
令和元年度後期　奈良県福祉・介護事業所認証制度 認証事業所一覧№ 法　人　名 事業所数 認証番号 認証年月日 事　業　所　名 所　在　地 サービス区分 事　業　種　別1 10414 2020/3/31 生活介護事業つぼみ 大和高田市藤森347-1 障害福祉サービス 居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、生活介護事業所2 10415 2020/3/31 共同生活援助事業しずく 大和高田市藤森347-1 障害福祉サービス 共同生活援助事業所3 10416 2020/3/31 放課後等デイサービスひまわり 大和高田市藤森347-1 児童福祉サービス 放課後等デイサービス事業所、児童発達支援事業所4 10417 2020/3/31 放課後等デイサービスつくし 大和高田市藤森347-1 児童福祉サービス 放課後等デイサービス事業所5 10418 2020/3/31 介護サービスしず 大和高田市藤森347-1 障害福祉サービス 指定特定相談支援事業所6 10419 2020/3/31 介護サービスしず 大和高田市藤森347-1 児童福祉サービス 障害児相談支援事業所7 10420 2020/3/31 介護サービスしず 大和高田市藤森347-1 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所8 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 1事業所 10421 2020/3/31 チャーム郡山九条 大和郡山市九条町293番地１ 高齢者福祉サービス 特定施設入居者生活介護事業所9 10422 2020/3/31 障害者支援施設  あおはにの家 奈良市杣ノ川町50-1 障害福祉サービス 障害者支援施設、短期入所事業所、生活介護事業所10 10423 2020/3/31 障害者支援施設　萌あおはに 奈良市杣ノ川町50-1 障害福祉サービス 障害者支援施設、短期入所事業所、生活介護事業所11 10424 2020/3/31 多機能型事業所　水間ワークス 奈良市水間町3020-3 障害福祉サービス 就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所12 10425 2020/3/31 生活介護事業所　日笠ワークス 奈良市日笠町396-2 障害福祉サービス 生活介護事業所13 10426 2020/3/31 多機能型事業所　デリカテッセンイーハトーブ 奈良市帝塚山南４丁目11-14 障害福祉サービス 就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所14 10427 2020/3/31 多機能型事業所　生駒事業所 生駒市俵口町2088 障害福祉サービス 障害者支援施設、短期入所事業所、生活介護事業所15 10428 2020/3/31 多機能型事業所　ポラーノ広場 奈良県奈良市三碓町2146-2 障害福祉サービス 障害者支援施設、短期入所事業所、生活介護事業所16 10429 2020/3/31 放課後等デイサービス　２のあひる 奈良市帝塚山南4-14-12 児童福祉サービス 放課後等デイサービス事業所17 10430 2020/3/31 訪問介護　おっはー 奈良市南京終町７丁目564-4 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所18 10431 2020/3/31 訪問介護　おっはー 奈良市南京終町７丁目564-4 障害福祉サービス 居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、短期入所事業所19 10432 2020/3/31 ファミリーサポートかしはら「はやぶさ」 橿原市四分町１番地３アサヒアドビル１F 児童福祉サービス 放課後等デイサービス事業所20 10433 2020/3/31 ファミリーサポートせいわ「大地の森」 北葛城郡上牧町滝川台２丁目２番38号 児童福祉サービス 放課後等デイサービス事業所21 10434 2020/3/31 介護老人保健施設　アップル学園前 奈良市中登美ケ丘４丁目３ 高齢者福祉サービス 介護老人保健施設、短期入所療養介護事業所、通所リハビリテーション施設、訪問リハビリテーション施設22 10435 2020/3/31 アップル学園前ヘルパーステーション 奈良市中登美ケ丘４丁目３ 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所23 10436 2020/3/31 アップル学園前在宅介護支援センター 奈良市中登美ケ丘４丁目３ 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所24 10437 2020/3/31 看護小規模多機能型居宅介護アップル登美ヶ丘 奈良市中登美ケ丘３丁目13番２ 高齢者福祉サービス 複合型サービス施設（看護小規模多機能型居宅介護事業所）25 10438 2020/3/31 訪問看護ステーションアップル学園前 奈良市中登美ケ丘４丁目３ 高齢者福祉サービス 訪問看護事業所26 10439 2020/3/31 訪問看護ステーションアップル登美ヶ丘 奈良市中登美ケ丘３丁目13番２ 高齢者福祉サービス 訪問看護事業所27 10440 2020/3/31 双葉 桜井市大泉573-4 障害福祉サービス 生活介護事業所、短期入所事業所、居宅介護事業所、行動援護事業所28 10441 2020/3/31 双葉 桜井市大福186-14 障害福祉サービス 共同生活援助事業所29 10442 2020/3/31 かざぐるま 生駒市壱分町３５６－２ 障害福祉サービス 生活介護事業所、就労継続支援B型事業所、短期入所事業所30 10443 2020/3/31 かざぐるまえーる 生駒市壱分町３５６－２ 障害福祉サービス 生活介護事業所31 10444 2020/3/31 きこり 生駒市西菜畑町２１５０ 障害福祉サービス 生活介護事業所32 10445 2020/3/31 喫茶ゆうほー、工房　結 生駒市谷田町１６１５、生駒市小平尾町１４０８ 障害福祉サービス 就労継続支援B型事業所33 10446 2020/3/31 デイケアセンターかざぐるま 生駒市本町9-12　シルクハイツ高木２０１ 障害福祉サービス 居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、短期入所事業所34 10447 2020/3/31 生活支援センターかざぐるま 生駒市本町9-12　シルクハイツ高木２０１ 障害福祉サービス 指定特定相談支援事業所35 10448 2020/3/31 ラベンダー、一歩の家、クローバー、ポピー 生駒市新旭ヶ丘１－２１　等 障害福祉サービス 共同生活援助事業所
社会福祉法人　いこま福祉会 7事業所

