避難指示（緊急）などの防災情報

について、メールで配信を行っています。 

touroku@osaka-bousai.net に（携帯電話等

で右の QR コードを 

読み取るとメールアドレスの入力が省略で

きます。）空メールを 

送信の後、返信されたメールの登録用ＵＲＬ

に接続し、配信条件 

を入力します。 

詳しくは、おおさか防災ネットのホームペー

ジをご覧ください。 

防災情報メールのご案内は下記ホームペ

ージをご覧ください。 

http://www.osaka-

bousai.net/pref/PreventInfoMail.html 

 

●「おおさか防災ネット」の活用をお願いし

ます。 

住民の皆様に防災情報（気象警報や避難

情報など）を提供するホームページ「おおさ

か防災ネット」をご存じでしょうか。地図を活

用し、よりわかりやすく情報発信していま

す。ぜひ、ご活用ください。 

詳しくは、「おおさか防災ネット」のホームペ

ージをご覧ください。  

 ←QRコードはこちら 

https://www.osaka-bousai.net              

                                                                

防災情報メールの登録などについても、同

ホームページをご覧ください。 

https://www.osaka-bousai.net/preventinfomail.html           

（防災情報メール説明ページ） 

←登録用メールアドレス        

             QR コード 

 

○防災情報メールの登録方法                                

touroku@osaka-bousai.net に空メールを送

ると、登録用 URL がメールで送られてきま

すので、そのページから登録してください。  
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P95 １） 各種相談機

関 ※R4 年度版は実

施機関の掲載はござ

いません。 

（１） ハローワーク堺（堺公共職業安定所）

障害のある方のために、お仕事の相談・紹

介に応じています。 

（１） ハローワーク堺（堺公共職業安定所）

障害のある方を対象に職業相談・紹介を行

っています。 

P95 １） 各種相談機

関 

※R4 年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

（２） 大阪障害者職業センター南大阪支所 

障害のある方に対して、府内のハローワー

クや関係機関と密接に連携して、就職や職

場定着、職場復帰のための相談・職業評価

やジョブコーチによる支援を行っています。 

また、大阪障害者職業センター（本所）で

は、 

（２） 大阪障害者職業センター南大阪支所 

障害のある方に対して、府内のハローワー

クや関係機関と密接に連携して、就職や職

場定着、職場復帰のための相談・職業評価

やジョブコーチによる支援を行っています。 

また、大阪障害者職業センター（本所）で

は、上記の南大阪支所が実施する支援に

加え、 

P97 ２） 大阪障害者

職業能力開発校  

※R4 年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

●訓練期間等 

●障がいのある方対象の科目 

…ＣＡＤ技術科、ＯＡビジネス科、Ｗｅｂデ

ザイン科 

オフィス実践科 

●知的障がい者対象の科目…ワークサー

ビス科 

●精神障がい者対象の科目…職域開拓科 

 

●発達障がい者対象の科目…Ｊｏｂチャレン

ジ科 

●訓練期間と定員 

●障がいのある方対象の科目 

…ＣＡＤ技術科(15名)、ＯＡビジネス科(20

名)、Ｗｅｂデザイン科(15名) 

オフィス実践科(10名) 

●知的障がい者対象の科目…ワークサー

ビス科(30名)  

●精神障がい者対象の科目…職域開拓科

(10名) 

●発達障がい者対象の科目…Ｊｏｂチャレン

ジ科(5名) 

P99 １） 支援学校・

支援学級の設置 

※R4 年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

●問い合わせ先 

①府立の支援学校                        

 大阪府教育庁教育振興室支援教育課    

TEL 06-6941-0618 

 

●問い合わせ先 

①府立の支援学校                        

 大阪府教育庁教育振興室支援教育課    

TEL 06-6941-0618  

06-6944-9362 

P101 ２） ボランティ

ア活動の拠点 

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

 

 

 

所在地 交通機関 

堺市社会福祉協議会 堺区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

堺区南瓦町 3-1 市役所本館 3階 

 

