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は じめに

豊中市は、平成 21年度より厚生労働省に地域福祉推進自治体としてモデル指定

を受け、市社会福祉協議会に委託してひとり暮らし高齢者の見守 りや買い物支援

を行える体制づくりを進めてまいりました。

これまでに、安心協力員の派遣サービス、新聞配達・宅配事業、電気ガス水道

などの検針業務など訪問型の事業者にご協力いただき、日常業務を通じた見守 り

活動の輪も 22業種 500店舗に広がりました。

さらに、75歳以上のひとり暮らし高齢者のアンケー トなどを通じて、地域活動

の紹介やひとり暮らしの登録などのさまざまなサービスを紹介し、地域のつなが

りをつくつてまいりました。

この結果、特にひとり暮らし高齢者が今後増加することが予想される中で、安

心して生活していくための様々なつながりが求められています。

そこで、この度は、この事業の一環で昨年の一月に組織 した、ひとり暮らし応

援事業者ネットワークに参画された皆さん (P.5参照)の ご協力により本冊子を

作成することになりました。

買い物で不安を感じている皆様方の一助になれば幸いです。

最後に、作成にあたり、ご協力いただきました関係者のみなさまに心より感謝

申し上げます。

平成 23年 3月

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

<目次>
P. 1… …。。はじめに

P.2………1.買物支援事業のご案内

P.6………2.ひとり暮らし高齢者サービスのご案内

P.9……・。3.福祉なんでも相談窓□をご利用ください

P.10……4.安心生活倉」造事業のご案内
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☆ひこιl暮らし応援事業者ネットワークカロ盟店では、おひこιl暮らしの方や高齢
者の方等へ向Ifτ、次のようなサービスを実施しています。

<買物支援> ※詳細勝各店舗へお問合世ください。

OO シ

攀
…

3
つ

0

偕
当日宅配便

お店で購入した商品をご自宅まで宅配する。
Ъ①曰9

マックスバリュ豊中緑丘店 緑丘4-1 イオン豊中緑丘シ

ョッピングセンター

6845-0411

■配送料

当日お買い上げ金額合計 3,000円 以上→200円 (税込)

3,000円未満→300円 (税込)

※イオンカード0イ オンオーナーズカード・聯ЮNカ ード提示で 3,000円以上→無料

イオンカード・イオンオーナーズカード提示で 3,000円未満→200円 (税込)

※シエアクラブカー ド・身障者手帳提示で金額関係なく配送料無料。

■お届け区域

⑦当日配達 12時締切

宮山町・永楽荘0春 日町、西緑丘、北緑丘、少路、緑丘、向丘、蛍池中町、蛍池北町、

蛍池西町、蛍池南町、蛍池東町、上野西、上野東、本町、玉井町、末広町、山の上町、

宝山町、岡上の町、桜の町、柴原町、石橋麻田町、千里園、刀根山、刀根山元町、

待兼山町、東豊中町、上野坂、箕輪、清風荘、立花町

④⑦以外の地域は、12時締切、18時以降お届け。

15時締切で、翌日18時以降お届け。

■玉子、われもの、生鮮品等配達できない商品もあり。

② 買物支援

配達時に買物のお手伝いをする。 (詳細は、お問合せください。)

大阪府小売酒販組合 豊能第 2部会

大道酒店 千成町 2-7-17 6331-4332

③ 食料品 0日用品などの個人宅配

大阪北生活協同組合

コープ桜塚 南桜塚 2-1-10 6854-6111
コープ東豊中 東豊中町 4-3-13 6848-2561
コープ蛍池 蛍池中町 3-2-1 6842-3711
コープミニ泉丘 東泉丘 2-14-20 6840-0661
コープミニ西緑丘 西緑丘 1-1-38 6858-0855
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コープミニ桜の町 桜の町 2-1-6 6857-2001
コープミニ城山 城山町 2-5-12 6864-6711

協同購入センター豊中 10120-950-180/072-751-6222
■個人宅配の配送手数料の割引 (サポート制度)※サポートの内容は変更になることがあります。

⑦赤ちゃんサポー ト制度

組合員またはその配偶者が母子手帳交付から2年 6ヶ 月以内の方。

手数料 1年間半額 (1回 210円→105円 )

④ひまわリサポー ト制度

組合員またはその配偶者が満 70歳以上で二世帯同居されていない方。

障害者手帳の交付を受けている方。

手数料半額 (1回 210円→105円 )

