
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
大和郡山市には、障害のある方で「働く」ことに関する悩みを相談できる機関があります。 

                          まずはお電話でお問い合わせ下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大和郡山市 厚生福祉課 障害福祉係 
福祉サービス利用に関する相談や申請手続きを行っています。（障害福祉サービス受給者証や障害者手帳の交付申請など） 

所在地・連絡先 相談時間 

〒639-1198 大和郡山市北郡山町 248-4 
Tel：0743-53-1151   Fax：0743-55-2351 

8 時 30 分～17 時 15 分 
土・日・祝日は休み 

発行元：大和郡山市地域自立支援協議会 就労部会（平成 24年 7 月） 

事務局 大和郡山市 厚生福祉課 障害福祉係 

奈良県内の主な就労支援機関一覧 

●ハローワーク（公共職業安定所） 

就職に関する職業相談、紹介を行っています。障害のある方の「専門相談窓口」があります。 

名   称 住  所 ・ 電話番号／Fax 番号 

大和郡山公共職業安定所 〒639-1161 大和郡山市観音寺町 168-1           0743-52-4355/0743-55-0670 

奈良公共職業安定所 〒630-8113 奈良市法蓮町３８７奈良第 3 地方合同庁舎 0742-36-1601/0742-36-1608 

大和高田公共職業安定所 〒635-0077 大和高田市池田 574-6              0745-52-5801/0745-53-4181 

桜井公共職業安定所 〒633-0007 桜井市外山 285-4-5               0744-45-0112/0744-45-3990 

下市公共職業安定所 〒638-0041 吉野郡下市町下市２７７２－１          0747-52-3867/0747-52-0406 

 

●奈良障害者職業センター（独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構）  

円滑な就職活動や適切な職業選択ができるよう職業相談や職業評価、職業リハビリテーションを行っています。 

名   称 住  所 ・ 電話番号／Fax 番号 

奈良障害者職業センター 〒630-8014 奈良市四条大路４丁目２－４         0742-34-5335/0742-34-1899 

 

●職業能力開発校 

職業訓練を実施しています。申し込みはハローワークを通じて行ってください。 

名   称 住  所 ・ 電話番号／Fax 番号 

奈良県立高等技術専門校 〒636-0212 磯城郡三宅町石見４４０         0745-44-0565/0745-44-1057 

 

●障害者就業・生活支援センター 

 地域のいろいろな機関と連携をとりながら、就職や職場定着に関する様々な相談支援を行っています。 

名   称 住  所 ・ 電話番号／Fax 番号 

なら西和障害者就業・生活支援センター 

ラ イ ク 

〒636-0802 生駒郡三郷町三室 1-10-19 

0745-51-2001/0745-31-7721 

なら障害者就業・生活支援センター 

コ ン パ ス 

〒630-8115 奈良市大宮町 3-5-39  

やまと建設第３ビル 302 号   0742-32-5512/0742-93-7712 

なら東和障害者就業・生活支援センター 

た い よ う 

〒633-0091 桜井市桜井 232 ﾔｶﾞﾋﾞﾙ 3 階 302 号室  

0744-43-4404/0744-43-4404 

なら中和障害者就業・生活支援センター 

ブ リ ッ ジ 

〒634-0812 橿原市今井町 2-9-19 今井長屋１ 

0744-23-7176/0744-23-7176 

なら南和障害者就業･生活支援センター 

ハ ロ ー Job 

〒638-0821 吉野郡大淀町下渕 158-9 

0747-54-5511/0747-54-5501 

 

●しごとⅰ
アイ

センター(ジョブカフェ） 

求職者が仕事を探すための総合相談窓口です。 

就業相談や情報提供、技術講習会、若者を対象に就職を支援するジョブカフェを行っています。 

名   称 住  所 ・ 電話番号／Fax 番号 

奈良しごとⅰセンター 

 （ならジョブカフェと同じ建物） 
〒630-8325 奈良市西木辻町 93-6 ｴﾙﾄﾋﾟｱ奈良内  0742-23-5730/0742-23-5757 

高田しごとⅰセンター 〒635-0096 大和高田市西町 1-60 ｴﾙﾄﾋﾟｱ中和内  0745-24-2010/0745-24-0101 
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大和郡山市 地域生活支援センター 
大和郡山市が「障害者相談支援事業」を次の機関に委託しています。 
生活の中で困ったことや悩みなどの相談を受け、福祉サービスの紹介や利用の調整・情報の