堺市社会福祉協議会 中区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

中区深井沢町 2470-7 中区役所 1階 

 

堺市社会福祉協議会 東区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

東区日置荘原寺町 195-1 東区役所 2階 

 

所在地 交通機関 

堺市社会福祉協議会 堺区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

堺区南瓦町 3-1 市役所本館内 

 

堺市社会福祉協議会 中区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

中区深井沢町 2470-7 中区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 東区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

東区日置荘原寺町 195-1 東区役所内 
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P101 ２） ボランティ

ア活動の拠点 

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

 

堺市社会福祉協議会 西区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

西区鳳東町 6-600 西区役所 4階 

 

堺市社会福祉協議会 南区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

南区桃山台 1-1-1 南区役所 2階 

 

堺市社会福祉協議会 北区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

北区新金岡町 5-1-4 北区役所 1階 

交通機関 

地下鉄御堂筋線 新金岡駅 

 

堺市社会福祉協議会 美原区事務所ボラ

ンティア相談コーナー 

美原区黒山 167-1 美原区役所１階 

 

大阪府社会福祉協議会 

大阪府ボランティア・市民活動センター 

交通機関 地下鉄谷町線 

 

大阪ボランティア協会 

交通機関 地下鉄谷町線 

堺市社会福祉協議会 西区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

西区鳳東町 6-600 西区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 南区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

南区桃山台 1-1-1 南区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 北区事務所ボランテ

ィア相談コーナー 

北区新金岡町 5-1-4 北区役所内 

交通機関 

Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 

 

堺市社会福祉協議会 美原区事務所ボラ

ンティア相談コーナー 

美原区黒山 167-1 美原区役所内 

 

大阪府社会福祉協議会 

大阪府ボランティア・市民活動センター 

交通機関 Osaka Metro谷町線 

 

大阪ボランティア協会 

交通機関 Osaka Metro谷町線 

P105 ２) 障害者支

援施設 ※R4年度版

は実施機関の掲載は

ございません。 

①自立訓練 ア）機能訓練 

施設名 所在地 電話 FAX 

デイサービスつばき堺の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

① 自立訓練 ア）機能訓練 

デイサービスつばき堺の下に挿入 

施設名 所在地 電話 FAX 

ケアセンター仲村 堺市南区宮山台四丁 7

番 9号 284-3700 295-5505 

P106 ２) 障害者支

援施設  

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

 

① 自立訓練 イ） 生活訓練 

施設名 所在地 電話 FAX 

サポートハウスアンダンテ  

堺市堺区今池町三丁 3番 16号 

 

ハートフルサンクデイ・ひしき乃湯の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

① 自立訓練 イ） 生活訓練 

施設名 所在地 電話 FAX 

サポートハウスアンダンテ  

堺市堺区田出井町 8-20 （住所のみ変更） 

 

ハートフルサンクデイ・ひしき乃湯の下に挿

入 ケアセンター仲村 堺市南区宮山台四

丁 7番 9号 284-3700 295-5505 

P106 ２) 障害者支

援施設  

②就労移行支援 

ワークステーションこうせん 堺市中区小阪

385-4 

② 就労移行支援 

ワークステーションこうせん 堺市中区八田

寺町 504-4 
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P107 ２) 障害者支

援施設  

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

 

②就労移行支援 

施設名 所在地 電話 FAX 

ジョブサポート風の彩 堺市北区新金岡町

5丁 4番 104 

 

ＢＰ事業所 堺市北区中百舌鳥町一丁目

95-22 

 

ＢＰ事業所の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

②就労移行支援 

施設名 所在地 電話 FAXジ        

ョブサポート風の彩 堺市北区新金岡町五

丁 4番 104 

 

ＢＰ事業所 堺市北区中百舌鳥町一丁目

95-22 

 

ＢＰ事業所の下に挿入 

就労移行支援ココエル 堺市北区百舌鳥梅

北町一丁 8番 2号 新栄プロパティ三国ヶ

丘 2階 247-8281 247-8281 

P107 ２) 障害者支

援施設  

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

 

