奈良県内地域包括支援センター一覧
平成22年4月1日現在
市町村

奈良市

地域包括支援センター
名称

委託・直営 郵便番号

住所（設置場所）

電話番号

担当区域

奈良市若草地域包括支援センター

630-8258 奈良市船橋町１－１

奈良市三笠地域包括支援センター

大宮、佐保川、
630-8012 奈良市二条大路南１－３－１イトーヨーカドー5Ｆ 0742-33-6622 椿井、大安寺西

奈良市春日・飛鳥地域包括支援センター

630-8325 奈良市西木辻町１１０－４

済美、済美南、
0742-20-2516 大安寺、飛鳥

奈良市都南地域包括支援センター

630-8424 奈良市古市町1327-6 フォレストヒルズ奈良

辰市、明治、東市、
0742-50-2288 帯解、精華

奈良市平城地域包括支援センター

奈良市右京一丁目三番地の四
631-0805 サンタウンプラザすずらん２階

0742-70-6777 左京、佐保台、平城西、

630-8043 奈良市六条二丁目２－１０

0742-52-3010 伏見南、六条、都跡

奈良市伏見地域包括支援センター

631-0824 奈良市西大寺南町１－１７ 西田ビル２階

あやめ池、
0742-45-1671 西大寺北、伏見

奈良市二名地域包括支援センター

631-0072 奈良市二名一丁目２３２９

鶴舞、青和、二名、
0742-43-1280 富雄北

奈良市登美ヶ丘地域包括支援センター

奈良市中登美ヶ丘１－１９９４－３
631-0003 Ｄ２０－１０４

東登美ヶ丘、
0742-51-0012 登美ヶ丘

奈良市富雄地域包括支援センター

631-0042 奈良市大倭町２－２２

0742-52-2051 鳥見、富雄第三、
三碓、富雄南

奈良市東部地域包括支援センター

630-2175 奈良市茗荷町８０３

田原、柳生、大柳生、
0742-81-5720 相和、並松、都祁、
吐山、六郷、月ヶ瀬

奈良市京西・都跡地域包括支援センター

委託

0742-25-2345 鼓阪北、鼓阪、佐保

神功、右京、朱雀、
平城

大和高田市 大和高田市地域包括支援センター

直営

大和高田市大字大中１００－１
635-8511 大和高田市役所内

0745-53-0858 大和高田市

大和郡山市 大和郡山市地域包括支援センター

直営

639-1005 大和郡山市植槻町３番４号

0743-55-7733 大和郡山市

天理市北部地域包括支援センター

632-0011 天理市石上町３５８

0743-65-5520

天理市中部地域包括支援センター

632-0034 天理市丹波市町３０２

0743-63-1120

天理市

橿原市

委託
天理市西南部地域包括支援センター

632-0056 天理市岸田町１１９９

天理市東部地域包括支援センター

632-0122 天理市福住町５５０４

橿原市社会福祉協議会
地域包括支援センター

委託

桜井市地域包括支援センター ひかり

桜井市

桜井市地域包括支援センター きぼう

委託

桜井市地域包括支援センター のぞみ

櫟本校区
山の辺校区

丹波市校区
前栽校区
朝和校区
0743-66-1188
柳本校区
二階堂校区
0743-68-6711 井戸堂校区
福住校区

634-0065 橿原市畝傍町９－１

0744-24-4301 橿原市

633-0083 桜井市辻５３番地

0744-45-3651 大三輪中学校区

633-0054 桜井市阿部３２３

0744-46-1023 桜井東中学校区
桜井西中学校区

633-0054 桜井市阿部１０７３

0744-42-5590 桜井中学校区

五條市

五條市地域包括支援センター

直営

637-0036 五條市野原西６丁目1-18

0747-25-2640 五條市

御所市

御所市地域包括支援センター

直営

639-2298 御所市１番地の３

0745-65-2020 御所市

生駒市フォレスト地域包括支援センター

630-0142 生駒市北田原町２４２９－４

0743-78-4888 光明中学校区（一部）

生駒市阪奈中央地域包括支援センター

630-0243 生駒市俵口町４４４－１

0743-73-9448 光明中学校区（一部）
生駒中学校区（一部）

生駒市東生駒地域包括支援センター

630-0212 生駒市辻町４－１

0743-75-3367 光明中学校区（一部）
生駒中学校区（一部）

630-0245 生駒市北新町３－１

0743-73-7272 生駒中学校区（一部）

630-0261 生駒市西旭ヶ丘１２－３

0743-74-8134 大瀬中学校区
（壱分小学校区）

生駒市

生駒市社会福祉協議会地域包括支援センター

委託

生駒北中学校区
鹿ノ台中学校区

緑ヶ丘中学校区

生駒市梅寿荘地域包括支援センター

生駒南中学校区

生駒市メディカル地域包括支援センター

香芝市

香芝市包括支援センター

直営

630-0223 生駒市小瀬町３２４－２

0743-77-7766 上中学校区
大瀬中学校区（一部）

香芝市逢坂１丁目３７４－１
639-0251 香芝市総合福祉センター

0745-79-0802 香芝市
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地域包括支援センター
名称

