
高齢者とそのご家族の方へ

  介護・福祉の
便 利 帳天王寺区

相談
無料

編集・発行：大阪市天王寺区地域包括支援センター

「高齢者のためにどんなサービスがあるの？どこが相談窓口かな？」
そんな疑問にお答えできるよう、天王寺区の介護や福祉サービスの情報を１冊に
まとめました。
天王寺区に住む高齢者の方とそのご家族がいつまでも安心して暮らしていただく
ため、この冊子をご活用ください。

天王寺区地域包括支援センターは
高齢者の方の相談窓口です！

近所に心配な
高齢者が

いるが相談に
のってもらえ

る

ところが、どこ
か知りたい

ひとりでの生活が

不安になってきた
ので、

今から、必要な手続
きを

聞きたい

どこに相談したら
いいかも分からない…

最近物忘れが多くなってきたようで心配…

こんなお悩みがありましたら、地域包括支援センターへご相談ください。
ご自宅への訪問も行っています！お気軽にご相談ください。

たとえば……

天王寺区地域包括支援センター
住　　所：天王寺区六万体町５-２６
　　　　 天王寺区在宅サービスセンターゆうあい内
電　　話：０６-６７７４-３３８６
受付時間：月～金曜日　午前９時～午後７時
　　　　 土　曜　日　午前９時～午後５時
※祝日・年末年始（１２/２９～１/３）を除く
★天王寺区には、地域包括支援センターとともに
　身近な総合相談窓口（ブランチ）が２か所あります。

四天王寺きたやま苑
電　　話：０６-６７７３-１８１１
住　　所：北山町９-６
受付時間：月～金　午前９時～午後５時３０分

四天王寺たまつくり苑
電　　話：０６-６７６３-４１１５
住　　所：玉造元町１-２９
受付時間：月～金　午前９時～午後５時３０分

夕陽丘地域 高津地域
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住み慣れた自宅で安心して生活したい！目　　　　次

しんどいことが増えてきたけど、
いつまでも住み慣れた自宅で生活したい！

介護保険の利用申請とケアプラン作成、
介護保険サービスの利用に関する相談

★コーヒーや紅茶を飲みながら、
　ゆっくり介護について相談できるカフェがあります

介護が必要な方のために、「介護保険制度」があります。
制度を利用する場合は、まず申請を行い、認定を受ける
必要があります。
まずは、下記相談窓口へお問い合わせください。

天王寺中学校区 区地域包括支援センター ６７７４-３３８６
高津中学校区 四天王寺たまつくり苑 ６７６３-４１１５
夕陽丘中学校区 四天王寺きたやま苑 ６７７３-１８１１

訪問介護（ヘルパー）、通所介護（デイサービス）、通所リハビリ（デイケア）、
短期入所生活介護（ショートステイ）、福祉用具の購入やレンタル、訪問看
護、住宅改修など

介護保険で利用できるサービス

ゆうあいカフェ（毎月第１水曜）

老人福祉センターカフェ（毎月第２水曜）
区地域包括支援センター

６７７４-３３８６
時間：午後２時～４時
コーヒーまたは紅茶100円
※祝日は実施しません

夜　　　間：午後５時～翌朝９時
土・日・祝日：午前９時～午後５時

★休日・夜間にも福祉に関する相談ができます

休日夜間福祉電話相談事業 市社会福祉協議会 ４３９２-８１８１

1

住み慣れた自宅で安心して生活したい！…………… 1

健康づくり・介護予防をしたい！…………………… 3

ボランティアをしたい！ 学びたい！………………… 3

認知症・介護の悩み ………………………………… 4

急な病気でお困りのときは………………………… 6

災害に備えよう！ …………………………………… 7

もしかして、高齢者虐待…？………………………… 7

生活が苦しい…どうしたらいいの？ ……………… 7

天王寺区内の施設など……………………………… 8
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緊急通報システムの設置

日常生活用具の給付

介護用品の支給
※給付・支給には条件があります

６７７４-３３７７区社会福祉協議会

市シルバー人材センター
（南部支部） ６７６５-６１１６

高齢者世帯対象の電球の交換、
花壇の水まきなどちょっとした
お手伝い（有料）

市中部環境事業センター ６７１４-６４１１ごみの持ち出しサービス
（ふれあい収集）（無料）

６７７１-８６０６区老人福祉センター
（天王寺区民センター3階）

ふれあい型食事サービス
（地域のボランティアによる会食または配食）

ふれあい喫茶
（区内9地域の会館等にておおむね月1回開催）

老人福祉センター
（学習・趣味・憩いの場）

健康づくり・介護予防をしたい！

いつまでも元気に暮らしたい
要介護状態にならないために、「介護予防」に取り組みましょう！
筋力アップを図る運動や栄養、お口のケアなどについて学ぶ介
護予防教室があります。
介護予防事業 区地域包括支援センター ６７７４-３３８６

