
  令和２年度 奈良県福祉・介護事業所認証制度 認証事業所一覧No. 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 社会福祉法人青垣園 1事業所 10469 2020/9/30 グループホームあゆみ“歩” 大和高田市藤森75-1 障害福祉サービス 共同生活援助事業所2 有限会社祥寿会 1事業所 10470 2020/9/30 河合なぐらの里 北葛城郡河合町穴闇24-1 高齢者福祉サービス 小規模多機能型居宅介護事業所3 10471 2020/9/30 あすならハイツ恋の窪 奈良市恋の窪　1-2-2 高齢者福祉サービス 地域密着型通所介護事業所4 10472 2020/9/30 あすならホーム郡山 大和郡山市新木町　361-1 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所5 10473 2021/3/31 ちいろば園 生駒郡三郷町勢野北5-6-14 障害福祉サービス 生活介護事業所6 10474 2021/3/31 ちいろば生活支援センター 生駒郡三郷町勢野北5-6-14 障害福祉サービス 計画相談支援事業所7 10475 2021/3/31 にぬふぁ星 生駒郡三郷町立野南1-21-13 障害福祉サービス 共同生活援助事業所8 社会福祉法人こぶしの会 1事業所 10476 2021/3/31 コミュニティワークこッから 奈良市古市町529-4 障害福祉サービス 生活介護事業所9 社会福祉法人三寿福祉会 1事業所 10477 2021/3/31 介護老人福祉施設　友喜苑 五條市住川町1165-4 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業所・介護予防短期入所生活介護事業所10 社会福祉法人朱鳥会 1事業所 10478 2021/3/31 障害者支援施設　雅乃郷、就労継続支援（Ｂ型）事業　雅乃郷「地域を結ぶ　おむすび会」、生活介護事業所　雅乃郷 高市郡高取町市尾1075 障害福祉サービス 障害者支援施設、短期入所事業所・就労継続支援（Ｂ型）事業所、生活介護事業所11 株式会社GOODY 1事業所 10479 2021/3/31 こども発達支援教室Ｇｏｏｄｙ 奈良市学園大和町3丁目213番地 児童福祉サービス 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所12 社会福祉法人大和高原育成福祉会 1事業所 10480 2021/3/31 介護老人保健施設ももたろう 奈良市都祁友田町515-1 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・介護予防短期入所療養介護事業所・通所リハビリテーション施設・介護予防通所リハビリテーション施設・訪問介護事業所・居宅介護事業所支援13 10481 2021/3/31 特別養護老人ホーム一樹 生駒郡斑鳩町目安3-4-36 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設14 10482 2021/3/31 ショートステイ一樹 生駒郡斑鳩町目安3-4-36 高齢者福祉サービス 短期入所生活介護事業所・介護予防短期入所生活介護事業所15 10483 2021/3/31 デイサービスセンター一樹 生駒郡斑鳩町目安3-4-36 高齢者福祉サービス 通所介護事業所16 10484 2021/3/31 特別養護老人ホームやまびこ 宇陀市菟田野平井135 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設17 10485 2021/3/31 ショートステイやまびこ 宇陀市菟田野平井135 高齢者福祉サービス 短期入所生活介護事業所・介護予防短期入所生活介護事業所18 10486 2021/3/31 デイサービスセンターやまびこ 宇陀市菟田野平井135 高齢者福祉サービス 通所介護事業所19 10487 2021/3/31 居宅介護支援事業所やまびこ 宇陀市菟田野平井135 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所20 医療法人翠悠会 1事業所 10488 2021/3/31 介護老人保健施設オークピア鹿芝 香芝市穴虫885-1 高齢者福祉サービス 介護老人保健施設・介護予防短期入所療養介護事業所・介護予防通所リハビリテーション施設21 社会福祉法人蒼隆会 1事業所 10489 2021/3/31 特別養護老人ホームすばる 香芝市鎌田157-1 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設22 10490 2021/3/31 特別養護老人ホームさみた 北葛城郡河合町佐味田198-1 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設23 10491 2021/3/31 ショートステイさみた 北葛城郡河合町佐味田198-1 高齢者福祉サービス 短期入所生活介護事業所・介護予防短期入所生活介護事業所24 10492 2021/3/31 リハビリデイサービスさみた 北葛城郡河合町佐味田198-1 高齢者福祉サービス 通所介護事業所25 10493 2021/3/31 ケアプランセンターさみた 北葛城郡河合町佐味田198-1 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所26 10494 2021/3/31 北野しもいち彩の里 吉野郡下市町阿知賀1122-1 