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大阪府に避難された方へのご案内
このたびの東日本大震災により被害を受けられた被災地の皆様に、心からお見舞い申し上げ
ます。
このパンフレットは、被災され大阪府内に避難されてきた方に、安心して生活していただけるよ
う、大阪府の支援策の概要や問い合わせ先などをまとめたものです。
被災者生活相談電話で全般的な相談に対応しています。また、詳しいことは各項目に記載の
問い合わせ先にご確認ください。

避難者情報システムへの登録のお願い
お住まいの県や市町村から避難されても、お住まいだった県や市町村等からのお知らせが
受け取れます。
◆ 大阪府へ避難された方が、避難先の市町村でご自身の情報を登録することで、避難前にお住
まいの県や市町村等からさまざまなお知らせを受け取れるようになります。
□登録場所
：避難先の各市町村
□問い合わせ先 ：避難先の各市町村（各市町村の連絡先は下記のとおりです。）
大阪府総務部市町村課
（ＴＥＬ ０６－６９４４－９１０９）
大阪府市町村課の関連ＨＰ （http://www.pref.osaka.jp/shichoson/sisutemu/index.html）
市町村名

窓口担当課

連絡先（電話）

大阪市

市町村名

窓口担当課

連絡先（電話）

枚方市

危機管理室

072-841-1221

北区

市民協働課

06-6313-9734

茨木市

危機管理課

072-620-1617

都島区

窓口サービス課

06-6882-9963

八尾市

地域安全課

072-924-9870

福島区

窓口サービス課

06-6464-9963

泉佐野市

自治振興課

072-463-1212

此花区

市民協働課

06-6466-9734

富田林市

子育て福祉部 地域福祉課

0721-25-1000

中央区

総 務 課

06-6267-9625

寝屋川市

人・ふれあい部 危機管理室

072-824-1181

西区

市民協働課

06-6532-9972

河内長野市

危機管理室

0721-53-1111

港区

市民協働課

06-6576-9734

松原市

総務部市民安全課

072-334-1550

大正区

市民協働課

06-4394-9734

大東市

政策推進部危機管理課

072-870-9618

天王寺区

窓口サービス課

06-6774-9963

和泉市

公民協働推進室

0725-99-8104

浪速区

窓口サービス課

06-6647-9963

箕面市

人権文化部 人権国際課

072-724-6720

西淀川区

市民協働課

06-6478-9895

柏原市

総務部 危機管理課

072-972-1529

淀川区

市民協働課

06-6308-9734

羽曳野市

市長公室危機管理室

072-958-1111

東淀川区

総 務 課

06-4809-9625

門真市

総務部 危機管理課

06-6902-5812

東成区

窓口サービス課

06-6977-9963

摂津市

総務部防災管財課

06-6383-1325

生野区

窓口サービス課

06-6715-9963

高石市

総務部危機管理課

072-265-1001

旭区

市民協働課

06-6957-9734

藤井寺市

藤井寺市東日本大震災支援対策本部
（総務部秘書課）

072-939-3393

城東区

窓口サービス課

06-6930-9963

東大阪市

危機管理室

06-4309-3130

鶴見区

窓口サービス課

06-6915-9963

泉南市

総務部政策推進課

072-483-0004

阿倍野区

窓口サービス課

06-6622-9963

四條畷市

市民生活部市民課

072-877-2121

住之江区

市民協働課

06-6682-9734

交野市

暮らしの安心課

072-892-0121

住吉区

窓口サービス課

06-6694-9963

大阪狭山市

政策調整室危機管理グループ 072-366-0011

東住吉区

市民協働課

06-4399-9734

阪南市

市長公室危機管理室

072-471-5678

平野区

市民協働課

06-4302-9734

島本町

総務部自治・防災課

075-962-0380

西成区

市民協働課

06-6659-9734

能勢町

総務部総合企画課

072-734-3036

堺市

堺市ワンストップサービス窓口

072-228-7834

豊能町

総務部総務課

072-739-3414

岸和田市

保健福祉部生活福祉課

072-423-9470

忠岡町

町長公室 自治推進課

0725-22-1122

豊中市

危機管理室

06-6858-2098

熊取町

住民部住民課

072-452-6040

池田市

市長公室 危機管理課

072（754）6263

田尻町

総務部企画人権課消防防災室

072-466-5019

吹田市

安心安全室

06-6384-1753

岬町

危機管理担当

072-492-2759

泉大津市

危機管理課

0725-33-1131

太子町

総務部総務室総務政策グループ

0721-98-0300

高槻市