ボランティアをしたい！ 学びたい！
ボランティアをしたい！知りたい！

ボランティアをしたい！ボランティアに来てほしい！そんな想いと想いをつな
ぎます。
区ボランティア・市民活動センター 区社会福祉協議会 ６７７４-３３７７

認知症について学びたい！
認知症についてわかりやすく学べる講座が
あります。出前講座もやっています！

認知症サポーター養成講座 区社会福祉協議会 ６７７４-３３７７
出　前　講　座 区地域包括支援センター ６７７４-３３８６

認知症の方を支援したい！
認知症サポーター養成講座修了者による、ボランティア活動や交流のための
場があります。

天王寺区「ロバの会」 区社会福祉協議会 ６７７４-３３７７

いろんな人と交流したい
ご近所づきあいや友達づくりのための、さまざまな場があります。

家事がしづらくなってきた…
介護保険以外にも、家事を支援するサービスがあります。

区保健福祉センター　保健福祉課
（天王寺区役所2階）
６７７４-９８５７

生活支援型食事サービス

見守り相談室

区地域包括支援センター 6774-3386

ひとり暮らしが不安…
緊急時や日常生活に必要な、装置や用具・用品を貸与・給付・支給します。

区社会福祉協議会 6774-3385

見守りをしてほしい
見守りが必要な方の同意を得て、地域の見守り等につなぎます。
また、孤立死を防ぐために、支援が必要な高齢者宅へ見守り支援ネットワー
カーが訪問します。

食事を摂るのに一苦労
調理が困難で、栄養改善や安否確認、見守りが必要な方への配食サービスが
あります。

消費者ホットライン

６６１４-０９９９市消費者センター

１８８

うっかりだまされて不要なものを買わされた
消費生活相談窓口にご相談ください。

32



緊急通報システムの設置

日常生活用具の給付

介護用品の支給
※給付・支給には条件があります

６７７４-３３７７区社会福祉協議会

市シルバー人材センター
（南部支部） ６７６５-６１１６

高齢者世帯対象の電球の交換、
花壇の水まきなどちょっとした
お手伝い（有料）

市中部環境事業センター ６７１４-６４１１ごみの持ち出しサービス
（ふれあい収集）（無料）

６７７１-８６０６区老人福祉センター
（天王寺区民センター3階）

ふれあい型食事サービス
（地域のボランティアによる会食または配食）

ふれあい喫茶
（区内9地域の会館等にておおむね月1回開催）

老人福祉センター
（学習・趣味・憩いの場）

健康づくり・介護予防をしたい！

いつまでも元気に暮らしたい
要介護状態にならないために、「介護予防」に取り組みましょう！
筋力アップを図る運動や栄養、お口のケアなどについて学ぶ介
護予防教室があります。
介護予防事業 区地域包括支援センター ６７７４-３３８６

ボランティアをしたい！ 学びたい！
ボランティアをしたい！知りたい！

ボランティアをしたい！ボランティアに来てほしい！そんな想いと想いをつな
ぎます。
区ボランティア・市民活動センター 区社会福祉協議会 ６７７４-３３７７

認知症について学びたい！
認知症についてわかりやすく学べる講座が
あります。出前講座もやっています！

認知症サポーター養成講座 区社会福祉協議会 ６７７４-３３７７
出　前　講　座 区地域包括支援センター ６７７４-３３８６

認知症の方を支援したい！
認知症サポーター養成講座修了者による、ボランティア活動や交流のための
場があります。

天王寺区「ロバの会」 区社会福祉協議会 ６７７４-３３７７

いろんな人と交流したい
ご近所づきあいや友達づくりのための、さまざまな場があります。

家事がしづらくなってきた…
介護保険以外にも、家事を支援するサービスがあります。

区保健福祉センター　保健福祉課
（天王寺区役所2階）
６７７４-９８５７

生活支援型食事サービス

見守り相談室

区地域包括支援センター 6774-3386

ひとり暮らしが不安…
緊急時や日常生活に必要な、装置や用具・用品を貸与・給付・支給します。

区社会福祉協議会 6774-3385

見守りをしてほしい
見守りが必要な方の同意を得て、地域の見守り等につなぎます。
また、孤立死を防ぐために、支援が必要な高齢者宅へ見守り支援ネットワー
カーが訪問します。

