
・高齢者、障がい者、子育て世帯などの方を対象とした募集や高齢者向け住宅（シルバーハウジング）、
 車椅子常用世帯向け住宅の募集もあります。詳しくは、下記の各窓口（お問合せ先）までお問合せください。

住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で供給する住宅です。

・管理地区・窓口・電話番号等については、予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください。
・最新の情報及び詳細については、大阪府ホームページから「大阪府営住宅の指定管理者」で検索してください。
・大阪市内に所在する府営住宅（建替えなどの事業中の住宅※を除く）につきましては、平成２７年８月１日に大阪市へ移管し、大阪市営住宅となりました。
 なお、大阪市営住宅の窓口は、市町営住宅のご案内をご覧ください。　※建替えなどの事業中の住宅は事業の完了後に大阪市へ移管する予定です。

大阪府営住宅の窓口（お問合せ先）のご案内

各市町営住宅の窓口（お問合せ先）のご案内

大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティ
サービス株式会社共同体（千里管理センター）
株式会社東急コミュニティー（高槻管理センター）

管理地区 電話番号（代表）窓口（お問合せ先）

枚方市・大東市・四條畷市・交野市
（村野住宅・大東朋来住宅・ペア大東朋来住宅を除く）

大東朋来住宅・ペア大東朋来住宅
村野住宅

守口市・寝屋川市・門真市

豊中市・池田市・吹田市・箕面市

高槻市・茨木市・摂津市・島本町

東大阪市（大東朋来住宅を除く）

０６－６８３３－６９４２
０72－685－1092

０７２－８61－1091

０７２－８07－6755
０７２－８00－6141日本管財株式会社（大東朋来管理センター）

近鉄住宅管理株式会社（布施管理センター）

日本管財株式会社（村野管理センター）

０７２－８12－2860日本管財株式会社（寝屋川管理センター）

０６－６789－0321

大阪市・八尾市・松原市・柏原市・羽曳野市・
藤井寺市・富田林市・河内長野市・大阪狭山市 ０７２－９３０－１０９３株式会社東急コミュニティー（藤井寺管理センター）

近鉄住宅管理株式会社（枚方管理センター）

堺市（南区を除く） ０７２－２２１－１０８３株式会社東急コミュニティー（堺東管理センター）

堺市南区（泉北ニュータウン）

岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・
高石市・泉南市・阪南市・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町 ０７２５－２８－０００２

０７２－３４３－５５６1

株式会社東急コミュニティー（泉大津管理センター）

大阪府住宅供給公社・日本総合住生活株式会社
大阪支社共同体（泉北ニュータウン管理センター）

府営住宅・市町営住宅のご案内 府
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宅
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居住支援法人のご案内（2）／相談協力店のご案内

電話番号（代表）市町名 市町営住宅の窓口（お問合せ先）

大阪市 ０６－6882－7024

門真市 まちづくり部 都市政策課 ０６－６９０２－１２３１

堺市

大阪市住まい公社
管理課 募集担当

０７２－２３３－１１０１
豊中市 ０６－６８５８－２３９５
池田市 池田市営住宅管理センター

豊中市営住宅募集・管理センター
住宅部 住宅管理課・住宅改良課

０７２－754－2050
箕面市 箕面市営住宅管理センター

都市計画部 住宅政策室
072－734－7771

吹田市 ０６－６３８４－１２３１
茨木市 建設部 建築課 ０７２－６２２－８１２１
摂津市 総務部 資産活用課 ０６－６３８３－１１１１
高槻市 都市創造部 住宅課 ０７２－６７４－7525
島本町 都市創造部 都市計画課

環境創造部 地域整備課
０７5－961－５１５１

能勢町 ０７２－７３４－０００１
豊能町 都市建設部 都市計画課 ０７２－７３９－0001

東大阪市
東大阪市営住宅管理センター
東大阪市営北蛇草・荒本住宅管理センター
総務部 総務管理室（財産管理担当）
まちづくり推進部 まちづくり推進課

０６－６７８８－８００１
０６－６７８２－２000

枚方市 ０７２－８４１－１２２１
寝屋川市 ０７２－８２４－１１８１

守口市 都市整備部 住宅まちづくり課 ０６－６９９２－１２２１
交野市 都市計画部 都市計画課 ０72－89２－01２１

電話番号（代表）市町名 市町営住宅の窓口（お問合せ先）
大東市 街づくり部 都市整備室 建築課

都市整備部 都市計画課

０７２－８７２－２１８１

岬町 都市整備部 建築課 ０７２－４９２－２７３６

藤井寺市

八尾市

０７２－939－1111
八尾市営住宅管理センター ０７２－924－３８58

松原市 都市整備部 建築住宅課

都市開発部 建築住宅課
０７２－３３４－１５５０

羽曳野市 ０７２－９５８－１１１１
富田林市 ０７２１－２５－１０００
河内長野市 都市づくり部 都市計画課

産業まちづくり部 住宅政策課

０７２１－５３－１１１１
高石市 土木部 建築住宅課

都市政策部 建築住宅課

都市デザイン部 建築住宅室住宅政策担当

まちづくり推進部 住宅政策課
都市整備部 建築住宅課

０７２－２６５－１００１
泉大津市 ０７２５－３３－１１３１
和泉市 ０７２５－４１－１５５１
岸和田市 ０７２－４２３－２１２１
貝塚市 ０７２－４２３－２１５１
泉佐野市 都市整備部 建築住宅課

