
この冊子は、大阪府介護基盤緊急整備等臨時特例基金特別対策事業費補助金
（地域支え合い体制づくり事業）により作成しました。
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交野市 福祉部 障がい福祉課

電 話：072-893-6400
FAX：072-895-6065

支援者の方へ
この手帳をお持ちの方は、障がいがあり、災害時には

より多くの支援や配慮が必要な方です。

あなたの力で
助けてください！

こ の 防 災 手 帳 の 使 い 方

交野市福祉部障がい福祉課  障がいのある人のための防災手帳  地域支え合い体制づくり事業

   あなたの力で
助けてください

いざという時は、中をご覧ください

障がいのある人のための防災手帳
わたしの
情報

視覚
障がいの
ある方

聴覚
障がいの
ある方

肢体
不自由の
ある方

知的
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ある方

精神
障がい・
発達
障がいの
ある方

難病･
内部障がい
のある方

この手帳を持っている人は、
災害時に支援の必要な人です

災害時

①いざという時に、中をご覧ください。

②手帳の持ち主が記した情報が記載されています。

③記された障がいに応じて、可能な支援を
　お願いします。
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わたしの
情報

この手帳の活用方法 わたしの情報カード

「わたしの情報カード」に記入する
（P2～P5）

（目次） わたしの情報カード

ご家族や支援者の方と相談しながら記入し、これを機会に、地域の避難所やいざ

というときの連絡方法などを確認しましょう。万一、この手帳を紛失したときのこ

とも考えて、「災害時に知らせたい」情報だけを記入してください。

ご自身
の

ために

いつも持ち歩きましょう

災害時、緊急時に自分のことを説明するのは、なかなかむずかしいものです。

いざというとき、この手帳を示して助けをもとめられるように外出の際もカバ

ンなどに入れて持ち歩きましょう。また、必要なページだけコピーして自分用

の「防災カード」をつくることもできます。

この手帳をお持ちの方は、障がいがあり、災害時にはより多くの支援や配慮が

必要な方です。手帳の中の「わたしの情報カード」や、その方の障がいの種類

に応じて「支援者のみなさまへ」（P6～P18) の内容を参考に、可能な支援を

行ってくださいますようお願いします。

万一に

備えて

支援者のみなさまへ助けて

くださ
い

2

支援者のみなさまへ6

災害時要援護者登録のすすめ19

交野市防災マップの活用を！19

おおさか防災ネットに登録を！19

災害用伝言ダイヤルについて20

会話カードについて20

関係機関紹介21

すべての方に22

1 2

生年月日

健康保険証 記号

住所

番号

身体障がい者手帳

・言葉の理解が困難（ ）具体的に

・話すことが困難（ ）具体的に

・移動が困難（ ）具体的に

・身の回りのことが困難（ ）具体的に

（食事・排せつ・着替えなど）

・[　　　　　　] が困難（ ）具体的に

（　）種（　）級（視覚・聴覚・音声言語・肢体・内部）

療育手帳（知的障がい） A  ・  B1  ・  B2

精神保健福祉手帳 1級  ・  2 級  ・  3 級

明・大・昭・平 年 月 日生

血 液 型 A  ・  B  ・  AB  ・  O　（Rh　＋・ー）

障がいの
種類

身体障がい・知的障がい・精神障がい・

発達障がい・その他（　　　　　　　　　    　　       ）

自宅電話番号 （　　　　）　　　　　ー

（　　　　）　　　　　ー携帯電話番号

支援が必要な状態

名 前

ふりがな

性 別 男性  ・  女性

〒　　　　ー　　　　　

障がい者手帳の種類・等級



わたしの
情報治療中の病気

病名・症状・日常の医療的ケアなど

かかりつけの病院・診療所
病院・診療所の名称

災害時支援を受けられる病院など

電話 診療科 担当医

補装具や医療的ケアに必要な物品など
補装具・物品などの名称 メーカー･商品名･サイズなど 取扱事業者（連絡先）

●災害時要援護者登録に関する問合せ先：
　交野市福祉部福祉総務室　072-893-6400（本誌 19 ページ参照）

※緊急連絡用に固定電話番号と合わせて、携帯電話番号もあれば記入しておきましょう。

（ ）

