
◇障害児相談支援事業所

区 事業所名 事業所　住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 備考

堺区 生活支援センターしんしょうれん
堺市堺区南瓦町2番1号
堺市総合福祉会館3階

072-223-1407 072-223-1320

堺区 障害者（児）生活支援センターおおはま 堺市堺区東湊町４丁237番１ 072-243-0757 072-243-0758

堺区 特定非営利活動法人ほのぼのステーション 堺市堺区旭ヶ丘南町1丁3-23 072-244-3656 072-244-3656

堺区 障がい者相談支援事業所マドンナ
堺市堺区一条通11番25号
ライズＯＴＭビル301号

072-232-3378 072-232-3398 R2.1.1～　休止中

堺区 和輪相談支援センター
大阪府堺市堺区少林寺町東2丁1番5号 田中
ビル２０１号

072-223-1981 072-223-1981

堺区 ペガサス計画相談支援センター雅老園 堺市堺区楠町2丁1番20号 072-245-8801 072-245-8802

堺区 リブケアプラン 堺市堺区百舌鳥夕雲町１丁７４ 072-269-4102 072-269-4105

堺区 愛の手 堺市堺区香ヶ丘町四丁7番7号 072-238-7002 072-275-6150

堺区 相談支援事業所　てとて
堺市堺区少林寺町東3丁1番23号　少林寺TK
ハイツ203号

072-267-4879 072-267-4879

堺区 プレモ・ライフデザイン 堺市堺区北清水町二丁2番18号 072-275-6775 072-268-5715

堺区 相談支援cocoro 堺市堺区浅香山町二丁２番９号 072-222-0077 072-222-0078

堺区【新規】 相談支援センター　ろん 堺市堺区石津北町112番地　2階 072-237-3504 072-237-3504

中区 有限会社輝ケアーセンター３９ 堺市中区深井中町1964番地5 072-281-6461 072-281-7739

中区 あしすとハート 堺市中区八田北町297番１ 072-277-4165 072-277-4166

中区 相談支援センターこうせん
堺市中区土師町3丁8番１号
コミニティープラザ104

072-276-0701 072-276-0702

中区 相談センターCSW堺
堺市中区深井沢町3315番地グランパス深井
303号

072-247-7229 072-247-7360

中区 はな介護支援センター 堺市中区上之４３３－１１ 072-349-7111 072-237-7555

中区 赤坂事業所 堺市中区福田1061-5-202 072-292-1361 072-294-6025

中区 相談支援センターかなで 堺市中区東山５０－１ 072-237-1113 072-237-1134

中区 インクライフサポートセンター 堺市中区東山477-2 050-5434-5397 050-5210-3731

中区 みらい 堺市中区大野芝町174-1吉田文化2階16号室 072-237-1140 072-226-1150

中区 ジーアール介護センター 堺市中区東八田107番地２ 072-280-4163 072-280-4425

中区 ロード
堺市中区土師町五丁12番地27　ベルコート
102号

072-206-0801 072-206-0809

中区 サポートセンターＯＭＳ 堺市中区土師町五丁6番6号 072-289-6440 072-289-6440

中区 さぽーと大阪
堺市中区深井清水町1797番１の10　三和ビル
2階

072-278-1278 072-278-1278

中区 相談支援sunつむぎ 堺市中区土師町3丁3番13号 072-260-4384 072-260-4384

中区 相談支援nicotto
堺市中区深井沢町３１９５番地　セリバノーブ
ル１F

072-281-3077 072-281-3077

中区 相談支援センターnico 堺市中区深井東町３０３６番地 072-355-8495 072-249-0968

　　　　障害児相談支援事業のごあんない

○通所支援の利用にあたって、相談支援専門員がアセスメントを行い、適切な支援の組み合わせ等について検討し、障害児支援利用計画案を作成
します。
○計画案は、支給決定時の勘案事項となります。
○支給決定後は利用計画の作成、事業者等との調整、サービスの利用状況を検証し計画の見直し（モニタリング）を行います。