お食事宅配サービス

お食事を最寄のセブンイレブンで受取り、またはご自宅まで宅配する。

欄セブン・ ミールサービス

サービスセンター TEL:0120-736-414
FAX:0 1 20-736--080

インターネット http:〃wwπ 7meal.com

■登録・注文

最寄のセブンイレブン、電話、インターネットで事前登録の上、注文。

■ 1回のご注文 1,000円 以上でご自宅へ宅配 (宅配料 200円 )

■注文締切 前日午前 11時まで。

■受取、支払方法

⑦セブンイレブンで受取

(昼便)11:30～  (夕便)17:30～ 登録した店舗で受取

商品と引換えに代金支払い

④ご自宅へ配達

(昼便)12:00ま でに (夕便)19:00ま でに ご自宅へお届け

lヶ月分まとめてセブンイレブンで支払い、または口座引き落とし

ご自宅配達サービス

店舗でお買上いただいた商品を、ご自宅へ配送する。

阪急オアシス

昼 便

13時～

夜 便

16時～

翌日朝便

10時～

受付締切時間

服部緑地 東寺内町 H-23 0120-187348 12時 16時 21時

豊中少路 少路 2-4-8 0120-474729 12日寺 16時 21時

夕 日 丘 夕日丘 1-1-5 0120-888614 12時 16時 20時 30分

小 曽 根 北条町 3-2-34 0120-815255 12時 16時 21日寺
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千里 中央 新千里東町 1-2-1 0120-703811 12時 16時 な し

蛍 ヶ 池 蛍池東町 2-6-10 0120-128740 12時 16時 23日寺

豊中駅前 玉井町 1-1-1-200 0120-061955 12時 16時 23日寺

豊
旦 中 岡上の町 2-2-3 0120-133314 12時 16時 21時

服 部 西 服部豊町 2-15-7 0120-236768 12時 16時 21時

■会員登録

ポイントカー ド会員に登録する (年会費・登録料無料)

■配送料 当日3,000円 以上 (税込)のお買上で配送料無料。

■お届け区域 各店舗まで直接お問合せください。

■受付方法

お買上の店舗で直接受付。電話受付及び配達時間の指定はできません。

■配達不可商品

要冷蔵 (生鮮食品も含む)0冷凍食品・アイスクリーム・割れ物・ギフト商品

<その他のサービス>

① 電球・蛍光灯の交換、商品説明

※詳しくは、お近くのお店までお間含せください。

,=1理 鯖

水口電化ストアー 上津島2-3-1 6863-6439 閉カワカミ 上津島2-8-3 6862-1531

マツヤマ電器 大黒町3-5-19 6334-8878 セガワ電器 大島町1-18-4 6334-4357

森本電器商会 庄内西町4-22-14 6331-4871 冊イナダデンキ 庄内西町2-25-A3 6332-2056

グミヤ電器商会庄内店 庄内西町1-3-9 6336-0038 庄内デンユー 庄内幸町2-10-1 6333-4590

吉川電器商会 庄内幸町2-30-13 6331-4052 l■lカ タ オ 庄内幸町2-26-18 6331-4968

LIFEハシクラ 庄内幸町2-14-8 6336-9390 小西電化庄内店 庄内幸町2-19-12 6332-5429

大川電機商会 庄内栄町1-7-1 6332-2396 l■lウ イング 大阪市淀川区十人条

2-6-1

6399-4070

l■lサ ンデン 服部豊町1-3-H 6862-3311 原電気株式会社 服部西町1-3-5 6863-0222

新 電 豊 中 服部寿町3-3-14 6862-7001 1有 )につこり電器豊中店 曽根西町1-10-17 6853-3906

ビット服部 曽根西町1-10-11 6853-6861 浜 口 無 線 岡町北1-5-9 6853-2109

パナショップおかまち 岡町南3-5-4 6844-1537 さつき電気商会 北条町3-1-38 6333-0850

ムセン電化 北条町3-1-1 6334-9033 双和電機株式会社 浜1-27-11 6332-1444

ビッ ト豊中 小曽根2-2-11 6334-1881 カガワ電機 小曽根2-3-31 6334-3673

閉コーデン社 服部本町4-5-40 6863-0066 タシロデンキ 曽根東町3-5-3-105 6862-5901

高橋テレビ商会 南桜塚1-4-1 6857-5572 おぐらでんき 中桜塚5-19-25 6849-3070

lll栄光電気商会 夕日丘2-4-1 6856-0697 バナエースサカイ店 中桜塚5-19-32 6857-3504

冊 ビ ッ ト 中桜塚4-3-10 6843-7320 閉きしもと 旭丘4-107 6854-1346
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四宮電気商会 熊野町1-9-2 6852-6822 緒 方 電 器 蛍池東町2-6-3 6852-8427

