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社会福祉法人京都博愛会 社会福祉法人京都博愛会京都博愛会病院 京都市北区上賀茂ケシ山１番地 075-781-5055

社会福祉法人京都博愛会 社会福祉法人京都博愛会冨田病院 京都市北区小山下内河原町５６ 075-491-3241

医療法人社団都会 医療法人社団都会渡辺西賀茂診療所居宅介護支援事業所 京都市北区大宮南田尻町５９番地 075-493-5577

医療法人　葵会　 医療法人葵会総合ケアステーション 京都市北区紫竹西南町６５－３４ 075-495-5678

医療法人浜田会 医療法人浜田会居宅介護支援事業所 京都市北区小山北大野町４番地 075-494-3611

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター北山 京都市北区紫竹上本町１３ 075-494-2620

あやとり株式会社 あやとり居宅介護支援事業所 京都市北区衣笠天神森町３４の４ドルフィンⅠ２０５号 075-465-5226

医療法人社団　行陵会 医療法人社団行陵会こうやまデイサービスセンター 京都市北区上賀茂西上之段町１１ 075-723-3668

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 社会福祉法人京都福祉サービス協会紫野 京都市北区紫野西野町１５番地 075-494-3361

有限会社春うらら 居宅介護支援事業所春うらら 京都市北区西賀茂大栗町６番地 075-495-4078

有限会社オハナ オハナきたケアセンター 京都市北区紫野宮東町１０番地１船越ビル２階 075-411-0208

株式会社京都福祉ネット 介護支援事業所今宮 京都市北区紫竹西高縄町２２－１ 075-494-2525

京都高齢者生活協同組合くらしコープ 介護支援センター紫野きらく庵 京都市北区紫野東舟岡町２７番地１５ 075-415-8585

株式会社エクセレントケアシステム エクセレント北野居宅介護支援事業所 京都市北区北野東紅梅町10番地 075-467-6511

合同会社ハンドトゥハンド ケアプランセンターりぼん 京都市北区紫野下御輿町28番地1創彩ビル4階 075-493-2227

株式会社レモン＆ブルーグラス ケアセンター　永遠の絆　地域ケア相談室 京都市北区小山堀池町29-10シティハイツ上村105号 075-417-1021

医療法人社団　行陵会 医療法人社団行陵会平野デイサービスセンター 京都市北区小松原南町10番地 075-466-6510

社会医療法人西陣健康会 居宅介護支援事業所　堀川病院 京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町８６５番地 075-417-4114

医療法人相馬病院 医療法人相馬病院　居宅介護支援事業所 京都市上京区御前通今小路下る南馬喰町９１１ 075-463-4301

医療法人敬幸会 医療法人敬幸会垣田医院 京都市上京区智恵光院通中立売下る山里町２３８－８ 075-414-1933

株式会社ヴァイス・ロートス 居宅介護支援センター　ロートス 京都市上京区浄福寺通下長者町下る白銀町２５９番地パレスナタリ１０１号室 075-468-9450

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 社会福祉法人京都福祉サービス協会小川事務所 京都市上京区小川通今出川下る西入東今町３７５番地 075-415-8850

社会福祉法人　柊野福祉会 居宅介護支援センター千本笹屋町 京都市上京区笹屋町通千本東入笹屋町３丁目６２２番地 075-411-4540

社会福祉法人　健光園 十四軒町ケアプランセンター 京都市上京区千本通出水下る十四軒町３９８番地 075-801-5161

株式会社カルナライフ ケアプランセンター　カルナ西陣 京都市上京区泰童片原町651 075-464-8891

社会福祉法人　七野会 居宅介護支援事業所　聚楽 京都市上京区梨木町189-5 075-417-1820

株式会社サンワケアサポート 居宅介護支援事業所　よりそい 京都市上京区笹屋町通千本東入笹屋町三丁目６３５番地 075-441-7886

京都在宅サポート株式会社 介護支援事業所　西陣南 京都市上京区千本通出水下る十四軒町３９４番地の１西陣グランドハイツ１１１号 075-821-1703

株式会社結形 クローバー居宅介護支援サービス 京都市上京区中立売通日暮東入新白水丸町457番地の4SIN.BLDG　2F 075-415-7776

有限会社湖新 ケアプランセンター愛 京都市上京区千本通上長者町上る百万遍町87番地 075-467-0097

株式会社オーファスプランニングトウェンティワン 居宅介護支援センターたんぽぽ 京都市上京区下立売千本東入田中町452 075-823-2525

医療法人社団テイ医院 医療法人社団テイ医院テイ介護保険支援センター 京都市左京区浄土寺下南田町３番地の５ 075-752-3398

一般財団法人日本バプテスト連盟医療団 バプテスト居宅介護支援事業所 京都市左京区北白川山ノ元町７７番地６ 075-702-5970

有限会社パイン・コーン 居宅介護支援事業所ゆりかもめ 京都市左京区下鴨狗子田町５番５ 075-723-7720

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 社会福祉法人京都福祉サービス協会高野事務所 京都市左京区高野西開町５番地左京合同福祉センター３階 075-724-1231

社会福祉法人　市原寮 花友しらかわ居宅介護支援事業所 京都市左京区浄土寺真如町１５５－３ 075-762-5607

社会福祉法人バプテストめぐみ会 社会福祉法人バプテストめぐみ会　バプテスト・高野居宅介護支援事業所 京都市左京区高野蓼原町４７の５ 075-724-0408

医療法人社団　行陵会 医療法人社団　行稜会　上高野デイサービスセンター 京都市左京区上高野隣好町１０ 075-741-6164

特定非営利活動法人らいふわーく 特定非営利活動法人らいふわーく 京都市左京区浄土寺上馬場町117番地ファーイースト白川通1階 075-754-0750

ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社 メッセージケアプランセンター修学院 京都市左京区山端川端町３９ 075-706-8873

