
指定障害児相談支援事業所

平成28年4月1日現在
住所 電話番号

相談支援センター ふーぷ(HOOP) 奈良市秋篠町1381-1 0742-53-0511

しおん相談支援センター 奈良市大宮町1-1-32　奈良交通第3ビル2階 0742-26-3671

サンケア・アシスト 奈良市学園大和町1-304 0742-93-3863

NPO法人ライフケア学園前 奈良市学園大和町2丁目26番ニュー松葉マンション206号 0742-45-8061

みつわ会相談支援センター 奈良市北永井町372(株)奈良事務機別館106 0742-63-3803

株式会社ハッピースマイル 奈良市五条畑一丁目27番12-11 0742-46-8823

えにしケアステーション 奈良市神殿町166-2　神殿マンション1号棟101号室 0742-63-7077

ほっとハート 奈良市七条町100番地の4 0742-30-2233

グットライフ 奈良市朱雀5丁目3番地の10 0742-70-5033

相談支援センターホホエモ 奈良市杉ヶ町35-2-101 0742-23-5377

東大寺福祉療育病院 奈良市雑司町406-1 0742-22-5577

相談支援センター いま・ここ 奈良市高畑町1055-1 0742-95-9914

相談支援センター　ほくと 奈良市高天市町22番地の1高天センター2階15号室 0742-24-5775

相談支援センターくれよん 奈良市中町500番1 0742-51-6604

障がい者生活支援センターこすもす 奈良市奈良阪町2292番地2 0742-27-5778

岡谷会ホームヘルプステーション 奈良市西木辻町200 0742-20-5757

障がい者支援センター オネスティ 奈良市西木辻町146-5ハートフル21 102号 0742-24-2538

こんぺいとう 奈良市東九条町261-2 0742-50-3030

ケアプランセンターすみれ 奈良市東九条町583番地 0742-62-6655

お花畑 奈良市平松1丁目27番1号2階 0742-81-7511

仔鹿園相談支援センター 奈良市古市町1-2 0742-62-5811

こぶしの会相談支援センター 奈良市古市町529-4 0742-63-6765

自立生活センター奈良サポート２４ 奈良市法蓮町1027ー1若草ハイツ1階 0742-26-6150

ばくのゆめ 奈良市法華寺町82-2 0742-30-2892

ライサポ介護支援センター 奈良市南京終町3-397-2 0742-62-7726

ハーモニーケアサービス 奈良市南京終町二丁目322番9 0742-62-1175

相談支援事業所とびら 奈良市南京終町7丁目540-5（2F） 0742-50-0880

相談支援るーぷ 奈良市南京終町4丁目337番地1 0742-63-2772

訪問介護センターうさぎ 奈良市八島町270番地の25 0742-62-8762

相談支援センターきららの木きらきら 奈良市六条2-6-1 0742-31-6225

たんぽぽ相談支援センター 奈良市六条西3-25-4 0742-40-1030

社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会 大和高田市池田418-1 0745-23-2294

生活支援センターもちつもたれつ（相談支援事業） 大和高田市内本町6-18 0745-25-3177

コッペ高田ヒルズ 大和高田市神楽1-3-12-201 0745-24-5511
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ぐろ～あっぷ 大和高田市神楽1丁目3-38 0745-22-0001

愛の集い学園 大和高田市根成柿340-1 0745-52-5174

ミオの家放課後等デイサービス 大和高田市東中82 0745-25-7880

株式会社介護サービスしず 大和高田市藤森347-1 0745-53-8690

ふくしのなら 大和高田市三和町2-3 0745-22-3200

障害者生活支援センターりんく 大和郡山市植槻町3-4 0743-84-5159

ヘルパーステーション・ギブアンドテイク 大和郡山市城町1799-11 0743-52-9334

相談支援さんさい 天理市石上町56番地 0743-65-3031

指定特定相談支援事業所 クオーレこころ 天理市海知町450 0743-20-7494

指定障害児相談支援事業所「ぐんぐん」 天理市丹波市町196番地1 0743-63-4598

障がい児・者相談支援センターなら 橿原市小房町11-1 0744-47-1008

介護センター とらいあんぐる 橿原市北八木町1-6-20 0744-22-3851

サポートはな 橿原市久米町528-1 0744-51-1512

ツー・ライフ 橿原市五条野町100-37 0744-48-5533

橿原ケアセンターユースフル２１ 橿原市四条町765-15 0744-23-2376

相談支援センターひまわりの郷 橿原市上品寺町346番地の6パリシェド21ビル4階B室 0744-25-7033

サポートセンター　ポムリエ 橿原市新賀町200-1 0744-20-2009

相談支援事業　ひだまり 橿原市十市町122-2 0744-24-1515

障害者支援センターともに 橿原市鳥屋町24-5

株式会社トゥモロー 橿原市中曽司町318-4ﾕｰｱｲｺｰﾎﾟ305 0744-46-9402

有限会社川西ウイング 橿原市中曽司町384-11 0744-25-2619

ホームヘルパーステーション絆 橿原市中曽司町269番地27 0744-29-1980

たけのこ園 橿原市飯高町上西殿16 0744-23-8883

万葉介護サービスセンター 桜井市金屋102-5 0744-46-2299

社会福祉法人桜井市社会福祉協議会　相談支援事業所「こころ」 桜井市桜井535番地の１ 0744-42-2724

有限会社ケアーステーションみのり 桜井市桜井90-4　メゾン・ド・アゼリアA101 0744-44-5356

株式会社まちかど福祉ステーション 桜井市外山337-1フルーエントⅡ106 0744-49-3157

五條市あすなろ福祉会あすなろ園 五條市新町三丁目3番2号 0747-24-2937

社会福祉法人御所市社会福祉協議会 御所市760-3 0745-63-2457

コミュニティーケアセンターぽかぽか 御所市大広町180 0745-43-6541

しあわせ 御所市櫛羅153 0745-64-0312

つなぎの支援事業所 御所市蛇穴624番地 0745-63-1680

生活支援センターかざぐるま 生駒市壱分町356-2 0743-77-9901

生活支援センターあけび 生駒市さつき台2丁目6-1 0743-75-0445
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生活支援センターあすなろ 生駒市西旭ヶ丘12-3 0743-75-0530

