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大和郡山市 

こころの 

相談窓口案内

 
救急医療機関の紹介 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

大 和 郡 山 市 役 所 

 

受 付 月曜～金曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

住 所 大和郡山市北郡山町２４８－４ 

電 話 ０７４３－５３－１１５１ 

ＦＡＸ ０７４３－５５－２３５１ 

 
福祉サービスの利用申請や精神保健福祉

手帳、自立支援医療・医療費助成の申請

窓口となっています。お気軽にお問い合

わせ下さい。 

その他、家族教室なども実施しています。 

生活支援センターふらっと 

受 付 月曜～金曜日 

午前 9 時～午後５時３０分 

住 所 大和郡山市柳 2 丁目 23-10（3 階）

電 話 ０７４３－５４－８１１２ 

ＦＡＸ ０７４３－５２－１６６５ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.moe.or.jp/living/flat/ 

情報提供、サービス利用の支援、他機関

の紹介、継続した相談等を行い、生活の

しづらさによる困りごとの解消や日常生

活の充実に向けて一緒に考えます。 

福祉サービスの利用

手帳・自立支援医療

 

受 付 月曜～金曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

住 所 大和郡山市植槻町 3－16 

電 話 ０７４３－５３－２７０１ 

ＦＡＸ ０７４３－５２－６０９５ 

 
 精神疾患や精神障害者の医療・保健の相

談を行っています。（要予約） 

必要に応じてご家庭の訪問を行っていま

す。 

精神障害者の 

医療・保健の相談、訪問

さんて郡山（保健センター） 

受 付 月曜～金曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

住 所 大和郡山市本庄町３１７－２ 

電 話 ０７４３－５８－３３３３ 

ＦＡＸ ０７４３－５８－３３３０ 

毎月第４水曜日に精神科医による精神保

健福祉相談を行っています。（要予約） 

また、保健師による相談や家庭訪問も 

行っています。 

精神保健福祉に 

関する相談 

精神障害者の 

福祉についての相談支援

～精神疾患や精神障害のために

         ～発行 大和郡山市地域自立支援協議会・精神障害部会 ～      2011.4
 

名    称    デイケア    所   在   地 電話番号 ＦＡＸ番号 寄り駅

松籟荘病院 ☆ 大和郡山市小泉町 2815 0743-52-3081 0743-52-8879 JR 大和小泉 

奈良県立医科大学附属病院  橿原市四条町 840 0744-22-3051 0744-29-0836 近鉄八木西口 

ハートランドしぎさん    ☆ 生駒郡三郷町勢野北 4-13-1 0745-72-5006 0745-31-3350 ＪＲ王寺 

五条山病院 ☆ 奈良市六条西 4-6-3 0742-44-1811 0742-47-5766 近鉄西ノ京 

吉田病院 ☆ 奈良市西大寺赤田町 1-7-1 0742-45-4601 0742-46-9061 近鉄西大寺 

當麻病院  葛城市染野 520 0745-48-2661 0745-48-6018 近鉄當麻寺 

秋津鴻池病院 ☆ 御所市池之内 1064 0745-63-0601 0745-62-1092 ＪＲ玉手 

下市病院 ☆ 吉野郡下市町阿知賀 622 0747-52-0831 0747-52-0833 近鉄下市口 

飛鳥病院 ☆ 高市郡高取町与楽 1160 0744-52-3888 0744-52-3758 近鉄橿原神宮前 

天理よろづ相談所病院白川分院  天理市岩屋町 604 0743-61-0118 0743-61-0203 ＪＲ・近鉄天理 

 