株式会社KAI 株式会社KAI居宅介護支援事業所 京都市左京区下鴨梅ノ木町71番地7 075-746-3820

医療法人社団　洛和会 居宅介護支援事業所修学院 京都市左京区一乗寺松原町75番地PRIME IKU 1階 075-706-6265

合同会社野の花 居宅介護支援事業所 すみれ 京都市左京区浄土寺下南田町41 075-771-3552

菅内科医院 京都市左京区高野竹屋町１６の１ 075-791-7829
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社会福祉法人壬生老人ホーム 壬生老人ホーム 京都市中京区壬生梛ノ宮町２７番地 075-813-1200

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター二条 京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町２２９－２第七長谷ビル４階 075-229-6508

ファインケア株式会社 ファインケア株式会社指定居宅介護支援事業所ひまわり 京都市中京区壬生朱雀町２７番地１朱雀ハイツ２－Ｆ 075-803-3455

京都生活協同組合 京都生協中京ホームヘルプサービス 京都市中京区間之町通二条下る鍵屋町465 2階 075-256-3340

医療法人社団　洛和会 洛和会医療介護サービスセンター三条会店 京都市中京区壬生馬場町14番地11 075-801-0370

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 社会福祉法人京都福祉サービス協会　本能 京都市中京区蛸薬師通油小路東入元本能寺南町３４６番地 075-254-0020

株式会社ハッピーナビゲーション 株式会社ハッピーナビゲーション 京都市中京区西洞院通夷川上る毘沙門町３９７番地２二条城東グランドハイツ１０８号 075-211-2986

株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所　ソラスト西院 京都市中京区壬生西檜町31シャリテ壬生1階 075-326-6310

株式会社ひなた 居宅介護支援事業所　ひなた 京都市中京区壬生森前町１０番地コスモフォーラム四条４０９号 075-406-0247

有限会社らぶぃあんろーず らぶぃあんろーず居宅介護支援事業所 京都市中京区西ノ京月輪町11-60 075-496-4533

合同会社にきち ケアセンターまれびと 京都市中京区西ノ京伯楽町14-52マンションいそい伯楽302 075-406-1890

株式会社スーパー・コート スーパーコート京・四条大宮　ケアプランセンター 京都市中京区壬生坊城町25番地第一正美堂ビル３１１号室 075-803-4848

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 社会福祉法人京都福祉サービス協会　朱雀事務所 京都市中京区西ノ京銅駝町３７番地２ 075-803-1171

社会福祉法人　仁恵会 居宅介護支援事業所　新町御池 京都市中京区町頭町92 075-253-6928

一般社団法人和音ねっと 居宅介護支援「わをん」 京都市中京区西ノ京北円町55-2 075-406-5947

医療法人社団　洛和会 洛和会医療介護サービスセンター丸太町店 京都市中京区聚楽廻松下町１番地９芙蓉ビル１階 075-802-9111

社会福祉法人京都ライトハウス ケアプランセンターライトハウス朱雀 京都市中京区西ノ京新建町3番地 075-803-1741

公益社団法人　信和会 公益社団法人信和会　訪問看護ステーションどんぐり 京都市東山区今熊野椥ノ森町７番地１４ 075-561-6367

社会福祉法人洛東園 居宅介護支援事業所洛東園 京都市東山区本町１５丁目７９４番地 075-533-2112

社会福祉法人社会福祉協議会 社会福祉法人社会福祉協議会東山ケアプランセンター 京都市東山区渋谷通本町東入四丁目鐘鋳町４１５－４ 075-541-6271

あかり株式会社 ケアサービスあかり居宅介護支援事業所 京都市東山区本町十二丁目２２４－２ 075-533-4935

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター京都岡崎 京都市東山区三条大橋東２町目７３－２京都三条大橋ビル５Ｆ 075-762-0955

スターネット株式会社　 スターネット居宅介護支援事業所 京都市東山区祇園町北側290番地３ 075-708-7121

株式会社こみつ 居宅介護支援センターまごのて東山 京都市東山区宮川筋七丁目382番地1 075-533-8808

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 社会福祉法人　京都福祉サービス協会　東山事務所 京都市東山区辰巳町（東大路松原上る）１１１ 075-532-0551

医療法人社団　洛和会 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 京都市山科区音羽珍事町２番地 075-593-4111

社会福祉法人　香東園 香東園やましな　居宅介護支援事業所 京都市山科区西野野色町１５番地の８８ 075-595-6511

医療法人社団　洛和会 居宅介護支援事業所２１ 京都市山科区音羽珍事町1番地1双葉ビル101 075-595-9811

医療法人社団　洛和会 居宅介護支援事業所北花山 京都市山科区北花山中道町109-12 075-582-0740

公益社団法人　信和会 公益社団法人信和会　ケアプランセンター虹 京都市山科区小野西浦68番地8レジデンス　１階奥 075-575-5570

株式会社ウエルネット 居宅介護支援事業所ウエルネット 京都市山科区音羽草田町43－15渡邉ビル1階 075-583-6346

社会福祉法人　積慶園 山科積慶園居宅介護支援事業所　絆 京都市山科区北花山大林町３４ 075-583-6277

社会福祉法人青谷福祉会 ヴィラ山科居宅介護支援事業所　清水焼団地センター 京都市山科区川田清水焼団地町６番地の２ 075-632-9501

株式会社ケア２１ ケア２１やましな 京都市山科区御陵別所町138-13クレセントみささぎ２階 075-584-5521

医療法人十全会 医療法人十全会　居宅介護支援事業所　ひだまりの家　小野 京都市山科区小野荘司町6番地の1 075-575-2841

海渡観光有限会社 広海ケアプランオフィス 京都市山科区小山北溝町31番地の7 075-285-1398

社会福祉法人　同和園 百々居宅介護支援事業所 京都市山科区川田土仏26番地 075-583-1102

医療法人健康会 京都南病院 京都市下京区西七条南中野町８番地 075-315-1110

医療法人健康会 ぬくもりの里 京都市下京区七条御所ノ内西町６８番地 075-313-4157

株式会社トランスポート 洛和会医療介護サービスセンター四条西洞院店 京都市下京区西洞院通綾小路下ル綾西洞院町760-1西洞院ビル2階 075-341-7007

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 社会福祉法人京都福祉サービス協会西七条事務所 京都市下京区西七条八幡町２９番地 075-315-7277