都市整備部 住宅公園課
０７２－４４７－８１２３

泉南市 ０７２－４８３－9972
忠岡町 産業まちづくり部 建設課

都市整備部 まちづくり計画課

0７２５－２２－１１２２
熊取町 ０７２－４５２－1001
田尻町 事業部 都市みどり課 ０７２－４６６－１０００

UR（都市再生機構）、住宅供給公社賃貸住宅／あんぜん・あんしん賃貸等のご案内 居
住
支
援
法
人

居
住
支
援
法
人
／
相
談
協
力
店

あんぜん・あんしん賃貸検索システムのご案内

UR（都市再生機構）、住宅供給公社賃貸住宅の窓口と連絡先のご案内

セーフティネット住宅情報提供システムのご案内

《お問合せ窓口》大阪府住宅まちづくり部都市居住課　06-6210-9707

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
【セーフティネット住宅情報提供システムホームページ】

http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/ansin/
【あんぜん・あんしん賃貸検索システムホームページ】

実用新案登録製品3221779　印刷 竹田印刷㈱

あんぜん・あんしん賃貸 検索

セーフティネット住宅 検索

※なお、中堅所得のファミリー向けの
　特定公共賃貸住宅の募集もあります。 主に中堅所得者向けの住宅で、一定の条件を満たす方ならどなたでもご入居いただけます。

・単身向けからファミリー向けまで、いろいろなバリエーションがあります。
・高齢者、障がい者、子育て世帯向けの住宅もあります。
・ＵＲ賃貸住宅については、保証人は不要です。
・公社賃貸住宅では、保証人に代わる家賃債務保証制度が利用できる場合もあります。
 詳しくは住宅供給公社の各窓口へお問合せください。
・入居条件及び部屋の間取りの詳細については、ホームページ又は下記の各窓口へお問合せください。
・お問合せ窓口、営業時間、電話番号、ＵＲＬ（ホームページ）は、予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください。
・最新の情報及び詳細については、ホームページに掲載しております。
申込みにあたっては、ホームページ又は下記窓口へお問合せください。

■UR（都市再生機構） 
　西日本支社

お問合せ窓口 営業時間 電話番号

UR梅田営業センター

UR森之宮営業センター

URなんば営業センター

UR天王寺営業センター

０６－６３４６－３４５６

０６－６８７１－０６１２

０７２－８６１－５３５５

０７２－６８６－５５３３

０７２－２９０－６９００

０６－６９６８－８２９８

０６－６６３６－２９０３

０６－６６２４－２２８１

9：30～19：00
（定休 12/29～1/3）

9：30～18：00
（定休 水曜日・12/29～1/3）

9：30～18：00
（定休 水曜日・12/29～1/3）

10：00～19：00
（定休 水曜日・12/29～1/3）

10：00～19：00
（定休 水曜日・12/29～1/3）

9：30～17：40
（定休 12/29～1/3）
9：30～19：00

（定休 水曜日・12/29～1/3）
9：30～19：00

（定休 水曜日・12/29～1/3）

UR千里営業センター

UR枚方営業センター

UR高槻営業センター

UR泉北営業センター

空室情報のお問合せ
０１２０－２３－３４５６（営業時間9：30～19：00、定休12/29～1/3）

詳しくはホームページへ！
https://www.ur-net.go.jp/chintai/kansai/

UR賃貸 関西 検索

お問合せ窓口 窓口営業時間 電話番号

9:00～17:45

9:00～17:45

9:00～19:30

お問合せ窓口 受付場所 電話番号
管理課
募集担当 ０６－６８８２－９０００住まい情報センター

５F又は４F

詳しくはホームページへ！ http://www.osaka-kousha.or.jp

詳しくはホームページへ！ http://www.osaka-jk.or.jp

営業時間  平日・土曜 ９：００～１９：００（火曜日は１７：３０まで）
　　　　  日曜・祝日 １０：００～１７：００
　　　　  年中無休（12/29～1/3一部除く）
　　　　　※受付場所は、曜日・時間により異なります。