薬の名前・量・飲み方など

家族や親せきの連絡先
名前（続柄）

1

2

住　所 電　話

食事の注意（アレルギーのある人、栄養管理の必要な人など）

介助・支援する上で注意してほしいこと 家族の集合場所（※いざというとき困らないように話し合って決めておきましょう）

（　　　）

3
（　　　）

（　　　）

交野市災害時要援護者登録の避難支援者
名　前 住　所 電　話

成年後見人などの連絡先（成年後見人などがいる人）
名　前 住　所 電　話

第
一
連
絡
先

第
二
連
絡
先

●避難所などに関する問合せ先：
　交野市役所　暮らしの安心課　072-892-0121（本誌 19 ページ参照）
●避難場所までの道を実際に歩いてみましょう。
　・狭い道は通れなくなることがあるので、なるべく広い道を選びましょう。
　・できれば複数の避難経路を確認しておきましょう。

市指定の避難所など

避難所
（台風･大雨･地震時などに開設）

1カ所目

2カ所目

3 4



わたしの
情報ふだん通っている場所（学校・施設・作業所・職場など）

名　称 住　所 電話・FAX

※災害のとき連絡したい人や信頼できるところに、あらかじめ「わたしの情報カード」の必要部分を
　コピーして渡しておけば、情報共有できます。

（担当者 ）

（担当者 ）

利用している障がい福祉サービス事業所など
名　称 住　所 電話・FAX

（担当者 ）

（担当者 ）

近所の人、友人、ボランティアなど
名　前 住　所 電話・FAX

支援者のみなさまへ

災害が起きたとき、障がいのある人が困ることは、

その病状や障がいの状態によってさまざまです。

周りにいる人たちは、その人に合わせた支援をする

必要があります。

次のページからは、障がいのある人の災害時に

予測される困りごとと、支援のポイントをまとめました。

支援者のみなさまには、これらを基本に、

その人が何に困っているのか、今どうしてほしいのかを

確かめながら、避難支援を行っていただきますよう

お願いします。

5 6



7 8

●周囲の状況を見ることができないので、危険に気づくことが難しい場合がありま

　す。また危険の度合いが分かりません。

●支援者が側にいることがわからないので、自分から助けて欲しいと声をかけるこ

　とができません。

●特に火事がおきると、とても不安であり危険です。

●外出時に被災すると、様子がわからずとても危険です。

状況が分かりません

●ふだん白杖などを使って通り慣れていた道でも、災害時には路面が壊れたり、倒

　れたブロック塀などで通路がふさがれたりすると一人では歩けなくなり、被災し

　ても避難できません。

移動ができません

●避難所の状況が見えず、トイレなどに移動することも困難です。

●文字で書かれた掲示板の情報なども読むことができません。

避難所で

 

　　　　　　視覚障がいのある方は、全く見えない人から、見えづらい人まで障がいの

　　　　　　状態はさまざまです。視野が狭い障がいもあります。大規模な災害の後

　　　　　　には町の様相が一変します。そのため視覚障がいのある人は、ふだんは

問題なく生活している場所でも自分で行動することが難しくなります。

障がい
に

ついて視覚障がい
のある方への支援

視覚障がい
のある方への支援

●声をかけないと本人にはわからないため、周囲の人は、ふだんから積極的に声

　をかけるようにしてください。

●視覚障がいのある人は、周囲の状況がわからず不安になります。状況をおおま

　かに説明し、避難が必要なときには誘導してください。

●特に火事がおきたときは不安が大きいので、どこが火事で、危険があるかない

　かをいち早く知らせてください。

周囲の状況を説明してください

●誘導するときは、相手の方を無理に引っ張らず、自分の肘や肩を

　持ってもらい、支援者が先に立って誘導してください。特に階段や段

　差には気をつけてください。

●盲導犬を伴っている人には、直接盲導犬を引いたり、さわったりせず

　に、方向を説明してください。

誘導のポイント

●張り紙などの文字情報から取り残されてしまいます。声をかけて伝えてください。

文字情報に注意してください

視覚
障がいの
ある方

支援のポイント支援のポイント支援のポイント困ること困ること困ること

 



聴覚
障がいの
ある方
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●サイレンや広報車、声による呼びかけが聞こえないので、緊急事態に気づくこと