医療法人　北寿会 6事業所
社会福祉法人　桜井市手をつなぐ育成会虹の郷 2事業所

株式会社　脇阪 2事業所社会福祉法人　橿原市手をつなぐ育成会 2事業所

株式会社介護サービスしず 7事業所

社会福祉法人青葉仁会 8事業所



№ 法　人　名 事業所数 認証番号 認証年月日 事　業　所　名 所　在　地 サービス区分 事　業　種　別36 10449 2020/3/31 多機能事業所　さわやぎ 奈良市西大寺国見町３丁目５番５号 障害福祉サービス 生活介護事業所、就労継続支援B型事業所37 10450 2020/3/31 多機能事業所　ゆいの会 奈良市杉ヶ町２７－１西本ビル３階 障害福祉サービス 生活介護事業所、就労継続支援B型事業所38 10451 2020/3/31 多機能事業所　こもれび 天理市前栽町３０９－５ 障害福祉サービス 就労継続支援B型事業所、自立訓練事業所（生活訓練）39 10452 2020/3/31 ぐっと・たいむ 奈良市杉ヶ町２７－１西本ビル２階 障害福祉サービス 居宅介護事業所40 10453 2020/3/31 相談支援事業所　歩っと 奈良市三条町５１２－３　２０２号 障害福祉サービス 指定特定相談支援事業所、指定地域移行支援事業所41 10454 2020/3/31 相談支援事業所　こもれび 天理市前栽町３０９－５ 障害福祉サービス 指定特定相談支援事業所42 10455 2020/3/31 ミック登美ヶ丘デイサービスゆめ 奈良市押熊町２２６１ 高齢者福祉サービス 通所介護事業所43 10456 2020/3/31 ミック登美ヶ丘デイサービスあい 奈良市押熊町２２６１ 高齢者福祉サービス 通所介護事業所44 10457 2020/3/31 ミック登美ヶ丘小規模多機能サービス　はな 奈良市押熊町２２６１ 高齢者福祉サービス 小規模多機能型居宅介護事業所45 10458 2020/3/31 ミック登美ヶ丘グループホーム 奈良市押熊町２２６１ 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所46 10459 2020/3/31 ミック登美ヶ丘介護相談センター 奈良市押熊町２２６１ 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所47 社会福祉法人　長生会 1事業所 10460 2020/3/31 特別養護老人ホーム　桃寿園 橿原市北越智町３４５ 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所、通所介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、短期入所生活介護事業所48 10461 2020/3/31 児童発達支援センター　仔鹿園 奈良市古市町１－２ 児童福祉サービス 児童発達支援事業所49 10462 2020/3/31 こども支援センターあすなろ 生駒市元町２丁目１４番８号 児童福祉サービス 児童発達支援事業所50 10463 2020/3/31 こども支援センターあすなろ　あずさ 生駒市西旭ヶ丘１２－３ 児童福祉サービス 児童発達支援事業所51 10464 2020/3/31 生活支援センターあすなろ 生駒市西旭ヶ丘１２－３ 児童福祉サービス 児童発達支援事業所52 10465 2020/3/31 いこまこども園 生駒市北新町２－１１ 児童福祉サービス 認定こども園53 10466 2020/3/31 極楽坊保育園 奈良市紀寺町８２９ 児童福祉サービス 保育所54 10467 2020/3/31 いこま乳児保育園 生駒市元町２丁目１４番８号 児童福祉サービス 保育所55 10468 2020/3/31 あすかの保育園 生駒市あすか野南２－１－２５ 児童福祉サービス 保育所

株式会社　ミック 5事業所
社会福祉法人　宝山寺福祉事業団 8事業所

社会福祉法人　寧楽ゆいの会 6事業所