■大阪府
　住宅供給公社 大阪府公社 検索

■大阪市住まい公社
　（大阪市住宅供給公社） 大阪市住まい公社 検索

住まいをお探しの方へ
～安心・快適な住まいは確かな情報から～

住まい探しの相談窓口
ハンドブック

※本パンフレットに掲載されている内容は、令和三年
　2月現在のものですので、最新の情報については、
　本協議会のホームページなどをご確認ください

Osaka あんしん
住まい推進協議会

・電話番号は、代表となっておりますので、市町営住宅の各窓口（お問合せ先）の所属名をお伝えください。
 また、窓口・電話番号等については、予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください。
 なお、組織変更等により記載の窓口がない場合には、「市町営住宅の担当窓口」とお伝えください。原則として、当該市町内が対象です。

○特色
　① ２つの検索方法があります。
　　　・地図上で住宅の検索ができる「地図検索」　・家賃や地域など、お好みの条件で検索できる「条件検索」
　② 入居手続きなどに不安がある方も、居住支援法人等のサポートが受けられるので、安心です。

全国の高齢者、低額所得者、障がい者、外国人、子育て世帯などの入居を拒まない民間賃貸住宅（「セーフティネット住宅」）の
情報が検索できます。

相談協力店のご案内

【大阪府ホームページ】 http://osaka-anshin.com/look_support/

あんぜん・あんしん賃貸住宅の紹介や民間賃貸住宅探しに関する高齢者、障がい者等の住宅確保要配慮者の住まいの確保等に
係る相談に積極的に取り組む不動産事業者を「相談協力店」として大阪府知事が指定しています。詳しくは下記で検索できます。

居住支援法人とは、高齢者、障がい者などの住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談や、見守り等の生活支援などの
居住支援を行う法人です。住まいが見つからない方は、支援内容・主な支援できる属性をご覧の上、下記までお問い合わせください。　

○あんぜん・あんしん賃貸検索システムとは・・・
　高齢者、低額所得者、障がい者、外国人、子育て世帯などの入居を拒まない民間賃貸住宅（「あんぜん・あんしん賃貸住宅」）と、
　その仲介を行う不動産事業者（「協力店」）、「居住支援法人」などの情報を提供しています。

北浜募集カウンター

千里募集カウンター

泉北募集カウンター

居住支援法人のご案内（1）

06－6634－0874001 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（NPO）生活支援機構ＡＬＬ

06－6715－1588002 高・障・子・低・外入・生・退府内全域★（NPO）大阪市市民生活支援センター

06－6358－0705003 高・障・低入・生大阪市（北）・豊中市（一社）大阪希望館

072－437－8854004 高・障・子・低・外入・生岸和田（社福）岸和田市社会福祉協議会

06－6582－4277006 高・障・子・低・外入・生・退大阪市（NPO）南市岡地域活動協議会

06－6563－1158007 高・障・子・低・外入・生大阪市（西成）（一財）ヒューマンライツ協会

06－6916－7230008 高・障・子・低・外入・生・退大阪市・豊中・摂津・守口・枚方・
大東・門真・四條畷・東大阪（NPO）ゆうかり

06－6147－3286010 低入・生府内全域（NPO）HELLOlife

06－6775－1322011 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（NPO）アクティブライフ・サン

0120－460－560012 高入・生・退府内全域ホームネット（株）

06－6170－1400014 高・障・子・低・外入・生・退吹田・豊中・大阪市（東淀川・淀川）（社福）みなと寮

070－2303－5050015 高・障・子・低・外入・生・退摂津・茨木・高槻（社福）桃林会

06－4797－5237016 高・障・子・低・外入府内全域エルズサポート（株）

072－726－7777017 高・障・子・低・外入・生府内全域★（株）シーズ

0120－07－5559018 高・障・子・低・外入大阪市（平野）・八尾・柏原・
東大阪・羽曳野・藤井寺★（株）大京住宅

072－994－8001019 高・障・子・低・外入・生・退八尾（社福）八尾隣保館

０6－6910－4521020 高・障入・生・退府内全域（株）NSA

06－6928－1010021 高・障・子・低・外入・生・退大阪市（社福）リベルタ

06－6777－2239022 高・障・子・低・外入大阪市（平野・生野・城東）・
東大阪・八尾★（株）S イノベーション

06－6227－8951025 高・障・低・外入・生・退大阪市（株）メディエイト

06－6672－0066026 高・障・低・外入・生・退大阪市（株）興光

06－6629－0123030 高・障・低・外入・生・退大阪市（株）日本介護医療センター

06－4253－8055031 高・障・子・低入・生大阪市（都島・城東）（社福）治栄会

06－6459－0001032 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（株）笑美面

06－6232－8248035 高・障・低入・生府内全域（株）総合医療サービスハーモニー

06－6948－6988036 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（NPO）24時間みまもり社会を創る会・笑顔

072－238－4331037 高・障・子・低・外入・生堺オムニクス（株）

072－234－2005038 高・障・子・低・外入・生・退堺（社福）悠人会

06－6618－2220039 高・子・外入・生府内全域ハートリビングサポート（株）

06－6967－8787040 高・障・子・低・外入・生・退守口・大阪市・豊中・摂津・枚方
大東・門真・四條畷（株）ケイ・アンド・エムソリューション

0120－65－6774041 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（株）エイジプラス

0120－269－971042 高・障・低入・生・退大阪市（西成）★萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社