食事を摂るのに一苦労
調理が困難で、栄養改善や安否確認、見守りが必要な方への配食サービスが
あります。

消費者ホットライン

６６１４-０９９９市消費者センター

１８８

うっかりだまされて不要なものを買わされた
消費生活相談窓口にご相談ください。

32



認知症・介護の悩み

市成年後見支援センター ４３９２-８２８２
成年後見制度

区地域包括支援センター ６７７４-３３８６

お金の管理が心配…
認知症などで判断能力が不十分な方への金銭管理等のための制度・サービ
スがあります。

あんしんさぽーと （日常生活自立支援事業） 区社会福祉協議会 ６７７４-３３７７

見守り相談室

徘徊する認知症高齢者を早く保護する
方法はあるの？

認知症高齢者等が徘徊等により行方不明になった場合、その方の氏名や特徴
を協力者にメールやFAX等で配信し早期発見・保護につなげます。

区社会福祉協議会 ６７７４-３３８５

開催日：毎月第１水曜日 ※祝日・年始は実施しません。
時　間：午後２時～４時
場　所：天王寺区六万体町５-２６ 天王寺区在宅サービスセンターゆうあい内
費　用：コーヒーまたは紅茶１００円（お菓子付）
内　容：コーヒーや紅茶を飲みながらゆっくり介護等について相談できます。
　　　 お気軽にご参加ください。

ゆうあいカフェ

区地域包括支援センター ６７７４-３３８６

開催日：毎月１回土曜日または日曜日（お問い合わせください）
時　間：午後１時３０分～３時30分
場　所：天王寺区大道３-４-３「おほちの杜」１階
費　用：５００円（お茶・お菓子付き）
内　容：ピアノ・アコーディオン伴奏で季節の歌や唱歌・懐メロなどを一緒に
　　　 歌います。
　　　  どなたでもお気軽にご参加ください。

クーラコモンズ・カルチャー倶楽部＆
オレンジカフェ「歌声日和」　

クーラコモンズ・カルチャー倶楽部 ６７７５-０３４５

認知症・介護の悩みを聞いてもらいたい
同じ悩みを持つ人と話がしたい

家族介護者の集いに参加してみませんか？

和みの会（毎月第2水曜）

区地域包括支援センター ６７７４-３３８６

認知症の方やそのご家族が気軽に
立ち寄ることができる場ってあるの？

大阪市では、地域の中で認知症の方やそのご家族が気軽に立ち寄り、悩み事
の相談や情報交換等を通じて孤立予防等をはかることができる「認知症カ
フェ」の普及を進めています。
天王寺区内には、２ヶ所の「認知症カフェ」があります。

54

まずは、かかりつけ医や包括支援センター等に相談しましょう。

認知症かな？と思ったら…

相談窓口
区地域包括支援センター ６７７４-３３８６
区ゆうあいオレンジチーム ６７７４-３３５０

？
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まずは、かかりつけ医や包括支援センター等に相談しましょう。

認知症かな？と思ったら…

相談窓口
区地域包括支援センター ６７７４-３３８６
区ゆうあいオレンジチーム ６７７４-３３５０

？
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急な病気でお困りのときは

突然の病気やケガで困ったら、
こちらへご相談ください
救急安心センターおおさか
（24時間・年中無休）

＃７１１９ または ６５８２-７１１９

休日や夜間に診療してもらえる
お医者さんがいます

土曜・夜間 ほか

中央急病診療所 ６５３４-０３２１

〈内科・小児科・眼科・耳鼻咽喉科〉

〈内科・小児科〉

診療科目

内科
小児科

眼科
耳鼻咽喉科

診 療 日 受付時間
午後１０時～翌朝５時３０分
午後３時～翌朝５時３０分
午後５時～翌朝５時３０分
午後１０時～翌午前０時３０分
午後３時～午後９時３０分
午前１０時～午後９時３０分

平日（夜間）
土曜日（祝日・年末年始を除く）

日曜・祝日・年末年始（12/30～１/4）（夜間）
平日（夜間）

土曜日（祝日・年末年始を除く）
日曜・祝日・年末年始（12/30～１/4）

診療時間
住所：西区新町４-１０-１３

診療時間：午前10時～午後4時30分
住　　所：東成区大今里西３-６-６

日曜・祝日・年末年始

日曜・祝日・年末年始

夜　　　　間

今里休日急病診療所 ６９７２-０７６７

〈歯科〉

住　　所：天王寺区堂ヶ芝１-３-２７
診療時間：午後９時～翌午前３時

大阪府歯科医師会
休日・夜間緊急歯科診療

（要事前電話）６７７４-２６００

住　　所：天王寺区堂ヶ芝１-３-２７
受付時間　午前９時３０分～午後４時

６７７２-８８８６

土・日・祝、夜
間も

OK!