　が遅れがちです。

状況が分かりません

●音声での情報が入らず、駅など大勢の人がいるところで被災した場合、声だけの

　避難指示や誘導には対応できません。

言葉だけでは伝わりません

●言語にも障がいがあると、倒れた家屋などに閉じ込められていても、声で助けを

　呼べません。また、助けを呼びたくても周りに人がいるかいないか音の気配に気

　づくことができません。

●電話では情報を伝えることができません。

助けを呼べません

●避難所でも館内放送など音声による連絡や情報が伝わりません。停電で暗くなっ

　てしまうと、手話も筆談もできなくなるので、コミュニケーションがとれなくなり

　ます。

避難所で

 

　　　　　　全く聞こえない人から、聞こえにくい人まで、障がいの程度はさまざまで

　　　　　　す。障がいの時期や程度などによってコミュニケーションの手段が異な

　　　　　　り、すべての人が手話を使うことができるわけではありません。また、災害

発生時に補聴器をなくし、ふだんより聞こえにくくなっている人もいます。

障がい
に

ついて聴覚障がい
のある方への支援

聴覚障がい
のある方への支援

●周辺で災害が発生しそうなとき、行政から避難の指示が出されたとき、ラジオ

　やテレビで警報が発令されたときなどには、内容をわかりやすくメモに書いて

　わたすなど、緊急情報を知らせるようにしてください。

　聞こえていない様子の人を見つけたら、誘って一緒に避難してください。

●地震などがおさまったら、必ず、安否の確認とともに情報が正確に伝わってい

　るかを確認してください。

情報の伝達

●手話ができなくても、筆談や身振り、携帯電話の画面メモを見て

　もらうなど、さまざまな工夫で伝えてください。大切なのは、情報

　を伝えるという“心”です。

●また、顔を見合わせてゆっくり大きく口をあけてしゃべり、唇の動

　きを見てもらうことでコミュニケーションが取りやすくなります。

手話ができなくても大丈夫です

●避難所などでは、放送される広報内容を掲示板などにも書くようにしてください。

●電話の代理を依頼されたら、電話の相手の返事などは筆記して渡すようにしてく

　ださい。

音声情報に注意してください

支援のポイント支援のポイント支援のポイント困ること困ること困ること
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●特に歩行に障がいがある場合、移動が困難です。

●ふだん通れた道でも、地震による路面の亀裂や段差、塀などの倒壊、水害時の浸

　水などによって通れなくなることがあります。

●車いすや杖などが、災害によって壊れる場合もあります。

●家具の転倒などによって、家や部屋から出られなくなることがあります。

●火事がおきたとき、初期消火や避難が困難で大変危険です。

移動などが困難です

●マヒなどで言葉が不自由な人は、「助けて」と言うことや、困っていること、してほ

　しいことをうまく相手に伝えることが困難です。

助けを呼べない場合もあります

●身体が不自由なため、食事やトイレなど日常生活のさまざまな場面で、手助けが

　必要な場合があります。

生活面の介助が必要な場合もあります

 

　　　　　　手、足や身体に障がいのある人や脳性マヒの人などがいます。マヒのある

　　　　　　人の言葉は聞き取りにくい場合があります。

　　　　　　また、自分の思いとは関係なく手足が動いてしまうため（不随意運動）、

自分の意思を伝えにくい人もいます。

障がい
に

ついて肢体不自由
のある方への支援

肢体不自由
のある方への支援

●車いすの人を誘導するときは、通路の幅がイスの幅（約 90ｃｍ）以上あるか確

　認してください。急な坂道や階段を降りるときは、車いすを後ろ向きにするの

　が安全です。（前向きに降りると恐怖感を与えてしまいます）

●車いすに乗る時、降りる時はもちろん、止まったら必ずブレーキをかけ安全に

　注意してください。

　杖を使っている人の誘導では、段差や凹凸の少ない場所を選んで歩くようにし

　てください。

●逃げ遅れた人がいないか、安否の確認をしてください。

移動の手助けをしてください

●言葉が不自由な人の話は、急かさないでゆっくり聞いてあげてく

　ださい。

●どのような助けが必要か本人に聞いたり、この防災手帳など書

　いたものを身につけていればそれに従い、できるだけ協力や手助

　けをお願いします。

希望を確認してサポートしてください

●避難所では、車いすで移動できる通路を確保し、できるだけ段差はつくらないよ

　うにしてください。

●トイレは、洋式トイレが必要です。

避難所で

肢体
不自由の
ある方

支援のポイント支援のポイント支援のポイント困ること困ること困ること
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●外見では障がいがあることがわかりにくく、支援が届きにくいことがあります。