0721－68－7776043 高・子・低入・生・退
富田林・河内長野・松原・羽曳野・
藤井寺・大阪狭山・太子・河南・
千早赤阪・堺

（NPO）えびす居住支援サービス

072－736－0531044 高・障・子入・生府内全域（NPO）空き家サポートセンター

HPよりお問い合わせください045 子入・生府内全域（株）Peace Festa

居住支援法人名 電話番号 活動地域 支援内容 主な支援できる属性

06－6562－5800050 高・障・子・低・外入・生・退大阪市（西成）（社福）ヒューマンライツ福祉協会

HPよりお問い合わせください051 高入大阪市★（株）アーク

03－5287－4387052 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（一社）家財整理相談窓口

0120－554－971048 高・障・低入・生・退府内全域（株）エースタイル

050－5840－6890049 高・障入・生和泉・岸和田（有）野花ヘルスプロモート

06－6582－7752053 高・低入・生大阪市（一社）大阪賃貸住宅経営協会

072－806－5517054 高・障・子・外入守口・門真・大東★（株）ラックハウジング

072-275-8059061 高・障・子・低・外入・生・退大阪市・堺・高石・和泉・泉大津★（株）ヨリソア

06-4306-3323062 高・障・子・低・外入・生府内全域★（株）M,LINE

080-8067-8739063 高・障・子・低・外入・生大阪市、豊中★（株）アグリード

06-6941-2525064 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（一部除く）（一社）既存住宅・空家プロデュース協会

06-6321-0274065 高・障・子・低・外入・生大阪市（一社）大阪市新大阪人権協会

06－6147－7018055 高・障・低入・生府内全域（NPO）Homedoor

045－264－9077057 高・障・子・低・外入・生・退豊中・池田・箕面・豊能・能勢・吹田（株）日本ブライトパートナーズ

06－6997－0005059 高・障・子・低・外入大阪市・守口・枚方・寝屋川・大東・
門真・四條畷・交野・東大阪★やなぎ建設（株）

072－726－7701071 高・子・低入・生豊中・池田・箕面・豊能・能勢・吹田（社福）ひじり福祉会

06－6656－5152047 高・障・子入・生大阪市（阿倍野・東住吉・住吉・
住之江・平野・天王寺・西成）弁天堂（株）

072－981－6150072 高・障・子・低・外入・生・退東大阪・泉大津・和泉・岸和田・
高石・貝塚・泉佐野・熊取・忠岡（株）KMG クリエイティブ

HPよりお問い合わせください067 高・障・子・低・外入府内全域（株）ウチコミ

06－7508－3851068 高・障・子・低・外入・生・退府内全域★（株）APOLLO works

072－320－9011069 高・障・子・低・外入・生・退大阪市・堺★（株）ひまわりパートナーズ

06－6710－9844070 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（株）すみれプランニング

050－3707－6516073 高・障・子・低・外入・生・退大阪市（一社）みのりサポート

072－631－5151075 高・障・子・低入・生茨木（社福）秀幸福祉会
06－6977－4064074 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（一社）KMガーディアンズ

090-9694-1953066 高・障・子・低・外入・生・退大阪市・守口・枚方・寝屋川・大東・
門真・四條畷・交野Rennovater（株）

居住支援法人名 電話番号 活動地域 支援内容 主な支援できる属性

【支援内容や最新の情報は大阪府ホームページをご覧ください。】 http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/youhairyo_chintai/

入 ： 入居前支援・・・相談窓口の設置や訪問による相談対応といった住宅やサービス等の総合的な情報提供及びマッチング、不動産業者や
物件情報の紹介、不動産店等への同行、物件内覧の同行や契約時の手続き支援、立ち会いなどを行っている。

※令和2年1月時点

※令和2年1月時点

生 ： 生活支援・・・・・ 定期的または随時の訪問・声かけ・機器設置等による見守りサービス、一般的な生活相談や、
緊急・トラブル発生時の駆けつけ対応、就労支援や生活指導などを行っている。

退 ： 退去後支援・・・家財処分・遺品整理、死後事務委任等の死亡時の事務などを行っている。
青字 ： 他の居住支援法人等と連携することで支援している。

【 支 援 内 容 】

高 ： 高齢者　障 ： 障がい者　子 ： 子育て世帯　低 ： 低額所得者　外 ： 外国人【支援できる属性】 ★は不動産系の居住支援法人

※休業日 12/29～1/3

０６－６２０３－５４５４
電話受付時間 9:00～20:00
※土日祝 9:00～17:45

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人に
見やすく読みまちがえにくいデザインの文字を採用しています。

このガイドブックの主なフォント

101 2 91 91 91 91 91 91 91 912 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8

