
カテゴリ 施設名 住所 電話番号 定員 圏内 圏外 他県

特別養護老人ホーム加茂の里 木津川市加茂町駅東四丁目１番地３ 0774-76-7607 50 〇

特別養護老人ホーム木津芳梅園 木津川市鹿背山東大池４番地の１ 0774-72-8246 50 〇

特別養護老人ホームきはだの郷 木津川市梅美台一丁目２番地２ 0774-66-2112 100 〇

特別養護老人ホームゆりのき 木津川市木津川台一丁目19番１ 0774-75-1132 50 〇

特別養護老人ホーム山城ぬくもりの里 木津川市山城町上狛天竺堂1番地1 0774-86-5460 50 〇

特別養護老人ホーム神の園 相楽郡精華町南稲八妻笛竹41番地 0774-94-4125 90 〇

特別養護老人ホームわらく 相楽郡和束町大字釜塚小字縄手25 0774-78-0165 50 〇

介護老人保健施設やましろ 木津川市木津駅前一丁目27番地 0774-73-0359 100 〇

医療法人社団医聖会介護老人保健施設とちのき 相楽郡精華町精華台七丁目4番地１ 0774-98-2600 100 〇

医療法人社団石鎚会介護老人保健施設やすらぎ苑 京田辺市田辺中央六丁目1番地6 0774-62-7722 100 〇

介護老人保健施設煌 城陽市長池五社ヶ谷14番地１ 0774-54-7211 100 〇

介護老人保健施設萌木の村 城陽市寺田奥山1番地6 0774-52-0011 100 〇

介護老人保健施設佐保の里 奈良市八条五丁目437番地8 0742-30-6662 80 〇

介護老人保健施設桜の里 奈良市八条五丁目437番地10 0742-36-3666 100 〇

介護老人保健施設アップル学園前 奈良市中登美ヶ丘四丁目３番 0742-51-2200 100 〇

介護老人保健施設エリシオン石木の里 奈良市石木町799 0742-93-7817 100 〇

介護老人保健施設アンジェロ 奈良市帝塚山二丁目21番21号 0742-44-3300 100 〇

介護老人保健施設秋篠 奈良市秋篠町1432番地1 0742-53-3001 150 〇

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番地2 0742-35-1313 150 〇

介護老人保健施設大和田の里 奈良市丸山二丁目1220番地163 0742-51-6003 82 〇

介護老人保健施設サンライフ奈良 奈良市南肘塚町205番地1 0742-22-1177 66 〇

介護老人保健施設ももたろう 奈良市都祁友田町515番地1 0743-82-1813 80 〇

介護老人保健施設やくしの里 奈良市高畑町210番地 0742-24-1313 90 〇

学研都市病院　　＊定員は医療療養型のみ 相楽郡精華町精華台七丁目4番地1 0774-98-2123 50 〇

田辺病院　　＊定員は医療療養型のみ 京田辺市飯岡南原55番地 0774-62-0817 109 〇

介護療養型医療施設 宇治おうばく病院 宇治市五ケ庄三番割32番地1 0774-32-8111 60 〇

介護医療院 奈良春日病院 奈良市鹿野園町 1212番地1 0742-24-4771 118 〇

療養病床のある病院
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エバホーム 木津川市梅美台二丁目1番地1 0774-71-8337 9 〇

グループホーム加茂ぬくもりの里 木津川市加茂町里宇留志40 0774-76-0600 18 〇

グループホーム湧出ぬくもりの里 木津川市山城町平尾里屋敷69番地４ 0774-86-0565 9 〇

西木津ぬくもりの里 木津川市木津南後背30番地５ 0774-73-3055 18 〇

フレンド山城・フレンド平城山 木津川市梅美台二丁目1番地1 0774-71-8170 18 〇

グループホーム山城ぬくもりの里 木津川市山城町上狛小杉谷6番地 0774-86-5833 18 〇

グループホーム花笑み 相楽郡精華町光台七丁目11番地3 0774-66-4175 18 〇

ケアハウスなでしこ 木津川市山城町上狛天竺堂1番地1 0774-86-5460 20 〇

ケアハウスあじさい 木津川市加茂町駅東4丁目1番地3 0774-76-7607 30 〇

神の園 相楽郡精華町北稲八間焼山6 0774-94-4129 30 〇

介護付き有料老人ホームケアポート梅美台 木津川市梅美台七丁目３番地３ 0774-75-2350 72 〇

サンシティ木津 木津川市市坂六本木76 0774-73-8811 143 〇

ローズライフ高の原 木津川市相楽台九丁目1番地5 0774-75-2001 220 〇

アムール城山台 木津川市城山台七丁目43番地2 0774-73-1881 20 〇

住宅型有料老人ホーム福丸 木津川市州見台六丁目1番地1 0774-73-8739 25 〇

シニアライフ精華 相楽郡精華町下狛下馬 9 番地 0774-98-3001 43 〇

サービス付高齢者向け住宅シニアライフ木津川 木津川市城山台一丁目28番地1 0774-75-2082 35 〇

サービス付高齢者住宅花笑み 相楽郡精華町光台七丁目11番地3 0774-66-3517 13 〇

高齢者向け賃貸住宅 サンシャインコート京都木津川 木津川市相楽台六丁目14番地1 0774-72-3533 46 〇

高齢者対応　賃貸住宅 ドリームプラスハーモニー 木津川市梅美台一丁目4番地3 0774-73-8320 12 〇

田辺病院　　＊定員は精神科病床数のみ 京田辺市飯岡南原55番地 0774-62-0817 182 〇

宇治おうばく病院 宇治市五ケ庄三番割32番地1 0774-32-8111 395 〇

京都府立洛南病院 宇治市五ヶ庄広岡谷2番地 0774-32-5900 256 〇

五条山病院 奈良市六条西4丁目6番地3 0742-44-1811 374 〇

やまと精神医療センター 大和郡山市小泉町 2815番地 0743-52-3081 183 〇

吉田病院 奈良市西大寺赤田町一丁目7番地1 0742-45-4601 213 〇
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