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●携帯 ０９０－３９２３－３３６２

●自宅 四條畷市美田町４－１３

T/F ０７２－８７９－３９３２

●うりう市政相談事務所 四條畷市岡山1丁目４－１６

忍ケ丘自治会ビル３０２

●市議会公明党控室 T/F ０７２－８７７－２３１１

●携帯メール uritae-bou-genki5.3@i.softbank.jp

●PCメール mttkg-uriu@mti.biglobe.ne.jp

●facebook http://www.facebook.com/teruyo.uriu

●HP http://www.komei.or.jp/km/shijonawate-uriu-teruyo

判断に迷ったときは電話で相談！

急な病気やけがのとき

＃ ８ ０ ０ ０

携帯電話、NTTプッシュ回線からは

子ども

全般

市外局番0743、ダイヤル回線、IP電話は

０６－６７６５－３６５０

携帯電話、NTTプッシュ回線からは

＃ ７ １ １ ９
市外局番0743、ダイヤル回線、IP電話は

０６－６５８２－７１１９

◇誤飲してしまったら・・中毒１１０番

０７２－７２７－２４９９ （２４時間）

◇休日診療・・四條畷市立保健センター

０７２－８７７－１２３１
（日・祝・年末年始。１６歳未満）

◇北河内夜間救急センター・・

枚方市立保健センター４F

０７２－８４０－７５５５

（毎日。受付午後8時半～翌朝5時半。
15歳未満）

午後８時～
翌朝８時

年中無休

２４時間
年中無休

指定緊急
避難場所

指定
避難所施設名 所在地 電話番号

１ 田原小学校 田原台４－２－１ ０７４３ー７８ー１４０２ ○ ○

２ 四條畷小学校 中野８７２ ０７２－８７６－００８５ ○ ○

３ 四條畷南小学校 中野新町１１－３８ ０７２－８７６－１１１３ ○ ○

４ くすのき小学校 二丁通町１８－１ ０７２－８７７－０５６５ ○ ○

５ 忍ケ丘小学校 岡山東５－２－４０ ０７２－８７７－７５８２ ○ ○

６ 四條畷東小学校 南野６－１－２５ ０７２－８７８－５６１１ ○ ○

７ 岡部小学校 砂１－７－２６ ０７２－８７９－２１９１ ○ ○

８ 四條畷中学校 岡山東５－２－１０ ０７２－８７６－１２００ ○ ○

９ 四條畷南中学校 南野５－５－１ ０７２－８７６－７８４２ ○ ○

１０ 四條畷西中学校 蔀屋２８５－２１ ０７２－８７８－７７０８ ○ ○

指定緊急
避難場所

指定
避難所施設名 所在地 電話番号

11 四條畷高等学校 雁屋北町１－１ ０７２－８７７－０００４ ○ ○

１２ 四條畷学園高等学校 大東市学園町６－４ ０７２－８７６－１３２１ ○ ○

１３大阪電気通信大学 清滝１１３０－７０ ０７２－８７６－３３１７ ○ ○

１4  北谷公園 田原台８丁目地内 ○

１５ 市民総合センター 中野３－５－２５ ０７２－８７９－２１２１ ○

施設名 所在地 電話番号

１ パークヒルズ田原苑 上田原６１３ ０７４３－７８－９４９９

２ るうてるホーム 岡山５－１９－２０ ０７２－８７８－９３７１

３ 清滝らくらく苑 清滝中町１－３ ０７２－８７６－３６１１

４ 四條畷荘 北出町２８－１ ０７２－８７８－２６５１

５ すてっぷ★なわて 雁屋北町６－２１ ０７２－８７７－７３７３

福
祉
避
難
所

災害時の避難地・避難所

防災テレフォンサービス 0120 – 474 - 575
しじょうなわてし ごななご

防災行政無線が聞こえない時
通話料無料・２４時間対応

※土砂災害時
除く

※

※



（月・火・水・金。１０：００～１６：００。事前電話予約可・予約優先）

各種相談

●法律相談（受付・地域協働課）

四條畷市役所

０７２－８７７－２１２１ ・０７４３－７１－０３３０（田原）
FAX０７２－８７９－５９５５

（毎週火曜日。１３：００～１７：１０。定員８人。６日前の水曜日の
９：００から電話予約可・予約優先）

●消費生活センター（受付・産業観光課）

●なわて生活サポート相談（受付・生活福祉課）
（生活全般。平日９：３０～１６：３０）

