令和3年度 福祉の職場体験・受入施設一覧
【高田エリア（大和高田市･橿原市・御所市・香芝市・葛城市・北葛城郡･高市郡）】
番号

法人名

施設区分

施設名

所在地

2021.11.24現在

1

アクセス

29

社会福祉法人 平沼寮

養護老人ホーム

平沼寮

大和高田市西坊城73-1

近鉄浮孔駅or坊城駅より徒歩10分or車

77

社会福祉法人 橿原園

養護老人ホーム

橿原園

橿原市見瀬町265

近鉄橿原神宮前駅より徒歩5分

192

社会福祉法人 太樹会

JR五位堂駅より徒歩8分or車orバイク

社会福祉法人 うねび会

和里（にこり）
ぽれぽれケアセンター白橿
ぽれぽれ白橿コンフォート
ぽれぽれ八木西スクエア

大和高田市野口325-3

22

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
有料老人ホーム
デイサービス

橿原市北越智町322

近鉄橿原神宮前駅より徒歩20分orバス
「船付山口」バス停より徒歩3分or車

30

社会福祉法人 康竹の会

特別養護老人ホーム

バンデ（絆）

橿原市東竹田町104-1

近鉄大和八木駅より市内八木耳成循環内回り
バス「東竹田町」バス停より徒歩10分

32

社会福祉法人 聖寿会

特別養護老人ホーム

かなはし苑

橿原市雲梯町94-1

JR金橋駅,近鉄坊城駅より徒歩10分,近鉄大和
八木駅よりﾊﾞｽ「橿原ｱﾙﾙ」ﾊﾞｽ停より徒歩5分or車

48

社会福祉法人 松福会

特別養護老人ホーム

香久山インパレス

橿原市戒外町7

近鉄八木駅よりコミュニティバス
「橿原市香久山墓園前」バス停より徒歩5分or車

157

社会福祉法人 三養福祉会

特別養護老人ホーム
デイサービス

橿原の郷

橿原市飯高町7-1

近鉄新ノ口駅より徒歩25分

御所市船路415

JR・近鉄御所駅よりバス「船路」バス停より
徒歩10分or車or近鉄御所駅より送迎可

42

社会福祉法人 明徳会

特別養護老人ホーム

テンダーヒル御所
（本館・みのり館）

117

社会福祉法人 三寿福祉会

特別養護老人ホーム

友幸苑

御所市重阪771-1

JR北宇智駅より徒歩30分

170

社会福祉法人 功有会

特別養護老人ホーム

大和園白鳳

香芝市尼寺594-2

JR・近鉄王寺駅よりバス
「白鳳台2丁目」バス停より徒歩7分

193

社会福祉法人 太樹会

特別養護老人ホーム

和里（にこり）香芝

香芝市鎌田594

JR五位堂駅より徒歩5分or車orバイク

194

社会福祉法人 太樹会

特別養護老人ホーム

和里（にこり）香芝Ⅱ

香芝市鎌田602

JR五位堂駅より徒歩7分or車orバイク

146

社会福祉法人 当麻園

特別養護老人ホーム

当麻園

葛城市南今市372

近鉄磐城駅より徒歩15分or車

124

社会福祉法人 信和会

特別養護老人ホーム

おきなの杜

北葛城郡広陵町南郷84-1

近鉄大和高田駅より徒歩25分orバス
「南郷」バス停より徒歩5分or車

167

社会福祉法人 功有会

特別養護老人ホーム
デイサービス

大和園

北葛城郡広陵町三吉169

近鉄箸尾駅より徒歩20分or近鉄大和高田駅より
バス「新家」バス停より徒歩15分or車

18

社会福祉法人 やまびこ会

特別養護老人ホーム

さみた

北葛城郡河合町佐味田198-1

近鉄池部駅より徒歩15分or車

87

社会福祉法人
平成記念福祉会

特別養護老人ホーム

たかとり

高市郡高取町兵庫196

近鉄市尾駅より徒歩8分or車

153

株式会社 日本ベルアージュ

有料老人ホーム

ベルライフ大和高田

大和高田市西町2-30

近鉄大和高田駅より徒歩7分

196

ピーエス・プラス 株式会社

有料老人ホーム

カインドコート橿原

橿原市中町208-3

近鉄新ノ口駅より徒歩20分or車

155