防災の取り組みに関するお問合わせは

災害に備えよう！

地震や台風、災害になったらどうしよう
日ごろの備えが「いのち」を守る！
もしもに備えて、慌てることのないよう避難先や連絡方法について、家族で話
しあったり、食糧・飲料水を備蓄するなどし、災害に備えておきましょう。

区役所　危機管理課 ６７７４-９８９９

もしかして、高齢者虐待…？

もしかしたら、虐待かもしれない…
ためらわずに通報を。秘密は守られます。

「仕事」「生活」「家族」「金銭」のことで
お困りの方に対し、就労につながるための支援や、
求職中の方への住宅費の給付支援を行います。
その他、相談内容に合わせて、利用できる制度を
お伝えし、お繋ぎします。

生活が苦しい…どうしたらいいの？

サポート天王寺
（天王寺区役所4階） ６７７４-９９３７

区保健福祉センター
保健福祉課（天王寺区役所2階）

６７７４-９８５７

区地域包括支援センター

６７７４-３３８６

高津ブランチ（総合相談窓口）

四天王寺たまつくり苑 ６７６３-４１１５
夕陽丘ブランチ（総合相談窓口）
四天王寺きたやま苑 ６７７３-１８１１

お金
仕事

家族
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認知症のため介護を必要とする方に、共同生活住居（５～９人）において日常生活上のお世
話などを行います。
※介護保険利用により、介護費用の利用者負担額は、１割負担の方で月額約２５,０００円～
（介護度、ユニット数等に応じて金額は変わります）
※その他、家賃、食費、おむつ代、敷金等が必要です。

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

グループホームフレンド天王寺 味原町１５-１１ ６７７４-５０１０
グループホーム夕陽丘 上汐６-３-９ ６７７２-５８６６

グループホームフレンド筆ヶ崎 筆ヶ崎町３-２０ ６７７４-３３６３

介護付き有料老人ホーム
施　設

ケアリビング楽寿

グランダ四天王寺

ベルパージュ大阪
上本町

アミーユレジデンス
真田山

生玉前町2-23

勝山2-21-20

筆ヶ崎町5-52

舟橋町3-4

6776-6700

0120-17-1165

7506-9611

6763-0461

０～
1600万円
700～
2900万円
1017.2～
8143.1万円

０円

209,600円～

220，500円～

215,214円～

179,400円～

34名

69名

166名

32名

住　所 電　話 入居費用 基本月額料 定 員
地下鉄谷町
９丁目

地下鉄四天王寺前
夕陽ヶ丘
近鉄

大阪上本町

各線鶴橋

最寄駅

住宅型有料老人ホーム
施　設

レガート生玉 生玉町11-26 6779-1165 ３０万円
（一時預かり）129,500円～ ４２名

住　所 電　話 入居費用 基本月額料 定 員
地下鉄谷町
９丁目

最寄駅

サービス付き高齢者向け住宅
施　設

いきいき倶楽部館
夕陽ヶ丘 上汐6-3-11 6776-9860 ３０万円

（一時預かり）約２０万円～ ３１床

住　所 電　話 入居費用 基本月額料 定 員
地下鉄四天王寺前
夕陽ヶ丘

最寄駅

※入居費用、基本月額料はおよその金額です。詳しくは各施設へお問い合わせください。

天王寺区内の施設など

看護や介護を必要とする高齢者及び認知症の方に対して、リハビリテーション等の医療ケア
と生活サービスを一体的に提供し、在宅復帰を支援します。

介護老人保健施設

みずほ倶楽部 清水谷町５-２７ ６７６７-２３１１
れいんぼう夕陽丘 生玉前町３-２４ ６７７０-２２１１

長期にわたる療養が必要な高齢者に対して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練、その他
必要な医療を行います。

介護療養型医療施設

西下胃腸病院 北河堀町４-１５ ６７７１-２４５０

ご自宅で暮らし続けることが難しくなった方が、安心
して暮らしていただける場所があります。

寝たきり等で在宅介護が困難な方に対して、介護職員が介護等を行います。
※原則要介護３以上の方が入所対象となります。（要介護１・２の方で特例入所要件に該当す
る方は入所対象となります）

