
障がいの種類 団体・施設名 電話番号 事業所所在地 サービス種別 営業時間・休業日 紹介文

全障がい
西区障がい者 ・児ネットワーク

「そよかぜ」 ６５３９－８０７５ 新町4-5-14
西区役所合同庁舎6階 毎月第4火曜日 14：00～16：00 http://nishi-fukushi.or.jp/about/liaison_group_1/

全障がい
NPO法人　燦然会

西区障がい者相談支援センター ６５８５－２５５０ 九条3-4-7 相談支援事業 9：00～17：30/㊡土日祝日、年末年始 http://www.npo-sanzenkai.com/happinus/happinusindex.html

NPO法人　カフェミロー ６５３３－５７９８ 南堀江3-15-7
堀江ヴィラ1階

就労継続支援B型 8：00～17：00/㊡土日祝日

NPO法人　カフェミロー
第２ミロー

６６４３－９１６０ 南堀江4-5
西道頓堀ハイツB棟106

就労継続支援B型 9：30～16：00/㊡土日祝日

NPO法人　カフェミロー
第３ミロー

６６４３－９１６０ 南堀江4-5
西道頓堀ハイツB棟105

生活介護 9：30～16：00/㊡土日祝日

全障がい
ソーシャルプランニング流

就労創造センター せふぃろと
℡ 6562-7735

分室 070-5431-0804
浪速区幸町2-4-15

マナベハイツ桜川101
就労継続支援A型

本館：7：30～17：00/㊡無し
分室：9：00～17：00/㊡日曜日

https://sp-sephiroth.jp/

全障がい
一般社団法人ダイアゴロス

ポリフォニー ４３９５－５８８１ 南堀江3丁目12番23号502 就労継続支援A型
9：00～17：00/

㊡日曜日、12月29日～1月3日
https://polyphony.dialogs.jp/

全障がい
一般社団法人ダイアゴロス

相談支援ポリフォニー ４３９５－５８８１ 南堀江3丁目12番23号502 相談支援事業
9：00～17：00/

㊡日曜日、12月29日～1月3日/
相談受付：火・木曜日のみ

https://polyphony.dialogs.jp/#socialwork

全障がい 共生労働センター　カサンどら ６５３５－７３００ 西本町2-5-19-311 就労継続支援B型 9：00～16：30/㊡日祝 http://www.sp-nagare.com/kassandora/index.html

全障がい セフニアキッズ・ワーク 安治川2-2-13
児童発達支援・放課後等
デイサービス・生活介護

9：00～18：00/㊡土日祝 http://www.sefnir-care.com/?page_id=19

全障がい セフニアワーク煉瓦 安治川1-2-39 就労継続支援B型 9：00～18：00/㊡土日祝 http://www.sefnir-care.com/

全障がい NPO法人　ニューワークス ６６１６－９１３６ 南堀江3-15-7
堀江ヴィラ5A

引きこもり等支援
月・木曜日10：00～12：00/

支援は随時個別対応
http://www.geocities.jp/new_works_npo_osaka/top.html

わーくさぽーとあたらし
(江戸堀事業所)

就労継続支援A型 10：00～15：30/㊡土日

相談支援センター　あたらし 相談支援事業 10：00～15：30/㊡土日

わーくさぽーとあたらしⅡ
(土佐堀事業所) ６４４３－３７７７ 土佐堀1-6-20

新栄ビル801A号
就労継続支援A型 10：00～15：30/㊡土日

てくにかるさぽーとあたらし
(京町堀事業所) ６４４９－３７３７ 京町堀1-12-9

プロトビル4A
就労継続支援A型 10：00～15：30/㊡土日祝

全障がい
児童発達支援施設

Kids plus(きっずぷらす) ６５３３－７１５０ 西本町1-15-22
エスライズ西本町Ⅱ

児童発達支援事業所
(2歳～6歳までの未就学児)