株式会社 日本ベルアージュ

有料老人ホーム

ベルライフ葛城

葛城市北花内527-1

JR・近鉄新庄駅より徒歩10分

209

公益財団法人
ニッセイ聖隷健康福祉財団

有料老人ホーム

奈良ニッセイエデンの園

北葛城郡河合町高塚台1-8-1

JR・近鉄王寺駅よりバス
「高塚台1丁目」バス停より徒歩3分

123

医療法人 西井会

介護老人保健施設

光陽

大和高田市根成柿321-1

近鉄坊城駅より徒歩10分

34

社会福祉法人 聖寿会

介護老人保健施設

リンク橿原

橿原市雲梯町28

JR金橋駅,近鉄坊城駅より徒歩10分,近鉄大和
八木駅よりﾊﾞｽ「橿原ｱﾙﾙ」ﾊﾞｽ停より徒歩5分or車

46

社会福祉法人 松福会

介護老人保健施設

ケアステージみみなし

橿原市常盤町158-1

近鉄耳成駅より徒歩10分or車

47

社会福祉法人 松福会

介護老人保健施設
（通所リハビリ）

ケアステージみみなし

橿原市常盤町158-1

近鉄耳成駅より徒歩10分or車

49

医療法人 雄信会

介護老人保健施設

大和三山

橿原市膳夫町477-17

近鉄耳成駅より徒歩12分orJR香久山駅より
徒歩5分or車

26

社会福祉法人 長和福祉会

介護老人保健施設

こころ上牧

北葛城郡上牧町上牧2768-2

JR・近鉄王寺駅or近鉄五位堂駅よりバス
「ラスパ西大和」バス停より徒歩5分or車

21

社会福祉法人 輝家会

介護老人保健施設

かぐやの里

北葛城郡広陵町三吉1799-1

近鉄箸尾駅より徒歩20分orバイク・自転車

210

公益財団法人
ニッセイ聖隷健康福祉財団

介護老人保健施設

奈良ベテルホーム

北葛城郡河合町高塚台1-8-1

JR・近鉄王寺駅よりバス
「高塚台1丁目」バス停より徒歩3分

213

医療法人 清和会

デイサービス

デイ・サンライフ高田

大和高田市今里町16-27

近鉄高田市駅より徒歩10分or車

246

株式会社 紅朱

デイサービス

はあとぷらす

大和高田市材木町2番5号

JR高田駅より徒歩15分

150

株式会社 プレイス

デイサービス

グッドプレイス

橿原市東坊城町340-1

近鉄坊城駅より徒歩5分or車

198

ＮＰＯ法人 サポート華生

デイサービス

花の家

橿原市久米町528-1

近鉄橿原神宮前駅より徒歩3分

20

株式会社 デイサービス虹

デイサービス

デイサービス虹

御所市稲宿561

近鉄葛駅より徒歩15分orバス
「稲宿」バス停より徒歩2分or車

6

社会福祉法人 蒼隆会

デイサービス

デイサービスセンター
すばる

香芝市鎌田157-1

JR五位堂駅より徒歩15分or車

173

社会福祉法人 功有会

デイサービス

大和園くうる

香芝市今泉841-2

JR志都美駅より徒歩10分or車or
バイク・自転車等

35

株式会社 ナチュラル

デイサービス

ぐりーん

葛城市林堂404-1

近鉄忍海駅より徒歩20分or車

北葛城郡王寺町葛下3-161-1

JR・近鉄王寺駅より徒歩15分or
バス「白爪」バス停より徒歩5分or車

166

社会福祉法人 功有会

デイサービス

大和園王寺
デイサービスセンター

145

特定非営利活動法人
在宅介護センター奈良

デイサービス

デイサービス真美ヶ丘

近鉄五位堂駅よりバス「馬見北5丁目」より徒歩5
北葛城郡広陵町馬見北3-12-11 分

168

社会福祉法人 功有会

デイサービス

大和園デイサービスセンター
広陵温泉

北葛城郡広陵町三吉173-1

近鉄箸尾駅より徒歩20分or近鉄大和高田駅より
バス「新家」バス停より徒歩15分or車

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。
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154