ビッ ト蛍池 蛍池中町3-2-9 6855-9360 金岡電器株式会社 本町6-8-1 6858-1515

lll駅前ますみや 立花町3-15-7 6855-0332 小西電化上野店 上野西1-12-12 6849-9532

豊中ソナス 北桜塚4-5-38-102 6853-0047 阪上電気店 上野東1-20-22 6854-6167

吹田電化豊中店 東泉丘2-6-24 6848-2251 ビッ ト千里 新千里南町3-1-13 6831-6810

奥田電気商会 緑丘2-15-10 6854-0028 マルミヤ電器泉ヶ丘店 東泉丘1-5-1-105 6849-8282

パナエース共栄閉 新千里北町2-20-5 6872-3391 欄千里電化サービス 新千里東町3-6-109 6872-2623

パナットはやし 新千里西町3-2-10 6872-2402 (有 )アルファーおだがみ 柴原町3-10-13 6855-1467

FAVIつかもと 春日町2-2-18 6853-0430 協洋電機株式会社 柴原町1-3-9 6849-2229

閉田中無線 宮山町1-9-13 6855-0013 ミキデンキ 柴原町3-9-13 6844-2077

★その他、豊中市内では、ひこιl暮らし応援事業者ネットワークに参画してくだ

きる下記の企業・団体のみなさきが、日々の業務の中で、見守ιl活動に協力し

て頂いていきす。

″ 豊中市安心生活麟通事業
ひとり事らし疇 ネットワーク●力店

高齢者見守リステ…ション

●3n― 豊中市社会福饉癬自倉

∩

―
１
■ 閉セブンーイ レブン・ジャパン 2

子ヽ
―

欄ローソン

3 欄ファミリーマー ト 4 吹田ヤクル ト販売株式会社

5 郵便事業株式会社 豊中支店0豊中南支店 6 大阪北生活協同組合

7 関西電力株式会社 三国営業所 8 大阪ガス株式会社 Jヒ東部リビング営業部

9 大阪府電機商業組合 豊中支部 10 大阪府小売酒販組合 豊能第 2部会
１
■

１
■ 豊中乳業商業組合 12 イオン豊中緑丘ショッピングセンター

13 株式会社阪食 14 豊中市小売市場連合会

15 豊中市商店会連合会 16 豊中市介護保険事業者連絡会

17 大阪米穀小売商業組合 豊中支部 18 毎日新聞 豊中販売所

19 産経新聞 桜塚・岡町0曽根・服部西販売所 20 ASA豊中西 (大阪府北部朝日会 豊中ブロック会)

