
令和４年１月４日現在名称 〒 所在地 ＴＥＬ 担当区域1 奈良市基幹型地域包括支援センター 630-8580 奈良市二条大路南1-1-1 0742-34-51962 奈良市若草地域包括支援センター 630-8258 奈良市芝辻町1－21 0742-25-2345 鼓阪北、鼓阪、佐保3 奈良市三笠地域包括支援センター 630-8012 奈良市大宮町2－3－10　106（東急ﾄﾞｴﾙ奈良1階） 0742-33-6622 大宮、佐保川、椿井、大安寺西4 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 0742-20-2516 済美、済美南、大安寺、飛鳥5 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 0742-50-2288 辰市、明治、東市、帯解6 奈良市北部地域包括支援センター 631-0805 奈良市右京1-3ｰ4サンタウンプラザすずらん館2階 0742-70-6777 神功、右京、朱雀、左京、佐保台7 奈良市平城地域包括支援センター 631-0011 奈良市押熊町397-1　梅守ハイツ1階 0742-53-7757 平城西・平城8 奈良市京西・都跡地域包括支援センター 630-8043 奈良市六条2-2-10 0742-52-3010 伏見南、六条、都跡9 奈良市伏見地域包括支援センター 631-0824 奈良市西大寺新町1-1-1　河辺ビル1F 0742-36-1671 あやめ池、西大寺北、伏見10 奈良市二名地域包括支援センター 631-0072 奈良市鶴舞東町１番20-2号 0742-43-1280 鶴舞、青和、二名、富雄北11 奈良市登美ヶ丘地域包括支援センター 631-0003 奈良市中登美ヶ丘1-1994-3 D20-104中登美団地ｼｮｯピングｾﾝﾀｰ内 0742-51-0012 東登美ヶ丘、登美ヶ丘12 奈良市富雄東地域包括支援センター 631-0042 奈良市大倭町2-22 0742-52-2051 三碓、富雄南、あやめ池（学園南）13 奈良市富雄西地域包括支援センター 631-0065 奈良市鳥見町4ｰ3-1 富雄団地49-101 0742-44-6541 鳥見、富雄第三14 奈良市東部地域包括支援センター 630-2175 奈良市茗荷町774-1 0742-81-5720 田原、柳生、興東、都祁、月ヶ瀬15 大和高田市地域包括支援センター 635-8511 大和高田市大中98-4 0745-22-1101 大和高田市16 大和郡山市地域包括支援センター 639-1198 大和郡山市北郡山町248-4 0743-53-1151 郡山北、郡山西、矢田17 大和郡山市第二地域包括支援センター 639-1042 大和郡山市小泉町105-1 0743-55-7011 片桐、西田中、新町18 大和郡山市第三地域包括支援センター 639-1126 大和郡山市宮堂町字青木１６０－７ 0743-57-2233 昭和、治道、筒井19 大和郡山市第四地域包括支援センター 639-1107 大和郡山市若槻町4-4 0743-51-0700 平和、郡山南地区20 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 櫟本小学校区、山の辺小学校区21 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 前栽小学校区、丹波市小学校区22 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 0743-66-1188 朝和小学校区、柳本小学校区23 天理市東部地域包括支援センター 632-0122 天理市福住町5504 0743-69-2216 福住小学校区、二階堂小学校区、井戸堂小学校区24 橿原市社会福祉協議会地域包括支援センター 634-0065  橿原市畝傍町9-1 0744-24-4301 橿原市25 桜井市地域包括支援センター　きぼう 633-0054 桜井市阿部323番地 0744-46-1023 桜井西中学校区26 桜井市地域包括支援センター　のぞみ 633-0054 桜井市阿部1070番地 0744-42-5590 桜井中学校区27 桜井市地域包括支援センター　ひかり 633-0083 桜井市辻５３番地 0744-45-3651 大三輪中学校区28 桜井市地域包括支援センター　きずな 633-0122 桜井市出雲1642番地 0744-44-3655 桜井東中学校区29 五條市地域包括支援センター 637-8501 五條市岡口1-3-1 0747-25-2640 五條市30 御所市地域包括支援センター 639-2298 御所市1番地の3 0745-65-2020 御所市31 生駒市基幹型地域包括支援センター（生駒市役所地域包括ケア推進課内） 630-0288 生駒市東新町8番38号 0743-74-1111（内線：462・467） 市内全域32 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 高山町、ひかりが丘、北田原町、西白庭台、鹿畑町、美鹿の台、鹿ノ台東、鹿ノ台西、鹿ノ台南、鹿ノ台北33 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 南田原町、喜里が丘1～3丁目、生駒台南、生駒台北、新生駒台、松美台、俵口町の一部（阪奈道路以北）34 生駒市東生駒地域包括支援センター 630-0212 生駒市辻町53 0743-75-3367 辻町、小明町、谷田町、桜ヶ丘35 生駒市社会福祉協議会地域包括支援センター 630-0245 生駒市北新町3-1 0743-73-7272 北新町、俵口の一部(阪奈道路以南）、東松ヶ丘、西松ヶ丘、光陽台