株式会社 日本ベルアージュ

グループホーム

ベルライフ築山

大和高田市築山696

近鉄築山駅より徒歩1分or車

158

社会福祉法人 三養福祉会

グループホーム

橿原の郷

橿原市飯高町7-1

近鉄新ノ口駅より徒歩25分

43

社会福祉法人 明徳会

グループホーム
デイサービス

テンダーヒル御所わかば館

御所市御国通り3-364-1

近鉄・JR御所駅より徒歩5分

51

有限会社 ハートライフ

グループホーム

悠久の里

葛城市新在家393-3

近鉄二上神社口駅より徒歩10分or車

102

ウェルコンサル 株式会社

グループホーム

フレンド王寺

北葛城郡王寺町元町1-7-41

JR・近鉄王寺駅より徒歩13分or車

241

株式会社 サニーオーク

グループホーム

グループホーム 侑良の里

橿原市木原町323-1

近鉄大和八木駅より徒歩15分or車or自転車

71

社会福祉法人 協同福祉会

小規模多機能型居宅介護他 あすならホーム高田

大和高田市礒野南町5-15

近鉄高田市駅より徒歩5分or車

70

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－ム畝傍

橿原市大久保町287-1

近鉄畝傍御陵前駅より徒歩5分or車

188

有限会社 祥寿会

小規模多機能型居宅介護

河合なぐらの里

北葛城郡河合町穴闇24-1

近鉄田原本線池部駅より徒歩5分

アサヒクリーン株式会社

訪問入浴

アサヒクリーン
在宅介護センター橿原

橿原市新口町132-1
ラピュタ新ノ口101

近鉄新ノ口駅より徒歩3分

174

社会福祉法人 青垣園

救護施設
障害者支援施設

青垣園

大和高田市藤森86-2

近鉄松塚駅より徒歩20分or 自転車

40

社会福祉法人 鳳雛会

障害者支援施設

どんぐり

香芝市上中1263-26

近鉄二上駅より徒歩20分

191

社会福祉法人 以和貴会

障害者支援施設

ゆらくの里

香芝市尼寺616

車orバイク

82

社会福祉法人
奈良県手をつなぐ育成会

障害者支援施設

やすらぎの丘・たかとりワークス 高市郡高取町観覚寺1382

近鉄飛鳥駅or近鉄壷阪山駅より徒歩15分or
車orバイク・自転車

83

社会福祉法人
奈良県手をつなぐ育成会

障害者支援施設
生活援助事業所

ホームヴィレッジ

高市郡高取町観覚寺1265-1

近鉄飛鳥駅or壷阪寺駅より徒歩15分or
車orバイク、自転車

200

社会福祉法人
橿原市手をつなぐ育成会

就労継続支援(B型)

