
（６）西和地域７町　関係機関一覧　（平成３１年１月現在）

病院
郵便番号

奈良県西和医療センター 636-0802 生駒郡三郷町三室1丁目14-16 0745-32-0505

636-0815 生駒郡三郷町勢野北４丁目１３−１ 0745-72-5006

639-0218 北葛城郡上牧町ささゆり台3丁目2-2 0745-71-6688

医療法人友紘会 奈良友紘会病院 639-0212 北葛城郡上牧町服部台5丁目2-1 0745-78-3588
服部記念病院 639-0214 北葛城郡上牧町上牧4244 0745-77-1333
医療法人果恵会 恵王病院 636-0002 北葛城郡王寺町王寺2丁目10-18 0745-72-3101

町 介護保険担当課
町名 郵便番号

平群町 福祉課 636-8585 生駒郡平群町吉新１－１－１ 0745-45-5872 0745-45-0100

三郷町 長寿健康課 636-0812 0745-43-7323 0745-73-4104

斑鳩町 長寿福祉課 636-0198 生駒郡斑鳩町法隆寺西３丁目７－１２ 0745-74-1001 0745-74-1011
安堵町 健康福祉課 639-1061 生駒郡安堵町大字東安堵８５３ 0743-57-1590 0743-57-1592
上牧町 生き活き対策課 639-0214 北葛城郡上牧町大字上牧３２４５－１ 0745-79-2020 0745-79-2021
王寺町 福祉介護課 636-8511 北葛城郡王寺町王寺２丁目１－２３ 0745-73-2001 0745-73-6311
河合町 高齢福祉課 636-8501 北葛城郡河合町池部１丁目１－１ 0745-57-0200 0745-58-2010

地域包括支援センター
所在地 郵便番号
平群町 平群町地域包括支援センター 636-0931 生駒郡平群町梨本350-1 0745-45-7012
三郷町 三郷町地域包括支援センター 636-0812 生駒郡三郷町勢野西1-2-1 0745-34-0035
斑鳩町 斑鳩町地域包括支援センター 636-0142 生駒郡斑鳩町小吉田1-12-35 0745-74-5666
安堵町 安堵町地域包括支援センター 639-1061 生駒郡安堵町東安堵853番地 0743-57-2523
上牧町 上牧町地域包括支援センター 639-0214 北葛城郡上牧町上牧3245番地の1 0745-79-2020
王寺町 王寺町地域包括支援センター 636-8511 北葛城郡王寺町王寺2-1-23 0745-73-2001
河合町 河合町地域包括支援センター 636-8501 北葛城郡河合町池部1丁目1番1号 0745-57-0200

居宅介護支援事業所
所在地 郵便番号
平群町 介護老人保健施設悠々の郷 636-0905 生駒郡平群町上庄1-15-1 0745-46-2255
平群町 社会福祉法人平群町社会福祉協議会 636-0914 生駒郡平群町西宮2-1-6 0745-45-1502
平群町 デイサービスセンターつくしの里 636-0904 生駒郡平群町三里65 0745-46-1108
平群町 デイサービスセンター楽らく 636-0944 生駒郡平群町櫟原780 0745-46-3190
平群町 居宅介護支援センターやすらぎ 636-0906 生駒郡平群町菊美台2-206-1 0745-60-5302
平群町 あけぼの会高齢者福祉事業センター 636-0936 生駒郡平群町福貴1354-11 0745-46-3177
平群町 ケアサポート岡山 636-0913 生駒郡平群町北信貴ケ丘2-12-19 0745-45-6855
平群町 居宅介護支援センターくまがし 636-0911 生駒郡平群町椿井244 0745-46-1811
平群町 在宅ケアサービスゆうき 636-0921 生駒郡平群町椹原496 0745-45-8670