委託・直営 郵便番号

住所（設置場所）

電話番号

担当区域

葛城市

葛城市地域包括支援センター

直営

葛城市長尾８５
639-2197 葛城市役所當麻庁舎 高齢福祉課内

0745-48-2811 葛城市

宇陀市

宇陀市地域包括支援センター

委託

633-2221 宇陀市菟田野区松井５０２番地

0745-84-4800 宇陀市

山添村

山添村地域包括支援センター

直営

630-2344

平群町

平群町地域包括支援センター

直営

636-0931 生駒郡平群町大字梨本３５０番地の１

0745-45-7012 平群町

三郷町

三郷町地域包括支援センター

委託

三郷町勢野西１－２－１
636-0812 三郷町社会福祉協議会

0745-34-0035 三郷町

斑鳩町

斑鳩町地域包括支援センター

委託

636-0142 生駒郡斑鳩町小吉田一丁目１２番３５号

0745-75-4000 斑鳩町

安堵町

安堵町地域包括支援センター

直営

639-1061 生駒郡安堵町大字東安堵８５３番地

0743-57-1590 安堵町

川西町

川西町地域包括支援センター

直営

636-0202 磯城郡川西町大字結崎２８番地の１

0745-44-2211 川西町

三宅町

三宅町地域包括支援センター

直営

636-0213 磯城郡三宅町伴堂８４８－１

0745-43-2522 三宅町

直営

636-0392 磯城郡田原本町８９０－１

0744-34-2104 田原本町

田原本町 田原本町地域包括支援センター

山辺郡山添村大字大西１３９５番地の１
山添村保健福祉センター保健福祉課内

0743-85-0045 山添村

曽爾村

曽爾村地域包括支援センター

直営

633-1201 宇陀郡曽爾村大字今井４９５－１

0745-94-2101 曽爾村

御杖村

御杖村地域包括支援センター

委託

633-1302 宇陀郡御杖村大字菅野１５８１

0745-95-2828 御杖村

高取町

高取町地域包括支援センター

直営

635-0153 高市郡高取町大字下土佐３２８番地の１

0744-52-5531 高取町

直営

634-0143 高市郡明日香村大字立部７４５

0744-54-5552 明日香村

明日香村 明日香村地域包括支援センター
上牧町

上牧町地域包括支援センター

直営

639-0214 北葛城郡上牧町上牧３２４５番地の１

0745-79-2020 上牧町

王寺町

王寺町地域包括支援センター

直営

北葛城郡王寺町王寺２丁目１－２３
636-8511 王寺町役場内

0745-73-2001 王寺町

広陵町

広陵町地域包括支援センター

直営

635-0821 北葛城郡広陵町大字笠１６１番地２
広陵町総合保健福祉会館「さわやかホール」内

0745-55-6771 広陵町

河合町

河合町地域包括支援センター

委託

北葛城郡河合町山坊２４－３
636-0061 河合町総合福祉会館「豆山の郷」

0745-58-2735 河合町

吉野町

吉野町地域包括支援センター

直営

吉野郡吉野町丹治１３０－１健やか一番館３階
639-3114 吉野町役場健康福祉課内

0746-32-8856 吉野町

大淀町

大淀町地域包括支援センター

委託

638-8501 吉野郡大淀町大字桧垣本２０９０番地

0747-52-7760 大淀町

下市町

下市町地域包括支援センター

直営

638-8510 吉野郡下市町大字下市１９６０番地

0747-52-0001 下市町

黒滝村

黒滝村地域包括支援センター

直営

638-0292 吉野郡黒滝村大字寺戸７７番地

0747-62-2031 黒滝村

天川村

天川村地域包括支援センター

直営

638-0322 吉野郡天川村大字南日裏２００番地

0747-63-9110 天川村

野迫川村 野迫川村地域包括支援センター

直営

637-0425 吉野郡野迫川村大字上４０１－１

0747-37-2941 野迫川村

十津川村 十津川村地域包括支援センター

直営

吉野郡十津川村大字小原２２５－１
637-1333 十津川村役場福祉事務所内

0746-62-0001 十津川村

下北山村 下北山村地域包括支援センター

直営

639-3802 吉野郡下北山村大字浦向３７１番地

07468-6-9007 下北山村

上北山村 上北山村地域包括支援センター

直営

639-3701 吉野郡上北山村河合３８１

07468-3-0380 上北山村

直営

639-3594 吉野郡川上村迫１３３５－７ 川上村役場内

0746-52-0111 川上村

直営

633-2492 吉野郡東吉野村大字小川９９番地

07464-2-0441 東吉野村

川上村

川上村地域包括支援センター

東吉野村 東吉野村地域包括支援センター

