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対象 名称 内容 連絡先（担当課・担当機関） 

お
お
む
ね
乳
幼
児 

約束クリニック 

対象：健診の結果、必要者、及び希望者

小児科診察、発達・育児相談など 

（予約制） 健康増進課 母子保健 HP 

（池田市保健福祉総合センター） 

TEL：072-754-6034 さくらんぼ 

相談会 

対象：1 歳 7 か月～おおむね 2 歳半の

幼児（健診の結果、対象者に 

保健師より案内） 

親子ふれあい遊びと育児相談 

就
学
前 

療育相談 

対象：身体障がい児、小児慢性特定疾病

のある子ども 

（おおむね生後～就学前） 

医師、心理発達相談員、保健師等による

相談（予約制） 

大阪府池田保健所 地域保健課 HP 

TEL：072-751-2990 

FAX：072-751-3234 

小
学
生 

以
下 

やまばと学園 

心理発達相談 

対象：小学 6 年生までの児童と保護者 

児童を聞き取りや発達検査（必要時） 

などで評価し、保護者の相談に応じる 

※発達検査は小学 1 年生まで 

児童発達支援センター 

池田市立やまばと学園 

TEL：072-762-3218 

就
学
前
～
中
学
生 

教育相談 

対象：就学前児（3 歳半～）、小・中・ 

義務教育学校の児童・生徒と 

保護者、教職員 

◎来所相談（予約制） 

◎電話相談 ハローダイヤル：来所が 

困難な方のための電話相談 

池田市教育センター HP 

TEL：072-751-4971 

FAX：072-754-5371 

ハローダイヤル 

TEL：072-753-8600（専用電話） 

I - D I C
アイ・ディック

 

教育相談 

対象：就学前から中学生 

きこえや補聴器、言葉、 

コミュニケーション、発音、子育て、 

発達、学習、進路に関する相談 

I - D I C
アイ・ディック

（いくの聴覚言語支援センター） 

大阪市生野区桃谷 1-2-1 HP 

TEL：06-6717-3366 

FAX：06-6717-5865 

E-mail：ikuno-r@sbox.osaka-c.ed.jp 

18
歳 

未満 
障がい相談 

障がいのある子どもに関する相談（主に

施設入所） 

池田子ども家庭センター HP 

TEL：072-751-2858 

FAX：072-754-1553 

18
歳 

以下 

発達支援課 

心理発達相談 

対象：18 歳までの子どもと保護者 

子どもの発達や障がいに関する相談 

発達支援課（市役所） HP 

TEL：072-754-6102 

  

発達に関する相談（全年齢） 
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対象 名称 内容 連絡先（担当課・担当機関） 

18
歳 

以下 

寝屋川 

ぴょんぴょん 

相談室 

障がい児相談支援 

ぴょんぴょん教室（難聴・知的・発達）

に併設 

ぴょんぴょん教室（寝屋川教室） HP 

寝屋川市早子町 23-2 アドバンス 

ねやがわ 2 号館 

TEL/FAX：072-811-5901 

大阪府立大阪北 

視覚支援学校 

教育相談 

保育相談 

対象：視力や視覚に障がいのある子ども 

と病気や事故などで中途失明した 

子ども 

家庭での保育、入学、学校での配慮、 

日常生活や学習、職業教育に関する相談 

大阪府立大阪北視覚支援学校 

 支援部／幼稚部 HP 

大阪市東淀川区豊里 7-5-26 

TEL：06-6328-7000 

FAX：06-6328-5896 

18
歳 

以上 
こころの健康相談 

対象：おおむね 18 歳以上 

こころの病気に関する相談（予約制） 

池田保健所 地域保健 精神チーム HP 

TEL：072-751-2900（池田保健所） 

0570-064-556 

（こころの健康相談統一ダイヤル） 

FAX：072-751-3234 

成
人 

精神障がい相談 
精神障がいのある方とご家族の相談 

（成人中心） 

精神障がい者地域活動支援センター咲笑
さ く ら

   

宇保町 8-30-101 HP 

TEL：072-750-3230 

FAX：072-750-3239 

E-mail： nw-sakura@nifty.com 

全

年

齢 

大阪府障がい者 

自立相談支援 

センター 

◎身体障がい者支援課 

身体障がい者の医学的・心理学的相談、

及び施設入所・補装具交付などの 

判定を行う専門機関 

（池田市障がい福祉課にて事前申込制  

TEL：072-754-6255） 

◎知的障がい者支援課 

知的障がい者の判定、及び医学的・ 

心理学的相談・指導の専門機関 

大阪府障がい者自立相談支援センター 

大阪市住吉区大領 3-2-36（大阪府障がい

者医療・リハビリテーションセンター内） 

◎身体障がい者支援課       HP 

TEL：06-6692-5262 

FAX：06-6692-5340 

◎知的障がい者支援課 

TEL：06-6692-5263 

FAX：06-6692-3981 

池田市福祉事務所 

（障がい福祉課） 

義肢や装具、車いすなどの補装具の 

交付、各種給付金や福祉サービス、 

施設入所などに関する相談 

精神保健福祉士などによる相談 

（要事前問合せ） ※手話通訳者あり 

障がい福祉課（市役所） HP 

TEL：072-754-6255 

障がい福祉相談 

福祉相談くすのき 

障がいのある方、難病のある方の専門的

かつ総合的な相談 

基幹相談支援センター 福祉相談くすのき 

中川原町 13-1 HP 

TEL：072-752-1831 

FAX：072-753-4422 
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対象 名称 内容 連絡先（担当課・担当機関） 

全
年
齢 

CSW による相談 

CSW（コミュニティ・ソーシャル・ 

ワーカー：地域の福祉相談員）による 

福祉相談 

池田市社会福祉協議会 HP 

（池田市保健福祉総合センター 1F） 

TEL：072-751-0421 

FAX：072-753-3444 

E-mail： csw@i-shakyo.or.jp 

高
齢
者 

高齢者総合相談 
高齢者の介護、福祉、健康、医療などの

総合相談 

◎細郷・秦野地区 HP 

池田市伏尾地域包括支援センター 

（特別養護老人ホーム ハートフルふしお内） 

TEL：072-752-1649 

◎池田・五月丘地区 HP 

池田市さわやか地域包括支援センター 

（池田市保健福祉総合センター 2F） 

TEL：072-754-6789 

◎北豊島・石橋南・石橋地区 HP 

池田市石橋巽地域包括支援センター 

（巽病院 介護老人保健施設内） 

TEL：072-763-0363 

◎呉服・神田・緑丘地区 HP 

池田市医師会地域包括支援センター 

（池田市医師会館 2F） 

TEL：072-750-2884 
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地区名 地域 

細河 伏尾町、吉田町、東山町、中川原町、古江町、木部町、 

伏尾台 伏尾台 

秦野 旭丘 1・2 丁目、渋谷、畑 

池田 
新町、綾羽、栄本町、城山町、菅原町、上池田 2 丁目、城南、大和町、槻木町、栄町、 

西本町 

五月丘 建石町、上池田 1 丁目、五月丘 

北豊島 天神、住吉 1 丁目、豊島北、豊島南、荘園、八王寺 2 丁目 

石橋南 住吉 2 丁目、石橋 1・3・4 丁目、空港 

石橋 石橋 2 丁目、旭丘 3 丁目、井口堂 

呉服 室町、桃園、呉服町、姫室町、満寿美町、宇保町、八王寺 1 丁目 

神田 神田、ダイハツ町 

緑丘 鉢塚、緑丘 

  

池田市地域区分 

地域ごとに 

保健師や CSW（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）が

います 

災害情報も以下の地区分けになります 