かしはらワークス

橿原市小房町13-4自立支援
センターかしはら北館１F

近鉄畝傍御陵前駅より徒歩15分

243

一般社団法人
障がい者ﾜｰｸ&ﾗｲﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ

就労継続支援（B型）

チャレンジドプレイス

橿原市曽我町359-1

近鉄橿原線八木西口より徒歩15分

201

社会福祉法人
橿原市手をつなぐ育成会

放課後等デイサービス
児童発達支援センター

ファミリーサポートかしはら
「たいよう」

橿原市小房町13-2自立支援
センターかしはら南館1F

近鉄畝傍御陵前駅より徒歩8分

202

社会福祉法人
橿原市手をつなぐ育成会

放課後等デイサービス
児童発達支援センター

ファミリーサポートかしはら
「大海」

橿原市五井町187-5
ラクスルビル2F

近鉄八木西口駅より徒歩20分or車

203

社会福祉法人
橿原市手をつなぐ育成会

放課後等デイサービス
児童発達支援センター

ファミリーサポートかしはら
「銀河」

橿原市四条町277-1
シェ・ホーム・ヤマ102号

近鉄畝傍御陵前駅より徒歩15分or車

204

社会福祉法人
橿原市手をつなぐ育成会

放課後等デイサービス
児童発達支援センター

ファミリーサポートかしはら
「大河」

橿原市五井町204-1

近鉄八木西口駅より徒歩20分or車

205

社会福祉法人
橿原市手をつなぐ育成会

放課後等デイサービス
児童発達支援センター

ファミリーサポートかしはら
「はやぶさ」

橿原市四分町1-3
アサヒアドビル1F

近鉄畝傍御陵前駅より徒歩5分

232

株式会社 UTケアシステム

放課後等デイサービス
児童発達支援センター

リハビリ発達支援ルーム
UTキッズplus

橿原市御坊町152

近鉄橿原神宮前駅より徒歩5分

41

社会福祉法人 鳳雛会

放課後等デイサービス

どんぐり学園

香芝市上中1263-32

近鉄二上駅より徒歩20分

207

社会福祉法人
橿原市手をつなぐ育成会

放課後等デイサービス
児童発達支援センター

ファミリーサポートせいわ
「大地」

北葛城郡上牧町上牧3439-17

JR・近鉄王寺駅よりバス
「上牧町文化センター前」バス停より徒歩3分

208

社会福祉法人
橿原市手をつなぐ育成会

放課後等デイサービス
児童発達支援センター

ファミリーサポートせいわ
「大地の森」

JR・近鉄王寺駅よりバス
北葛城郡上牧町滝川台2-2-38 「服部」バス停より徒歩3分

233

株式会社 UTケアシステム

放課後等デイサービス
児童発達支援センター

リハビリ発達支援ルーム
UTキッズ河合

北葛城郡河合町大字山坊463-1 近鉄池部駅より徒歩10分

199

社会福祉法人
橿原市手をつなぐ育成会

（障）生活介護

橿原市福祉作業所

橿原市小房町11-1
橿原市中央公民館1F

近鉄畝傍御陵前駅より徒歩15分

141

ふれ愛グループ藤合同会社

（障）生活介護
放課後等デイサービス

ふれあいの杜

北葛城郡河合町西穴闇348-1

近鉄佐味田川駅より徒歩5分

229

私立かなえ保育園

保育所

私立かなえ保育園

大和高田市築山440-10

近鉄築山駅より徒歩2分

橿原市飯高町7-1

近鉄新ノ口駅より徒歩25分

5

159

社会福祉法人 三養福祉会

保育所

わくわく保育園
（橿原の郷事業所内）

228

株式会社プライムツーワン

保育所

奈良県立医大なかよし保育園

橿原市兵部町7-24

近鉄八木西口駅より徒歩10分

37

社会福祉法人 松雪福祉会

保育所

はじかみ保育園

葛城市忍海192

近鉄忍海駅より徒歩7分or
バス「忍海」バス停より徒歩5分or車

74

社会福祉法人 イエス団

保育所

馬見労祷保育園

北葛城郡広陵町平尾546

近鉄大和高田駅よりバス
「広陵平尾」バス停より徒歩3分or車

89

社会福祉法人 広陵福祉会

保育所

常葉保育園

北葛城郡広陵町百済1779-3

近鉄松塚駅より徒歩40分or車

90

社会福祉法人 広陵福祉会

保育所

広陵西保育園

北葛城郡広陵町馬見南3-9-8

近鉄五位堂駅より徒歩15分or車

91

社会福祉法人 広陵福祉会

保育所

真美北保育園

近鉄五位堂駅より徒歩35分orバス
北葛城郡広陵町馬見北5-13-3 「真美北6丁目」バス停より徒歩5分or車

7

社会福祉法人 裕愛会

幼保連携型認定こども園

せいか保育園

香芝市北今市5-508-1

近鉄二上駅より徒歩10分

8

社会福祉法人 裕愛会

幼保連携型認定こども園

旭ヶ丘せいか保育園

香芝市旭ヶ丘1-12-2

JR志都美駅より徒歩14分

幼保連携型認定こども園

ふたかみの森
せいか子ども園

香芝市畑2-1590-1

近鉄二上山駅より徒歩7分

9

社会福祉法人 裕愛会

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。