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 社会福祉法人京都福祉サービス協会西七条 京都市下京区西七条八幡町２９番地 075-315-7069

株式会社　銭形企画 銭形企画居宅介護支援事業所 京都市下京区黒門通五条下る柿本町５９４番地１３ 075-343-8818

医療法人　啓信会 医療法人啓信会居宅介護支援センターリエゾン四条 京都市下京区醒ヶ井四条下ル高野堂町４０６－１ 075-353-6113

医療法人回生会（社団） 医療法人回生会京都回生病院居宅介護支援事業所 京都市下京区中堂寺庄ノ内町1-181 075-321-6365

医療法人　財団　康生会 医療法人財団康生会武田病院 京都市下京区七条通西洞院西入南側大黒町227番地第2キョートビル5階 075-361-1536
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株式会社ロンド 居宅介護支援事業所　いっぽ 京都市南区西九条東比永城町33番地 075-691-0319

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 社会福祉法人京都福祉サービス協会南事務所 京都市南区西九条大国町４８番地の２ 075-662-2622

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 社会福祉法人京都福祉サービス協会塔南の園 京都市南区西九条菅田町４番地の２ 075-662-2751

公益財団法人ソーシャルサービス協会 公益財団法人ソーシャルサービス協会京都事業所 京都市南区上鳥羽仏現寺町４３番地 075-691-2977

特定非営利活動法人京都コリアン生活センターエルファ 居宅介護支援事業所エルファ 京都市南区東九条北松ノ木町１２番地 075-693-2550

社会福祉法人十条龍谷会 特別養護老人ホームビハーラ十条 京都市南区吉祥院南落合町40番地の4 075-661-4501

株式会社日本シューター 株式会社日本シューター居宅介護支援事業所　暖団 京都市南区吉祥院清水町 075-692-2805

社会福祉法人　こころの家族 ケアプランセンター故郷の家・京都 京都市南区東九条南松ノ木町４７ 075-691-4448

有限会社ハニーレモン ケアプランセンター蓮花 京都市南区吉祥院船戸町２５番地１７ 075-204-2116

株式会社さくら ケアセンターきらり 京都市南区吉祥院中島町４０番地祥々ビル３０６号室 075-634-8056

シルバンケアサービス株式会社 サニー居宅介護支援事業所 京都市南区吉祥院東砂ノ町28番地シルバン吉祥院106号 075-748-7307

社会福祉法人清和園 鳥羽ホームケアプランセンター 京都市南区上鳥羽堀子町88番地 075-692-1148

ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社 メッセージケアプランセンター西大路八条 京都市南区吉祥院西ノ庄東屋敷町16番地の1 075-325-5561

医療法人朋生会 医療法人朋生会中尾クリニック居宅介護支援事業所 京都市右京区嵯峨柳田町１１番地の８ 075-871-3664

医療法人同仁会（社団） 医療法人同仁会（社団）西京病院　居宅介護支援事業所 京都市右京区西院北矢掛町39-1 075-313-0721

医療法人平盛会 ケア・スポット梅津　居宅介護支援事業所 京都市右京区梅津尻溝町６６の１ 075-863-2185

一般社団法人右京医師会 居宅介護支援事業所右京医師会 京都市右京区梅津神田町57番地 075-872-1713

社会福祉法人　嵐山寮 嵐山寮居宅介護支援事業所 京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町１７番地 075-871-0202

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 社会福祉法人京都福祉サービス協会西院 京都市右京区西院上今田町１８番地の３ 075-812-6722

京都生活協同組合 京都生協右京ホームヘルプサービス 京都市右京区太秦開日町１０－６ 075-882-0294

株式会社円プランニング まどかケア・プランニング 京都市右京区太秦中筋町12-5 075-872-1995

株式会社ハッピーナビゲーション ハッピーナビゲーション右京 京都市右京区西京極前田町２８番地７メゾンブランシュ１階 075-874-5190

社会福祉法人　嵐山寮 嵐山寮居宅介護支援事業所ひろさわ 京都市右京区嵯峨広沢南野町26-2ＣあんどＣ嵯峨 075-871-3111

社会福祉法人　嵐山寮 嵐山寮居宅介護支援事業所うたの 京都市右京区太秦中山町15番地 075-366-3603

有限会社イマトクメディック 居宅介護支援事業所こうめ 京都市右京区西京極西池田町１３－２林ビル２０２ 075-325-4866

株式会社ピナクル ケアプランセンターえがおの窓口　西京極店 京都市右京区西京極畔勝町67 075-323-6370

株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所　ソラスト梅津 京都市右京区梅津南上田町26番地 075-863-0020

株式会社　グランユニライフケアサービス関西 グランユニライフケアプランセンター京都嵐山 京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町１０番地の２５ 075-283-2168