ハーモニー相談支援センター 生駒市東新町4-20　石丸ビル2F 0743-71-8858

ヘルパーステーションみのり 香芝市磯壁2-1119 0745-43-8344

ふたかみセンター 香芝市今泉613-2 0745-27-3727

相談支援センターどんぐり 香芝市上中1263-26 0745-78-5543

社会福祉法人香芝市社会福祉協議会 香芝市逢坂1-374-1 0745-76-7107

生活支援センターshake「しぇ～く」 香芝市尼寺616 0745-77-8788

葛城市太田576番地4 0745-47-0869

まんだらトポス 葛城市當麻388 0745-48-3399

相談支援事業にこにこ 宇陀市菟田野岩崎238-6 0745-84-3799

相談支援センター心境 宇陀市榛原笠間2540 0745-82-0350

夢工房どうで 山辺郡山添村桐山74 0743-86-2211

ちいろば生活支援センター 生駒郡三郷町勢野北5-6-14 0745-72-1923

生活支援センターななつぼし 生駒郡三郷町勢野東6-13-17 0745-72-2390

NPO法人ライフケア王寺 生駒郡三郷町勢野東4-3-20 0745-31-5799

メイプル会特定相談支援事業所 生駒郡三郷町勢野東2-4-22 0745-32-0343

有限会社介護サービスセンターあおぞら 生駒郡三郷町立野北2-2738-5 0745-34-1212

あゆみ介護ステーション 生駒郡三郷町立野北2-25-23 0745-31-0150

ヘルパーステーション　ピノキオ 生駒郡三郷町立野南2-9-31 0745-33-5200

ニラの花相談支援事業所 生駒郡三郷町美松ヶ丘西1-3-16 0745-31-1222

特定相談支援事業所ななつぼし 生駒郡三郷町三室1-13-32 0745-72-2390

ヤマト総合福祉事務所 磯城郡川西町吐田861-5 0745-43-2880

桜実相談支援事業所 磯城郡川西町結崎648 0745-47-0133

奈良県障害者総合支援センターわかくさ愛育園相談支援事業所 磯城郡田原本町多722 0744-32-0206

相談支援センターめばえ 磯城郡田原本町阪手838-5 0744-47-4307

訪問介護事業所 シャロム 磯城郡田原本町千代346-13 0744-32-8660

サポートセンターゆいまーる 磯城郡田原本町千代1164 0744-55-4962

相談支援事業所　こりす 磯城郡田原本町秦庄508 0744-32-7398

地域生活支援センターひまわり 磯城郡三宅町伴堂847-3 0745-42-1320

希望の花西大和 北葛城郡王寺町2-6-1まさごビル1F 0745-32-3905

在宅生活支援センターテルミー 北葛城郡王寺町王寺2-12-24-302 0745-32-0844

ハローサン 北葛城郡王寺町畠田8-1770-1 0745-31-1038

みらい 北葛城郡王寺町本町5丁目14-27 0745-43-5441

障害児相談支援事業所ぽるか 北葛城郡上牧町上牧900-1 0745-76-1111
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はじめのいっぽ相談支援センター 北葛城郡上牧町上牧3423-1クリエイトプラザ2-1 0745-60-2811

六花相談支援センター 北葛城郡上牧町大字上牧537-10 0745-43-6987

介護サービス華うさぎ 北葛城郡上牧町米山台1-2-17 0745-78-6366

相談支援センターリバティーすみれ 北葛城郡広陵町中123-5 0745-56-6946

ひまわり学園真美ヶ丘自立訓練校 北葛城郡広陵町南郷653-4 0745-55-3142

相談支援センター　ふわら 北葛城郡広陵町大字南郷225番地1 0745-55-3392

インクルーシブケアセンター美吉野園 吉野郡大淀町下渕887-2桜ヶ丘ｺｰﾎﾟ1階 0747-55-4005

社会福祉法人大淀町社会福祉協議会 吉野郡大淀町下渕1223 0747-52-1941

有限会社ライフケア 吉野郡大淀町土田36番地 0747-52-2331

ケアプランセンターわが家 吉野郡大淀町桧垣本1010-153 0747-52-5789

はぴねす 吉野郡十津川村池穴160 0746-67-0003

社会福祉法人御杖村社会福祉協議会相談支援事業所 宇陀郡御杖村菅野1581 0745-95-2828

いろは 高市郡明日香村小山162-4 0744-54-5168

りあん 高市郡高取町観覚寺1382 0744-52-1033

有限会社ほほえみ 高市郡高取町下子島350番地 0744-52-9088

相談支援事業所ゆいまーる 高市郡高取町丹生谷883-6 0745-67-1050
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