平群町 636-0933 生駒郡平群町下垣内124番地 0745-44-9841

三郷町 夕陽ヶ丘診療所 636-0801 生駒郡三郷町夕陽ケ丘1-40 0745-72-9490
三郷町 ハローケア訪問看護ステーションしぎさん 636-0822 生駒郡三郷町立野南2-9-33 0745-73-2360
三郷町 居宅介護支援事業所ピノキオ 636-0822 生駒郡三郷町立野南3-1-18 0745-31-0020
三郷町 三郷介護支援センター 636-0811 生駒郡三郷町勢野東2-4-22 0745-32-0343
三郷町 有限会社介護サービスセンターあおぞら 636-0821 生駒郡三郷町立野北2-2738-5 0745-34-1212
三郷町 三郷サンサンハウス居宅介護支援事業所 636-0803 生駒郡三郷町東信貴ケ丘1-2-27 0745-32-3535
三郷町 医療法人紀川会居宅介護支援事業所 636-0811 生駒郡三郷町勢野東4-14-1 0745-34-0705
三郷町 地域支援相談センター 636-0811 生駒郡三郷町勢野東4-3-20 0745-31-5799

三郷町 あかり介護ステーション 636-0822 0745-43-8360

三郷町 ビオスの丘三郷 636-0833 生駒郡三郷町信貴南畑1丁目7番26号 0745-33-3335
三郷町 居宅介護支援事業所さくらんぼ 636-0821 生駒郡三郷町立野北2-5-27 0745-34-0108
三郷町 居宅介護支援事業所しぎさん 636-0815 生駒郡三郷町勢野北4-3-2 0745-34-2666

医療法人緑会たなかクリニック
訪問部居宅介護支援事業所

生駒郡三郷町立野南1-23-10
M’s court 三郷106号

生駒郡三郷町勢野西１－２－１
福祉保健センター内

事業所名 所在地 電話番号

事業所名 所在地 電話番号

担当課 住所 電話番号 FAX番号

医　療　機　関 住　　所 電話番号

一般財団法人信貴山病院
ハートランドしぎさん
医療法人友紘会
西大和リハビリテーション病院



所在地 郵便番号
斑鳩町 株式会社イカリトンボ 636-0154 生駒郡斑鳩町龍田西4-1-40 0745-75-2028
斑鳩町 在宅介護支援センター第二慈母園 636-0116 生駒郡斑鳩町法隆寺2091-1 0745-75-8888
斑鳩町 株式会社すまいる斑鳩支店 636-0113 生駒郡斑鳩町法隆寺南1-3-15 0745-75-3337
斑鳩町 ケアプランセンターわかくさ斑鳩館 636-0123 生駒郡斑鳩町興留4-1-35 0745-70-0045
斑鳩町 居宅介護支援事業所はなまる 636-0154 生駒郡斑鳩町龍田西8-3-22 0745-75-6100
斑鳩町 独立型・介護拠り所いっぽ（一歩） 636-0154 生駒郡斑鳩町龍田西3-15-19 0745-75-8633
斑鳩町 ケアプランセンターほっとプラザ 636-0142 生駒郡斑鳩町小吉田2-7-15 0745-70-0002
斑鳩町 ウェルネス斑鳩ケアサポート 636-0131 生駒郡斑鳩町服部1-2-25 0745-75-5465
斑鳩町 居宅介護支援事業所あんしん館 636-0152 生駒郡斑鳩町龍田2-1-12 0745-75-2805