250

折り 折り 折り 折り

大阪府居住企画課 _コンパクトガイドA面 _2021



住まいをお探しの方へ
～安心・快適な住まいは確かな情報から～

住まい探しの相談窓口
ハンドブック

※本パンフレットに掲載されている内容は、令和三年
　2月現在のものですので、最新の情報については、
　本協議会のホームページなどをご確認ください

Osaka あんしん
住まい推進協議会



・高齢者、障がい者、子育て世帯などの方を対象とした募集や高齢者向け住宅（シルバーハウジング）、
 車椅子常用世帯向け住宅の募集もあります。詳しくは、下記の各窓口（お問合せ先）までお問合せください。

住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で供給する住宅です。

・管理地区・窓口・電話番号等については、予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください。
・最新の情報及び詳細については、大阪府ホームページから「大阪府営住宅の指定管理者」で検索してください。
・大阪市内に所在する府営住宅（建替えなどの事業中の住宅※を除く）につきましては、平成２７年８月１日に大阪市へ移管し、大阪市営住宅となりました。
 なお、大阪市営住宅の窓口は、市町営住宅のご案内をご覧ください。　※建替えなどの事業中の住宅は事業の完了後に大阪市へ移管する予定です。

大阪府営住宅の窓口（お問合せ先）のご案内

各市町営住宅の窓口（お問合せ先）のご案内

大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティ
サービス株式会社共同体（千里管理センター）
株式会社東急コミュニティー（高槻管理センター）

管理地区 電話番号（代表）窓口（お問合せ先）

枚方市・大東市・四條畷市・交野市
（村野住宅・大東朋来住宅・ペア大東朋来住宅を除く）

大東朋来住宅・ペア大東朋来住宅
村野住宅

守口市・寝屋川市・門真市

豊中市・池田市・吹田市・箕面市

高槻市・茨木市・摂津市・島本町

東大阪市（大東朋来住宅を除く）

０６－６８３３－６９４２
０72－685－1092

０７２－８61－1091

０７２－８07－6755
０７２－８00－6141日本管財株式会社（大東朋来管理センター）

近鉄住宅管理株式会社（布施管理センター）

日本管財株式会社（村野管理センター）

０７２－８12－2860日本管財株式会社（寝屋川管理センター）

０６－６789－0321

大阪市・八尾市・松原市・柏原市・羽曳野市・
藤井寺市・富田林市・河内長野市・大阪狭山市 ０７２－９３０－１０９３株式会社東急コミュニティー（藤井寺管理センター）

近鉄住宅管理株式会社（枚方管理センター）

堺市（南区を除く） ０７２－２２１－１０８３株式会社東急コミュニティー（堺東管理センター）

堺市南区（泉北ニュータウン）

岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・
高石市・泉南市・阪南市・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町 ０７２５－２８－０００２

０７２－３４３－５５６1

株式会社東急コミュニティー（泉大津管理センター）

大阪府住宅供給公社・日本総合住生活株式会社
大阪支社共同体（泉北ニュータウン管理センター）

府営住宅・市町営住宅のご案内 府
営
住
宅
／
市
町
営
住
宅

電話番号（代表）市町名 市町営住宅の窓口（お問合せ先）

大阪市 ０６－6882－7024

門真市 まちづくり部 都市政策課 ０６－６９０２－１２３１

堺市

大阪市住まい公社
管理課 募集担当

０７２－２３３－１１０１
豊中市 ０６－６８５８－２３９５
池田市 池田市営住宅管理センター

豊中市営住宅募集・管理センター
住宅部 住宅管理課・住宅改良課

０７２－754－2050
箕面市 箕面市営住宅管理センター

都市計画部 住宅政策室
072－734－7771

吹田市 ０６－６３８４－１２３１
茨木市 建設部 建築課 ０７２－６２２－８１２１
摂津市 総務部 資産活用課 ０６－６３８３－１１１１
高槻市 都市創造部 住宅課 ０７２－６７４－7525
島本町 都市創造部 都市計画課