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

四天王寺たまつくり苑 玉造元町１-２９ ６７６３-４１１５
四天王寺きたやま苑 北山町９-６ ６７７３-１８１１

介護保険が利用できます。
費用の１割、または２割と食費、居住費を負担していただきます。

上記３種の施設の費用と利用者負担

施　設

介護老人
福祉施設

介護老人
保健施設

介護療養型
医療施設

２０７,７００円(要介護１）
～２９７,０９４円（要介護５）

２５７,２１５円(要介護１）
～３２７,３３５円（要介護５）

２５４,８８９円(要介護１）
～４２３,０４３円（要介護５）

２０,７７０円(要介護１）
 ～２９,７１０円（要介護５）

２５,７２２円(要介護１）
 ～３２,７３４円（要介護５）

２５,４８９円(要介護１）
 ～４２,３０５円（要介護５）

４１,５４０円(要介護１）
 ～５９,４１９円（要介護５）

５１,４４３円(要介護１）
 ～６５,４６７円（要介護５）

５０,９７８円(要介護１）
 ～８４,６０９円（要介護５）

サービス費用負担月額（10割） 利用者負担月額（１割） 利用者負担月額（２割）

※月額は１か月を３１日として計算※利用者負担には、所得に応じた上限あり※食費、居住費には所得の低い方に
　所得に応じた負担限度額あり
※このほか、別に日常生活費などの負担あり

9
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介護老人
保健施設

介護療養型
医療施設

２０７,７００円(要介護１）
～２９７,０９４円（要介護５）

２５７,２１５円(要介護１）
～３２７,３３５円（要介護５）

２５４,８８９円(要介護１）
～４２３,０４３円（要介護５）

２０,７７０円(要介護１）
 ～２９,７１０円（要介護５）

２５,７２２円(要介護１）
 ～３２,７３４円（要介護５）

２５,４８９円(要介護１）
 ～４２,３０５円（要介護５）

４１,５４０円(要介護１）
 ～５９,４１９円（要介護５）

５１,４４３円(要介護１）
 ～６５,４６７円（要介護５）

５０,９７８円(要介護１）
 ～８４,６０９円（要介護５）

サービス費用負担月額（10割） 利用者負担月額（１割） 利用者負担月額（２割）

※月額は１か月を３１日として計算※利用者負担には、所得に応じた上限あり※食費、居住費には所得の低い方に
　所得に応じた負担限度額あり
※このほか、別に日常生活費などの負担あり

9



高齢者とそのご家族の方へ

  介護・福祉の
便 利 帳天王寺区

相談
無料

編集・発行：大阪市天王寺区地域包括支援センター

「高齢者のためにどんなサービスがあるの？どこが相談窓口かな？」
そんな疑問にお答えできるよう、天王寺区の介護や福祉サービスの情報を１冊に
まとめました。
天王寺区に住む高齢者の方とそのご家族がいつまでも安心して暮らしていただく
ため、この冊子をご活用ください。

天王寺区地域包括支援センターは
高齢者の方の相談窓口です！

近所に心配な
高齢者が

いるが相談に
のってもらえ

る

ところが、どこ
か知りたい

ひとりでの生活が

不安になってきた
ので、

今から、必要な手続
きを

聞きたい

どこに相談したら
いいかも分からない…

最近物忘れが多くなってきたようで心配…

こんなお悩みがありましたら、地域包括支援センターへご相談ください。
ご自宅への訪問も行っています！お気軽にご相談ください。

たとえば……

天王寺区地域包括支援センター
住　　所：天王寺区六万体町５-２６
　　　　 天王寺区在宅サービスセンターゆうあい内
電　　話：０６-６７７４-３３８６
受付時間：月～金曜日　午前９時～午後７時
　　　　 土　曜　日　午前９時～午後５時
※祝日・年末年始（１２/２９～１/３）を除く
★天王寺区には、地域包括支援センターとともに
　身近な総合相談窓口（ブランチ）が２か所あります。

四天王寺きたやま苑
電　　話：０６-６７７３-１８１１
住　　所：北山町９-６
受付時間：月～金　午前９時～午後５時３０分

四天王寺たまつくり苑
電　　話：０６-６７６３-４１１５
住　　所：玉造元町１-２９
受付時間：月～金　午前９時～午後５時３０分

夕陽丘地域 高津地域

相 談
医 療

地域の輪

介護予防

ボランティア

平成２８年6月 改訂

〒
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天王寺区社会福祉協議会
天王寺区地域包括支援センター

至谷町9丁目 至上本町6丁目

至天王寺 至天王寺

天王寺郵便局

天王寺警察署

上
本
町
９
丁
目
バ
ス
停

天王寺警察署前バス停

地
下
鉄
谷
町
線

天
王
寺
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

天
王
寺
区
役
所

大
阪
警
察
病
院

五
条
小
学
校

上
町
筋

地
下
鉄
３
号
出
口