令和5年3月1日現在
堺市健康福祉局　障害福祉部　障害福祉サービス課



中区 計画相談センターあいらぶ
堺市中区土師町三丁34番24号　ハーベストグ
リーン212号

072-275-5999 072-275-5999

中区 相談支援事業所　タリオ
堺市中区深井沢町3277　プログレスビル2階
2B

072-281-1124 072-281-1125

東区 コスモス地域福祉活動センターえると 堺市東区野尻町８番地４ 072-288-1050 072-288-1717

東区 相談支援事業所　青い鳥 堺市東区日置荘西町8丁1番1号 072-286-2260 072-286-2268

東区 ルート相談支援センター
堺市東区日置荘原寺町185-52萩原天神ハイ
ツ305号室

072-288-5686 072-231-9058

東区 まぁーるい心
堺市東区日置荘原寺町46-2　堺グランセ301
号

072-247-5673 072-256-4465

東区 相談支援　ぷんば 堺市東区引野町１丁９６番地１ 072-288-5004 072-288-5003

東区 青りんご 堺市東区日置荘西町八丁７番３－６号 072-320-4359 072-231-9023

西区 堺福泉療護園 堺市西区草部341番地 072-271-0008 072-271-0082

西区 障害者地域生活支援センターうてな 堺市西区草部780－１ 072-275-1887 072-275-1857

西区 アプローチ 堺市西区北条町1丁3番6号 072-279-2615 072-279-2617

西区 相談支援室　もず 堺市西区上野芝町2丁4番1号 072-279-3668 072-270-2126

西区 きいちご相談支援センター 堺市西区平岡町９２－１３ 072-272-4666 072-272-4667

西区 相談支援センター　ポンテ 堺市西区鳳北町４丁221-1 072-256-4118 072-256-4221

西区 朋友ケアプランセンター 堺市西区神野町2丁14番1号 072-289-5406 072-289-5407

西区 ライフハート
鳳中町二丁４８番地１ライオンズマンション鳳
弐番館４０５号

072-267-4639 072-268-2688

西区 ペンタス相談支援室 堺市西区草部18番地24 072-249-6138 072-249-6138

西区 あがいてぃーだ相談支援室 堺市西区上野芝町向ヶ丘町4丁24番72号 072-248-8312 072-248-8312

西区 ペガサス福祉相談支援センター 堺市西区鳳北町十丁10番地 072-265-7788 072-265-7789

西区 ゴービーサポート 堺市西区上４５９－１ 072-288-6500 072-290-7918

西区 マミードリーム
堺市西区浜寺石津町東四丁5番41号　ジョイ
フルハイツⅠ203

072-275-6507 072-275-6508

南区 地域生活支援センターフィットウェル
堺市南区深阪南119番地
ダイヤモンドビル203号

072-242-6605 072-237-0900

南区 相談支援事業　泉北ぴょんぴょん相談室
堺市南区城山台5丁1番2号
大阪府立障がい者交流促進センター
（ファインプラザ大阪内）

072-294-8113 072-294-8113

南区 南区在宅支援相談所　あかるい手
堺市南区深阪南119番地
ダイヤモンドビル101号

072‐349‐6155 072‐237‐4100

南区 ハートフルサンク桃山台 堺市南区桃山台３－１－３ 072-298-2871 072-295-8802

南区 ケアプランセンター元気 堺市南区新檜尾台４丁52番１－２０５ 072-288-4122 072-288-4166

南区 相談支援センター　トライアングル 堺市南区三原台２丁7番21号 072-220-1158 072-220-1158

南区 スクエアひかりプラン 堺市南区和田東771番地1 072-350-1120 072-350-1119

南区 せんしゅう療育相談室 堺市南区城山台2-2-15 072-350-3124 072-350-3125

南区 ケアセンター仲村 堺市南区宮山台四丁7番9号 072-284-3700 072-295-5505

南区 ハートプラン
堺市南区和田東901番地1ヴィレヂ泉ヶ丘103
号

072-284-7731 072-284-7732

南区 つどい 堺市南区宮山台三丁11番1号 072-349-3911 072-349-3911

南区 ロハスプランセンターさかい 堺市南区庭代台二丁9番6号 072-288-4937 072-288-4938

南区 コスモスケアプランセンターせんぼく 堺市南区栂202番地9 072-289-5559 072-289-7072
土曜日は第2、第4、第5土曜を
除く

南区 サポートセンター　パライソ 堺市南区深阪南117　深阪矢谷ビル202 072-230-3340 072-230-3341

南区 居宅支援　こもれび 堺市南区桃山台二丁３番４号 072-350-0062 072-350-0062



南区 ひまわり介護センター 堺市南区高倉台２丁２５－１　東山ビル２階 072-290-4165 072-290-4166

北区
特定非営利活動法人
自立生活センターマイロード

堺市北区大豆塚町1丁22番16号 072-253-5550 072-253-6270

北区 ぴーすの支援プランセンター 堺市北区百舌鳥梅町3丁39-32 072-250-9063 072-250-9061

北区 アムール相談支援
堺市北区新金岡町五丁３-１２５
辻野ビル２０３

072-240-1820 072-240-1821

北区 VIVO　SUPPORT　ロペ 堺市北区金岡町188-1アムディール205号 072-275-8291 072-259-1966

北区 ケアプランセンター　あかまんま
堺市北区新金岡町５－８－３２７
村田住宅南東２号

072-255-2010 072-256-4646

北区 陵東館長曽根相談支援センター 堺市北区長曽根町７１３番地２ 072-259-0010 072-259-2941

北区 あいりさぽーと 堺市北区長曽根町１９４８－１ 072-240-2553 072-240-2552

北区 ななつ星ケアプランセンター 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町2丁70-4-501 072-283-9855 072-283-9855

北区 ケアセンターなのはな 堺市北区奥本町二丁４番地１ 072-240-0115 072-240-0116

北区 うるすす～ursus～ 堺市北区百舌鳥梅町３丁49番28号 072-254-0650 072-931-0660 R3.10.1～休止中

北区 くるみ相談室
堺市北区北花田町三丁32番地９　ロッソ北花
田201

072-257-3390 072-257-3391

北区 相談支援事業所Dream 堺市北区中長尾町四丁3-18 072-276-4330 072-276-4331

北区 はうすあがぺぇ
堺市北区南花田町81番地1　ウッズアーバン
ビル205号室

072-247-8783 072-247-8784

北区 相談センターラピス
堺市北区百舌鳥梅町3丁31番8号
アフルエンス203号

072-275-9467 072-275-9468

北区 相談支援事業所エスポワール 堺市北区百舌鳥赤畑町5丁432番地2 072-254-1162 072-220-0850

北区 相談支援事業所たらす
堺市北区東雲東町3-6-20　リンショウマンショ
ン502号室

072-200-3077 072-200-3077

北区 サポートセンタームサシ
堺市北区百舌鳥梅町2丁600-5　コスモ新洋
303号

072-203-0395 072-322-4944

北区 相談支援事業所ちはる 堺市北区金岡町2203番地 072-275-9917 072-275-9917

北区 こだまよろず相談室 堺市北区東浅香山二丁251番地1 072-252-3801 072-247-7510

美原区 相談支援事業所このめ 堺市美原区平尾20番地5 072-363-8875 072-363-8874

美原区 サニーハウス 堺市美原区北余部西4丁目1番地8号 072-369-4020 072-363-7120

美原区 相談支援ヨーソロー
堺市美原区北余部40-72　ナンカイハイツ201
号

072-200-3248 072-200-3248



◇児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所【堺市内】 R5.3.1
区 事業所名 事業所　住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 支援の種類 備考