③  就労継続支援（Ａ型） 

施設名 所在地 電話    FAX 

ワークスペース・ニコライズ 堺市堺区南清

水町一丁 1番 28号 246-9944 246-9984 

 

みらいじゅの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

③就労継続支援（Ａ型） 

施設名 所在地 電話    FAX 

ワークスペース・ニコライズ 堺市堺区南清

水町一丁 1番 28号 246-9944 246-9984 

 

みらいじゅの下に挿入 

みらいじゅ堺 堺市堺区大町東一丁 2

番 21号       247-9893 247-9894 

P108 ２) 障害者支

援施設  

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 就労継続支援（Ａ型） 

施設名 所在地 電話 FAX 

シンスリー北野田の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

支援センターＳＯＬＡＳの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

Ａ・ＴＥＣの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

 

④  就労継続支援（Ａ型） 

施設名 所在地 電話 FAX 

シンスリー北野田の下に挿入 

エコベース 堺市西区浜寺石津町東

三丁 12-21 247-8338 247-8338 

 

支援センターＳＯＬＡＳの下に挿入 

就労継続支援といろ 堺市西区草部 1480

 369-4148 369-4149 

 

Ａ・ＴＥＣの下に挿入 

ｋａ－ｋｕｎ ｐｒｏｊｅｃｔ  堺市西区鳳南町二

丁 149-3 260-7470 260-7471 

 

ワークショップひとふし 堺市南区原山台五

丁 9-1 丸長運送配送センター2階 247-

4111 050-3730-6370 
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Ｐ108 ２) 障害者支

援施設  

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

施設名 所在地 電話 FAX         

おめでたい ＦＡＸ 0721-28-7711 

 

Ｓｕｎｎｙの下 

施設名 所在地 電話 FAX 

（R4年度版で新規掲載） 

 

アンダンテ就労ステーションの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

作業所 和っ哈 堺市堺区旭ヶ丘北町一丁

2番 11号 第 3和伸ビル 1F 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

施設名 所在地 電話 FAX         

おめでたい ＦＡＸ 220-5458 

 

Ｓｕｎｎｙの下に挿入 

サポートハウスアンダンテ 堺市堺区田出

井町 8-20  225-0850 225-0851 

 

アンダンテ就労ステーションの下に挿入 

アシスト 堺市堺区向陵東町三丁 8-46

 247-8638 275-4516 

 

作業所 和っ哈 堺市堺区旭ヶ丘北町一丁

2番 11号 第三和伸ビル 1階 

Ｐ109 ２) 障害者支

援施設  

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

 

 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

ブレイブ作業所 ＦＡＸ 247-2013 

 

ＰＩＣＮＩＣ ＦＡＸ 228-0171 

Ｙｏｕ・Ｉハウスの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

ピノキオ作業所の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

きぼうの風（きぼうの会） 堺市中区田園

226番地 1 

 

フェニックスの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

Ｄｅａｒ－Ｌ（デアエル）の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

ウイングデイ 堺市中区八田北町

595-1 275-9641 275-9647 

 

 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

ブレイブ作業所 ＦＡＸ 247-1801 

 

ＰＩＣＮＩＣ ＦＡＸ 242-7370 

Ｙｏｕ・Ｉハウスの下に挿入 

就労継続支援Ｂ型事業所 coco-support堺

市堺区中之町西三丁 2番 29号 中之町Ｔ

Ｋハイツ 1Ａ 443-4556 444-3100 

 

ピノキオ作業所の下に挿入 

スクエアりりいキッチン 堺市中区福田

554番地 5  350-1120  350-1119 

 

きぼうの風 堺市中区東山 107番地 2 

 

フェニックスの下に挿入 

就労継続支援Ｂ型こはな 堺市中区平井

124-1 320-9086 270-9010 

 

Ｄｅａｒ－Ｌ（デアエル）の下に挿入 

ニコイチ 堺市中区八田北町 586-1 101号

 248-6149  248-6149 

 