●病気や障がいの状態によって、必要な支援が人によって異なります。

外見では障がいがわかりにくい

●移動や避難生活をする体力に自信がないなどの理由で避難できないことがあり

　ます。

●衝撃や急激な環境変化で心身が疲労し、健康状態が悪化する場合があります。

●避難している間も継続的に医療や健康管理が必要です。

●常時、生命の維持のために医療ケアが必要な人もいます。

●災害により、医療だけではなく、水や電気などのライフラインや薬などの物流が

　途絶することが生命や健康状態に大きく影響を与えます。

体力に自信がありません

●災害時の医療機関への連絡方法や医療的対処方法について、あらかじめ、かかり

　つけ医師と相談しておきましょう。

ご本人やご家族へ

医療的な注意が必要です

 

　　　　　　内部障がいとは、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能、肝

　　　　　　臓などの機能の障がいです。自力での避難が困難な人もいますが、外見で

　　　　　　はわかりにくい場合があります。

災害時に医療行為が受けられないと、生命に関わる人もいます。

障がい
に

ついて難病･内部障がい
のある方への支援

難病･内部障がい
のある方への支援

●心臓機能障がいではペースメーカーを、呼吸機能障がいでは人工呼吸器・酸

　素ボンベを使用している人がいます。ぼうこう・直腸機能障がいでは、お腹な

　どに排せつのためのストマ用装具を着けている人（オストメイト）もいます。

●腎臓機能障がいでは、定期的に人工透析への通院が必要です。

●どのような助けが必要か本人に聞いたり、この防災手帳など書いたものを身に

　つけていればそれに従い、できるだけ協力や手助けをお願いします。

必要な支援を確認してください

●一人では助けられない場合があります。できれば複数の人で支援してください。

●本人から話を聴き、医療行為などの必要な人がいることを避難所の管理者や

　行政機関に伝え、適切な医療機関への連絡や移送の手配をしてください。

●携帯酸素ボンベを使用している人がいれば、倒れないようしっかり支えること

　を手助けしたり、火災が発生しているときは、安全な場所に誘導してください。

　（酸素ボンベは、倒したり、火の近くに置くと危険です）

●オストメイトの人には、トイレの設備について配慮をお願いします。

さまざまな状況に対応が必要です

難病･
内部障がい
のある方

支援のポイント支援のポイント支援のポイント困ること困ること困ること

 



知的
障がいの
ある方
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●災害の状況や周囲で起きていることを理解することが困難です。そのため、避難

　の必要性や、どのように避難すればよいかわかりません。

●環境の変化に順応しにくいので、災害で急に変化した生活環境になじめず、情緒

　不安やパニックなどをおこすことがあります。

危険の察知が苦手です

●知的な遅れのため言葉が話せず、自分のことを説明できなかったり、困っていて

　もその内容を伝えることができない場合があります。

●言葉を理解できないため、相手の言っていることが理解できず、意思疎通が困難

　な場合があります。

●家族や慣れた支援者が同伴していないと日常生活が困難で、避難所での集団生

　活になじむことがむずかしい場合があります。

意思疎通が困難です

避難所で

 

　　　　　　知的障がいのある方は、おおむね18歳までに生じたさまざまな要因によ

　　　　　　る知的発達の遅れがあります。むずかしい単語や複雑な話、抽象的なこと

　　　　　　は理解しにくく、会話ができない人、言葉を話せない人もいます。

障がい
に

ついて
知的障がい

のある方への支援
知的障がい

のある方への支援

●災害時の恐怖や不安で過敏になり、大きな声を出したり、無理やり身体に触れ

　たりすると余計に混乱する場合があるので、心づかいが必要です。動揺してい

　る気持ちが落ち着くように、やさしく接してください。

●周囲の状況を説明しても自分で判断し避難することは困難です。本人が防災手

　帳などを持っていたら、家族などに連絡して、迎えが来るまで一緒にいてください。

●緊急性が高いときや、恐怖で動けなくなっているときなどは、手を引くなどして

　安全な場所に誘導してください。

まず落ち着くように接してください

●ゆっくりと、わかりやすく簡単な言葉を用いて、短い文で話しかけ、希望を聞き

　取ってください。言葉が理解できない場合は、身振りや簡単な絵などで伝える

　工夫をしてください。

●知的障がいのある人の中には、反射的に「はい」と言ってしまう人もいます。　

　理解しているかどうかを本人の様子などから、確認しながらたずねてください。

希望を確認してください

●障がいのある人の家族の方たちの苦労を理解して、避難所などで一緒に生活

　できるよう、協力できることには協力し、思いやりをもって支援をお願いし

　ます。

家族をサポートしてください

支援のポイント支援のポイント支援のポイント困ること困ること困ること

 



