令和3年度 福祉の職場体験・受入施設一覧【奈良エリア（奈良市・天理市・生駒市・山辺郡）】
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2021.4.23現在

番号

法人名

施設区分

施設名

所在地

アクセス

奈良市南肘塚町99-1

JR京終駅より徒歩7分orバス
「南方町」バス停より徒歩3分or車

サンタ・マリア

奈良市朱雀4-3-10

近鉄高の原駅より徒歩15分orバス
「朱雀4丁目」バス停より徒歩0分

特別養護老人ホーム

和楽園

奈良市古市町1886-1

近鉄奈良駅よりバス「和楽園」バス停より
徒歩1分or車(パーキング代1日50円)

社会福祉法人 嘉耶の会

特別養護老人ホーム

梅花苑

奈良市大和田町2226

近鉄富雄、学園前、郡山駅よりバス「若草台」
バス停より徒歩12分or車

131

社会福祉法人 やすらぎ会

特別養護老人ホーム

やすらぎ園

天理市福住町5504

JR・近鉄天理駅より送迎バスor車

148

社会福祉法人
宝山寺福祉事業団

特別養護老人ホーム

延寿

生駒市小瀬町1100

近鉄東生駒駅よりバス
「小瀬保健福祉ゾーン」バス停すぐ

151

社会福祉法人
宝山寺福祉事業団

特別養護老人ホーム

梅寿荘

生駒市門前町8-7

生駒駅より徒歩20分or生駒コミュニティバス
「梅寿荘 」バス停すぐor車

10

株式会社
チャーム・ケア・コーポレーション

有料老人ホーム

チャーム奈良公園

奈良市東紀寺町1-11-5

JR桜井線京終駅より徒歩10分

60

社会福祉法人 協同福祉会

有料老人ホーム

あすならハイツあやめ池

奈良市あやめ池南2-2-16

近鉄菖蒲池駅より徒歩3分or車

61

社会福祉法人 協同福祉会

有料老人ホーム

あすならハイツ恋の窪

奈良市恋の窪1-2-2

近鉄新大宮駅より徒歩20分orバス
「恋の窪1丁目」バス停より徒歩1分or車

92

株式会社 リールステージ

有料老人ホーム

リールホーム学園前

奈良市学園朝日町4-6-2

近鉄学園前駅より徒歩10分

25

社会福祉法人 晃宝会

79

社会福祉法人
カトリック聖ヨゼフホーム

特別養護老人ホーム

94

社会福祉法人 奈良市和楽園

129

特別養護老人ホーム

あじさい園宝

112

ウェルコンサル 株式会社

有料老人ホーム

ウェルライフ希

奈良市大和田町1166

近鉄学園前駅よりバス「丸山橋」
バス停より徒歩5分or車

139

医療法人 康仁会

介護老人保健施設

ロイヤルフェニックス

奈良市六条町99-2

近鉄西ノ京駅より徒歩13分

33

医療法人社団 松下会

介護老人保健施設

グランファミリア

生駒市小明町1130-111

近鉄東生駒駅より徒歩20分orバス「島田」バス停
より徒歩3分or東生駒駅より無料送迎バスあり

59

社会福祉法人 協同福祉会

デイサービス他

あすならホーム富雄

奈良市鳥見町3-11-1

近鉄富雄駅より徒歩15分orバス
「ショッピングセンター」バス停より徒歩1分or車

93

株式会社 リールステージ

デイサービス

リールデイサービス宝来

奈良市宝来4-4-12

近鉄尼ヶ辻駅より徒歩15分

104

ウェルコンサル 株式会社

デイサービス

高の原デイサービス

奈良市朱雀6-2-15

近鉄高の原駅よりバス「朱雀保育園」バス停より
徒歩1分or車

105

ウェルコンサル 株式会社

デイサービス

デイサービス登美の森

奈良市西登美ヶ丘7-13-31

近鉄学園前駅よりバス「西登美ヶ丘5丁目」
バス停より徒歩10分or車

57

社会福祉法人 協同福祉会

デイサービス他

あすならホーム菜畑

生駒市中菜畑2-1129-1

近鉄菜畑駅より徒歩6分or車

103

ウェルコンサル 株式会社

デイサービス

菜の花デイサービス

生駒市中菜畑2-1117

近鉄菜畑駅より徒歩12分

132

社会福祉法人
宝山寺福祉事業団

デイサービス

デイセンター寿楽

生駒市有里町95-2

近鉄南生駒駅より徒歩10分or車

152

社会福祉法人
宝山寺福祉事業団

デイサービス

梅寿荘デイセンター

生駒市元町2-14-8

近鉄生駒駅より徒歩15分

38

医療法人 田北クリニック