堺区 ちぇりぃくらぶ 堺市堺区少林寺町東1丁１-7 072-238-1666 072-238-1665 放

堺区 ぽいんといちに 堺市堺区向陵東町3丁5番6号 072-253-0014 072-256-4103 児・放

堺区 こどもデイサービスきらり中安井ルーム
堺市堺区中安井町３－３－４
福岡ビル１F

072-256-4772 072-256-4992 児・放

堺区 放課後等デイサービス　わかば七道 堺市堺区北旅籠町西3-3-10 072-275-5173 072-275-5372 放

堺区 オリーブ
堺市堺区車之町西一丁1-26
ﾛｲﾔﾙｺｰﾄﾋﾞﾙⅡ301

072-275-9466 072-275-9466 放

堺区 えいたい　ほのか 堺市堺区永代町２丁２－２１ 072-230-4930 072-230-4930 児・放

堺区 児童デイサービス　はみんぐばーど
堺市堺区出島海岸通1丁11番５号
ジーフラット堺１F

072-245-3337 072-245-3338 児・放

堺区 コスモス放課後等デイサービス　でん・でん堺市堺区東湊町４丁237-1 072-230-4433 072-243-0717 放

堺区 ラック宿院スタジオ
堺市堺区宿院町東3丁1-3　メゾンドフェニッ
クス202号室

072-206-2413 072-206-2419 児・放

堺区 マーブル堺東 堺市堺区大町東1丁2-26　音楽ビル２階 072-224-5077 072-224-5077 放

堺区 ビーナスキッズみくにがおか
堺市堺区北三国ヶ丘町八丁7番3号　トライ
アンフ北三国１階

072-247-8344 072-247-8350 児・放

堺区 コペルプラス　堺東教室 堺市堺区南花田口町2丁２の７南野ビル5階 072-260-4241 072-260-4243 児・放

堺区 てらぴぁぽけっと　堺教室
堺市堺区車之町西2丁2-5　ロイヤルコート
ビル2階

072-275-8217 072-275-8218 児

堺区 ほっとるーむミカタ 堺市堺区砂道町1丁6番8号 072-275-7950 072-275-7960 児・放

堺区 運動療育アイエスエー
堺市堺区向陵中町四丁7番28号　中谷第３
ビル２階

072-248-5171 072-248-6376 児・放

堺区 スペアミント　堺 堺市堺区東湊町二丁146番地2号 072-321-3496 072-321-7315
児・放
主重心

堺区 LITALICOジュニア堺東教室 堺市堺区翁橋町1丁1-1　ミナルコビル1階 072-225-5225 072-225-5226 児

堺区 ｂｅみ・らいず
堺市堺区中瓦町1丁1番4号　辻野ビル2階
東側

050-5444-5491 放

堺区 こぱんはうすさくら堺教室 堺市堺区錦之町一丁１番１３号 072-245-9554 072-245-9574 児・放

堺区 マーブルキッズアスリート
堺市堺区南陵町1丁2-11ワーク第二マンショ
ン1階

072-280-5015 放

堺区 マーブルハレ津久野
堺市堺区神石市之町9番20号　グランディー
ル津久野1階

072-267-6455 072-267-6455 児

堺区 little　nico 堺市堺区浅香山町二丁２番９号 072-222-0077 072-222-0078 児・放

堺区 Daisy kids 堺
堺市堺区北庄町一丁９番６号　サワーハイ
ツ北庄町１０１

072-225-5544 072-225-5543 児・放

堺区 TAKUMI堺
堺市堺区戎島町2-66 M・Y2堺駅前ビルⅡ
3階A

072-276-4120 072-276-4520 児・放

堺区 自立支援特化型　放課後等デイサービス　ウィズ・ユー　堺　大仙堺市堺区一条通11-21　河十ビル2階 072-320-9125 072-320-9127 児・放