提供などを行い、地域で安心して自分らしい生活が送れるようにお手伝いします。 
名称 はあと りんく ふらっと 

主な対象 
身体障害    

（視覚・聴覚    

肢体不自由・内部） 
知的障害 精神障害 

電話 0743-58-5550 0743-84-5159 0743-54-8112 

相談時間 ９時～１８時 
日・祝日は休み 

８時３０～１７時 
土・日・祝日は休み 

９時～１７時３０分 
土・日・祝日は休み 

所在地・連絡先（Fax） 
〒639-1005 大和郡山市植槻町 3-4      Fax 0743-52-1665 
※どんな障害のある方でもお気軽にご相談ください。時間外は電話での対応になります。 
 
なら西和障害者就業・生活支援センター ライク 
国と県の業務委託を受けて、西和圏域を対象にしています。 
地域の社会資源を利用し、連携をとりながら、「働く」ことへの相談、支援を行います。 

主な対象地域 所在地・連絡先 相談時間 

大和郡山市 
生駒市、平群町、三郷町、 
斑鳩町、王寺町、安堵町、 
河合町、上牧町 

〒636-0802 
生駒郡三郷町三室 1-10-19 
Tel：０７４５－５１－２００１ 
Fax：０７４５－３１－７７２１ 

９時～１７時 
土・日・祝日は休み 

 
大和郡山公共職業安定所(ハローワーク) 
就職に関する職業相談、紹介を行っています。 
障害のある方の「専門相談窓口」があります。 

所在地・連絡先 相談時間 備  考 

〒639-1161 
大和郡山市観音寺町 168-1 
Tel：０７４３－５２－４３５５ 
Fax：０７４３－５５－０６７０ 

８時３０分～１７時１５分 
土・日・祝日は休み 

毎週火曜日の 
10 時～11 時 30 分 
手話協力員が在駐 
しています。 

 
みんなの広場らんまん 
【住  所】〒639-1053 大和郡山市千日町 25-4    【電  話】0743-53-7822 Fax：0743-53-7822 
【開所日時】月～金曜日 午前９時～午後５時 
【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 就労継続支援Ｂ型・生活介護・日中一時支援 
【事業内容】利用対象者は障害種別を問いません。駄菓子販売・馬鉄絵付け・園芸・喫茶をしています。 

 

 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひかり園 
【住  所】〒639-1058 大和郡山市矢田町 382-2   【電  話】0743-55-2821 Fax：0743-55-2822 
【開所日時】月～金曜日 午前９時～午後４時１５分  
【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 就労移行支援･就労継続支援 B 型･生活介護 
【事業内容】：主な利用対象者は知的障害者です。こうじみそ「豆大将」、あったかい”さをり織”を製作しています。 

彩食キッチン Bon 
【住  所】〒639-1042 大和郡山市小泉町 75-2    【電  話】0743-58-5572 Fax：0743-54-0003 
【開所日時】月～金曜日 午前９時～午後５時  【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 就労継続支援 B 型 
【事業内容】主な利用対象者は精神障害者です。弁当･焼き菓子の製造販売や喫茶店を営業しています。 

ひかり園・のぞみ 
【住  所】〒639-1119 大和郡山市発志院町 259   【電  話】0743-23-1122 Fax：0743-23-1133 
【開所日時】月～金曜日 午前９時～午後４時１５分  
【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 就労移行支援・就労継続支援 B 型 
【事業内容】主な利用対象者は知的障害者です。“からだにやさしい”をモットーにクッキー・ケーキを製作しています。 