ウイングデイ 堺市中区八田北町

595-1 275-9641  275-9647 
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Ｐ109 ２) 障害者支

援施設 ※R4年度版

は実施機関の掲載は

ございません。 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

施設名 所在地 電話 FAX 

あゆら作業所 堺市中区八田西町ニ丁 9

番 9号 370-0880 344-5849 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

施設名 所在地 電話 FAX 

あゆら作業所 堺市中区平井 17番地 2

 201-7778 201-7054 

Ｐ110 ２) 障害者支

援施設  

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

ワークステーションこうせん 堺市中区小阪

385-4 

 

堺東部障害者作業所のあのあ 堺市

東区日置荘北町 3-11-32 

 

シーズファクトリーの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

デイセンターフレンズ（うららのお店） 

（R4年度 施設名称変更） 

 

ふれあいショップ絆の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

実里 堺市西区太平寺 325番地 289-

5671 289-5971 

 

わららか草部の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

ワークステーションこうせん 堺市中区八田

寺町 504-4 

 

堺東部障害者作業所のあのあ 堺市

東区日置荘北町三丁 11-32 

 

シーズファクトリーの下に挿入 

ＳＥＡＷＯＲＫＳ堺 堺市東区日置荘西町二

丁 39番 4号 285-1877 285-

1877 

 

うららのお店   

 

ふれあいショップ絆の下に挿入 

就労継続支援といろ 堺市西区草部

1480 369-4148 369-4149 

 

実里 堺市西区太平寺 325番地 289-

5671 289-5971 

 

わららか草部の下に挿入 

ハートフルサンク・ひしきワーカーズ 堺市

西区菱木一丁 2446-1 ドイビル 2階 260-

3180 260-3182 

Ｐ111 ２) 障害者支

援施設  

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

ぱらっぱ 堺市南区竹城台四丁 1番 3号  

 

オーセント ＦＡＸ 284-5777 

 

はなきりん ＴＥＬ350-9566 ＦＡＸ350-0385 

 

障がい者作業所ぽらりす 堺市北区常磐

町三丁 19番地 2 255-3770 255-

3771 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

風のこもんず 堺市南区高倉台一丁 2-1 

Ｄ棟 1 （※電話・FAX番号とも変更なし） 

オーセント ＦＡＸ 284-5770 

 

はなきりん ＴＥＬ350-3123 ＦＡＸ350-3125 

 

障がい者作業所ぽらりす 堺市北区常磐

町三丁 19番地 2 255-3770 255-

3771 
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Ｐ111 ２) 障害者支

援施設  

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

施設名 所在地 電話 FAX 

ワンズワークスの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

こころねの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

りあん・クールなかもずの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

じょぶるんの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

福祉ネコハウスプリエール ＦＡＸ254-1162 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

施設名 所在地 電話 FAX 

ワンズワークスの下に挿入 

ユーアンド 堺市北区船堂町二丁 4番 6号

268-2230 275-6345 

 

こころねの下に挿入 

アトラス新金岡 堺市北区新金岡町五丁

7番 711号 255-3138 255-3137 

 

りあん・クールなかもずの下に挿入 

ハッピー作業所 堺市北区長曽根町

1679番地 2-Ｂ 256-3000 256-3030 

 

じょぶるんの下に挿入 

ＷｉＬＬひまわりⅡ 堺市北区百舌鳥西之町

二丁 552番地 1 250-7722 250-7722 

 

福祉ネコハウスプリエール ＦＡＸ220-0850 

Ｐ112 ２) 障害者支

援施設 ※R4年度版

は実施機関の掲載は

ございません。 

⑤就労継続支援（Ｂ型） 

ワークセンターヴァンサンクつつじの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型） 

ワークセンターヴァンサンクつつじの下に挿

入 はなみずき作業所 堺市美原区平

尾 20番地 5 363-8880 363-8874 

Ｐ112 ２) 障害者支

援施設 ※R4年度版

は実施機関の掲載は

ございません。 

 

⑥生活介護 

おめでたい ＦＡＸ 0721-28-7711 

 