環境創造部 地域整備課
０７5－961－５１５１

能勢町 ０７２－７３４－０００１
豊能町 都市建設部 都市計画課 ０７２－７３９－0001

東大阪市
東大阪市営住宅管理センター
東大阪市営北蛇草・荒本住宅管理センター
総務部 総務管理室（財産管理担当）
まちづくり推進部 まちづくり推進課

０６－６７８８－８００１
０６－６７８２－２000

枚方市 ０７２－８４１－１２２１
寝屋川市 ０７２－８２４－１１８１

守口市 都市整備部 住宅まちづくり課 ０６－６９９２－１２２１
交野市 都市計画部 都市計画課 ０72－89２－01２１

電話番号（代表）市町名 市町営住宅の窓口（お問合せ先）
大東市 街づくり部 都市整備室 建築課

都市整備部 都市計画課

０７２－８７２－２１８１

岬町 都市整備部 建築課 ０７２－４９２－２７３６

藤井寺市

八尾市

０７２－939－1111
八尾市営住宅管理センター ０７２－924－３８58

松原市 都市整備部 建築住宅課

都市開発部 建築住宅課
０７２－３３４－１５５０

羽曳野市 ０７２－９５８－１１１１
富田林市 ０７２１－２５－１０００
河内長野市 都市づくり部 都市計画課

産業まちづくり部 住宅政策課

０７２１－５３－１１１１
高石市 土木部 建築住宅課

都市政策部 建築住宅課

都市デザイン部 建築住宅室住宅政策担当

まちづくり推進部 住宅政策課
都市整備部 建築住宅課

０７２－２６５－１００１
泉大津市 ０７２５－３３－１１３１
和泉市 ０７２５－４１－１５５１
岸和田市 ０７２－４２３－２１２１
貝塚市 ０７２－４２３－２１５１
泉佐野市 都市整備部 建築住宅課

都市整備部 住宅公園課
０７２－４４７－８１２３

泉南市 ０７２－４８３－9972
忠岡町 産業まちづくり部 建設課

都市整備部 まちづくり計画課

0７２５－２２－１１２２
熊取町 ０７２－４５２－1001
田尻町 事業部 都市みどり課 ０７２－４６６－１０００

※なお、中堅所得のファミリー向けの
　特定公共賃貸住宅の募集もあります。

・電話番号は、代表となっておりますので、市町営住宅の各窓口（お問合せ先）の所属名をお伝えください。
 また、窓口・電話番号等については、予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください。
 なお、組織変更等により記載の窓口がない場合には、「市町営住宅の担当窓口」とお伝えください。原則として、当該市町内が対象です。
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UR（都市再生機構）、住宅供給公社賃貸住宅／あんぜん・あんしん賃貸等のご案内

あんぜん・あんしん賃貸検索システムのご案内

UR（都市再生機構）、住宅供給公社賃貸住宅の窓口と連絡先のご案内

セーフティネット住宅情報提供システムのご案内

《お問合せ窓口》大阪府住宅まちづくり部都市居住課　06-6210-9707

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
【セーフティネット住宅情報提供システムホームページ】

http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/ansin/
【あんぜん・あんしん賃貸検索システムホームページ】

あんぜん・あんしん賃貸 検索

セーフティネット住宅 検索

主に中堅所得者向けの住宅で、一定の条件を満たす方ならどなたでもご入居いただけます。
・単身向けからファミリー向けまで、いろいろなバリエーションがあります。
・高齢者、障がい者、子育て世帯向けの住宅もあります。
・ＵＲ賃貸住宅については、保証人は不要です。
・公社賃貸住宅では、保証人に代わる家賃債務保証制度が利用できる場合もあります。
 詳しくは住宅供給公社の各窓口へお問合せください。
・入居条件及び部屋の間取りの詳細については、ホームページ又は下記の各窓口へお問合せください。
・お問合せ窓口、営業時間、電話番号、ＵＲＬ（ホームページ）は、予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください。
・最新の情報及び詳細については、ホームページに掲載しております。
申込みにあたっては、ホームページ又は下記窓口へお問合せください。

■UR（都市再生機構） 
　西日本支社

お問合せ窓口 営業時間 電話番号

UR梅田営業センター

UR森之宮営業センター

URなんば営業センター

UR天王寺営業センター

０６－６３４６－３４５６

０６－６８７１－０６１２

０７２－８６１－５３５５

０７２－６８６－５５３３

０７２－２９０－６９００

０６－６９６８－８２９８

０６－６６３６－２９０３

０６－６６２４－２２８１

9：30～19：00
（定休 12/29～1/3）

9：30～18：00
（定休 水曜日・12/29～1/3）

9：30～18：00
（定休 水曜日・12/29～1/3）

10：00～19：00
（定休 水曜日・12/29～1/3）

10：00～19：00
（定休 水曜日・12/29～1/3）

9：30～17：40
（定休 12/29～1/3）
9：30～19：00

（定休 水曜日・12/29～1/3）
9：30～19：00

（定休 水曜日・12/29～1/3）

UR千里営業センター

UR枚方営業センター

UR高槻営業センター

UR泉北営業センター

空室情報のお問合せ
０１２０－２３－３４５６（営業時間9：30～19：00、定休12/29～1/3）

詳しくはホームページへ！
https://www.ur-net.go.jp/chintai/kansai/

UR賃貸 関西 検索

お問合せ窓口 窓口営業時間 電話番号

9:00～17:45

9:00～17:45

9:00～19:30

お問合せ窓口 受付場所 電話番号
管理課
募集担当 ０６－６８８２－９０００住まい情報センター

５F又は４F

詳しくはホームページへ！ http://www.osaka-kousha.or.jp

詳しくはホームページへ！ http://www.osaka-jk.or.jp

営業時間  平日・土曜 ９：００～１９：００（火曜日は１７：３０まで）
　　　　  日曜・祝日 １０：００～１７：００
　　　　  年中無休（12/29～1/3一部除く）
　　　　　※受付場所は、曜日・時間により異なります。