精神
障がい・
発達
障がいの
ある方
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●災害時には不安や緊張を感じやすくなります。精神障がいや発達障がいのある

　方の中には、環境の変化に適応できず、感情が高ぶりイライラして落ち着かな

　かったり、状況に合わせた行動ができない人がいます。

急な環境変化に適応しにくい

●大きな災害が起きると、病院も当分の間、診療ができなくなる可能性があります。

　いつも飲んでいる薬も手に入らなくなるかもしれません。

受診や服薬ができなくなると困ります

●大勢の人たちと一緒に生活する避難所では、ストレスがたまり調子を崩すことが

　あります。

●薬を常用されている方は、災害が起きたとき通院や薬はどうしたらいいか、かか

　りつけ医に相談して対処方法を聞いておきましょう。この冊子の「わたしの情報

　カード」に記入したり、「かかりつけ医以外の支援を受けられる医療機関のリス

　ト」や「お薬手帳」または「投薬説明書」などを準備しておきましょう。

●落ち込み・不安が強いとき、眠れないとき、症状が急に変化したときなどには、

　医療救護所や精神科医師に相談し、症状に応じた手当を早めに受けましょう。

避難所では

ご本人やご家族へ

 

　　　　　　精神障がいのある人は、さまざまな精神疾患の症状をコントロールしな

　　　　　　がら生活しています。中にはストレスに弱い人や神経が過敏な人、コミュ

　　　　　　ニケーションが苦手な人もいます。自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥

多動性障がい（ADHD）、学習障がい（LD）などの発達障がいのある人は、円滑な対人関

係をもつことや周囲の状況を察知することが苦手です。

障がい
に

ついて

★避難するときは薬を忘れずに。
★避難生活でも医師の指示どおりに薬を飲むことを忘れないように。

精神障がい･発達障がい
のある方への支援

精神障がい･発達障がい
のある方への支援

●何が起こっているのか、避難する場合にはどこへどのように移動するのか、具体的にわ

　かりやすく、ゆっくりと、簡潔に説明してください。状況を知ることで不安が安らぎます。

●サポートする人は努めて冷静な態度で行動することも大切です。周囲の心の動

　揺は思った以上に伝わります。

●本人が連絡できない場合は、「わたしの情報カード」（本誌 2～5 ページ）など

　から一緒に暮らしている方や支援機関の方などに連絡してください。　

　心のケアや親身になって相談にのってもらえることが精神的な支えになります。

●災害時の不安からパニック状態になったときや症状が急変したときは、医療機

　関やかかりつけ医に相談してください。

不安感を和らげることを心がけてください

●障がいのある人の家族の方たちの苦労を理解して、避難所などで一緒に生活

　できるよう、協力できることには協力し、思いやりをもって支援してください。

家族をサポートしてください

●避難所生活で心理的に孤立してしまう人もいます。知人や仲間と一緒に生活

　できるよう避難所係員に配慮をお願いしてください。

●慣れない避難所生活は、身体ばかりでなく精神の症状も悪化しやすくなりま

　す。また、災害直後よりも、被災してしばらく経過してからの方が、疲れや

　精神的な不安が強くなってくるものです。薬を正しく服用しているか注意し、

　身体や心の調子に何か症状があるときには、早めに医療救護所へ相談するよ

　うにしてください。

避難所では

支援のポイント支援のポイント支援のポイント困ること困ること困ること
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交野市災害時要援護者登録のすすめ