総務部総務室危機管理課

072-674-7314

河南町

健康福祉部高齢障がい福祉課 0721-93-2500

貝塚市

総務部庶務課

072-433-7392

千早赤阪村

総務課

守口市

市民生活部 危機管理課

06-6992-1497
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0721-72-0081

【大阪府の受入支援メニュー】
大阪府へ避難される方々の受入支援メニューです。詳細は各ページをご覧ください。
◎被災者生活相談・・・・・・・・・・・・Ｐ２
（参考資料）
◎住居支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
府内市町村代表電話一覧・・・・・・・・・Ｐ８
◎生活資金支援・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３
大阪府庁案内図・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９
◎教育支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５
大阪市営地下鉄路線図・・・・・・・・・・・Ｐ10
◎就職支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７
大阪府内市区町村位置図・・・・・・・・・Ｐ11
◎金融相談支援・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８

被災者生活相談電話のご案内
◆ 被災された方が大阪で生活していただく際の福祉、医療、住宅、教育、就職などの「困りごと」
に電話にて相談対応します。
□ 開設時間
平日 午前１０時から午後４時３０分まで（土、日、祝日を除く平日）
□ 電話番号
TEL ０６－６２１０－９２９０
FAX ０６－６９４４－６６５４

住居支援
【大阪府営住宅等への受入のご案内】
◆ 被災された方(福島原子力発電所の事故に伴い避難指示を講じられた方等を含む）に大阪府
営住宅等の空き住戸の提供を行っています。
◇ 大阪府営住宅
◇ 大阪府住宅供給公社賃貸住宅

大阪府咲洲庁舎２６階
住宅経営室 経営管理課

◇ 雇用促進住宅
◇ 民間住宅（無償提供分）

大阪府咲洲庁舎２７階
居住企画課

□ 問い合わせ先 ：府民お問合せセンター （TEL ＃８００１または０６－６９１０－８００１）

◇その他の住宅の受け入れ
・詳しくは下記の窓口へお問い合わせください。
□ ＵＲ住宅
・受付窓口：UR 梅田営業センター （TEL ０６－６３４６－３４５６）
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□ 市町営住宅の問い合わせ先
市町名

担当窓口

連絡先

市町名

担当窓口

連絡先

大阪市

支援総合相談所

06-6208-8841

大東市

建築営繕課

072-870-0480

堺市

住宅管理課

072-228-8343

八尾市

住宅管理課

072-924-3858

豊中市

住宅課

06-6858-2397

松原市

建築住宅課

072-334-1550 内 2632

池田市 ※

空港・総務課

072-754-6281

羽曳野市

建築住宅課

072-958-1111 内 2270

箕面市

建築住宅課

072-724-6719

富田林市

住宅政策課

0721-25-1000

吹田市

住宅政策課

06-6384-1923

河内長野市

生活福祉課

0721-53-1111 内 178

茨木市

危機管理課

072-620-1617

泉大津市

建築住宅課

0725-33-1131 内 2236

摂津市

防災管財課

06-6383-1325

和泉市

建築住宅課

0725-41-1551 内 1466

高槻市

住宅課

072-674-7525

岸和田市

建築住宅課

072-423-9517

東大阪市

住宅政策課

06-4309-3261（専用回線）

泉佐野市

建築住宅課

072－463-1212

寝屋川市

住宅整備課

072-824-1181

熊取町

まちづくり計画課

072-452-6401

守口市

建築課

06-6992-1708

田尻町

都市政策課

072-466-5006

門真市

営繕住宅課

06-6902-6391

岬町

建築課

072-492-2736

※ 池田市は５世帯以上のグループ（コミュニティ等）単位で受け入れています。
※ 岬町は子育て世帯のみを受け入れています。

【ペットの一時預かり等の相談・情報提供】
◆ 避難されてきた方のペットを一時的に受入可能な団体やペットホテル等の情報提供や相談を
お受けします。
□ 問い合わせ先 ：大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課
（TEL ０６－６２１０－９６１５）

生活資金支援
【生活福祉資金（緊急小口資金）貸付のご案内】
◆ 災害救助法の適用となった地域等の住民の方々が大阪府へ避難された際、当座の生活費に
充当していただくため社会福祉協議会において「緊急小口貸付金」の特例貸付を実施します。
□ 対象者
□
□
□
□
□