■大阪府
　住宅供給公社 大阪府公社 検索

■大阪市住まい公社
　（大阪市住宅供給公社） 大阪市住まい公社 検索

○特色
　① ２つの検索方法があります。
　　　・地図上で住宅の検索ができる「地図検索」　・家賃や地域など、お好みの条件で検索できる「条件検索」
　② 入居手続きなどに不安がある方も、居住支援法人等のサポートが受けられるので、安心です。

全国の高齢者、低額所得者、障がい者、外国人、子育て世帯などの入居を拒まない民間賃貸住宅（「セーフティネット住宅」）の
情報が検索できます。

○あんぜん・あんしん賃貸検索システムとは・・・
　高齢者、低額所得者、障がい者、外国人、子育て世帯などの入居を拒まない民間賃貸住宅（「あんぜん・あんしん賃貸住宅」）と、
　その仲介を行う不動産事業者（「協力店」）、「居住支援法人」などの情報を提供しています。

北浜募集カウンター

千里募集カウンター

泉北募集カウンター ※休業日 12/29～1/3

０６－６２０３－５４５４
電話受付時間 9:00～20:00
※土日祝 9:00～17:45



居
住
支
援
法
人

居住支援法人とは、高齢者、障がい者などの住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談や、見守り等の生活支援などの
居住支援を行う法人です。住まいが見つからない方は、支援内容・主な支援できる属性をご覧の上、下記までお問い合わせください。　

居住支援法人のご案内（1）

06－6634－0874001 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（NPO）生活支援機構ＡＬＬ

06－6715－1588002 高・障・子・低・外入・生・退府内全域★（NPO）大阪市市民生活支援センター

06－6358－0705003 高・障・低入・生大阪市（北）・豊中市（一社）大阪希望館

072－437－8854004 高・障・子・低・外入・生岸和田（社福）岸和田市社会福祉協議会

06－6582－4277006 高・障・子・低・外入・生・退大阪市（NPO）南市岡地域活動協議会

06－6563－1158007 高・障・子・低・外入・生大阪市（西成）（一財）ヒューマンライツ協会

06－6916－7230008 高・障・子・低・外入・生・退大阪市・豊中・摂津・守口・枚方・
大東・門真・四條畷・東大阪（NPO）ゆうかり

06－6147－3286010 低入・生府内全域（NPO）HELLOlife

06－6775－1322011 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（NPO）アクティブライフ・サン

0120－460－560012 高入・生・退府内全域ホームネット（株）

06－6170－1400014 高・障・子・低・外入・生・退吹田・豊中・大阪市（東淀川・淀川）（社福）みなと寮

070－2303－5050015 高・障・子・低・外入・生・退摂津・茨木・高槻（社福）桃林会

06－4797－5237016 高・障・子・低・外入府内全域エルズサポート（株）

072－726－7777017 高・障・子・低・外入・生府内全域★（株）シーズ

0120－07－5559018 高・障・子・低・外入大阪市（平野）・八尾・柏原・
東大阪・羽曳野・藤井寺★（株）大京住宅

072－994－8001019 高・障・子・低・外入・生・退八尾（社福）八尾隣保館

０6－6910－4521020 高・障入・生・退府内全域（株）NSA

06－6928－1010021 高・障・子・低・外入・生・退大阪市（社福）リベルタ

06－6777－2239022 高・障・子・低・外入大阪市（平野・生野・城東）・
東大阪・八尾★（株）S イノベーション

06－6227－8951025 高・障・低・外入・生・退大阪市（株）メディエイト

06－6672－0066026 高・障・低・外入・生・退大阪市（株）興光

06－6629－0123030 高・障・低・外入・生・退大阪市（株）日本介護医療センター

06－4253－8055031 高・障・子・低入・生大阪市（都島・城東）（社福）治栄会

06－6459－0001032 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（株）笑美面

06－6232－8248035 高・障・低入・生府内全域（株）総合医療サービスハーモニー

06－6948－6988036 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（NPO）24時間みまもり社会を創る会・笑顔

072－238－4331037 高・障・子・低・外入・生堺オムニクス（株）

072－234－2005038 高・障・子・低・外入・生・退堺（社福）悠人会

06－6618－2220039 高・子・外入・生府内全域ハートリビングサポート（株）

06－6967－8787040 高・障・子・低・外入・生・退守口・大阪市・豊中・摂津・枚方
大東・門真・四條畷（株）ケイ・アンド・エムソリューション

0120－65－6774041 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（株）エイジプラス

0120－269－971042 高・障・低入・生・退大阪市（西成）★萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社