●その他、登記（地域協働課）、行政（同）、人権擁護（人権政策課）

人権・就労・進路選択支援（同）など。詳細は担当課まで。

四條畷市商工会
０７２－８７９－１６５６●労働・社会保険相談

●健康相談
四條畷保健所 ０７２－８７８－１０２１
保健センター ０７２－８７７－１２３１

暮らし・環境

●市役所 ０７２－８７７－２１２１

（田原地域の市内通話用） ０７４３－７１－０３３０

●田原支所 ０７４３－７８－０１７５

●四條畷警察 ０７２－８７５－１２３４

●大東四條畷消防組合 ０７２－８７５－０１１９

●四條畷消防署 ０７２－８７７－０１１９

●田原分署 ０７４３－７９－２９００
●四條畷保健所 ０７２－８７８－１０２１

●保健センター ０７２－８７７－１２３１

●四條畷水道センター ０７２－８７６－６２２１

●四條畷郵便局 ０７２－８７６－００５０

●福祉コミュニティセンター ０７２－８７８－７５００

●社会福祉協議会 ０７２－８７８－１２１０

粗大ごみが出たら ０７２－８６４－１０１５
聴覚・言語障がいの方は FAX ０７２－８６６－５０６７

（月～金・祝。
９：００～１７：００）

女性の安心

●女性相談 ０７２－８７７－２１２１

（毎月第２・第４木曜日。１４：００～１６：３０。電話予約要）

●DV相談

（受付・人権政策課）

（祝除く。９：００～２０：００）

（大阪府女性相談センター）

●ストーカー相談

（２４時間、年中無休。）

高齢者の安心

法的トラブルで困ったとき
●高齢者・障がい者総合支援センター （愛称・ひまわり）

０６－６３６４－１２５１ （火・水・金。１３：００～１６：００）

●法テラス（日本司法支援センター）

０５７０－０－７８３７４
（月～金、９：００～２１：００。

土、９：００～１７：００）

介護などで困ったとき・・ ●地域包括支援センター
（高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるための総合相談窓口。
介護、虐待、などお気軽にご相談を。２４時間、３６５日。）

【第１包括・１６３より北にお住まいの方】
０７２ー８６２－３３６６ （るうてるホーム内）

【第２包括・１６３より南にお住まいの方】

０７２－８６３－０１７０ （四條畷荘内）

【第３包括・田原地域の方】

０７４３－７０－１２４９ （パークヒルズ田原苑内）

（２４時間・年中無休）

子育て

●子育て総合支援センター

０７２－８７７－５４５５

０７２－８７７－１５１０

（０～４歳未満児の「つどいの広場」や、６か月～未就園児の
各種「おやこ教室」、講演会など、子育て支援が多数。
詳細はお問い合わせを。）

（０～１８歳。月～金。８：４５～１７：１５）

●ファミリーサポートセンター

０７２－８７７－５１３０
（子育てを手伝ってほしいとき。

月～土。９：００～１７：００）

１ ８ ９１ ８ ９

（すてっぷ★なわて内）

●児童発達支援センター （すてっぷ★なわて内）

（０～１８歳のお子さんの発達についてのご相談窓口）

☎
いち はや く

０７２－８７７－７３７３

●子育て相談 （子育て総合支援センター内）

（全国共通。２４時間。年中無休）

いじめ相談

なやみいおう

０１２０－０－７８３１０
（福祉コミュニティーセンター内）

０７２－８７８－７７１０

教育相談 ・・教育センター

（月～金。９：３０～１６：３０）

●市民総合センター ０７２－８７９－２１２１

●公民館 ０７２ー８７９－３９３９

●四條畷図書館 ０７２ー８７８－３７４３

●田原図書館 ０７４３－７８－８８４４

●グリーンホール田原 ０７４３－７８－５６７０

●歴史民俗資料館 ０７２－８７８－４５５８

●教育文化センター ０７２－８７８－００２０

●市民総合体育館 ０７２－８６２－０１１１

●市民活動センター ０７２－８６２－０６５１

●野外活動センター ０７２－８７７－０７７８

教育・文化・スポーツ

０６－６９４６－７８９０

０６－６９４９－６０２２
FAX ０６－６９４０－００７５

（大阪府警察本部）

０６－６９３７－２１１０
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