：被災者のうち大阪府内へ避難された方々で大阪府が設定した地域に住居を有
する方々（低所得世帯に限らない）
貸付金額：１世帯原則１０万円以内 （無利子）
貸付方法：①据置措置 貸付の日から１年以内
②償還期間 据置期間経過後２年以内
受付期間：平成 23 年 3 月 29 日から当分の間
受付窓口：次表のとおり
問い合わせ先 ：大阪府福祉部地域福祉推進室
社会援護課（TEL ０６－６９４４－６６６７、FAX ０６－６９４１－０２２７）
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【生活復興支援資金貸付のご案内】
◆ 災害救助法の適用となった地域等から大阪府へ避難された方々の世帯（低所得世帯）に対し
て、生活の復興に一時的に必要となる経費に充当していただくため社会福祉協議会において
「生活復興支援資金」の貸付を実施します。
□ 対象者
被災者のうち大阪府内へ避難された方々で大阪府が設定した地域に住居を有する低所
得世帯の方々（被災により低所得世帯となった場合を含む）
□ 貸付限度額
①一時生活支援費 １か月あたり２０万円以内（単身世帯は１５万円以内）で６か月以内
②生 活 再 建 費 ８０万円以内
□ 貸付方法
(1)据置期間 ①一時生活支援費：原則、最終貸付日から１年以内
②生 活 再 建 費：原則、貸付日から１年以内（ただし、一時生活支援
費とあわせて貸付の場合は一時生活支援費と同じ。）
(2)償還期限
(1)の据置期間経過後１０年以内（ただし、貸付額が５０万円以内の場合は５年以内。）
(3)貸付利子
・連帯保証人あり：無利子
・連帯保証人なし：年利１．５％
□ 受付期間： 平成 23 年８月１日から当分の間
□ 受付窓口： 次表のとおり
□ 問い合わせ先 ：大阪府福祉部地域福祉推進室
社会援護課（TEL ０６－６９４４－６６６７、FAX ０６－６９４１－０２２７）
生活福祉資金（緊急小口資金）及び生活復興支援資金の貸付の受付窓口
○大阪市内へ避難して来られた方は、各区の民生委員児童委員連盟へお問い合わせください。
区名
北区
都島区
福島区
此花区
中央区
西区
港区
大正区
天王寺区
浪速区
西淀川区
淀川区
東淀川区
東成区
生野区
旭区
城東区
鶴見区
阿倍野区
住之江区
住吉区
東住吉区
平野区
西成区

住所
大阪市北区扇町 2-1-27 保健福祉課
大阪市都島区中野町 2-16-20 保健福祉課
大阪市福島区大開 1-8-1 保健福祉課
大阪市此花区春日出北 1-8-4 保健福祉課
大阪市中央区久太郎町 1-2-27 保健福祉課
大阪市西区新町 4-5-14 保健福祉課
大阪市港区市岡 1-15-25 保健福祉課
大阪市大正区千島 2-7-95 保健福祉課
大阪市天王寺区真法院町 20-33 保健福祉課
大阪市浪速区敷津東 1-4-20 保健福祉課
大阪市西淀川区御幣島 1-2-10 保健福祉課
大阪市淀川区十三東 2-3-3 保健福祉課
大阪市東淀川区豊新 2-1-4 保健福祉課
大阪市東成区大今里西 2-8-4 保健福祉課
大阪市生野区勝山南 3-1-19 保健福祉課
大阪市旭区大宮 1-1-17 保健福祉課
大阪市城東区中央 3-4-29 保健福祉課
大阪市鶴見区横堤 5-4-19 保健福祉課
大阪市阿倍野区文の里 1-1-40 保健福祉課
大阪市住之江区御崎 3-1-17 保健福祉課
大阪市住吉区南住吉 3-15-55 保健福祉課
大阪市東住吉区東田辺 1-13-4 保健福祉課
大阪市平野区背戸口 3-8-19 保健福祉課
大阪市西成区岸里 1-5-20 保健福祉課
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電話番号
06-6313-9931
06-6882-9756
06-6464-9880
06-6466-9924
06-6267-9194
06-6532-9034
06-6576-9203
06-4394-9803
06-6774-9868
06-6647-9805
06-6478-9969
06-6308-9440
06-4809-9505
06-6977-9901
06-6715-9910
06-6957-9908
06-6930-9052
06-6915-9950
06-6622-9875
06-6682-9825
06-6694-9866
06-4399-9829
06-4302-9941
06-6659-9872