地方独立行政法人立病院機構 立京北病院居宅介護支援事業所 京都市右京区京北下中町鳥谷3 075-854-0221

株式会社トータルケアみやび トータルケアみやび 京都市右京区西京極西川町23番地1階 075-754-6612

株式会社ベネッセスタイルケア ベネッセ介護センター山ノ内 京都市右京区山ノ内養老町7番地の1 075-316-5120

一般社団法人互恵会 フジイ　ケアプランニング 京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町２番地の２ 075-881-2472

株式会社　早稲田イーライフ京都 居宅介護支援事業所イーライフ花園 京都市右京区花園藪ノ下町３番地桐ビル１階 075-406-5605

株式会社ベスポート 居宅介護支援事業所　アルハット 京都市右京区西京極西川町17番地の5ＴＫＦＬＡＴ西京極102号 075-756-0086

ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社 メッセージケアプランセンター常磐野 京都市右京区太秦北路町3番地 075-873-0024

ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社 メッセージケアプランセンター西京極 京都市右京区西院六反田町20番地の3 075-323-6693

山本クリニック 京都市右京区京北周山町室谷1の2 075-852-6070

医療法人北村内科診療所 ケアプランセンターゆめじ 京都市西京区松尾木ノ曽町３６－１和光ビル１階 075-925-5680

医療法人　弘正会 医療法人弘正会居宅介護支援事業所西京都病院 京都市西京区御陵溝浦町２１番地の７ 075-393-5619

医療法人社団　洛和会 洛和会医療介護サービスセンター西京桂店 京都市西京区川島調子町３５番地１ 075-382-3208

有限会社ケアネットよしだ 指定居宅介護支援事業所「ケアネットよしだ」 京都市西京区桂畑ケ田町１０２ 075-391-8525

社会福祉法人　京都社会事業財団 桂川居宅介護支援事業所 京都市西京区下津林東大般若町３２番地 075-391-1695

社会福祉法人西山福祉会 西山寮介護支援センター 京都市西京区大原野石作町２５６番地１ 075-332-2030

社会福祉法人社会福祉協議会 社会福祉法人社会福祉協議会西京ケアプランセンター 京都市西京区上桂前田町２９－２ 075-381-5901

株式会社オーバル 居宅介護支援事業所オーバル 京都市西京区桂巽町6-1 075-392-3986

株式会社ケアサポート八重 ケアサポート八重 京都市西京区山田御道路町１２番６ 075-874-7660

社会福祉法人　京都社会事業財団 京都厚生園居宅介護支援事業所 京都市西京区松尾井戸町３６番地 075-392-1007

株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所　ソラスト桂坂 京都市西京区御陵鴫谷９－５メゾンドノアン１階 075-382-1633

株式会社グリッド ぐりっど洛西ケアプランセンター 京都市西京区大枝北福西町３丁目２－１８ 075-335-0200

株式会社はぴねすさぽーと はぴねすさぽーと 京都市西京区桂野里町４９－８ＤＡＩＳＨＩＮビル２Ｆ 075-253-0580

ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社 メッセージケアプランセンター桂川 京都市西京区牛ケ瀬西柿町70番 075-382-1158

株式会社アドナース アドナース居宅介護支援センター 京都市西京区大原野西境谷町2丁目14番地の10 075-754-7014

株式会社　早稲田イーライフ京都 居宅介護支援事業所イーライフ桂 京都市西京区桂朝日町151番地 075-392-8588
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社会医療法人岡本病院（財団） 社会医療法人岡本病院（財団）居宅介護支援事業所ふれあい 京都市伏見区両替町十四丁目１５７番地 075-622-5539

