
社会福祉法人コスモス　法人内施設一覧

事業所番号 施設名略称 事業所名 実施事業 従たる事業所名 事業所所在地 電話番号/FAX番号 定員

いづみ いづみ保育園 保育園 大阪府堺市北区新金岡町４-６-１ 072-255-7920/072-258-6311 90

麦の子 麦の子保育園 保育園 大阪府堺市東区西野５７６-４ 072-237-6835/072-237-6834 100

つばさ つばさ保育園 学内保育（公募制） 大阪府堺市中区学園町1番1号 072-254-7748

生活介護 45

就労継続支援Ｂ型 25

就労継続支援Ｂ型（従たる事業所） 大阪府堺市南区新檜尾台３丁６-１１ 072-297-4944/072-297-4954 10

生活介護 20

就労継続支援Ｂ型 14

就労移行支援 ジョブサポートせんぼく 大阪府堺市南区新檜尾台３丁６-９ 072-297-3361/072-297-3362 6

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

入院時コミュニケーション支援

2716400847 総合生活支援センターそら／ショートステイそら 短期入所 大阪府堺市南区栂202-9 12

生活介護(２単位) 20/30

就労継続支援Ｂ型 10

生活介護 堺区桜之町西2丁2番18号 072-224-4666/072-224-4666 20

生活介護 10

就労継続支援Ｂ型 10

地域活動支援センターおおはま 地域活動支援センター入浴支援強化型 10

2756020265 コスモス放課後等デイサービス　でん・でん 放課後等デイサービス 072-230-4433/072-226-0433 10

生活介護 20

生活介護 20

就労継続支援Ｂ型 10

就労継続支援Ｂ型（従たる事業所） 大阪府堺市東区日置荘北町3-11-32 072-287-5061/072-287-5061 10

生活介護 15

就労継続支援Ｂ型 20

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

訪問介護

介護予防訪問介護

移動支援

入院時コミュニケーション支援

生活介護 46

就労継続支援Ｂ型 10

生活介護(主たる事業所） 10

就労継続支援Ｂ型(主たる事業所） 20

就労継続支援Ｂ型(従たる事業所） まごころ家 大阪府堺市東区野尻町８番地４ 072-288-1040/072-288-1041 10

就労移行支援(主たる事業所） 大阪府堺市北区新金岡町５－４－１０４ 072-246-9901/072-246-9902 6

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

訪問介護

介護予防訪問介護

移動支援

入院時コミュニケーション支援

生活介護 50

就労継続支援Ｂ型 10

生活介護 10

就労継続支援Ｂ型 10

地域活動支援センターかたくら 地域活動支援センター入浴支援強化型 大阪府堺市南区片蔵１６５番地 072-291-5679/072-290-5300

2716200197 コスモス地域福祉活動センターえると 短期入所 大阪府堺市東区野尻町8番地4 072-288-1050/072-288-1717 14

コスモス地域福祉活動センターえると 地域活動支援センター生活支援型 大阪府堺市東区野尻町8番地4 072-288-1050/072-288-1717

児童発達支援事業

放課後等デイサービス

2756220063 コスモス放課後等デイサービスあとむ 放課後等デイサービス 大阪府堺市東区野尻町２５－１ 072-286-1116/072-286-1117 10