○大阪市以外の市町村へ避難して来られた方は、各市町村の社会福祉協議会へお問い合わせくだ
さい。
社協名
住所
堺市
堺区南瓦町 2-1 堺市総合福祉会館
岸和田市
野田町 1-5-5 市立福祉総合センター内
豊中市
岡上の町 2-1-15 豊中市すこやかプラザ内
池田市
城南 3-1-40 池田市保健福祉総合センター内
吹田市
出口町 19-2 市立総合福祉会館内
泉大津市
東雲町 9-15 市立総合福祉センター内
高槻市
桃園町 2-1 市総合センター内 8F
貝塚市
畠中 1-18-8 保険・福祉合同庁舎内
守口市
京阪本通 2-13-1 「さつきホールもりぐち」内
枚方市
新町 2-1-35 枚方市総合福祉会館 ラポールひらかた内
茨木市
駅前 4-7-55 市福祉文化会館内
八尾市
本町 2-4-10 社会福祉会館内
泉佐野市
上町 1-2-9 市立福祉センター内
富田林市
宮甲田町 9-9 総合福祉会館内
寝屋川市
池田西町 28-22 市立総合センター内
河内長野市 大師町 26-1
松原市
松原市阿保 1-1-1 松原市役所東別館 1 階
大東市
新町 13-13 市立総合福祉センター内
和泉市
府中町 4-20-4 総合福祉会館内
箕面市
船場西 1-11-35 総合保健福祉センター分館 1F
柏原市
大県 4-15-35 柏原市立健康福祉センター（オアシス）
羽曳野市
誉田 4-1-1 市立総合福祉センター内
門真市
御堂町 14-1 門真市保健福祉センター内
摂津市
三島 1-1-1 市役所 西別館内
高石市
加茂 4-4-1 高石市役所庁舎別館 1 階
藤井寺市
北岡 1-2-8 市立福祉会館(ふれあいセンター)
東大阪市
高井田元町 1-2-13 市立総合福祉センター内
泉南市
樽井 1-8-47 総合福祉センター内
四條畷市
北出町 3-1
交野市
天野が原町 5-5-1 市立保健福祉総合センター内
大阪狭山市 今熊 1-85 福祉センター内
阪南市
尾崎町 35-1 市役所内
島本町
桜井 3-4-1 ふれあいセンター内
豊能町
吉川 187 豊能町立保健福祉総合施設 豊悠プラザ内
能勢町
宿野 114
忠岡町
忠岡中 2-16-25 忠岡総合福祉センター内
熊取町
野田 1-1-8 熊取ふれあいセンター内
田尻町
嘉祥寺 883-1 ふれ愛センター内
岬町
深日 3238-24
太子町
春日 963-1 総合福祉センター内
河南町
白木 1359-6 河南町役場内
千早赤阪村 水分 195-1 保健センター内
※問合わせ窓口（受付は行っておりません。）
大阪府
大阪市中央区中寺 1-1-54 大阪社会福祉指導センター内

電話番号
072-222-7666
072-437-8854
06-6841-9393
072-751-0421
06-6339-1205
0725-23-1393
072-674-7496
0724-39-0294
06-6992-2715
072-844-2443
072-627-0033
072-991-1161
0724-64-2259
0721-25-8200
072-838-0400
0721-65-0133
072-333-0294
072-874-1082
0725-43-7513
072-749-1575
072-972-6786
0729-58-2315
06-6902-6453
06-6383-1111
072-261-3656
072-938-8220
06-6789-7201
0724-82-1027
072-878-1210
072-895-1185
072-367-1761
0724-71-5678
075-962-5417
072-738-5370
072-734-0770
0725-31-1666
0724-52-6001
0724-66-5015
0724-92-0633
0721-98-1311
0721-93-6299
0721-72-0294
06-6762-9474