対象の方

伝言の録音

　　　　　  自力で避難場所への避難が困難な人、または自力での避難に不安

のある在宅の高齢者および障がいのある人などに登録をおすすめしています。 ●大規模災害発生時に、被災地域やその他の地域の方との間で「声の伝言板」（伝

　言の録音・再生）の役割を果たすシステムです。

●一般電話、公衆電話、携帯電話、PHS（一部事業者を除く）で使用可能です。

●携帯電話会社のサービスです。くわしくは各社のホームページをご覧ください。

毎月1日、正月三が日、「防災週間」（8/30～9/5）、「防災とボランティア週間」（1/15～1/21）に
体験可能です。ぜひお試しください。

登録されると…　　　　　 　　　 モデル事業実施地区では、地域の支援者に情報を提供し、

日常の見守り活動などにつなげます。また、災害時などには、より適切な対応

が可能となります。

問合せ先…交野市福祉部福祉総務室 電話：072-893-6400

交野市防災マップの活用を！

万一の時に安否確認ができる

災害用伝言ダイヤル“声の伝言”です

携帯電話 災害用伝言板（メール）“文字の伝言”です

いざ！というときのために支援を求める
メッセージを書いておきましょう。 会話カード

問合せ先…交野市都市整備部 電話：072-892-0121

交野市民のみなさんに日頃から防災について正しい情報を得ていただくため

に、災害時に避難する場所や防災関係施設などを掲載した「交野市防災マップ」

を配布しています。

今後、高確率で発生するといわれている、東南海・南海地震をはじめ、災害はい

つ襲ってくるかわかりません。いざというときに備えるため、各家庭や事業所で、

ぜひご活用ください。

おおさか防災ネットに登録を！

みんなの安心・安全ポータルサイト
「おおさか防災ネット」は、大阪府内に発表された気象に関する注意報や警報、

地震情報、災害発生時に市から出される避難勧告などの防災情報を提供する

ポータルサイト（インターネットの入り口となるところ）です。

携帯メールアドレスを「おおさか防災ネット」に登録すると、いろいろな
防災情報が配信されます。

touroku@osaka-bousai.netへ空メールを送信する
か、右記のQRコードを読み取り後、空メールを送信して
手続きをしてください。

登録料は無料。メールにかかる通信料は
利用者の負担となります。

ダイヤル

利用の仕方

ガイダンス（説明）が流れます。

111 777 111

111 777 111

※ダイヤルサービス開始は、テレビ・ラジオなどで通知されます。

111 被災した家の電話番号
（市外局番から）

伝言を入れる
（30 秒以内）

伝言の再生
ガイダンス（説明）が流れます。

111 777 111 222 被災した家の電話番号
（市外局番から）

伝言を聞く

登録
するには

利用
するには

○○○○
へ

みんなで
避難

しています

記入例 下記のところに、
電話をかけてください

自宅の電話番号

00-□□□□-□□□□　

他に厚紙などで
会話カードをつくり、
メッセージを書いて

準備して
おきましょう。



すべての方に

障がいのあるなしにかかわらず、すべての人に共通して

大切なことは、まちのどこにどのような人が住んでいる

のか、お互いに知っていることです。

このことが、いざというとき、お互いの安全を確かめ、

避難誘導や救出活動を行う基礎となります。

そのためにも、地域の防災の催しやイベントなどに

積極的に参加し、ふだんから交流をしましょう。

同じまちに住む人たちが、互いによく知り合い、

日ごろから助け合っている「暮らしやすい」まちです。
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「災害に強いまち」とは

この冊子にさし絵として使用しているキャラクターは、
交野市産業 PRキャラクター おりひめちゃん と 観光協会キャラクター星のあまんです。

防災関係機関 市外局番（072）

名称 電話番号（FAX）

警察 110

消防・救急 119  （FAX：119）

交野警察署 891-1234

交野市役所 892-0121（代）  （FAX：891-5046）

交野市水道局 891-0016

大阪ガス（株） ガス漏れ通報専用 0120-5-19424  （FAX：0120-6-19424）

関西電力（株） 06-6908-4731  （FAX：06-6906-8610）

NTT 113  （FAX：0120-113-889）

福祉・保健機関 市外局番（072）

名称 電話番号（FAX）

交野市障がい福祉課 893-6400  （FAX：895-6065）

交野市高齢介護課 893-6400  （FAX：895-6065）

交野市健康増進課 893-6400  （FAX：892-0525）

四條畷保健所 878-1021

障がい者相談支援事業所（交野市委託） 市外局番（072）

名称 電話番号（FAX）

障害者相談支援センター「かたの」 893-4523 （FAX：893-4524）

障がい児（者）相談支援センター「てらサポ」 810-0900 （FAX：892-6620）

地域活動支援センター「みのり」 893-9511  （電話 /FAX）