ハッピーポケットの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

なのはな 堺市堺区西湊町六丁 2番 6号

101号 267-4494 267-4495 

⑥生活介護 

おめでたい ＦＡＸ 220-5458 

 

ハッピーポケットの下に挿入 

しののめハウス 堺市堺区東雲西町四丁

6番 20号 222-5131 222-5202 

 

なのはな 堺市堺区西湊町六丁 2番 6号

101号 267-4494 267-4495 

Ｐ113 ２) 障害者支

援施設 ⑥生活介護 

※R4 年度版は実施機関

の掲載はございません。 

⑥生活介護 

ボンの山作業所の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

 

 

 

 

 

⑥生活介護 

ボンの山作業所の下に挿入 

社会福祉法人南湖会マイスター 堺市

中区平井 370番地 1 256-4770 277-0325 
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Ｐ113 ２) 障害者支

援施設  

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

⑥生活介護 

施設名 所在地 電話 FAX 

げんき作業所の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

⑥生活介護 

施設名 所在地 電話 FAX 

げんき作業所の下に挿入 

ワーカウト深井駅前 堺市中区深井

清水町 3847 242-4011 242-4011 

Ｐ114 ２) 障害者支

援施設  

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

 

 

⑥生活介護 

ハートフルサンクデイ・ひしき乃湯 

堺市西区菱木一丁 2446番 1号ドイビル 1F  

 

でぃあふれんずの下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

⑥生活介護 

ハートフルサンクデイ・ひしき乃湯 

堺市西区菱木一丁 2446番 1号 ドイビル

1F 

でぃあふれんずの下に挿入 

ケアセンター仲村 堺市南区宮山台四丁 7

番 9号 284-3700 295-5505 

Ｐ115 ２) 障害者支

援施設 ※R4年度版

は実施機関の掲載は

ございません。 

 

⑥生活介護 

生活介護事業所こもれび 

（R４年度、施設名称変更） 

生活介護事業所こもれび（はなみずき作業

所）の下 

（R4年度版で新規掲載） 

 

⑥生活介護 

はなみずき作業所 

 

生活介護事業所こもれび（はなみずき作業

所）の下に挿入 

やまぼうし作業所 堺市美原区平尾 20番

地 1 349-7747 363-8874 

P115 ３） 地域生活

支援事業 

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

①地域活動支援センター生活支援型 

ア) Ａタイプ（一日あたり２０人程度の利用

者が通えるセンターです。） 

①地域活動支援センター生活支援型 

ア) Ａタイプ（一日あたり２０人程度の利用

者が通えるセンターです。） 

以下追加 

施設名 所在地 電話 ＦＡＸ 

地域活動支援センターKeep 

じゃんぼりぃ～ 西区浜寺石津町東 4-5

 320-9091 320-9092 

P115 ３） 地域生活

支援事業 

※R4年度版は実施

機関の掲載はござい

ません。 

①地域活動支援センター生活支援型 

イ) Ｂタイプ（一日あたり 1０人程度の利用

者が通えるセンターです。） 

施設名   

地域活動支援センターくらすメイト  

ＦＡＸ 223-1312 

 

 

 

①地域活動支援センター生活支援型 

イ) Ｂタイプ（一日あたり 1０人程度の利用

者が通えるセンターです。） 

施設名   

地域活動支援センターくらすメイト  

ＦＡＸ 223-1320 

 

以下追加 

施設名 所在地 電話 ＦＡＸ 

地域活動支援センター夢のおもちゃ箱 西

区上 405-2  289-5275  289-5276 
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P116 ４）身体障害者

福祉ホーム 

●目的 家庭環境、住宅事情により、現に

住居を求めている身体障害者が、独立した

生活を行うことによって日常生活の安定を

促します。 

●対象 日常生活において介助を必要とし

ない程度に生活習慣が確立し、継続して就

労できる者で、現に住居を求めている身体

障害者 

●費用 共益費が必要です 

 