有限会社ミキ 有限会社ミキ　ミキ薬局 京都市伏見区淀池上町１３３番地 075-632-0262

社会福祉法人くらしのハーモニー 介護支援センターくらしの相談室 京都市伏見区久我森の宮町３－６ 075-935-7100

医療法人社団松ヶ崎記念病院 ケアコミュニティ淀居宅介護支援事業所 京都市伏見区淀美豆町１１３３番地 075-633-6015

医療法人社団蘇生会 蘇生会居宅介護支援サービスセンター 京都市伏見区下鳥羽上三栖町１３４番地 075-604-5972

医療法人社団恵寿会 まるお居宅介護支援事業所 京都市伏見区醍醐高畑町30番地の1パセオ・ダイゴロー西館2F 075-585-8604

社会福祉法人洛和福祉会 洛和ヴィラ桃山居宅介護支援事業所 京都市伏見区桃山町大島３８－５２８ 075-622-2231

社会福祉法人　永山会 そせい苑ケアプランセンター 京都市伏見区下鳥羽但馬町１５０番地 075-605-1028

社会福祉法人　京都老人福祉協会 春日丘居宅介護支援センター 京都市伏見区醍醐辰巳町１２番地の１ 075-574-0610

社会福祉法人　京都老人福祉協会 東高瀬川居宅介護支援センター 京都市伏見区北端町４４－７ 075-602-3071

社会福祉法人フジの会 社会福祉法人フジの会みやびのその居宅介護支援センター 京都市伏見区深草泓ノ壺町３５－１ 075-645-0777

社会福祉法人　同和園 同和園居宅介護支援事業所 京都市伏見区醍醐上ノ山町１１番地 075-575-2668

社会福祉法人社会福祉協議会 社会福祉法人社会福祉協議会醍醐ケアプランセンター 京都市伏見区醍醐高畑町３０番地の１ 075-575-2573

ウエジメディカル株式会社 ウエジメディカル株式会社 京都市伏見区醍醐和泉町１２番地 075-573-3359

社会福祉法人　京都老人福祉協会 ケアプランセンターおぐりす 京都市伏見区小栗栖牛ケ淵町30 075-575-2455

有限会社近畿アクティ あんしん在宅介護えがお 京都市伏見区讃岐町１６３番地桃山マンション１Ｆ 075-623-9318

春日株式会社 居宅支援事業所春日 京都市伏見区桃山町泰長老８７ラミーユ桃山１０５ 075-604-5683

社会福祉法人　京都老人福祉協会 ケアプランセンター醍醐の家ほっこり 京都市伏見区醍醐南里町３０の１ 075-575-3888

有限会社さくら 居宅介護支援事業所さくら 京都市伏見区東浜南町６９１番地の１ 075-604-5515

社会福祉法人　京都老人福祉協会 ケアプランセンターつどいば 京都市伏見区撞木町１１５５番地１ 075-642-3890

京都生活協同組合 京都生協醍醐山科ホームヘルプサービス 京都市伏見区石田内里町６０－８ 075-575-2537

特定医療法人桃仁会 特定医療法人桃仁会居宅介護支援事業所 京都市伏見区桃山町伊賀７８番１ 075-622-2150

株式会社ジャストライフ 居宅介護支援センターまごのて伏見 京都市伏見区竹田中島町220番地ハイクオリティクイナブリッジ 075-645-8710

株式会社トランスポート 居宅介護支援事業所醍醐駅前 京都市伏見区醍醐高畑町２９－３リバービル１階 075-575-3763

社会福祉法人弥勒会 日野しみずの里　居宅介護支援事業所 京都市伏見区日野田頬町72番地1 075-573-6351

株式会社青い鳥 居宅介護支援事業所青い鳥 京都市伏見区横大路貴船２６番地２グランヴィア貴船２０７号室 075-756-1735

社会福祉法人　洛南福祉会 レーベン横大路居宅介護支援事業所 京都市伏見区横大路鍬ノ本35 075-622-8866

有限会社オルグ ケアサポートこといろ 京都市伏見区深草薮之内町44番地グランドテラス晴雲101号 075-645-5333

社会福祉法人　洛南福祉会 ヴィラ向島居宅介護支援事業所 京都市伏見区向島善阿弥町13－1ボンプレミール１階 075-622-5300

株式会社日研メディカル 日研メディカルケアプランセンター伏見 京都市伏見区鍋島町22番地の1プレスト桃山1階 075-621-9088

株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所　ソラスト伏見 京都市伏見区竹田田中宮町91番地 075-623-5027

医療法人健幸会 京都在宅介護支援センターさいわい 京都市伏見区向島本丸町２８番地の２ 075-612-0500

合同会社すみれワークス 居宅介護支援事業所すみれ 京都市伏見区下鳥羽中円面田町４０番地ドエルツクマ４３ 075-623-6800

京都市
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株式会社ハートフル ハートフル 向日市寺戸町西野２４番地９号 075-754-6603

乙訓医療生活協同組合 乙訓医療生活協同組合医誠会診療所 向日市寺戸町殿長３７番地 075-921-0661

社会福祉法人向陽福祉会 向陽苑居宅介護支援事業所 向日市上植野町五ノ坪１番地の２ 075-921-4100

ヴィケア有限会社 居宅介護支援事業所ヴィケア 向日市森本町下森本４３番地８１ 075-924-1110

社会福祉法人　向日春秋会 居宅介護支援事業所　サンフラワーガーデン 向日市物集女町森ノ下１２番地１ 075-922-1700

社会福祉法人乙の国福祉会 旭が丘倶楽部居宅介護支援事業所 長岡京市井ノ内朝日寺２７番２ 075-955-9001

社会福祉法人長岡京せいしん会 居宅介護支援事業所天神の杜 長岡京市奥海印寺竹ノ下１９ 075-959-1230

合同会社すみれ 居宅介護支援事業所すみれ 長岡京市奥海印寺八戸木１８－１コーポラス多貝Ｆ－１ 050-1117-4764

医療法人医修会 医療法人医修会指定居宅介護支援事業所 長岡京市開田１丁目９－９ 075-959-3456

有限会社ラ・ポールおとくにケアサービス ラポールおとくに居宅介護支援事業所 長岡京市長岡２丁目１１－１３ 075-955-7310

せーの株式会社 せーのケアマネステーション 長岡京市長岡２丁目２番５２号アネシス田村１階 075-963-6331

社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会 （福）長岡京市社会福祉協議会きりしま苑 長岡京市東神足２丁目１５番２号 075-956-0294

一般財団法人長岡記念財団 居宅介護支援事業所アゼリア 長岡京市友岡４丁目１１４ 075-957-1112

一般財団法人長岡記念財団 訪問看護・介護アゼリア居宅介護支援事業所 長岡京市友岡４丁目２０番１５号 075-957-6171

土井医院 長岡京市長岡１丁目３－１７ 075-951-5577

大山崎町 社会福祉法人大山崎町社会福祉協議会 （福）大山崎町社会福祉協議会 乙訓郡大山崎町字円明寺小字百々１０番地の２ 075-957-4100

医療法人社団服部医院 医療法人社団服部医院 宇治市宇治壱番６８ 0774-22-1111

一般財団法人宇治市福祉サービス公社 一般財団法人宇治市福祉サービス公社　中宇治 宇治市宇治琵琶１－３ 0774-28-3170

社会福祉法人　悠仁福祉会 ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所 宇治市宇治里尻３６番３５ 0774-25-2577