教育支援
【府内公立学校への受入】
◆ 被災のため、大阪府内に転居される方で、府内の学校への入学・転入学・編入学を希望され
る児童生徒については、次の担当窓口にお問い合わせください。
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□ 小 中 学 校
大阪府教育委員会小中学校課 （TEL ０６－６９４４－６８８６、FAX ０６－６９４４－３８２６）
※ 小中学校の児童生徒については、住まいが決まれば、当該市町村立学校で受け入れる
ことになりますので、各市町村の教育委員会の窓口を紹介します。
□ 高 等 学 校
大阪府教育委員会高等学校課 （TEL ０６－６９４４－６８８７、FAX ０６－６９４４－６８８８）
□ 支 援 学 校
大阪府教育委員会支援教育課 （TEL ０６－６９４４－９３６２、FAX ０６－６９４４－６８８８）
＊幼稚園については各市の教育委員会、保育所については各市福祉部門にお問い合わせください。

◆ 被災のため、府立高等学校に新・転入学をする場合、入学検定料及び入学料を免除します。
□ 問い合わせ先 ：
大阪府教育委員会施設財務課 （TEL ０６－６９４４－６９１４、FAX ０６－６９４６－１１４１）
【私立学校への受入】
◆ 府内の私立学校への入学・転入学・編入学については、下記にお問い合わせください。
□ 私 立 学 校
大阪私立中学校高等学校連合会 （TEL ０６－６３５２－４７６１）
□ 私立専修学校
大阪府専修学校各種学校連合会 （TEL ０６－６３５２－００４８）
□ 私立幼稚園
大阪府私立幼稚園連盟
（TEL ０６－６３５１－５５７４）
◆ 私立高等学校等に新・転入学をする場合、授業料に対する支援が受けられます。（所得要件
があります。）
□ 問い合わせ先 ：大阪府府民文化部私学・大学課 （TEL ０６－６２１０－９２７４）
【奨学金貸付】
◆ （財）大阪府育英会において、被災された高校生等に対する奨学金貸付を行います。（所得
要件等があります。）
□ 問い合わせ先 ：（財）大阪府育英会 採用貸付課 （TEL ０６－６３５７－６２７２）
【児童ホームステイの受入】
◆ 地震等で被災し、現在、避難生活をされている小中高校生等を対象に、大阪府内の家庭でホ
ームステイとして受け入れます。受入にあたっては、総合相談窓口を設け、学校の転入学手続
きなど様々な支援を行います。また、受入後も、大阪府がメンタルケアなどのサポートを行うな
ど、大阪で安心して暮らしていただけます。
□ 問い合わせ先 ：大阪府福祉部子ども室
子育て支援課（TEL ０６－６９４４－７１０８、FAX ０６－６９４４－３０５２）
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就職支援
【就職支援窓口】
◆ サポートネットＯＳＡＫＡ
大阪府や市町村が実施する緊急雇用事業の求人情報の提供や職業紹介、履歴書の書き方
など就職活動のサポートを行います。併設のハローワークでは、全国の求人情報の検索
や職業紹介も行っています。
□ 場
所 大阪府立労働センター（エルおおさか）南館（TEL ０６－４７９０－７１７５）
□ 相談時間 平日 午前９時～午後６時、 土 午前１０時～午後５時
◆ ＪＯＢプラザＯＳＡＫＡ
「被災者の方を雇用したい」という企業からの求人受付やあっせんのほか、カウンセリン
グ、セミナーなどの就職支援や独自求人のあっせんも行っています。
また、大阪商工会議所と連携し、大阪商工会議所会員企業から被災者向け求人を受付け、
1 年程度の短期間雇用（事務職、技能職等）のご紹介も行っています。
□ 場
所 大阪府立労働センター（エルおおさか）本館（TEL ０６－６９１０－３７６５）
□ 相談時間 平日・土・日・祝 午前９時～午後８時
◆ハローワークの被災者特別相談窓口
雇用保険や給付金の相談･手続き、就職相談、職業紹介などに対応しています。
被災者向け求人の紹介も行っています。
□ 府内 16 ヶ所のハローワーク （TEL 大阪労働局職業安定課 ０６－４７９０－６３００）
□ ハローワークプラザ泉北 （TEL ０７２－２９１－０６０６）
【被災者向け雇用事業】
◆ 震災被災者ＪＯＢフェニックス事業
スキルアップや職種転換を希望する方に、希望や適性に応じた企業（大阪及び周辺エリア）で
の実習訓練の場を提供し、安定的な就職をめざします。実習中も、給与が支給されます。
□ 雇用人数 １１０名
□ 求人期間 ６月以降順次
□ 雇用期間 最長平成２４年３月まで
□ 求人窓口 パソナ JOB フェニックス事務局
（ＴＥＬ ０１２０－３７８－４０５）（平日９時～１７時３０分）
（ＴＥＬ ０６－６３７１－７０３０）
（株）インテリジェンス
（ＴＥＬ ０１２０－９９５－４３０）（平日９時３０分～１８時３０分）
（ＴＥＬ ０６－６３４３－２１３２）
◆ 緊急雇用事業への被災者優先枠の設定
再就職や元の職場が再建されるまでの一時的な雇用を希望する方を、府や市町村で実施す
る緊急雇用事業（約４００事業）において、優先雇用枠を設けています。
□ 雇用人数 ６００名 ※随時募集
□ 雇用期間 ６ヶ月以内（場合により更新可）
□ 求人窓口 サポートネットＯＳＡＫＡ
□ 問い合わせ先 ：大阪府雇用推進室労政課（TEL ０６－６２１０－９５１９）
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金融相談支援
【金融相談窓口の開設】
◆ 被災されて大阪府に避難された方に対し、「再チャレンジ支援プラザ（お金の悩み相談室）」で
は、借金問題について話を伺い、債務整理の方法、手続きなど解決方法を一緒に考えます。ま
た、必要な方には、福祉手続きの窓口や就労支援機関につなぎます。
□ 再チャレンジ支援プラザ（お金の悩み相談室）
□ 開設時間 平日 午前９時から午後６時まで
□ 開設場所 咲洲庁舎２５階（TEL ０６－６２１０－９５１２）