施設名 定員 所在地 電話 ＦＡＸ 

 しののめホーム ５ 堺区東雲西町

4-7-6 282-4300 282-4305 

●目的 家庭環境、住宅事情により、現に

住居を求めている身体障害者が、独立した

生活を行うことによって日常生活の安定を

促します。 

●対象 日常生活において介助を必要とし

ない程度に生活習慣が確立し、継続して就

労できる者で、現に住居を求めている身体

障害者 

●費用 共益費が必要です 

 

施設名 定員 所在地 電話 ＦＡＸ 

 しののめホーム ５ 堺区東雲西町

4-7-6 282-4300 282-4305 

P118 ７） 堺市総合

福祉会館 

所在地 

堺区南瓦町３－１ 

会館管理事務室 

社会福祉施設    

FAX 221-7409 

所在地 

堺区南瓦町３－１ 

会館管理事務室   

社会福祉施設       

FAX （代表）221-7409 （電話番号は修正

なし） 

P120 １）福祉関係機

関 

所在地 

 

 

 

堺市社会福祉協議会 堺区事務所 

堺区南瓦町 3-1 市役所本館 3階 

 

堺市社会福祉協議会 中区事務所 

中区深井沢町 2470-7 中区役所 1階 

 

堺市社会福祉協議会 東区事務所 

東区日置荘原寺町 195-1 東区役所 2階 

 

堺市社会福祉協議会 西区事務所 

西区鳳東町 6-600 西区役所 4階 

 

堺市社会福祉協議会 南区事務所 

南区桃山台 1-1-1 南区役所 2階 

 

堺市社会福祉協議会 北区事務所 

北区新金岡町 5-1-4 北区役所 1階 

 

堺市社会福祉協議会 美原区事務所 

美原区黒山 167-1 美原区役所１階 

 

堺市社会福祉協議会 堺区事務所 

堺区南瓦町 3-1 市役所本館内 

 

堺市社会福祉協議会 中区事務所 

中区深井沢町 2470-7 中区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 東区事務所 

東区日置荘原寺町 195-1 東区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 西区事務所 

西区鳳東町 6-600 西区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 南区事務所 

南区桃山台 1-1-1 南区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 北区事務所 

北区新金岡町 5-1-4 北区役所内 

 

堺市社会福祉協議会 美原区事務所 

美原区黒山 167-1 美原区役所内 
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P122 ５）市内の主な

障害者団体 

（NPO）堺障害者団体連合会 

TEL／FAX 

223-1312 

（NPO）堺障害者団体連合会 

TEL／FAX 

223-1312  (F)223-1320 （電話番号は修

正なし、FAXは別番号で新設） 

P122 ５）市内の主な

障害者団体 

部落解放堺地区障害者（児）を守る会 

連絡先 

堺区協和町 1-40-1 西 B棟 101 

部落解放堺地区障害者（児）を守る会 

連絡先 

堺区協和町 1-40-1西 B棟 207 

P122 ５）市内の主な

障害者団体 

堺心身障害者（児）を守る連絡会 

TEL／FAX 

223-1312 

堺心身障害者（児）を守る連絡会 

TEL／FAX 

223-1312  (F)223-1320 

P125 ２）障害程度等

級表 

下肢 ３級 

1．両下肢をショパー関節以上で欠くもの 

 

下肢 ３級 

1．両下肢をショパール関節以上で欠くもの 

 

P127 ３）障害者総合

支援法の対象疾病一

覧 

対象疾病数 361 対象疾病数 366  

（詳細は表をご確認下さい） 

裏表紙 南保健福祉

総合センター 

地域福祉課 

電話／FAX 

290-1812  

（F）290-1818 

電話／FAX 

290-1811 

（F）290-1818 

 

右側の「新」が、令和３年度から変更点（黄色の網掛け部分）です。 

 

なお、令和３年度版に、１７．文化・教養・講座、１９．スポーツ、２０．雇用・就労、２１．教育、２２．ボランティア活動、２３．

障害者ヘルパー養成研修、２４．施設 の項目は、令和４年度版冊子での記載はございませんが、本市ホームページに

て掲載しています。 