堺区 すてっぷ１ 堺市堺区寺地町西2丁2-16 072-247-7840 072-247-7850 児・放

中区 えーゆールーム 堺市中区深阪1-13-83-106号 072-277-0294 072-277-0293 児・放

中区 みるくはうす 堺市中区深井沢町3265番 072-270-6807 072-276-4095 児・放

中区 かがやきハウス 堺市中区東八田28-1 072-279-5294 072-279-5284 児・放

中区 わんぱくはうす平井園 堺市中区平井370番地1 072-270-8858 072-277-0325 放

中区 ぽぷら園 堺市中区深阪1丁14番52－102号・103号 072-276-4396 072-276-4386 児・放

中区 運動療育ＦＣのあ 堺市中区深井北町3424 072-270-2889 072-270-2889 児・放

中区 すまいるガーデン 堺市中区土塔町144番地6 072-239-1100 072-239-1144 児・放

中区 Link ふかい 堺市中区深井清水町３４８４番地 072-276-3750 072-276-3755 放

中区 キャン・デイ 堺市中区土塔町2484番地 072-284-7752 072-284-7907 放

中区 トモダス深阪教室 堺市中区深阪4丁23番57号 072-289-6672 072-289-6674 放

中区 放課後等デイサービス　フラワーパーク
堺市中区深井清水町1797番１の１０
三和ビル2階

072-277-8188 072-277-8188 放

中区 ゆずっこくらぶ 堺市中区土師町３丁32番32号 072-260-4271 072-260-4272 児・放

中区 ビーナスキッズ深阪 堺市中区深阪２丁１６－５９ 072-284-7870 072-284-7765 児・放

中区 ポニーの家 堺市中区八田西町三丁5番47号 072-247-9331 072-247-9211 児・放

中区 きずな 堺市中区土師町４丁16-40 072-247-5270 072-247-5270 児・放

中区 とうき　ハウス 堺市中区陶器北２５５２ 072-234-5511 072-234-5522 児・放

中区
文武両道の放課後等デイサービス
「みらいキッズ塾」

堺市中区福田512-2 072-340-0174 072-340-0174 放

中区 かみひこうき　東山
堺市中区平井1028－7
コーポ・アルメリア1階

072-230-1717 072-230-1718 児・放

中区 フラワーパーク　３号館 堺市中区深井水池町３１３３番 072-270-5031 072-270-5031 放

≪障害児通所支援事業所一覧≫



中区 児童デイサービス　ゴービー 堺市中区土師町三丁１９－３３ 072-242-6527 072-242-6528
児・放
主重心

中区 放課後等デイサービス　太陽の家 堺市中区深井清水町3209 072-246-9585 072-289-7611 放

中区 運動発達支援スタジオ笑みりぃ～深井
大阪府堺市中区土塔町3077番地バウハウ
ス101号

072-247-4780 072-247-4790 児・放

中区 nicolabo 堺市中区伏尾2945番地3 072-349-4678 072-349-3566 児・放

中区 放課後等デイサービス　ぺんぎん
堺市中区深井沢町3353番地エステートB.L.D
Ⅲ401号

072-275-7436 072-275-7438 児・放

中区 チャイルドステーション　バイオレット 堺市中区深井沢町3390番地１ 072-230-4847 072-230-4849
児・放
主重心

中区 くまのこ 堺市中区深井北町3132-1 072-278-5111 072-277-4288 児・放

中区 きずな２号館 堺市中区深井水池町３１８６番地 072-242-4352 072-242-4352 児・放

中区 マーブル白さぎ校
堺市中区新家町３４７－１３　中モズマンショ
ン１階

072-236-5155 072-236-5155 放

中区 まらまらま 堺市中区福田494番地11 072-234-1170 072-235-1150 児・放

中区
児童発達支援・放課後等デイサービス
クララキッズ

堺市中区深阪1丁13番83号　エクセル深阪1
階

072-281-1755 072-281-1756 児・放

中区 きずな・リアン
堺市中区深井沢町3195番地　セリバノーブ
ル深井1階

072-283-6609 072-283-6609 放

中区 こあ　きっず　ぱいん
堺市中区深井水池町3080番地ダイソーユ
ニット堺A

072-247-9393 072-247-9393 児・放

中区 放課後デイサービス　すまいる 堺市中区小阪324-2 072-260-4798 072-260-4799
児・放
主重心

中区 Ｐｌｕｓ＋ｄａｙｓ鳳校 堺市中区毛穴町21番地1 072-288-7773 072-288-7774 児・放

中区 コペルプラス　深井教室
堺市中区深井沢町3301番地　第2安田ビル
2階A号室

072-275-9541 072-275-9551 児

中区 パピプ・チャイルド堺 堺市中区八田西町三丁11番43号 072-260-9075 072-260-9076 児

東区 青い鳥初芝教室
堺市東区日置荘西町4丁36番11号
伊勢住宅初芝１F

072-286-6818 072-286-2268 児・放

東区 コスモス地域福祉活動センターえると 堺市東区野尻町8番地4 072-288-1050 072-288-1717 児・放

東区 メロディ 堺市東区高松116番地9 072-249-0226 072-249-8966 児・放

東区 放課後等デイサービス　ピュアフレンズ 堺市東区北野田944番地 072-239-0688 072-239-0688 放

東区 ３ねん２くみ 堺市東区日置荘西町二丁22番36号 072-287-7232 072-287-7231 児・放

東区 ここなくらぶ北野田 堺市東区北野田１０８９－１０８ 072-230-3200 072-230-3202 児・放

東区 すこやかな生活を送る会 堺市東区大美野１５８番地３９ 072-220-8276 072-220-8276 児・放

東区 児童デイサービス　パークス 堺市東区北野田371-2 072-239-3580 072-284-7258 児・放

東区 放課後等デイサービス　パンプキン 堺市東区髙松４１１－３９ 072-201-5000 072-201-5000 児・放

東区 いちごハウス
堺市東区大美野8-12
シャトー大美野１０２号室

072-289-5255 072-289-5255 児・放

東区 コペルプラス　堺菩提教室 堺市東区菩提町1-163-2
児：072-289-9358
放：072-360-4075

児：072-289-9358
放：072-360-4076 児・放

東区 teco 堺市東区西野488-17 072-230-1877 072-230-1866 児

東区 はるか 堺市東区北野田472番地の1 072-349-8018 072-349-8019 児・放

東区 ぷんば 堺市東区引野町１丁96番地１ 072-288-5004 072-288-5003 児・放

東区 はたけの家ぼだい 堺市東区菩提町2丁15番地 072-288-5775 072-288-5776 放

東区 マーブル北野田校
堺市東区北野田94番地4　デルタ北野田Ⅰ
3階

072-236-3873 072-236-3873 放

東区 ぐろうす１組 堺市東区白鷺町3丁2-16 072-247-5007 072-247-5008
児・放
主重心

東区 マインドフルキッズ 堺市東区丈六183-28　2F 072-290-7388 072-290-7389 児

西区 ホップ 堺市西区鳳北町４丁221番１ 072-256-4843 072-256-4221 児・放

西区 ロバの子ハウス 堺市西区鳳中町6丁211‐1 072-220-6240 072-220-6240 児・放

西区 ペガサスこどもデイセンター 堺市西区鳳北町10-10 072-264-3662 072-264-3662
児・放
主重心

西区
放課後等デイサービス　フローレットキッ
ズ

堺市西区浜寺石津町西1丁3番21号
ラフィネ浜寺1Ｆ

072-247-8739 072-247-8781 放

西区 ペガサスレスパイトケアセンター 堺市西区鳳北町10-7 072-262-0006 072-262-0056
児・放
主重心

西区 かみひこうき鳳 堺市西区鳳南町4-475-3 072-274-2622 072-274-2623 放

西区 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽわいわいはうす 堺市西区菱木1丁2339番地3 072-350-3150 072-350-3151 児・放