グループホーム

グループホームあみ

奈良市二条町2-3-18

近鉄大和西大寺駅より徒歩8分

63

社会福祉法人 協同福祉会

グループホーム

あすならホーム高畑

奈良市高畑町469-1

近鉄奈良駅よりバス「高畑町」
バス停より徒歩10分or車

奈良市朱雀6-2-15

近鉄高の原駅よりバス「朱雀保育園」バス停より
徒歩1分or車

99

ウェルコンサル 株式会社

グループホーム

フレンド高の原

100

ウェルコンサル 株式会社

グループホーム

フレンド学園前・登美の森

奈良市西登美ヶ丘7-13-31

近鉄学園前駅よりバス「西登美ヶ丘5丁目」
バス停より徒歩10分or車

15

株式会社 ばぁん

グループホーム

さくら

生駒市西白庭台2-1-1

近鉄白庭台駅より徒歩20分orバス
「西白庭台1丁目」バス停より徒歩1分or車

98

ウェルコンサル 株式会社

グループホーム

フレンド生駒・菜の花Ⅰ・Ⅱ

生駒市中菜畑2-1117

近鉄菜畑駅より徒歩12分

62

社会福祉法人 協同福祉会

小規模多機能型居宅介護他 あすならホーム今小路

奈良市今小路町29-1

近鉄奈良駅より徒歩20分orバス「今小路」
バス停より徒歩3分or車

64

社会福祉法人 協同福祉会

小規模多機能型居宅介護他 あすならホーム西の京

奈良市六条2-20-67

近鉄西ノ京駅より徒歩15分or車

109

ウェルコンサル 株式会社

小規模多機能型居宅介護

奈良市西登美ケ丘7-13-31

近鉄学園前駅よりバス「西登美ヶ丘5丁目」
バス停より徒歩10分or車

65

社会福祉法人 協同福祉会

小規模多機能型居宅介護他 あすならホーム二階堂

天理市荒蒔町138-5

近鉄二階堂駅より徒歩15分or車

66

社会福祉法人 協同福祉会

小規模多機能型居宅介護他 あすならホーム天理

天理市川原城町207-1

JR・近鉄天理駅より徒歩10分or車

67

社会福祉法人 協同福祉会

小規模多機能型居宅介護他 あすならホーム櫟本

天理市櫟本町3012-1

JR櫟本駅より徒歩15分or車

小規模多機能
フレンド倶楽部学園前
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番号

68

法人名
社会福祉法人 協同福祉会

施設区分

施設名

小規模多機能型居宅介護他 あすならホーム柳本

JR柳本駅より徒歩1分or車

天理市別所町246

近鉄天理駅より徒歩15分orバス
「別所」バス停より徒歩2分or車

天理市前栽町224-1

近鉄前栽駅より徒歩1分or車

生駒市東菜畑1-298-1
メゾン東生駒3番館1F

近鉄菜畑駅より徒歩10分or車

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能
フレンド倶楽部生駒

生駒市中菜畑2-1117

近鉄菜畑駅より徒歩12分

奈良市法蓮町390-1
サンモール新大宮101号

近鉄新大宮駅より徒歩10分

社会福祉法人 協同福祉会

小規模多機能型居宅介護他 あすならホーム山の辺

110

ウェルコンサル 株式会社

小規模多機能型居宅介護

58

社会福祉法人 協同福祉会

小規模多機能型居宅介護他 あすならホーム東生駒

ウェルコンサル 株式会社

アクセス

天理市柳本町1310-1

69

108

所在地

小規模多機能
フレンド倶楽部天理

2

アサヒクリーン株式会社

訪問入浴

アサヒクリーン
在宅介護センター奈良

4

アサヒクリーン株式会社

訪問入浴

アサヒクリーン
在宅介護センター天理

天理市川原城町875
メモリーホーム第一ビル101

JR・近鉄天理駅より徒歩4分

天理市東井戸堂町372-12

ＪＲ・近鉄前裁駅より徒歩15分

175

社会福祉法人 やすらぎ会

訪問入浴

在宅サ－ビス事業所
やすらぎ園

177

社会福祉法人 青葉仁会

障害者支援施設

あおはにの家・萌あおはに

奈良市杣ノ川町50-1

近鉄奈良・天理・榛原駅より送迎バスで30分

86

社会福祉法人

障害者支援施設

障害者支援センター
ふきのとう

天理市柳本町2036-1

JR柳本駅より徒歩10分or車or自転車

178

社会福祉法人 青葉仁会

就労継続支援(B型)