21 読売新聞販売店 (豊中市エリア) 22 豊中市上下水道局

見守りに協力して頂いている店舗は、

黄色い「高齢者見守リステーシ∃ン

ステッカー」が目印です。

-5-



★高齢者福祉制度の綿含相談 (豊中市役所高齢介護課 6858-2235)
豊中市では、喜介護認定の申請 。相談、在宅及び施設におIfる命護保険サービ

スの利用をはじめ、高齢者全般にかかる相談をお受Ifしていきす。きた下記のサ
ービスも行ってい春す。

サービス 内容 対象者 利用料など

ひ とり暮 ら

し高齢者の

登録

地域の民生委員がご相談

にのったり、また、緊急時
の連絡に活用するため、民

生委員を通 じてひとり暮

らし高齢者の登録を行 う。

65歳以上でひとり暮 らし

の人

無料

災害時重度

障害者等安

否確認事業

「阪神・淡路大震災」の被

災経験にもとづき、希望さ

れる方に登録 して頂き、地

震や大規模な災害が起こ

つた時に、地域の民生委員

や校区福祉委員会が迅速

に安否確認を行 う。

・おおむね 65歳以上でひ

とり暮 らし、災害時の自

力避難に不安を抱く者
・身体障害者手帳 1級ま

たは 2級所持者
・療育手帳A所持者
・要介護 3、 4、 5と 認定

された者

無料

在宅給食

サービス
自宅に昼・夕食を配達する

とともに、配達時に安否確

認をする。

※利用者の心身状況等を

確認 し利用調整の うえで

サービスを開始。

食事づくりが困難な65歳

以上でひとり暮らし、ま

たは高齢者のみの世帯の

人など

食事代 は利

用者が負担、

酉己達 な どは

無料

※食 事代 は

業者 に よ り

異なる

日常生活用

具の給付

電磁調理器・火災警報器・

自動消火器を給付する。

65歳以上でひとり暮らし

の人などで防火の配慮を

必要とする人

利用者負担

が生 じる場

合あり

緊急通報シ

ステム 「ホ

ッ トライン

きずな」

自宅の固定電話に取 り付

けた緊急通報装置の非常

ボタン(ま たはペンダント

型発信ボタン)を押すこと

により消防本部に通報し、

消防本部より予め登録 さ

れた協力員に出動依頼を

するとともに救急隊出動

等の緊急時の対応を行 う。

緊急に対応を要する疾病
のあるおおむね65歳以上

のひとり暮らしの人など

(鍵を預かる協力員が 2

人必要)

無料
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福祉電話 福祉電話を貸与し、基本料

金などを助成する。

電話を所有せず、緊急に

対応を要する疾病のある

65歳以上のひとり暮らし

の人 (市民税非課税世帯)

通話料 な ど

は自己負担

寝具乾燥 敷布団、毛布などの乾燥を

行 う。 (年 4回実施)

65歳以上でひとり暮らし

の人など

所得税 額 に

よ り利 用 で

きない場合

あり

軽度生活援

助

家事、外出時の援助など簡
1単

な日常生活上の援助を

する。

援助が必要なおおむね 65

歳以上でひとり暮 らし、

または高齢者のみの世帯

の人など

シル バ ー 人

材 セ ン ター

の会 員 が援

助。利用者負

担あり。

★高齢者に関する綿含窓口 (地域包括支援センター )

地域での命護や介護予防、高齢者の生活支援や権利擁護などに関する相談をお

受けし、内容に応じてき春ざきなサービスや制度が利用できるように支援をして

いききす。必要に応じてご自宅に請問けることも可能です。

住所 電話番号 小学校区

柴原地域

包括支援

センター

刀根山元町5-60
市立老人保健施設か

がやき 内

6850-3451 桜井谷、桜井谷東、刀根山、

大池、蛍池、箕輪

少路地域

包括支援

センター

上野坂 2-21-1
SOCIA DⅡ
l階

6854-7878 野畑、北緑丘、少路、上野、

東豊中、東豊台

千里地域

包括支援

センター

新千里北町1-18-2
特別養護老人ホー

ム ア リス千里 内

6155-1030 北丘、東丘、西丘、南丘、

新田、新田南、東泉丘、(2

～ 4丁 目)

中央地域

包括支援

センター

岡上の町2-1-15
豊中市す こやかプ

ラザ 2階

6841-9384 克明、桜塚、南桜塚、熊野

田、泉丘、東泉丘 (1丁 目)

緑地地域

包括支援

センター

寺内 1-1-10
ローズコミュニァ

ィ緑地 内

6867-0577 緑地、寺内、北条、小曽根、

高川、豊南

服部地域

包括支援

センター

城山町 1-9-1
さわ病院 内

6865-1278 原田、豊島、豊島北、豊島

西、中豊島
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庄内地域

包括支援

センター

二葉町2-4-5
特別養護老人ホーム

淳風とよなか 内

6335-0787 野田、島田、庄内、庄内南、

庄内西、千成

★その他の高齢者福祉サービス (市社会福祉協議会)

サービス 内容 対象者 利用料など

豊 中市ひ と

り暮 らし老

人の会

[問合せ先 :

6848-1279]

小学校単位で結成されてい

る校区福祉委員会の協力を

得ながら、「孤独感の解消」

と「一人よりみんなと」をス

ローガンに、同じ立場の仲間

や地域住民との交流を深め

る活動を行う。

65歳以上のひと

暮らしの方

会費が必要 (会によ

つて料金は異なる)

ひとり暮らし

高齢者友愛

電話訪問

[問合せ先 :

6848-1000]