西区 夢のかけ橋　浜寺公園ルーム 堺市西区浜寺昭和町四丁490番地1 072-266-1021 072-266-1022 児・放

西区 コアラ園　堺東
堺市西区鳳東町７－８３８
光大ビル１０２

072-249-4383 072-249-9917 児・放

西区 運動発達支援スタジオAYUMOおおとり 堺市西区鳳東町三丁250番地 072-247-5262 072-247-5263 児・放
営業時間、サービス提供時
間変更

西区 児童デイサービス　ゴービーＰＬＵＳ 堺市西区上459-1 072-294-6507 072-294-6508
児・放
主重心

西区 ハピスポ上野芝
堺市西区上野芝町5丁11-23グレース上野
芝101号

072-275-5519 072-275-5521 放

西区 ハピスポ鳳 堺市西区鳳東町5丁461番地1 072-260-3400 072-260-3411 放



西区 ふぁんた 堺市西区浜寺元町2丁177番地4 072-261-6820 072-261-6840 児・放

西区 放課後等デイサービス　フレンズ石津 堺市西区浜寺石津町東二丁9-15 072-220-4685 072-220-4685 放

西区
発達支援・放課後デイサービス　音楽特
化型・学習支援教室　メロディぽけっと

堺市西区草部135番地8 072-294-6407 072-294-6407 児・放

西区
個別支援特化型　放課後等デイサービス
ウィズ・ユー　堺　石津川

堺市西区浜寺石津町西三丁3番3号 072-201-2940 072-204-2321 児・放

南区 ＬｉｎＫみいけ 堺市南区御池台3丁1番5号 072-299-3550 072-299-3555 放

南区 えーゆークラブ 堺市南区若松台2丁1番4-107号 072-291-0294 072-291-0295 児・放

南区 えーゆーハウス 堺市南区土佐屋台1321番4号 072-237-0294 072-237-0293 児・放

南区 ＬｉｎＫにわしろ 堺市南区庭代台2丁7番2号 072-291-1600 072-291-2600 児・放

南区
障がい児者余暇生活支援センターじら
ふ・泉北

堺市南区高倉台2丁27番5号 072-201-9900 072-201-9901 放

南区 障がい児通所支援泉北ぴょんぴょん教室
堺市南区城山台5丁1-2
大阪府立障がい者交流促進センター
（ファインプラザ大阪内）

072-294-8113 072-294-8113 児・放

南区 シーズエスト　smile　club
堺市南区深阪南100番地
フカスミサビル2階

072-284-7360 072-284-7361 児・放

南区 泉北わわ 堺市南区赤坂台1丁30番1号 072-284-8225 072-284-8228 児・放

南区 運動療育クラブ　ゆかり 堺市南区竹城台４丁１番１０号 072-349-4820 072-349-4821 放

南区 放課後等デイサービス　ぽっ歩 堺市南区城山台２丁２番６号 072-293-7272 072-293-7272 放

南区 放課後等デイサービス　こひつじ 堺市南区竹城台2丁2番1号 072-284-7323 072-284-7323 放

南区 放課後等デイサービスRen 堺市南区庭代台四丁43番地８ 072-220-6474 072-220-6474 児・放

南区 ペガサスこどもデイセンター福泉 堺市南区稲葉1丁3131-2 072-275-0033 072-275-1115
児・放
主重心

南区 ONLY　ONE
堺市南区竹城台1丁1番2号　泉ヶ丘駅前北
専門店街2階

072-296-1818 072-296-1817 児・放

北区 くまのこ(移転) 堺市中区深井北町3231-1 072-254-0650 児・放

北区 ぴーすの児童デイあぽろ 堺市北区百舌鳥梅町３丁39番地22 072-250-0627 072-250-9061 児・放

北区 ぴーすの児童デイぱんだ 堺市北区百舌鳥梅町3丁39-19 072-250-0626 072-250-9061 児・放

北区 児童デイサービスほのか 堺市北区百舌鳥赤畑町3丁124番地 072-255-3555 072-255-3555 児・放

北区 ＶＩＶＯ　ＨＯＵＳＥアンツ 堺市北区金岡町2448番地 072-259-1967 072-259-1966 児・放

北区 運動療育クラブ　のあ 堺市北区百舌鳥西之町3-623 072-270-2565 072-270-4565 児・放

北区 放課後等デイサービス　りーふ 堺市北区長曽根町3000番地22 072-275-6278 072-275-6378 児・放

北区 つくしんぼくらぶ 堺市北区新金岡町5丁9番608号 072-267-4173 072-267-4183 放

北区 ほんまちこどもデイ 堺市北区百舌鳥本町1丁44番地3 072-255-1150 072-255-1150 放

北区 りーふぷらす 堺市北区長曽根町3079番地17 072-275-9848 072-275-9848 児・放

北区 VIVO　HOUSE　マリク 堺市北区南花田町18番地3 072-259-1967 072-259-1966 児・放

北区 このこの　アート 堺市北区百舌鳥梅町3丁22-4 072-256-0111 072-256-0666 放

北区 ここなくらぶ中百舌鳥
堺市北区百舌鳥西之町2－549
ステム中百舌鳥1階

072-257-0770 072-257-0801 児・放

北区 こどもデイサービス　りん・りん 堺市北区百舌鳥陵南町三丁193番地 072-277-8505 072-277-8505 放

北区 キッズはなくらぶ　１号 堺市北区百舌鳥赤畑町3丁147－1 072-275-6013 072-253-6561 児・放

北区 キッズはなくらぶ　２号 堺市北区百舌鳥赤畑町2-52-2 072-254-8787 072-253-8711 児・放

北区 ぴーすの児童デイぴころ 堺市北区百舌鳥梅町3丁39-32 072-250-9093 072-250-9061 児・放

北区 み・らいずスクール
堺市北区中百舌鳥町２－１０４　なかもず駅
前ビル５０１，５０２

050-5840-3110 - 児・放

北区 ハッピーテラス堺北花田教室 堺市北区奥本町１丁３１８ 072-253-0250 072-253-0251 児・放

北区 フラワーパーク　なかもず
堺市北区中百舌鳥町６丁９９８－３
中百舌鳥公演団地８号棟１０７

072-258-0301 072-258-0301 放

北区 こどもデイサービスきらり百舌鳥ルーム
堺市北区百舌鳥西之町３丁500番地
高橋ビル１－B

072-246-9604 072-246-9614 児・放

北区 キッズはなくらぶ３号 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁７９－１ 072-258-5587 072-253-6561 児・放