大阪府ホームページでも情報提供しております。
大阪府ホームページ(http://www.pref.osaka.jp/)
「東日本大震災」にかかる被災地の支援について

※ 府内の市町村でも様々な支援を行っています。市町村での支援内容は、入居された市町村に
お問い合わせください。
※ 記載の内容は作成日現在の情報であり、順次更新されますので、ご質問がありましたら各項
目に記載の問合せ先へご連絡ください。
府内の市町村 代表電話番号一覧
市町村名

代表電話

市町村名

代表電話

市町村名

代表電話

大阪市

06-6208-8181

守口市

06-6992-1221

田尻町

072-466-1000

堺市

072-233-1101

門真市

06-6902-1231

泉南市

072-483-0001

能勢町

072-734-0001

四条畷市

072-877-2121

阪南市

072-471-5678

豊能町

072-739-0001

大東市

072-872-2181

岬町

072-492-2721

池田市

072-752-1111

東大阪市

06-4309-3000

松原市

072-334-1550

箕面市

072-723-2121

八尾市

072-991-3881

羽曳野市

072-958-1111

豊中市

06-6858-2525

柏原市

072-972-1501

藤井寺市

072-939-1111

茨木市

072-622-8121

和泉市

0725-41-1551

太子町

0721-98-0300

高槻市

072-674-7111

高石市

072-265-1001

河南町

0721-93-2500

島本町

075-961-5151

泉大津市

0725-33-1131

千早赤阪村

0721-72-0081

吹田市

06-6383-1231

忠岡町

0725-22-1122

富田林市

0721-25-1000

摂津市

06-6383-1111

岸和田市

072-423-2121

大阪狭山市

072-366-0011

枚方市

072-841-1221

貝塚市

072-423-2151

河内長野市

0721-53-1111

交野市

072-892-0121

熊取町

072-452-1001

－

寝屋川市

072-824-1181

泉佐野市

072-463-1212

－
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※「大阪府庁（大手前庁舎）本館・別館」、「大阪府立労働センター（エル・おおさか）」

府立労働センター
（エル・おおさか）

大阪府立労働センター
大阪市中央区北浜東３－１４

大阪府庁本館

大阪府庁別館

大阪府庁本館
大阪市中央区大手前 2－１－２２

※「大阪府咲洲庁舎」

大阪府咲洲庁舎

大阪府咲洲庁舎
大阪市住之江区南港北１丁目
１４－１６

9

１ １ １①

②

①：大阪府庁

大手前庁舎、

エルおおさか等
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②：大阪府庁

咲洲庁舎

【大阪府の市町村の位置図】
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（堺市区地図）

東大阪市
大

阪

市
八尾市

松原市

高石市

堺

柏原市
藤井寺市
羽曳野市

市

泉大津市

太子町

大
阪
狭
山
市

忠岡町

富
田
林
市

岸和田市

千早赤阪村

貝塚市
和泉市

泉佐野市
田尻町

熊取町

泉南市
阪南市
岬 町
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河南町

河内長野市