医療法人　栄仁会 栄仁会ケアプランセンターおうばく 宇治市五ケ庄戸ノ内７番２５ 0774-33-1417

社会福祉法人　あじろぎ会 宇治病院ケアプランセンター 宇治市五ケ庄芝ノ東２８－３ 0774-33-1405

一般財団法人宇治市福祉サービス公社 一般財団法人宇治市福祉サービス公社　東宇治 宇治市五ヶ庄折坂５－１４９ 0774-38-2346

特定非営利活動法人伝書鳩 伝書鳩居宅介護支援事業所 宇治市広野町丸山２９番地の２ 0774-44-4040

一般財団法人宇治市福祉サービス公社 一般財団法人宇治市福祉サービス公社　広野 宇治市広野町大開７２の１ 0774-48-4351

社会福祉法人宇治明星園 宇治市小倉介護サービスセンター 宇治市小倉町西畑１番地４ 0774-21-6277

有限会社愛樹 ケアサービスセンターあいじゅ 宇治市小倉町天王３７番地９ 0774-28-3636

社会福祉法人宇治明星園 白川明星園介護サービスセンター 宇治市神明宮西５　 0774-41-3160

社会福祉法人不動園 社会福祉法人不動園平盛居宅介護支援事業所 宇治市大久保町平盛９１番地の３ 0774-45-1500

ヤマト株式会社 ニングルの森平尾 宇治市平尾台一丁目３番地の８ 0774-33-1882

社会福祉法人くらしのハーモニー 介護支援センターくらしのハーモニー 宇治市木幡金草原４３番地 0774-33-8270

京阪ライフサポート株式会社 京阪ライフサポート宇治ケア 宇治市莵道田中２０番地１ 0774-25-5701

社会福祉法人マイクロ福祉会 まごころ園居宅介護支援事業所 宇治市莵道薮里１１番３ 0774-28-5737

医療法人徳洲会 宇治徳洲会介護センター 宇治市槇島町石橋１４５番地宇治徳洲会病院内 0774-25-2908

社会福祉法人悠仁福祉会 ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所槇島センター 宇治市槇島町大川原３５－５ 0774-25-2050

株式会社ケアトラスト 居宅介護支援　メイプルリーフ 宇治市槇島町本屋敷１０－２ 0774-28-5552

向日市

長岡京市

宇治市
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合同会社　叶 かなエルケア城陽久世 城陽市久世南垣内174-6 0774-57-1225

有限会社　ホワイティー 居宅介護支援ホワイティー 城陽市市辺小梨間３３番地２ 0774-52-8788

医療法人正信会 医療法人　正信会訪問看護ステーションゆりかご 城陽市寺田垣内後４３番地の１０ 0774-56-6730

特定非営利活動法人水度坂友愛ホーム 居宅介護支援　友愛 城陽市寺田乾出北４５番地 0774-56-1950

医療法人啓信会 医療法人啓信会訪問看護ステーションきづ川はろー居宅介護支援事業所 城陽市平川西六反４６番地１ 0774-52-0086

社会福祉法人城陽福祉会 （福）城陽福祉会指定居宅介護支援事業所ひだまり 城陽市平川浜道裏２０番地１ 0774-55-1218

株式会社サンてらす 株式会社サンてらす 八幡市川口萩原１６－４　 075-972-0550

医療法人社団医聖会 介護老人保健施設石清水 八幡市川口別所６６ 075-972-2111

有限会社くつろぎ ケアサービスセンター　くつろぎ 八幡市男山吉井２７番地１２ 075-983-9269

社会福祉法人若竹福祉会 八幡市居宅介護支援センターやまばと 八幡市男山金振２４番地１ 075-982-8000

株式会社ツクイ ツクイ京都男山 八幡市男山八望３番地１Ｂ４７－１０５ 075-971-5935

社会福祉法人　秀孝会 有智の郷ケアマネージメントセンター 八幡市内里北ノ口５－１ 075-972-1000

医療法人昭洋会 医療法人昭洋会ケアプランセンター 八幡市八幡山柴１７番地 075-972-3335

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター京都八幡 八幡市八幡土井２９番地第３オクセビル１Ｆ 075-971-7407

社会福祉法人八幡市社会福祉協議会 社会福祉法人　八幡市社会福祉協議会 八幡市八幡東浦５番地 075-983-1504

京田辺市 社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会 京田辺市社会福祉協議会ケアプランセンター 京田辺市興戸犬伏５番地の８ 0774-62-2222

医療法人啓信会 医療法人啓信会ケアプランセンターリエゾン久御山　ひしの里 久世郡久御山町佐古内屋敷８１－１ 0774-43-3970

社会福祉法人久御山町社会福祉協議会 社会福祉法人　久御山町社会福祉協議会 久世郡久御山町島田ミスノ１１番地久御山町地域福祉センターさつき苑内 075-631-0100

社会福祉法人八康会 社会福祉法人八康会　居宅介護支援事業所東楽生苑 久世郡久御山町林北畑１０５番地久御山団地１７棟１０３号 0774-41-1470

宇治田原町 株式会社ケアブレス　 ケアプランセンターかおり 綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字本町１０番地１ 0774-88-6451