北区 こどもデイサービスきらり陵南ルーム 堺市北区百舌鳥陵南町2-676-102 072-275-4999 072-275-4992 児・放

北区 Ｐｌｕｓ＋ｄａｙｓ　堺校 堺市北区中百舌鳥町2丁2番２F 072-255-6101 072-245-9530 児・放

北区 ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニアなかもず教室
堺市北区中百舌鳥町2丁83キラリ8-1ビル３
階

072-246-1800 072-246-1801 児

北区 運動発達支援スタジオ笑みりぃ～南花田 堺市北区南花田町363-1 072-370-7171 072-350-0076 児・放

北区 らぶラボ 堺市北区中長尾町四丁3－18 072-276-4330 072-276-4331 児・放

北区 キッズ・スタイル 堺市北区東浅香山町三丁15番地17-101 072-253-2688 072-253-2688 児・放

北区 放課後等デイサービス　 こころ
堺市北区百舌鳥陵南町1丁24番2号　カーサ
陵南1階

072-275-8720 072-275-8759 児・放



北区 児童発達支援Tendresse
堺市北区百舌鳥陵南町2丁630番地1　メゾ
ンドミシェル101

072-275-4979 児

北区 マーブル府大前アカデミア
堺市北区中百舌鳥町6丁998-8　サンキャッ
スルなかもず1階

072-240-2030 072-240-2030 放

北区
児童発達支援・放課後等デイサービス
わくわく広場あさぎり

堺市北区北花田町3丁37-7 072-206-0607 072-206-0607 児・放

北区
ガンバ体操クラブ児童発達支援・放課後
等デイサービス　北花田教室

堺市北区北花田町三丁18 　ホリゾンビル別
館1階

072-254-3355 072-254-3359 児・放

北区 マーブル　プレワークス 堺市北区百舌鳥梅町三丁33番8号 072-240-0135 072-240-0135 放

北区 コペルプラス　北花田教室 堺市北区蔵前町二丁16番32号 072-276-4358 072-276-4359 児

北区 りんご園
堺市北区百舌鳥陵南町三丁193番地メゾン
ラフィネ1A

072-242-7208 072-242-7208 児

北区
児童発達支援・放課後等デイサービス
りとる・まむ

堺市北区百舌鳥梅町3丁47番地1　グレース
中百舌鳥トキワ2B

072-253-2533 072-275-5677 児・放

美原区 ＶＩＶＯ　ＨＯＵＳＥ　アンツ美原 堺市美原区北余部45番地19 072-369-0138 072-369-0139 児・放

美原区 えーゆーホーム 堺市美原区丹上406-1 072-294-6521 072-294-6531 児・放

美原区 放課後等デイサービスチェリー 堺市美原区南余部419番地８ 072-361-3699 072-361-3699 放

美原区 放課後デイサービス　えがお 堺市美原区平尾３０－６ 072-362-3177 072-362-3178 放

美原区
VIVO　HOUSE　アンツ美原　オレンジ
ルーム

堺市美原区北余部５３番４ 072-369-0138 072-369-0139 児・放

美原区 ほんまちこども園 堺市美原区多治井１０５番３ 072-288-4424 072-288-4424 児・放

◇児童発達支援センター（旧障害児通園施設）【堺市内】 R5.3.1

区 事業所名 事業所　住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

西区 第１もず園 堺市西区上野芝町2丁4番1号 072-279-0500 072-270-2126

西区 第２もず園 堺市西区上野芝町2丁4番1号 072-279-0500 072-270-2126

南区 第１つぼみ園 堺市南区城山台5丁1番4号 072-299-2031 072-299-2100

南区 第２つぼみ園 堺市南区城山台5丁1番4号 072-299-2031 072-299-2100

◇保育所等訪問支援【堺市内】 R5.3.1

区 事業所名 事業所　住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

堺区 LITALICOジュニア堺東教室 堺市堺区翁橋町1丁目1-1　ミナルコビル1階 072-225-5225 072-225-5226

東区 マインドフルキッズ 堺市東区丈六183-28　2F 072-290-7388 072-290-7389

西区 堺市立第1もず園 堺市西区上野芝町2丁4番1号 072-279-0500 072-270-2126

西区 ペガサスレスパイトケアセンター 堺市西区鳳北町10丁7番 072-262-0006 072-262-0056

西区 ペガサスこどもデイセンター 堺市西区鳳北町十丁10番 072-264-3662 072-264-3662

西区 児童デイサービス　ゴービーPLUS 堺市西区上459-1 072-294-6507 072-294-6508

南区 堺市立第1つぼみ園 堺市南区城山台5丁1番4号 072-299-2031 072-299-2100

南区 ペガサスこどもデイセンター福泉 堺市南区稲葉1丁3131-2 072-275-0033 072-275-1115

北区 ぴーすの児童デイ　ぴころ
堺市北区百舌鳥梅町3丁22-2
ハビテーション中百舌鳥102

072-250-9063 072-250-9060

北区 LITALICOジュニアなかもず教室
堺市北区中百舌鳥町二丁83キラリ8-1ビル3
階

072-246-1800 072-246-1801

◇居宅訪問型児童発達支援【堺市内】 R5.3.1

区 事業所名 事業所　住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

西区 ペガサスレスパイトケアセンター 堺市西区鳳北町10丁7番 072-262-0006 072-262-0056

◇共生型放課後等デイサービス【堺市内】 R5.3.1

区 事業所名 事業所　住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

西区 ハートフルサンク　デイ・ひしき乃湯 堺市西区菱木１丁2446番1号ドイビル１F 072-260-3180 072-260-3182