【奈良県下精神科診療所等】  ※大和郡山市周辺地域を抜粋 

名      称 デイケア 所   在   地 電話番号 ＦＡＸ番号 最寄り駅 

中村メンタルクリニック  大和郡山市朝日町 1-22 ﾌｸｵｶﾋﾞﾙ本館 1F 0743-58-5802 0743-58-5812 近鉄郡山 

片山クリニック  大和郡山市九条町 297-1  KY ﾋﾞﾙ 3F 0743-55-5005 0743-55-6300 近鉄九条 

あやめ池診療所  奈良市あやめ池南 6-1-7 0742-45-0460 0742-41-1541 近鉄あやめ池 

植松クリニック  奈良市西大寺南町 2-6 0742-45-7501 0742-45-7506 近鉄西大寺 

片岡診療所  奈良市二条町 2-3-10 0742-33-5385 0742-33-8131 近鉄西大寺 

北村クリニック  奈良市角振町 16-1 第 2 服部ﾋﾞﾙ 2F 0742-27-0070 0742-24-4333 ＪＲ・近鉄奈良

西大寺こころのクリニック  奈良市二条町 2-58-4 山原二条ﾋﾞﾙ 4F 0742-36-2551 0742-36-2552 近鉄西大寺 

しぎさんメンタルクリニック学園前 ☆ 奈良市学園北 1-13-10 0742-51-4111 0742-51-4110 近鉄学園前 

きょう こころのクリニック  奈良市学園北 1-14-13 ﾒﾃﾞｨｶﾙ学園前 3F 0742-53-0556 0742-53-0557 近鉄学園前 

なら新大宮クリニック  奈良市芝辻町 4-2-2 新大宮伝宝ﾋﾞﾙ 6F 0742-35-0022 0742-35-0022 近鉄新大宮 

竹林メンタルクリニック  奈良市富雄北 2-1-4 中里ﾋﾞﾙ 1F 0742-40-0101 0742-40-0101 近鉄富雄 

水原診療所  奈良市大宮町 5-278-1 新奈良ﾋﾞﾙ 2F 0742-34-6175 0742-34-6175 近鉄新大宮 

藤原クリニック  奈良市下三条町 10-1 末広ﾋﾞﾙ 3F 0742-21-6501 0742-21-6506 ＪＲ・近鉄奈良

吉富クリニック  奈良市西御門町 27-1 奈良三和東洋ﾋﾞﾙ 501 0742-24-4877 0742-24-7211 近鉄奈良 

ならこころのクリニック  奈良市三条本町 2-20 ﾏﾂﾀﾞｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 1F 0742-22-0556 0742-24-0511 ＪＲ奈良 

きたまちクリニック ☆ 奈良市西大寺北町 4-4-1 0742-48-8255 0742-48-8261 近鉄西大寺 

廣瀬メンタルクリニック  奈良市西大寺国見町 1-1-135 0742-46-2501 0742-46-2501 近鉄西大寺 

【奈良県下精神科病床有する病院】 

生活の中で困っておられる方に～

（厚生福祉課 障害福祉係） 

（精神保健難病係） 

休日・夜間等における 

精神科疾患の発症や症状の急変に

速やかに対応するための電話相談

奈良県精神科救急医療情報センター 

 住 所 橿原市四条町８４０（奈良県立医科大学附属病院内） 

 電 話 0744-29-6010   開設時間 365 日 ２４時間 

 対応者 奈良県立医科大学精神科医師など 

エンゼルクリニック 0743-63-2449 0743-63-3113 天理市川原城町 840 ＪＲ・近鉄天理

しぎさんメンタルクリニック王寺 ☆ 北葛城郡王寺町王寺 2-6-1 まさごﾋﾞﾙ 1F ＪＲ・近鉄王寺0745-31-1000 0745-31-1001

北王寺速水クリニック 0745-31-3110 0745-31-3110 北葛城郡王寺町久度 2-13-7 ﾐﾘｵﾝﾋﾞﾙ 3Ｆ  ＪＲ・近鉄王寺

 

http://www.moe.or.jp/living/flat/
http://www.moe.or.jp/living/flat/


 

自立に向けて生活リズムを作り、病気の再発を防ぎ

ます。 

手工芸、料理、軽スポーツ、習字など 

いろいろなプログラム活動があります。 

裏面、医療機関の一覧に☆印がついているところにあ

ります。 

ご利用に関する問合わせは、主治医に相談の上、各医

療機関まで 

さ く ら 会 

（大和郡山精神障害者家族会） 

例会（毎月第３日曜日） 

 ※研修・家族同士の交流・情報交換 

 時間 午後１時３０分～４時００分 

 場所 三の丸会館円卓ルーム 

電話 0743-54-6701（ふれあい工房内） 

 