社会福祉法人三福福祉会 加茂きはだ園ケアマネージング 木津川市加茂町銭司西畑２４番地 0774-76-5340

株式会社アクティブ 加茂介護保険相談センター　アクティブ 木津川市加茂町里西鳥口４５番地の２ 0774-76-0333

合同会社インクル・かも インクル・かもケアプランセンター 木津川市加茂町里南古田１２６番地第２いずみハウス２０２号 0774-39-7829

社会福祉法人　京都南山城会 居宅介護支援事業所　山城ぬくもりの里 木津川市山城町上狛天竺堂１の１ 0774-86-5460

京阪ライフサポート株式会社 京阪ライフサポート高の原ケア 木津川市相楽台９丁目１番地５ 0774-75-1321

ケアマネジメント真心ＬＬＣ合同会社 ケアマネジメント真心 木津川市木津清水４５番地１ 0774-26-1272

合同会社ふげんじや・社会福祉ネット ソーシャル・サポートきづがわ 木津川市木津池田２５番地１ 0774-74-8830

和束町 社会福祉法人　和楽会 和楽会居宅介護支援事業所 相楽郡和束町大字釜塚小字縄手２５番地 0774-78-0165

特定非営利活動法人みんなの元気塾 元気塾ケアプランセンター 相楽郡精華町大字東畑小字荒内４５番地１ 0774-51-0958

社会福祉法人精華町社会福祉協議会 （福）精華町社会福祉協議会 相楽郡精華町大字南稲八妻小字砂留２２の１ 0774-94-4573

コマダ診療所 相楽郡精華町大字菱田小字宮川原10 0774-93-1787

南山城村 医療法人竹澤内科小児科医院 （医）竹澤内科小児科医院居宅介護支援事業所 相楽郡南山城村北大河原釜ノ子２９－３０８ 0743-93-0808

城陽市

八幡市

久御山町

木津川市

精華町
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医療法人睦会 （医）睦会ムツミ老人介護支援センター 亀岡市下矢田町君塚８番地 0771-29-0100

医療法人清仁会 亀岡シミズ居宅介護支援事業所 亀岡市篠町広田２丁目９番１３ 0771-23-0975

社会福祉法人　倣襄会 亀岡あゆみ居宅介護支援事業所 亀岡市篠町篠下中筋４５番地の３ 0771-25-3840

医療法人社団飯野小児科内科医院 医療法人社団飯野小児科内科医院 亀岡市南つつじヶ丘大葉台二丁目４４の１ 0771-25-0093

社会福祉法人利生会 第二亀岡園老人介護支援センター 亀岡市薭田野町奥条古畑２番地 0771-25-2940

社会福祉法人日吉たには会 居宅介護支援事業所はぎの里オアシス 南丹市園部町横田二号１１１番地１ 0771-68-3690

南丹市社会福祉協議会 ほほえみ園部居宅介護支援事業所 南丹市園部町上本町南２番地２２ 0771-62-4125

医療法人丹医会 医療法人丹医会　園部丹医会病院居宅介護支援事業所 南丹市園部町美園町５号８の７ 0771-62-0515

社会福祉法人日吉たには会 はぎの里ケアプランセンター 南丹市日吉町胡麻萩原１５番地 0771-72-1500

社会福祉法人七野会 居宅介護支援事業所　美山こぶしの里 南丹市美山町高野素崎１４－２ 0771-76-9027

特定非営利活動法人まごころサービスあい愛 特定非営利活動法人まごころサービスあい愛 船井郡京丹波町角下大田４３番地の２ 0771-84-9333

特定非営利活動法人クローバー・サービス ＮＰＯ法人クローバー・サービス 船井郡京丹波町橋爪桧山５３番地 0771-88-5014

社会福祉法人山彦会 社会福祉法人山彦会　山彦居宅介護支援センター 船井郡京丹波町三ノ宮縄手39番地 0771-88-0151

社会福祉法人わち福祉会 （福）わち福祉会長老苑在宅介護支援センター　 船井郡京丹波町市場丸ヶ野８番地２ 0771-84-1748

社会福祉法人　京丹波町社会福祉協議会 社会福祉法人　京丹波町社会福祉協議会　ケアプランセンターほほえみ 船井郡京丹波町和田田中６番地１ 0771-86-1440

社会福祉法人福知山シルバー 駅南ニコニコハウス 福知山市駅南町２丁目２７０ 0773-23-2166

京都生活協同組合 京都生協福祉事業部福知山ホームヘルプサービスセンター 福知山市駅南町２丁目２７０番地 0773-24-2165

社会福祉法人福知山シルバー 厚ニコニコハウス 福知山市厚中町２００番地 0773-23-2515

社会福祉法人福知山市社会福祉協議会 社会福祉法人福知山市社会福祉協議会三和支所 福知山市三和町千束５１５番地 0773-58-3713

社会福祉法人成光苑 サンヒルズ紫豊館 福知山市字榎原小字平１８０番地の２ 0773-34-0557

社会福祉法人みつみ福祉会 三愛荘居宅介護支援事業所 福知山市字猪崎２５番地の１ 0773-23-3580

社会福祉法人成光苑 岩戸ホーム 福知山市字猪野々３１番地の１ 0773-33-3155

社会福祉法人空心福祉会 にれの木園居宅介護支援センター 福知山市字天田小字大塚１４－２ 0773-25-1145

社会福祉法人福知山シルバー 土ニコニコハウス 福知山市字土小字山ノ下６０番地 0773-20-2515

株式会社　栄光サービスセンター 株式会社　栄光サービスセンター 福知山市字内記４８番地の７ 0773-22-1272

社会福祉法人福知山シルバー （福）福知山シルバーニコニコ介護支援ルーム 福知山市字牧小字狭間２５０－５ 0773-33-3770

医療法人福知会 居宅介護支援事業所さくら苑 福知山市字堀小字大岩谷３３７４番地 0773-22-2120

福知山市 訪問看護ステーションおおえ 福知山市大江町河守１８６番地 0773-56-0101

社会福祉法人五十鈴会 （福）五十鈴会大江在宅介護支援センター 福知山市大江町二俣１６０７番地 0773-56-1981

社会福祉法人福知山市社会福祉協議会 （福）福知山市社会福祉協議会 福知山市内記１０番地の１８総合福祉会館内 0773-23-3211

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター福知山 福知山市末広町６丁目４番地福井ビル１Ｆ 0773-25-3437

社会福祉法人仙人福祉事業会 （福）仙人福祉事業会夜久野介護センター 福知山市夜久野町平野１０３０番地 0773-38-1035

亀岡市

南丹市

京丹波町

福知山市
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社会福祉法人大樹会 在宅介護支援センターやすらぎ 舞鶴市字安岡小字中山１０７６番地 0773-64-2302