◇障害児相談支援事業所【堺市内】 R5.3.1

区 事業所名 事業所　住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

堺区 生活支援センターしんしょうれん
堺市堺区南瓦町2番1号
堺市総合福祉会館3階

072-223-1407 072-223-1320

堺区 障害者（児）生活支援センターおおはま 堺市堺区東湊町４丁237番１ 072-243-0757 072-243-0758

備考

備考

※　児・・・児童発達支援事業所　　放・・・放課後等デイサービス事業所

備考

備考

備考



堺区
特定非営利活動法人ほのぼのステーショ
ン

堺市堺区旭ヶ丘南町1丁3-23 072-244-3656 072-244-3656

堺区 障がい者相談支援事業所マドンナ
堺市堺区一条通11番25号
ライズＯＴＭビル301号

072-232-3378 072-232-3398

堺区 和輪相談支援センター
大阪府堺市堺区少林寺町東2丁1番5号 田
中ビル２０１号

072-223-1981 072-223-1981

堺区 ペガサス計画相談支援センター雅老園 堺市堺区楠町2丁1番20号 072-245-8801 072-245-8802

堺区 リブケアプラン 堺市堺区百舌鳥夕雲町１丁７４ 072-269-4102 072-269-4105

堺区 愛の手 堺市堺区香ヶ丘町四丁7番7号 072-238-7002 072-275-6150

堺区 相談支援事業所　てとて
堺市堺区少林寺町東3丁1番23号　少林寺
TKハイツ203号

072-267-4879 072-267-4879

堺区 プレモ・ライフデザイン 堺市堺区北清水町二丁2番18号 072-275-6775 072-268-5715

堺区 相談支援cocoro 堺市堺区浅香山町二丁２番９号 072-222-0077 072-222-0078

堺区【新
規】

相談支援センター　ろん 堺市堺区石津北町112番地　2階 072-237-3504 072-237-3504

中区 有限会社輝ケアーセンター３９ 堺市中区深井中町1964番地5 072-281-6461 072-281-7739

中区 あしすとハート 堺市中区八田北町297番１ 072-277-4165 072-277-4166

中区 相談支援センターこうせん
堺市中区土師町3丁8番１号
コミニティープラザ104

072-276-0701 072-276-0702

中区 相談センターＣＳＷ堺
堺市中区深井沢町3315番地グランパス深井
303号

072-247-7229 072-247-7360

中区 はな介護支援センター 堺市中区上之４３３－１１ 072-349-7111 072-237-7555

中区 赤坂事業所 堺市中区福田1061-5-202 072-292-1361 072-294-6025

中区 相談支援センターかなで 堺市中区東山５０－１ 072-237-1113 072-237-1134

中区 インクライフサポートセンター 堺市中区東山477-2 050-5434-5397 050-5210-3731

中区 みらい
堺市中区大野芝町174-1吉田文化2階16号
室

072-237-1140 072-226-1150

中区 ジーアール介護センター 堺市中区東八田107番地２ 072-280-4163 072-280-4425

中区 ロード
堺市中区土師町五丁12番地27　ベルコート
102号

072-206-0801 072-206-0809

中区 サポートセンターＯＭＳ 堺市中区土師町五丁6番6号 072-289-6440 072-289-6440

中区 さぽーと大阪
堺市中区深井清水町1797番１の10　三和ビ
ル2階

072-278-1278 072-278-1278

中区 相談支援sunつむぎ 堺市中区土師町3丁3番13号 072-260-4384 072-260-4384

中区 相談支援nicotto
堺市中区深井沢町３１９５番地　セリバノー
ブル１F

072-281-3077 072-281-3077

中区 相談支援センターnico 堺市中区深井東町３０３６番地 072-355-8495 072-249-0968

中区 計画相談センターあいらぶ
堺市中区土師町三丁34番24号　ハーベスト
グリーン212号

072-275-5999 072-275-5999

中区 相談支援事業所　タリオ
堺市中区深井沢町3277　プログレスビル2階
2B

072-281-1124 072-281-1125

東区 コスモス地域福祉活動センターえると 堺市東区野尻町８番地４ 072-288-1050 072-288-1717

東区 相談支援事業所　青い鳥 堺市東区日置荘西町8丁1番1号 072-286-2260 072-286-2268

東区 ルート相談支援センター
堺市東区日置荘原寺町185-52萩原天神ハ
イツ305号室

072-288-5686 072-231-9058

東区 まぁーるい心
堺市東区日置荘原寺町46-2　堺グランセ
301号

072-247-5673 072-256-4465

東区 相談支援　ぷんば 堺市東区引野町１丁９６番地１ 072-288-5004 072-288-5003

東区 青りんご 堺市東区日置荘西町八丁７番３－６号 072-320-4359 072-231-9023

西区 堺福泉療護園 堺市西区草部341番地 072-271-0008 072-271-0082

西区 障害者地域生活支援センターうてな 堺市西区草部780－１ 072-275-1887 072-275-1857

西区 アプローチ 堺市西区北条町1丁3番6号 072-279-2615 072-279-2617

西区 相談支援室　もず 堺市西区上野芝町2丁4番1号 072-279-3668 072-270-2126

西区 きいちご相談支援センター 堺市西区平岡町９２－１３ 072-272-4666 072-272-4667

西区 相談支援センター　ポンテ 堺市西区鳳北町４丁221-1 072-256-4118 072-256-4221

西区 朋友ケアプランセンター 堺市西区神野町2丁14番1号 072-289-5406 072-289-5407

西区 ライフハート