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名称 〒 所在地 ＴＥＬ 担当区域36 生駒市梅寿荘地域包括支援センター 630-0261 生駒市西旭ヶ丘12-3 0743-74-8134 山崎町、東旭ヶ丘、西旭ヶ丘、新旭ヶ丘、東新町、山崎新町、本町、元町、仲之町、門前町、軽井沢町、東生駒、東生駒月見町、東菜畑、中菜畑、西菜畑町、菜畑町、緑ヶ丘、萩原町、藤尾町、西畑町、鬼取町、小倉寺町、大門町、有里町、小平尾町、青山台37 生駒市メディカル地域包括支援センター 630-0223 生駒市小瀬町324-2 0743-77-7766 上町、白庭台、真弓、真弓南、あすか野南、あすか野北、あすか台、北大和、上町台、壱分町、さつき台、小瀬町、南山手台、東山町、萩の台、乙田町、翠光台38 香芝市中央地域包括支援センター 639-0251 香芝市逢坂1-374-1香芝市総合福祉センター 0745-79-0802 香芝／香芝北中学校区（下田、三和、鎌田、志都美、旭ヶ丘小学校区域）39 香芝市西地域包括支援センター 639-0256 香芝市高山台３－１－３ 0745-71-3201 香芝西中学校区（二上、関屋小学校区域）40 香芝市東地域包括支援センター 639-0231 香芝市下田西2-7-61 0745-71-3120 香芝東中学校区（五位堂、真美ヶ丘西、真美ヶ丘東小学校区域）41 葛城市地域包括支援センター 639-2197 葛城市柿本166 0745-44-3455 葛城市42 宇陀市地域包括支援センター 633-0204 宇陀市榛原福地２８番地の１ 0745-85-2500 宇陀市43 山添村地域包括支援センター 630-2344 山辺郡山添村大字大西151 0743-85-0045 山添村44 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 平群町45 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福祉保健センター内 0745-34-0035 三郷町46 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 0745-75-4000 斑鳩町47 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 安堵町48 川西町地域包括支援センター 636-0202 磯城郡川西町大字結崎28番地の1 0745-42-1180 川西町49 三宅町地域包括支援センター 636-0213 磯城郡三宅町伴堂848-1 0745-43-2522 三宅町50 田原本町地域包括支援センター 636-0392 磯城郡田原本町890-1 0744-34-2104 田原本町51 曽爾村地域包括支援センター 633-1212 宇陀郡曽爾村大字今井495-1 0745-94-2103 曽爾村52 御杖村地域包括支援センター 633-1302 宇陀郡御杖村大字菅野1581 0745-95-2522 御杖村53 高取町地域包括支援センター 635-015４ 高市郡高取町大字観覚寺990番地の１ 0744-52-3334 高取町54 明日香村地域包括支援センター 634-0143 高市郡明日香村大字立部745 0744-54-5552 明日香村55 上牧町地域包括支援センター 639-0214 北葛城郡上牧町大字上牧3245-1 0745-79-2020 上牧町56 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 王寺町57 広陵町地域包括支援センター 635-0821 北葛城郡広陵町笠161番地2 0745-54-6663 広陵町58 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 河合町59 吉野町地域包括支援センター 639-3114 吉野郡吉野町大字丹治130-1 0746-32-8856 吉野町60 大淀町地域包括支援センター 638-8501 吉野郡大淀町桧垣本2090番地 0747-52-7760 大淀町61 下市町地域包括支援センター 638-8510 吉野郡下市町大字下市1960番地 0747-68-9065 下市町62 黒滝村地域包括支援センター 638-0251 吉野郡黒滝村寺戸187番地の2 0747-62-2850 黒滝村63 天川村地域包括支援センター 638-0322 吉野郡天川村大字南日裏200番地 0747-63-9110 天川村64 野迫川村地域包括支援センター 648-0305 吉野郡野迫川村大字北股51番地 0747-37-2941 野迫川村65 十津川村地域包括支援センター 637-1333 吉野郡十津川村大字小原225番地の1 0746-62-0901 十津川村66 下北山村地域包括支援センター 639-3802 吉野郡下北山村大字浦向373番地 07468-6-9007 下北山村67 上北山村地域包括支援センター 639-3701 吉野郡上北山村大字河合381番地 07468-3-0380 上北山村68 川上村地域包括支援センター 639-3594 吉野郡川上村大字迫1335番地の7 0746-52-0111 川上村69 東吉野村地域包括支援センター 633-2492 吉野郡東吉野村大字小川99番地 0746-42-0441 東吉野村