デリカテッセンイーハトーブ

奈良市帝塚山南4-11-14

近鉄富雄駅より送迎バスで10分

179

社会福祉法人 青葉仁会

就労継続支援(B型)

生駒事業所

生駒市俵口町2088

近鉄東生駒駅より送迎バスで20分

52

社会福祉法人 あゆみの会

（障）生活介護

オープンスペース
”AYUMI”

奈良市秋篠町1381-1

近鉄平城駅より徒歩20分or近鉄大和西大寺駅
よりバス「北秋篠」バス停より徒歩10分

76

特定非営利活動法人
かかしの会

（障）生活介護

作遊所かかしの家
ケアホームかかし

奈良市六条西3-3-21

近鉄西ノ京駅より徒歩15分orバス
「六条西町」バス停より徒歩5分or車

183

社会福祉法人 青葉仁会

（障）生活介護

満天ひろば

奈良市水間町3031

近鉄奈良・天理・榛原駅より送迎バスで30分

184

社会福祉法人 青葉仁会

（障）生活介護

どんぐり山猫工房

奈良市都祁馬場町716

近鉄奈良・天理・榛原駅より送迎バスで30分

180

社会福祉法人 青葉仁会

（障）生活介護
就労継続支援(B型)

日笠ワークス

奈良市日笠町396-2

近鉄奈良・天理・榛原駅より送迎バスで30分

181

社会福祉法人 青葉仁会

（障）生活介護
就労継続支援(B型)

水間ワークス

奈良市水間町3020-3

近鉄奈良・天理・榛原駅より送迎バスで30分

182

社会福祉法人 青葉仁会

（障）生活介護
就労継続支援(B型)

ポラーノ広場

奈良市三碓町2146-2

近鉄富雄駅より送迎バスで30分

14

特定非営利活動法人
らいず

（障）生活介護

すたんどあっぷ

天理市川原城町708

JR・近鉄天理駅より徒歩5分or車

53

社会福祉法人 だるま会

（障）生活介護

それいゆ

天理市備前町170-1

JR長柄駅より徒歩25分

17

社会福祉法人 ぬくもり

障害者多機能事業所

COLLETTE(カレット）

天理市檜垣町743-1

JR柳本駅から徒歩13分or車

119

社会福祉法人
宝山寺福祉事業団

児童発達支援センター

こども支援センター あすなろ

生駒市元町2-14-8

近鉄生駒駅より徒歩15分or職員送迎バス

78

社会福祉法人 奈良社会福祉院

母子生活支援施設

佐保山荘

奈良市法蓮町393

近鉄新大宮駅より徒歩8分orJR・近鉄奈良駅
よりバス「一条高校前」バス停より徒歩2分

164

社会福祉法人
宝山寺福祉事業団

乳児院

いこま乳児院

生駒市元町2-14-8

近鉄生駒駅より徒歩15分orコミュニティバス
「市民プール前」より徒歩5分

142

奈良市

保育所

奈良市立こども園・保育園

奈良市二条大路南1-1-1

園により異なる

133

社会福祉法人 愛和会

保育所

朝和保育園

天理市兵庫町332-1

JR長柄駅より徒歩3分

136

社会福祉法人 愛和会

保育所

柳本保育園

天理市遠田町511-1

JR柳本駅or長柄駅より徒歩30分or車

121

社会福祉法人
宝山寺福祉事業団

保育所

あすかの保育園

生駒市あすか野南2-1-25

近鉄生駒駅or東生駒駅よりバス
「あすか野センター」バス停より徒歩1分

122

社会福祉法人
宝山寺福祉事業団

保育所

いこま乳児保育園

生駒市元町2-14-8

近鉄生駒駅より徒歩15分or職員送迎バス

120

社会福祉法人
宝山寺福祉事業団

幼保連携型認定こども園

極楽坊あすかこども園

奈良市紀寺町829

JR・近鉄奈良駅よりバス
「幸町」バス停より徒歩1分

生駒市壱分町83-87

近鉄東生駒駅よりバス
「壱分」バス停より徒歩3分

16

ふきのとう

社会福祉法人 晋栄福祉会

幼保連携型認定こども園

いちぶちどり保育園

36

社会福祉法人 みやび

幼保連携型認定こども園

ソフィア東生駒こども園

生駒市東生駒4-398-280

東生駒駅よりバス「東生駒4丁目」バス停より
徒歩1分

147

社会福祉法人
宝山寺福祉事業団

幼保連携型認定こども園

いこまこども園

生駒市北新町2-11

近鉄生駒駅より徒歩3分

新型コロナウィルス感染症感染拡大防止のため、受入できない場合があります。詳しくは、人材センターへ問い合わせください。