⑤ 大和郡山市社会福祉協議会 

月～金曜日 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

住所 大和郡山市植槻町 3－8   

電話  0743-53-6531  

 FAX  0743-55-0986 

＊障害者ふれあい教室     ＊地域福祉権利擁護事業 

＊手帳による通所交通費半額助成  ＊ボランティアの紹介 

① 地域活動支援センターCom.きらめき 

（てんかんをもつ人たち主体のセンター） 

開所日時 火～土曜日 午前 10 時～午後４時  

住所 大和郡山市小泉町２４６－３ 

電話＆ＦＡＸ： 0743-54-1430 

★どんなことしてるの？  

・油絵の具を使ったステンシル技法による作品作り 

 ・機関紙の編集・印刷・発送 

・パソコン学習及名刺・年賀状等の作成 

     ・地域清掃、野菜作り 

     ・課外活動（ハイキング、ボーリング等） 

   ★いつでも見学待っています！！ 

② 地域活動支援センターふらっと 

開所日時 火・水・金・土曜日午前 10 時～午後６時 

木曜日 午前 10 時～午後９時 

住所 大和郡山市小泉町 73－１ 

電話：0743-54-3977 ＦＡＸ：0743-55-7553

★どんなことしてるの？  

サロン（ゆっくり、仲間と交流できる場所）と活動（食事作り・

レクリエーション・地域イベントへの参加など） 

※ 一人一人の目的に合せて、参加の仕方が選べます 

★利用してみてどう？～利用者の声～  

「引きこもりにならず、家以外の居場所ができました」 

「300 円出して、みんなで昼食作っています」 

仲間と出会い交流したい！

同じ悩みをもつ家族と 

相談したい！ 

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝさくらんぼ    住所 大和郡山市小泉町７３－１      電話 0743-54-0800 

訪問介護事業所あっぱれ     住所 大和郡山市小泉町 1614-2-206   電話 0743-54-7182 

有限会社 え が お       住所 大和郡山市柳町２３５        電話 0743-52-1980 

訪問介護サービスひよこ      住所 大和郡山市小泉町 1602-1 １F   電話 0743-55-5858 

在宅介護サービス応援隊      住所 大和郡山市今井町 32－2      電話 0743－53－0041 

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ ギブ＆テイク    住所 大和郡山市城町 1799-11     電話 0743-52-9334 

ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ アシストファミリー   住所 大和郡山市横田町 797        電話 0743-56-2390 

介護ステーション ほらいずん  住所 大和郡山市新木町２９８      電話 0743-58-5270 

③ 彩食キッチンBon 

開所日時：月～金曜日 午前 9 時～午後５時 

住所：大和郡山市小泉町 75－2 

電話：0743-58-5571 FAX：0743-55-0003 

★ どんなことしてるの？ 

・ お弁当製造・宅配  喫茶店の営業 

・ クッキーの製造・販売 

★ 利用してみてどう？～利用者の声～ 

「仲間がいるのでさびしくありません。」 

「給料日が楽しみです。」「みんな仲がいいです。」 

「毎日働けることがうれしいです。」 

家事や身の回りのことを 

手伝ってほしい！ 
市内に事業所がある精神障害者を

⑥障害者生活支援センターはあと（身体）

午前 9 時～午後６時 月曜～土曜日 

住所 大和郡山市永慶寺町 3－19     

電話・ＦＡＸ  0743-58-5550 

⑦障害者生活支援センターりんく（知的）

午前８時３０分～午後５時 月曜～金曜日 

住所 大和郡山市発志院町 259     

電話 0743-84-5159  

FAX 0743-56-6969 

 奈良県発達障害支援センター でぃあ～

午前 9 時～午後５時 月曜～金曜日 

住所 奈良市古市町 1-2（奈良仔鹿園内）

電話 0742-62-7746  

FAX 0742-62-7747 

 奈良県高次脳機能障害支援センター   

午前 9 時～午後 5 時 月曜～金曜日 

住所 磯城郡田原本町大字多 722    

（奈良県総合リハビリテーションセンター内）

 電話 0744-32-0205   

FAX 0744-32-0334  

仲間と数人で、一緒に暮らします。 

世話人から、食事の用意や金銭管理などの日常

生活の手伝いを受けることができます。 

（郡山市内には現在、２ヵ所あります） 

 問合せ：生活支援センターふらっと 

      電話 0743-54-8112 

ご本人の生活を支えている家族が病気になった時や 

家族に用事がある時に、施設に短期間泊まることが 

できます。 

 

★県内には３か所の事業所があります。 

・思い出（奈良市）0742-41-8200 

・ハイツリベルテ（奈良市）0742-49-1607 

・二上寮（葛城市）0745-48-5804 

  

支援する居宅介護事業所 

④ ふれあい工房 

開所日時：月～金曜日  午前 9 時～午後５時 

住所：大和郡山市九条町１３３４ 

電話：0743-54-6701 FAX：0743-54-6731 

★ どんなことしてるの？ 

・ 花の配達、花の植え替え 内職作業 など 

・ レクリエーション（外食ツアー、スポーツなど…） 

★ 利用してみてどう？～利用者の声～ 

「しんどくなったら、静養室があるので安心」 

「来る時間も自由、帰る時間も自由」 

「落ち着くし、色んな人と話して元気がもらえる」 

＊仕事への体力、気力をつけたい！ 

＊人との関わりを持ちたい！ 
「働く」ことに関する相談機関を

紹介するパンフレットもあります