安否確認や話 し相手の欲

しい方を対象に、月 1回程

度、ボランティアによる電

話訪間を行い、安否や最近

の様子を伺 う。

65歳以上のひと

暮らしの方

無料

安心協力員

派遣サービス

[問合せ先 :

6848-1279]

ひとり暮 らしで生活に不

安のある方の自宅に、安心

協力員が定期的に訪問し

て顔なじみの関係をつく

るとともに、緊急時の支援

や、ひとり暮らしを支援す

るさまざまな事業を紹介

する。

75歳以上のひとり

暮らしで、介護保険

の要介護認定の申

請をしていない方

1登録料
|

年間2, 000円
サービス

1回 800円
(月 1回 の定期訪

間、情報提供 )

料サービス

(必要に応 じて)

急病時の買い物

のお手伝い

入院時の手続き

や連絡の手助け

緊急通報システ

ムの鍵預かり

生活支援 サ

ー ビス

[問合せ先 :

6841-9382]

「援助のできる人 (協力会

員 )」 力` 「援助を必要とす

る人 (利用会員)」 の依頼

により、家事援助や外出時

の付き添いなどを行 う。

病気などのために、

日常生活上のこと

を自力ですること

が難 しい方

1謝ネL金
|

1時間 800円 ～

(別途、会費として

利用 した月のみ

1,000円 )
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市と市社会福祉協議会 (すこやかプラザ内・岡上の町)は、「福祉なんでも相談窓口」を下表の通り開設し、福祉
相談のほか、専門機関への取次ぎや福祉サービスについての情報提供などを行つています。相談員は、研修を
受けた民生・児童委員や校区福祉委員会のボランティアです。相談者のプライバシーは守られますので、安心し
てご相談ください。下表の相談日以外の相談は、同協議会86848-1279、 □6841-2388まで。

■福祉なんでも相談窓ロー覧

圏域 校区 と  き と こ ろ 電話・ファックス

北

西

部

大 池 水曜日13時～15時 大池コミュティプラザ (大池小学校内日本町) 雪 □ 6855-2943
刀根山 第 1・ 3月 曜日10時～12時 刀根山蛍池会館 (刀 根山) 雪 □ 6846-7830

桜井谷
第1・ 3木曜日10時～12時

第2・ 4水曜日10時～12時

桜井谷コミュニティルーム

(第二中学校内・宮山町)

雪 □ 6854-1311

蛍 池 第1～ 4金曜日10時～12時
蛍池コミュニティルーム

(蛍池小学校内・蛍池中町)

雪□6846-7304

箕輪 第1～ 4金曜日10時～12時 箕輪センター (箕輪) 雪 □ 6858-6129

北

中

部

野 畑 第1～ 4月 曜日13時～15時 向丘住宅集会所 (向 丘 ) 雪 □ 6854-8054

上野

木曜 日10時～12時

第 2・ 4水曜 日10時～11時30分

第3土曜 日13時30分 ～16時

堀田老人憩の家 (上野西 ) 雪 □ 6848-2008

少路・北緑丘 金曜日10時～12時 緑丘会館 (緑丘 ) 雪 □ 6846-0294
東豊中 水曜日13時～15時 東豊中老人デイサービスセンター(東豊中町) 雪 □ 6856-2915
東豊台 水曜日13時30分 ～16時 地域交流室 (東豊台小学校内・東豊中町) 雪□6849-2948

北

東

部

上新田 第1～ 4金曜日10時～12時 上新田竹林会館 (上新田) 雪 □ 6872-2351
東丘 火曜日10時～12時 新千里東町会館 (新千里東町) 雪 □ 6834-9448

西 丘 第1～ 4木曜日10時～12時
西丘コミュニティルーム

(西丘小学校内・新千里西町 )

雪 □ 6871-676フ

南丘 第1～ 4火曜日10時～12時 新千里南町会館 (新千里南町) 雪 □ 6831-2943
Jヒ E 第1～ 4金曜日10時～12時 新千里北町会館 (新千里北町) 8□ 6833-0294

東泉丘
第1～ 3火曜日10時～12時

第4土曜日10時～12時
新千里南町桃山会館 (新千里南町 ) 雪 □ 6832-0294

中

部

桜塚 月曜日10時～12時 北桜塚会館 (北桜塚 ) 8P[日6853-0634
南桜塚 木曜日10時～12時 南桜塚会館 (南桜塚 ) 雪 □ 6845-3739