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設27 10495 2021/3/31 ショートステイ彩の里 吉野郡下市町阿知賀1122-1 高齢者福祉サービス 短期入所生活介護事業所・介護予防短期入所生活介護事業所28 10496 2021/3/31 デイサービス彩の里 吉野郡下市町阿知賀1122-1 高齢者福祉サービス 通所介護事業所29 10497 2021/3/31 ケアプランセンター彩の里 吉野郡下市町阿知賀1122-1 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所30 10498 2021/3/31 特別養護老人ホーム第二グレースの里、ショートステイくまがし 生駒郡平群町椿井244 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業所・介護予防短期入所生活介護事業所31 10499 2021/3/31 デイサービスセンターくまがし 生駒郡平群町椿井244 高齢者福祉サービス 通所介護事業所32 10500 2021/3/31 特別養護老人ホーム西ノ京苑 奈良市六条西5-17-43 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業所・介護予防短期入所生活介護事業所・通所介護事業所33 10501 2021/3/31 西ノ京在宅介護支援センター 奈良市六条西5-17-43 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所34 社会福祉法人桜井市手をつなぐ育成会虹の郷 1事業所 10502 2021/3/31 指定特定相談支援センター虹の郷 桜井市大泉573-4 障害福祉サービス 計画相談支援事業所35 10503 2021/3/31 ナイスケアサポート・デイサービス「桜」 奈良市学園緑ケ丘三丁目５番１１号 高齢者福祉サービス 通所介護事業所36 10504 2021/3/31 デイホーム・「桜」 奈良市中山町1324-1 高齢者福祉サービス 認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所37 10505 2021/3/31 デイサービス「桜和」 奈良市中山町1324-1 高齢者福祉サービス 地域密着型通所介護事業所38 10506 2021/3/31 安心サポートダイヤル「桜」 奈良市中山町1324-1 高齢者福祉サービス 定期巡回事業所・随時対応型訪問介護看護事業所39 10507 2021/3/31 ナイスケア「桜」 奈良市中山町1324-1 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所40 社会福祉法人やすらぎ会 1事業所 10508 2021/3/31 グループホームなごみ筒井 大和郡山市筒井町1535番地 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所41 10509 2021/3/31 軽費老人ホーム祥水園 五條市野原東6-2-53 高齢者福祉サービス 軽費老人ホーム（A型）42 10510 2021/3/31 グループホーム慈泉庵 五條市野原東6-2-48 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所43 10511 2021/3/31 愛の集い学園 大和高田市根成柿340-1 障害福祉サービス 特定相談支援事業所44 10512 2021/3/31 愛の集い学園 大和高田市根成柿340-1 障害福祉サービス 障害児相談支援事業所45 社会福祉法人誠敬会 1事業所 10513 2021/3/31 特別養護老人ホームぬくもり磯城 磯城郡田原本町宮古741-1 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業所・介護予防短期入所生活介護事業所46 医療法人誠安会 1事業所 10514 2021/3/31 介護老人保健施設ぬくもり広陵 北葛城郡広陵町馬見北5-13-11 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47 10515 2021/3/31 介護老人保健施設ハビリス 生駒市上町88-１ 高齢者福祉サービス 介護老人保健施設・通所リハビリテーション施設・短期入所療養介護事業所48 10516 2021/3/31 あすかケアプランセンター 生駒市北大和1丁目23番地10 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所49 10517 2021/3/31 看護小規模多機能ホームハビリス鵄邑 生駒市上町2-１ 高齢者福祉サービス 看護小規模多機能型居宅介護事業所50 10518 2021/3/31 グループホームハビリス鵄邑 生駒市上町2-１ 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所51 10519 2021/3/31 訪問看護ステーションハビリス 生駒市上町2-１ 高齢者福祉サービス 訪問看護事業所5事業所
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医療法人あすか会

社会福祉法人協同福祉会社会福祉法人ちいろば会
社会福祉法人白鳳会社会福祉法人恵風会
社会福祉法人やまびこ会社会福祉法人北野福祉会社会福祉法人信愛会社会福祉法人南都栄寿会
有限会社ナイスケアサポート
社会福祉法人祥水園社会福祉法人愛の集い学園