ワークスペース こすもす 
【住  所】〒639-1160 大和郡山市北郡山町 87-3   【電  話】0743-84-4321 Fax：0743-84-4646 
【開所日時】月～金曜日 午前９時～午後５時   
【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 就労継続支援Ｂ型・生活介護 
【事業内容】主な利用対象者は視覚障害者です。点字印刷やお菓子作り、そしていろんな軽作業をしています。 

いっぽの家 
【住  所】〒639-1121 大和郡山市杉町 134-5   【電  話】0743-57-7301 Fax：0743-57-7301 
【開所日時】月～金曜日 午前９時～午後５時 
【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 就労継続支援Ｂ型・生活介護 
【事業内容】主な利用対象者は聴覚障害者です。紙バンド(クラフト・テープ)を使った小物作りと軽作業 

（組立作業、箱折り、シール貼り等）をしています。 

きづな苑 
【住  所】〒639-1057 大和郡山市山田町 337-1   【電  話】0743-58-5001 Fax：0743-58-5002 
【開所日時】月～金曜日 午前９時～午後５時    【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 生活介護 
【事業内容】主な利用対象者は知的障害者です。下請作業(組立作業)、自主作業(マット編)、陶芸作業(お客様の接待)をしていま

す。 

ふれあい工房 
【住  所】〒639-1001 大和郡山市九条町 1334    【電  話】0743-54-6701 Fax：0743-54-6731 
【開所日時】月～金曜日 午前９時～午後５時   【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 就労継続支援 B 型 
【事業内容】主な利用対象者は精神障害者です。生産活動として、花の宅配や清掃活動、軽作業をしています。 

Com.きらめき 
【住  所】〒639-1042 大和郡山市小泉町 246-3     【電  話】0743-54-1430 Fax：0743-54-1430 
【開所日時】火～土曜日 午前９時～午後５時     【施設形態】地域活動支援センター 
【事業内容】主な対象者はてんかんをもつ人です。ステンシル技法を使った小物製作、 

パソコンによる機関紙の編集と発送･名刺作り、畑作業をしています。 

あおぞら（大和郡山市に隣接しています） 
【住    所】〒632-0088 天理市二階堂北菅田町 27-2  【電   話】0743-64-2462 Fax：0743-64-2462 
【開所日時】月～金曜日 午前９時～午後４時    【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 生活介護 
【事業内容】主な利用対象者は知的障害者です。内職加工、宿泊訓練、アルミ缶回収、清掃用品の交換、音楽会、 

踊り･太鼓の練習をしています。 
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BonCafe 
【住  所】〒639-1041 大和郡山市満願寺町 60-1（奈良県郡山総合庁舎内） 
【電  話】0743-55-7772 Fax：0743-55-7772    【開所日時】月～金曜日 午前９時～午後５時  
【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 就労移行支援事業 
【事業内容】利用対象者は障害種別を問いません。奈良県郡山総合庁舎内にて、食事、コーヒーなどの喫茶、また地域の人が交

流できるスペースを提供します。 

花咲き苑（大和郡山作業所）  
【住  所】〒639-1121 大和郡山市杉町 141-1   【電  話】0742-63-8739 Fax：0742-63-0909 
【開所日時】月～土曜 午前９時～午後５時 （土曜のみ午後３時まで） 
【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 就労継続支援Ａ型  
【事業内容】利用対象者は障害種別を問いません。洗濯全般の作業を行っています。 
 
 

ワークショップそら 
【住  所】〒639-1123 大和郡山市筒井町 1302-5  【電  話】0743-87-9811   Fax：0743-87-9811 
【開所日時】月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 
【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 生活介護 
【事業内容】利用対象者は障害種別を問いません。さをり織り製造販売・内職・調理・農作業の作業しています。 

はあとつむぎ 
【住  所】〒639-1123 大和郡山市筒井町 524-3【電  話】0743-56-8107 Fax：0743-56-8107 
【開所日時】月～金曜日 午前９時～午後５時   【施設形態】指定障害福祉サービス事業所 生活介護 
【事業内容】主な利用対象者は重度重複障害の方です。野菜や花の栽培、手作りジャムやマドレーヌ作り等を行っています。 


	就労パンフ①・流れ12.7
	就労パンフ②・機関紹介12.7改定