平日10：00～13：00/14：00～17：00
土曜日10：00～13：00/㊡日祝

https://www.motherplus.net/kidsplus/

全障がい
障がい福祉サービス事業所

アンカー ６５３８－０５２０ 西本町2-1-30
松菱ビル1階

就労継続支援A型・
B型・生活介護

9：00～15：30/㊡土日祝 https://ameblo.jp/anchorblog/entry-11430227671.html

全障がい わくわくエジソン・堀江教室 ６５３９－５２０２ 南堀江4-7
西道頓堀ハイツA棟107

放課後等デイサービス
平日14：00～18：00土曜日・学校の長期
休暇9：00～16：00/㊡日祝・お盆(8/13

～15)・年末年始(12/28～1/3)
https://www.wacwac-edison.com/

http://liimo.lemonkai.social/awaza/

https://www.facebook.com/LIIMO阿波座-469347146799147/

https://ameblo.jp/liimo-awaza/

身体障がい 西区身体障害者団体協議会
６５３２－９８５７

(保険福祉センター)
新町4-5-14西区役所 身体障がい 9：00～17：30/㊡不定期 http://nisikusyougai.crayonsite.net/

身体・精神障がい NPO法人　ARCO(アルコ) ６５３６－６１６６ 新町1丁目34-24
エーダイビル501号室

就労継続支援A型 9時～16時/㊡日、当社指定日 http://arcojp.org

視覚障がい
社会福祉法人

日本ライトハウス情報文化センター 　６４４１－００１５ 江戸堀1-13-2
情報提供施設
(点字図書館)

火曜日から土曜日10：00～17：00/
㊡日月祝、夏期・年末年始

http://www.lighthouse.or.jp/iccb/introductions/index_introductions/about_ic
cb/

http://tenyaku-ehon.la.coocan.jp/

namiyoke@ams.odn.ne.jp

全障がい
NPO法人ウィズ　地域活動支援センター

スマイル西ひかり ６５４１－０６９４
西本町2-5-19

東海建物西本町ビル
205・206号

地域活動支援センター
(活動支援A型)

9：00～15：00/㊡土日祝、年末年始 障がい(主に精神障がい者)のある方の社会参加を支援しています。

精神障がい
NPO法人ウィズ　地域活動支援センター

ふらっとめいじ ６５４１－６６６８ 立売堀1-12-8
地域活動支援センター

(生活支援型)・相談支援事業
9：00～16：30 (電話受付9：30～16：00)/

㊡土日祝・8/15・12/29～1/6
http://ww-osaka.net/flatmeiji/index.shtml

知的障がい
NPO法人ユートピアにし

生活介護　西作業所
６５８４－１６１４ 九条南1丁目11-22 生活介護 8：30～17：30/㊡土日祝 https://utopia-nisi.jimdo.com/|

全障がい サロンそよかぜ
奇数月の第2土曜日13：00～16：00/

参加費 100円

聴覚障がい 西区手話サークル　ながほり
毎週水曜日14：00～16：00/19：00～

20：30

視覚障がい
ろくてんくらぶ

(点訳ボランティア)
毎週水曜日14：00～16：00

精神障がい
発達障害を支援する会

オーディズムの会
毎月第1土曜日10：00～12：00/

参加費 100円

精神障がい 花ふうせん 毎月第3木曜日14：00～16：00

障がい児
西区おもちゃ図書館

ポップコーン

毎月第4土曜日13：30～15：30
(8月は㊡・9、12月は第3土曜日)
親の日：不定期(月1回午前中)

自閉スペクトラム症協会 https://autism-osaka.org/

お問い合わせに関しては、
西区社会福祉協議会に

お願いいたします。

全障がい

４３９５－５５７８

全障がい

６４４１－３７７７ 江戸堀1-23-13
肥後橋ビル3号館501号

http://www5.plala.or.jp/millo/02.about/about.html

http://syurou-shien.com/nishi-ku/atarashi/

就労移行支援事業所

LIIMO 阿波座 ６４５９－６８００
靭本町3-3-3

サウザント岡崎橋ビル
6F

就労移行支援 10：00～16：00/㊡日曜日、年末全障がい

毎週水曜日～土曜日13：30～16：30
視覚障がい者の活動及び

子育て支援
江戸堀1丁目25番35号

近商ビル2階６４４４－０１３３NPO法人
てんやく絵本ふれあい文庫

視覚障がい
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