克 明
第1・ 4金曜日'第 2水曜日・第3火曜日

13時30分 ～16時

豊中人権まちづくリセンター老人憩の家

(岡町北)

雪□6841-1340

熊野田 第 1・ 3水曜日10時～12時 熊野田会館 (熊野町) 雪囲6853-2094
泉丘 月曜日10時～12時 アルビス旭ヶ丘団地西集会所 (旭丘 ) 雪□7176-4210

中

東

部

緑地 第1・ 2・ 4水曜日。20日 10時～12晴 長興寺会館 (長興寺南 ) 容□6862-0052
Jヒ劣詮 第1～ 4木曜日10時～12時 北条西会館 (北条町) 雪□6331-2801

小曽根 月曜日9時～12時 小曽根校区南郷の家 (浜 ) 雪□6332-4051
寺 内 第1～ 4火曜日10時～12時 ローズコミュニティ・緑地 (寺 内) 雪 □ 6867-0294
豊南 第1～ 4木曜日13時～15時 豊南会館 (豊南町西) 雪□6333-0294
昔
同 水曜日10時～12時 高川老人デイサービスセンター(豊南町東) 雪□6336-7236

中

西

部

原 田 第1～ 4水曜 日10時～15時 原田校区福祉委員会遊友 (原 田元町) 雪 □ 6841-6100

中豊島
第1・ 3金曜日10時～12時

第2・ 4火曜日10時～12時

中豊島コミュニティプラザ

(中豊島小学校内・曽根東町 )

aP[日6868-3715

豊島北 木曜日10時～12時 豊島北老人憩の家 (曽根南町) 雪 □ 6863-4675
豊 島 第1～ 4水曜日10時～12時 稲津会館 (稲津町) 雪□6866-0711

南

部

島田 木曜 日13時～15時 島田センター (庄内栄町 ) 雪□6332-7830
野 田 火曜 日10時～12時 野田センター (野 田町 ) 雪□6334-2948

庄内西 金曜日10時～12時 庄本老人デイサービスセンター (庄本町 ) 雪 □ 6333-1620

庄内南 月曜 日10時～12時
庄内南コミュティルーム

(庄 内南小学校内・大黒町 )

雪 □ 6331-8833

千 成 第 1・ 3・ 4金曜日13時～15時 千成センター (千成町 ) 雪 □ 6333-7878
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この事業は、ひとり暮らし高齢者等が孤立することのないよう、見守りや買い物

支援等を行える体制づくりをすすめるものです。豊中では、市より委託を受けて

豊中市社協が実施をすることになりました。平成 21年 12月 に 75歳以上のひと

り暮らし高齢者の調査を行い、希望者に地域福祉コーディネーターが下記のさま

ざまな支援を始めています。

安心協力員の派遣

ひとり暮 らしで生活に不安がある高

齢者の自宅を定期的に訪問して顔な

じみの関係をつくるとともに、緊急

時の支援や、ひとり暮 らしを支援す

るさまざまな事業などを紹介 してい

きます。 (登録料 :年間 2,000円 )

★ 基本サービス :月 1回の定期訪問

を行い、情報提供などを行います。

(1回 800円 )

★ 有料サービス (必要に応 じて)

急病時の緊急の買い物のお手伝い

入院時の手続きや連絡の手助け

緊急通報システム利用時の鍵の預かりなど

ひとり暮らし応援事業のネットワーク化と紹介

新聞配達や宅配事業、郵便、電気小

売業などひとり暮らし高齢者を支え

る事業所との提携やネットワークを

作 り、まちぐるみで見守る体制を作

ります。

地域福祉活動との連携

校区福祉委員会や民生委員の小地域

福祉ネットワーク活動事業と連携を

図りながら、地域のつながりの再構

築を目指 します。(希望者には見守り

活動や会食会、ひとり暮 らし老人の

会の紹介などを行います)

その他、心配ごと、悩みごとのある方は

P。 9の地域の福祉なんでも相談窓口や本部の相談窓口にご連絡ください。

本部 :豊中市すこやかプラザ内

いきいきつなぐ

6848-1279(土 ・日・祝日・年末年始は除く)
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豊中市安心生活創造事業 シンボルマーク

◇事務局◇

社会福祉法人 豊 中市社会福祉協議会

豊中市岡上の町2-1-15
(豊中市すこやかプラザ内)

地域福祉課 地域支援係

電話 (06)6848-1279
FAX(06)6841-2388