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター舞鶴 舞鶴市字喜多１１０５－１舞鶴２１ビル１Ｆ・３Ｆ 0773-78-9206

株式会社メタルエッグ 株式会社メタルエッグ介護事業部あっぷる 舞鶴市字小倉２２２番地の５ 0773-62-8377

社会福祉法人真愛の家 在宅介護支援センター真愛の家 舞鶴市字上安小字中ノ脇１６９７番３６ 0773-76-8887

合同会社フクロウ 居宅介護支援事業所フクロウ 舞鶴市字森９８７番地 0773-60-8286

医療法人社団鳥井医院 医療法人社団鳥井医院居宅介護支援事業所 舞鶴市字倉谷１９３４番地１３ 0773-77-1176

医療法人社団外松医院 医療法人社団外松医院居宅介護支援事業所 舞鶴市字竹屋９８番地の１ 0773-78-3741

合同会社ほーむけあセンター和心 ほーむけあセンター和心 舞鶴市字余部上６８４番地７ 0773-60-6535

医療法人岸本病院 医療法人岸本病院居宅介護支援センター 舞鶴市南浜町１番地の３ 0773-65-2103

社会医療法人社団　正峰会 アザレア舞鶴居宅介護支援事業所 舞鶴市余部下８１６番地 0773-65-3366

有限会社ふらむはぁとリハビリねっと ふらむはぁとリハマネージメント  綾部事業所 綾部市井倉町東１２－１ 0773-42-3955

公益社団法人京都保健会 公益社団法人京都保健会あやべ協立診療所 綾部市駅前通１番地 0773-42-3684

株式会社ウエハラ イン・ザ・ルーム居宅介護支援事業所 綾部市若松町１４ 0773-42-5551

社会福祉法人　京都聴覚言語障害者福祉協会 綾部東部在宅介護支援センター 綾部市十倉名畑町欠戸29番地の1 0773-46-0155

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター綾部 綾部市青野町舘ノ後４７ 0773-40-1405

綾部市 綾部市立病院　訪問看護ステーション 綾部市青野町大塚２０番地の1　綾部市立病院内 0773-43-0238

社会福祉法人綾部市社会福祉協議会 （福）綾部市社会福祉協議会 綾部市川糸町南古屋敷５番地の１ 0773-43-2881

社会福祉法人松寿苑 高齢支援センター松寿苑居宅介護支援事業所 綾部市八津合町寺町１の１・２５番地 0773-54-9030

特定非営利活動法人ふきのとう ふきのとう居宅介護支援事業所 綾部市味方町石風呂２５－１ 0773-43-3288

社会福祉法人宮津市社会福祉協議会 社会福祉法人宮津市社会福祉協議会 宮津市字鶴賀２０８５番地 0772-22-2090

社会福祉法人よつば会 夕凪の里　居宅介護支援事業所 宮津市字波路小字新町２４３３番地 0772-22-0277

社会福祉法人　香南会 ケアプランセンター　由良 宮津市由良878番地　丹後由良ハウス105号室 0772-26-0077

社会福祉法人　北丹後福祉会 久美浜居宅介護支援事業所 京丹後市久美浜町栃谷２３７５番地 0772-82-1108

社会福祉法人太陽福祉会 居宅介護支援事業所　海山園 京丹後市久美浜町湊宮４６７－６０ 0772-83-2111

株式会社きずなケアサービス きらり居宅介護支援事業所 京丹後市大宮町河辺２３９２番地 0772-68-0321

社会福祉法人丹後大宮福祉会 おおみや苑在宅介護支援センター 京丹後市大宮町口大野２９５番地 0772-68-1525

社会福祉法人みねやま福祉会 総合老人福祉施設はごろも苑 京丹後市峰山町長岡２０９３番地 0772-62-7002

特定医療法人三青園 特定医療法人三青園たちばな診療所 京丹後市網野町浜詰２６３番地の１ 0772-74-1301

社会福祉法人丹後福祉会 丹後園居宅介護支援事業所 京丹後市網野町木津２２５番地の２ 0772-74-0174

京丹後市 京丹後市立弥栄病院指定居宅介護支援事業所 京丹後市弥栄町溝谷３４５２番地の１ 0772-65-2003

社会福祉法人みねやま福祉会 総合老人福祉施設　弥栄はごろも苑 京丹後市弥栄町溝谷３５２４番地 0772-65-0131

社会福祉法人あしぎぬ福祉会 居宅介護支援事業所満寿園 京丹後市弥栄町溝谷３９番地の６ 0772-65-0222

京丹後市 京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ 京丹後市弥栄町溝谷５４２２番地の１ 0772-65-2200

伊根町 社会福祉法人与謝郡福祉会 伊根在宅介護支援センター 与謝郡伊根町六万部小字ヤクシノ上154番地 0772-32-1505

社会福祉法人与謝郡福祉会 虹ヶ丘在宅介護支援センター 与謝郡与謝野町岩屋小字庄内600番地3 0772-43-2012

社会福祉法人与謝郡福祉会 在宅介護支援センター岩滝あじさい苑 与謝郡与謝野町弓木13番地の6 0772-46-5763

医療法人南斗六星会 医療法人 南斗六星会 居宅介護支援事業所 与謝郡与謝野町字下山田９９番地の３ 0772-42-2478

特定非営利活動法人　丹後福祉応援団 丹後福祉応援団居宅介護支援事業所 与謝郡与謝野町字加悦８０２－７ 0772-44-1122

株式会社きずなケアサービス きずな居宅介護支援事業所 与謝郡与謝野町字三河内８８３番地２ 0772-43-1840

社会福祉法人北星会 与謝の園居宅介護支援事業所 与謝郡与謝野町字明石８０番地 0772-42-0050

宮津市

京丹後市

与謝野町

舞鶴市
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