斑鳩町 あやめ居宅介護支援事業所 636-0132 0745-43-9280

安堵町 介護老人保健施設若草園 639-1062 生駒郡安堵町岡崎58 0743-57-5535
安堵町 社会福祉法人安堵町社会福祉協議会 639-1061 生駒郡安堵町東安堵853 0743-57-2523
安堵町 介護サービスセンターまこと 639-1065 生駒郡安堵町笠目549-1 0743-57-7522
安堵町 居宅介護支援事業所どんどこ 639-1061 生駒郡安堵町東安堵7-30 0743-57-9120
安堵町 ツツミ介護支援事務所 639-1062 生駒郡安堵町岡崎246-1 0743-57-5235
安堵町 ケアプランセンター安堵園 639-1066 生駒郡安堵町西安堵570-1 0743-23-1260
安堵町 居宅介護支援事業所げんき 639-1061 生駒郡安堵町東安堵248-8 0743-23-1515
安堵町 あくなみ苑居宅介護支援センター 639-1062 生駒郡安堵町岡崎33-1 0743-59-0070
上牧町 有限会社やまびこ 639-0205 北葛城郡上牧町下牧1-2-25 0745-32-6825
上牧町 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 639-0214 北葛城郡上牧町上牧3245-1 0745-78-7830
上牧町 介護サービス華うさぎ 639-0213 北葛城郡上牧町米山台1-2-17 0745-78-6366
上牧町 介護ステーションにこにこ 639-0214 北葛城郡上牧町上牧3815 0745-77-2525
上牧町 エイワン居宅介護支援事業所 639-0215 北葛城郡上牧町葛城台4-3-9 0745-71-1152
上牧町 介護のみき西大和ケアセンター 639-0202 北葛城郡上牧町桜ケ丘3-35-11 0745-34-0855
上牧町 こころ上牧居宅介護支援事業所 639-0214 北葛城郡上牧町上牧2768-2 0745-71-5780
上牧町 ケアプランセンター六花 639-0214 北葛城郡上牧町上牧537-10 0745-43-6987
上牧町 郁慈会居宅介護支援事業所 639-0214 北葛城郡上牧町上牧4244 0745-43-7012
上牧町 ACケアプラン 639-0214 北葛城郡上牧町上牧2850-7 0745-71-3248
上牧町 居宅介護支援事業所かごめ 636-0014 0745-78-5851

王寺町 636-0002 0745-33-5050

王寺町 訪問介護ステーションいちご花 636-0012 北葛城郡王寺町本町4-41-2 0745-34-1587
王寺町 大和園王寺在宅介護支援センター 636-0011 北葛城郡王寺町葛下3-161-1 0745-72-8580
王寺町 株式会社KFC 636-0021 北葛城郡王寺町畠田8-1588-1 0745-33-0789
王寺町 ピーター薬局居宅介護支援事業所 636-0003 北葛城郡王寺町久度4-3-13 0745-33-3502
王寺町 ケアプランセンターてるてる 636-0023 北葛城郡王寺町太子3-1-12 0745-32-5077
王寺町 株式会社介護センター虹 636-0021 北葛城郡王寺町畠田4-10-5 0745-34-2828
王寺町 ニチイケアセンター奈良王寺 636-0012 北葛城郡王寺町本町4-44-19 0745-33-0717
王寺町 ケアプランセンターここから王寺町 636-0012 北葛城郡王寺町本町4-4-19 0745-31-1577
王寺町 てんとう虫ケアプランセンター　　 636-0021

河合町 636-0054 北葛城郡河合町穴闇81-1 0745-57-0212
河合町 636-0071 北葛城郡河合町高塚台1-8-1 0745-33-2288
河合町 訪問介護ステーションそらまめ星和台 636-0081 北葛城郡河合町星和台2-1-17 0745-31-3001
河合町 大和の里 636-0053 北葛城郡河合町池部3-5-5 0745-58-2525

河合町 居宅介護支援事業所フルライフケア上牧 636-0081 0745-34-2055

河合町 ケアプランセンター　さみた 636-0062 0745-58-3021

小規模多機能型居宅介護事業所
所在地 郵便番号
平群町 小規模多機能ホーム彩（いろどり）・平群 636-0932 生駒郡平群町吉新1-3-33 0745-27-9064
三郷町 小規模多機能ホーム萌の里 636-0802 生駒郡三郷町三室2-5-22 0745-33-3555
三郷町 あゆみの荘 636-0821 生駒郡三郷町立野北2-25-23 0745-31-3366
河合町 河合なぐらの里 636-0054

社会医療法人健生会河合診療所
ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

電話番号

北葛城郡河合町穴闇24-1 0745-27-8523

ニッセイせいれいケアプランセンター
西大和

北葛城郡河合町星和台2-1-1
川由ビル306

北葛城郡河合町佐味田198-1

事業所名 所在地

事業所名 所在地

北葛城郡上牧町上牧2209-1

王寺町在宅介護支援センター
ハートランドしぎさん

北葛城郡王寺町王寺2-6-1
まさごビル1F

北葛城郡王寺町畠田8-1507

電話番号

生駒郡斑鳩町目安3-1-45
クランベリーハイツ201号

0745-34-0980