0721－68－7776043 高・子・低入・生・退
富田林・河内長野・松原・羽曳野・
藤井寺・大阪狭山・太子・河南・
千早赤阪・堺

（NPO）えびす居住支援サービス

072－736－0531044 高・障・子入・生府内全域（NPO）空き家サポートセンター

HPよりお問い合わせください045 子入・生府内全域（株）Peace Festa

居住支援法人名 電話番号 活動地域 支援内容 主な支援できる属性
※令和2年1月時点



居住支援法人のご案内（2）／相談協力店のご案内 居
住
支
援
法
人
／
相
談
協
力
店

実用新案登録製品3221779　印刷 竹田印刷㈱

相談協力店のご案内

【大阪府ホームページ】 http://osaka-anshin.com/look_support/

あんぜん・あんしん賃貸住宅の紹介や民間賃貸住宅探しに関する高齢者、障がい者等の住宅確保要配慮者の住まいの確保等に
係る相談に積極的に取り組む不動産事業者を「相談協力店」として大阪府知事が指定しています。詳しくは下記で検索できます。

06－6562－5800050 高・障・子・低・外入・生・退大阪市（西成）（社福）ヒューマンライツ福祉協会

HPよりお問い合わせください051 高入大阪市★（株）アーク

03－5287－4387052 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（一社）家財整理相談窓口

0120－554－971048 高・障・低入・生・退府内全域（株）エースタイル

050－5840－6890049 高・障入・生和泉・岸和田（有）野花ヘルスプロモート

06－6582－7752053 高・低入・生大阪市（一社）大阪賃貸住宅経営協会

072－806－5517054 高・障・子・外入守口・門真・大東★（株）ラックハウジング

072-275-8059061 高・障・子・低・外入・生・退大阪市・堺・高石・和泉・泉大津★（株）ヨリソア

06-4306-3323062 高・障・子・低・外入・生府内全域★（株）M,LINE

080-8067-8739063 高・障・子・低・外入・生大阪市、豊中★（株）アグリード

06-6941-2525064 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（一部除く）（一社）既存住宅・空家プロデュース協会

06-6321-0274065 高・障・子・低・外入・生大阪市（一社）大阪市新大阪人権協会

06－6147－7018055 高・障・低入・生府内全域（NPO）Homedoor

045－264－9077057 高・障・子・低・外入・生・退豊中・池田・箕面・豊能・能勢・吹田（株）日本ブライトパートナーズ

06－6997－0005059 高・障・子・低・外入大阪市・守口・枚方・寝屋川・大東・
門真・四條畷・交野・東大阪★やなぎ建設（株）

072－726－7701071 高・子・低入・生豊中・池田・箕面・豊能・能勢・吹田（社福）ひじり福祉会

06－6656－5152047 高・障・子入・生大阪市（阿倍野・東住吉・住吉・
住之江・平野・天王寺・西成）弁天堂（株）

072－981－6150072 高・障・子・低・外入・生・退東大阪・泉大津・和泉・岸和田・
高石・貝塚・泉佐野・熊取・忠岡（株）KMG クリエイティブ

HPよりお問い合わせください067 高・障・子・低・外入府内全域（株）ウチコミ

06－7508－3851068 高・障・子・低・外入・生・退府内全域★（株）APOLLO works

072－320－9011069 高・障・子・低・外入・生・退大阪市・堺★（株）ひまわりパートナーズ

06－6710－9844070 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（株）すみれプランニング

050－3707－6516073 高・障・子・低・外入・生・退大阪市（一社）みのりサポート

072－631－5151075 高・障・子・低入・生茨木（社福）秀幸福祉会
06－6977－4064074 高・障・子・低・外入・生・退府内全域（一社）KMガーディアンズ

090-9694-1953066 高・障・子・低・外入・生・退大阪市・守口・枚方・寝屋川・大東・
門真・四條畷・交野Rennovater（株）

居住支援法人名 電話番号 活動地域 支援内容 主な支援できる属性

【支援内容や最新の情報は大阪府ホームページをご覧ください。】 http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/youhairyo_chintai/

入 ： 入居前支援・・・相談窓口の設置や訪問による相談対応といった住宅やサービス等の総合的な情報提供及びマッチング、不動産業者や
物件情報の紹介、不動産店等への同行、物件内覧の同行や契約時の手続き支援、立ち会いなどを行っている。

※令和2年1月時点

生 ： 生活支援・・・・・ 定期的または随時の訪問・声かけ・機器設置等による見守りサービス、一般的な生活相談や、
緊急・トラブル発生時の駆けつけ対応、就労支援や生活指導などを行っている。

退 ： 退去後支援・・・家財処分・遺品整理、死後事務委任等の死亡時の事務などを行っている。
青字 ： 他の居住支援法人等と連携することで支援している。

【 支 援 内 容 】

高 ： 高齢者　障 ： 障がい者　子 ： 子育て世帯　低 ： 低額所得者　外 ： 外国人【支援できる属性】 ★は不動産系の居住支援法人

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人に
見やすく読みまちがえにくいデザインの文字を採用しています。

このガイドブックの主なフォント