鳳中町二丁４８番地１ライオンズマンション
鳳弐番館４０５号

072-267-4639 072-268-2688

西区 ペンタス相談支援室 堺市西区草部18番地24 072-249-6138 072-249-6138

西区 あがいてぃーだ相談支援室 堺市西区上野芝町向ヶ丘町4丁24番72号 072-248-8312 072-248-8312

西区 ペガサス福祉相談支援センター 堺市西区鳳北町十丁10番地 072-265-7788 072-265-7789

西区 ゴービーサポート 堺市西区上４５９－１ 072-288-6500 072-290-7918

西区 マミードリーム
堺市西区浜寺石津町東四丁5番41号　ジョイ
フルハイツⅠ203

072-275-6507 072-275-6508

南区 地域生活支援センターフィットウェル
堺市南区深阪南119番地
ダイヤモンドビル203号

072-242-6605 072-237-0900

R2.1.1～　休止中



南区 相談支援事業　泉北ぴょんぴょん相談室
堺市南区城山台5丁1番2号
大阪府立障がい者交流促進センター
（ファインプラザ大阪内）

072-294-8113 072-294-8113

南区 南区在宅支援相談所　あかるい手
堺市南区深阪南119番地
ダイヤモンドビル101号

072‐349‐6155 072‐237‐4100

南区 ハートフルサンク桃山台 堺市南区桃山台３－１－３ 072-298-2871 072-295-8802

南区 ケアプランセンター元気 堺市南区新檜尾台４丁52番１－２０５ 072-288-4122 072-288-4166

南区 相談支援センター　トライアングル 堺市南区三原台２丁7番21号 072-220-1158 072-220-1158

南区 スクエアひかりプラン 堺市南区和田東771番地1 072-350-1120 072-350-1119

南区 せんしゅう療育相談室 堺市南区城山台2-2-15 072-350-3124 072-350-3125

南区 ケアセンター仲村 堺市南区宮山台四丁7番9号 072-284-3700 072-295-5505

南区 ハートプラン
堺市南区和田東901番地1ヴィレヂ泉ヶ丘
103号

072-284-7731 072-284-7732

南区 つどい 堺市南区宮山台三丁11番1号 072-349-3911 072-349-3911

南区 ロハスプランセンターさかい 堺市南区庭代台二丁9番6号 072-288-4937 072-288-4938

南区 コスモスケアプランセンターせんぼく 堺市南区栂202番地9 072-289-5559 072-289-7072

南区 サポートセンター　パライソ 堺市南区深阪南117　深阪矢谷ビル202 072-230-3340 072-230-3341

南区 居宅支援　こもれび 堺市南区桃山台二丁３番４号 072-350-0062 072-350-0062

南区 ひまわり介護センター 堺市南区高倉台２丁２５－１　東山ビル２階 072-290-4165 072-290-4166

北区
特定非営利活動法人
自立生活センターマイロード

堺市北区大豆塚町1丁22番16号 072-253-5550 072-253-6270

北区 ぴーすの支援プランセンター 堺市北区百舌鳥梅町3丁39-32 072-250-9063 072-250-9061

北区 アムール相談支援
堺市北区新金岡町五丁３-１２５
辻野ビル２０３

072-240-1820 072-240-1821

北区 VIVO　SUPPORT　ロペ 堺市北区金岡町188-1アムディール205号 072-275-8291 072-259-1966

北区 ケアプランセンター　あかまんま
堺市北区新金岡町５－８－３２７
村田住宅南東２号

072-255-2010 072-256-4646

北区 陵東館長曽根相談支援センター 堺市北区長曽根町７１３番地２ 072-259-0010 072-259-2941

北区 あいりさぽーと 堺市北区長曽根町１９４８－１ 072-240-2553 072-240-2552

北区 ななつ星ケアプランセンター
大阪府堺市北区百舌鳥梅北町2丁70-4-
501

072-283-9855 072-283-9855

北区 ケアセンターなのはな 堺市北区奥本町二丁４番地１ 072-240-0115 072-240-0116

北区 うるすす～ursus～ 堺市北区百舌鳥梅町３丁49番28号 072-254-0650 072-931-0660

北区 くるみ相談室
堺市北区北花田町三丁32番地９　ロッソ北
花田201

072-257-3390 072-257-3391

北区 相談支援事業所Dream 堺市北区中長尾町四丁3-18 072-276-4330 072-276-4331

北区 はうすあがぺぇ
堺市北区南花田町81番地1　ウッズアーバン
ビル205号室

072-247-8783 072-247-8784

北区 相談センターラピス
堺市北区百舌鳥梅町3丁31番8号
アフルエンス203号

072-275-9467 072-275-9468

北区 相談支援事業所エスポワール 堺市北区百舌鳥赤畑町5丁432番地2 072-254-1162 072-220-0850

北区 相談支援事業所たらす
堺市北区東雲東町3-6-20　リンショウマン
ション502号室

072-200-3077 072-200-3077

北区 サポートセンタームサシ
堺市北区百舌鳥梅町2丁600-5　コスモ新洋
303号

072-203-0395 072-322-4944

北区 相談支援事業所ちはる 堺市北区金岡町2203番地 072-275-9917 072-275-9917

北区 こだまよろず相談室 堺市北区東浅香山二丁251番地1 072-252-3801 072-247-7510

美原区 相談支援事業所このめ 堺市美原区平尾20番地5 072-363-8875 072-363-8874

美原区 サニーハウス 堺市美原区北余部西4丁目1番地8号 072-369-4020 072-363-7120

美原区 相談支援ヨーソロー
堺市美原区北余部40-72　ナンカイハイツ
201号

072-200-3248 072-200-3248

土曜日は第2、第4、第5土曜を除く

R3.10.1～休止中