あい・すてーしょん 堺市療育等相談支援事業 大阪府堺市東区野尻町8番地4 072-288-1050/072-288-1717

2726200013 コスモスケアホーム　えると（14ホーム） 共同生活援助 072-288-5599/072-285-2500 72

通所介護 （デイサービス・要介護）

介護予防通所サービス （デイサービス・要支援）

認知症対応型通所介護 （認知症デイ・要介護）

介護予防認知症対応型通所介護 （認知症デイ・要支援）

居宅介護支援 （ケアプラン・要介護） 堺市西区浜寺石津町西5丁１１－２１

介護予防支援 （ケアプラン・要支援） 堺市西区浜寺石津町西5丁１１－２１

訪問介護 （ヘルパー・要介護）

介護予防訪問サービス （ヘルパー・要支援）

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

移動支援

入院時コミュニケーション支援

2706300023 西第一地域包括支援センター
地域包括支援センター
介護予防ケアマネジメント

堺市西区浜寺石津町西5丁１１－２１ 072-268-5056/072-268-5066

2716400904 第２せんぼく障害者作業所
大阪府堺市南区檜尾１６番地 072-289-6018/072-289-6019

2736400066

そら

2716400235

せんぼく

せんぼく障害者作業所
大阪府堺市南区檜尾１３８２番地６ 072-296-4520/072-297-6439

2716400342 コスモスヘルパーステーション せんぼく 大阪府堺市南区栂202-9 072-284-6530/072-284-6533

コスモスケアプランセンター せんぼく 特定相談・一般相談 大阪府堺市南区栂202-9 072-289-5559/072-289-7072

コスモスヘルパーステーション せんぼく
移動支援

大阪府堺市南区栂202-9 072-284-6530/072-284-6533

2736000023

支援おおはま

障害者（児）生活支援センターおおはま 特定相談・一般相談

2716000498

おおはま

おおはま障害者作業所
大阪府堺市堺区東湊町5丁276番 072-241-1900/072-241-1901

2716001942

大阪府堺市堺区一条通19-13　ウエノ第2ビル１
階

072-226-0432/072-226-0433

第３おおはま障害者作業所 堺市堺区海山町４丁１６５番地３９ 072-227-1416/072-227-1416

2716200494 第３堺東部障害者作業所ﾎﾟｹｯﾄﾘｰﾌ 大阪府堺市東区高松１２３番地 072-239-5639/072-230-1414

2716200213

とうぶ

堺東部障害者作業所
大阪府堺市東区高松１０６番地 072-237-2635/072-237-4590

2776000016 障害者（児）生活支援センターおおはま 障害児相談 大阪府堺市堺区一条通19-13　ウエノ第2ビル１
階

072-226-0432/072-226-0433

2776200350
コスモスヘルパーステーション
りーふ

大阪府堺市東区高松１２３番地 072-237-2882/072-235-7775

2716200023

ヘルパー
りーふ

コスモスヘルパーステーション
りーふ

大阪府堺市東区高松１２３番地 072-237-2882/072-235-7775

コスモスヘルパーステーション
りーふ

大阪府堺市東区高松１２３番地 072-237-2882/072-235-7775

2716500737 第２ほくぶ障害者作業所
大阪府堺市北区南花田町５３２番地３ 072-254-3292/072-254-3292

2716500307

ほくぶ

ほくぶ障害者作業所 大阪府堺市北区南花田町５３６番地１ 072-254-5778/072-259-4459

就労継続支援Ｂ型(従たる事業所） 森のキッチン
大阪府堺市堺区南瓦町3番1号
堺市役所本館地下1階

072-228-3939/072-228-3938 14

2716500877 コスモスヘルパーステーションほくぶ 大阪府堺市北区新金岡町５－４－１０４ 072-275-5450/072-246-9902

2716500752

風の彩

ジョブサポート風の彩

2776501401 コスモスヘルパーステーションほくぶ 大阪府堺市北区新金岡町５－４－１０４ 072-275-5450/072-246-9902

コスモスヘルパーステーションほくぶ 大阪府堺市北区新金岡町５－４－１０４ 072-275-5450/072-246-9902

2716400888 第２ふれあいの里かたくら 大阪府堺市南区片蔵１７６－１番地 072-291-5679/072-290-5300

2716400334

かたくら

ふれあいの里かたくら 大阪府堺市南区片蔵１６５番地 072-291-5679/072-290-5300

072-288-1050/072-288-1717

2756220022 コスモス地域福祉活動センターえると 大阪府堺市東区野尻町8番地4 072-288-1050/072-288-1717 10

2736200011

えると

コスモス地域福祉活動センターえると 特定相談・一般相談 大阪府堺市東区野尻町8番地4

2776200012 コスモス地域福祉活動センターえると 障害児相談 大阪府堺市東区野尻町8番地4 072-288-1050/072-288-1717

2726400043 そら コスモスケアホームせんぼく（9ホーム） 共同生活援助 072-284-0101/072-284-0102 56

2770102750

結いの里

老人デイサービスセンター結いの里

堺市西区浜寺石津町西5丁１１－２１ 072-267-6870/072-267-6860 35

堺市西区浜寺石津町西5丁１１－２１ 072-267-6870/072-267-6860

堺市西区浜寺石津町西5丁１１－２１ 072-267-6870/072-267-6860 12

072-267-6870/072-267-6860

老人デイサービスセンター結いの里
ヘルパーステーション

堺市西区浜寺石津町西5丁１１－２１ 072-267-6870/072-267-6860

2716300112
老人デイサービスセンター結いの里
ヘルパーステーション

堺市西区浜寺石津町西5丁１１－２１ 072-267-6870/072-267-6860


