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株式会社Ｂ－ＬＩＦＥ計画 ごゆるり倶楽部・紫野 京都市北区紫野南舟岡町３９番地１０ 075-204-5634

株式会社Ｂ－ＬＩＦＥ計画 ごゆるり倶楽部・上賀茂 京都市北区上賀茂畔勝町６３番地の１ 075-203-5201

有限会社上賀茂介護支援ステーション あさつゆ 京都市北区上賀茂朝露ケ原町１０番地の１６ 075-723-3111

社会福祉法人　七野会 デイサービスセンター北山杉いこいの家 京都市北区小野宮ノ上町12 075-406-4555

有限会社しらたき かけはしデイサービス　ふなおか 京都市北区紫野南舟岡町72-1 075-441-7200

株式会社　まつちよ まつちよの家　だいこく 京都市北区平野上柳町28番地の20 075-406-5704

社会福祉法人　柊野福祉会 柊野老人デイサービスセンター 京都市北区上賀茂馬ノ目町１０番地の１ 075-705-4132

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衣笠老人デイサービスセンター 京都市北区平野上柳町２８番地の２４ 075-462-9330

社会福祉法人　柊野福祉会 鳳徳老人デイサービスセンター 京都市北区紫野上鳥田町３０番地 075-494-2750

社会福祉法人　仁恵会 特別養護老人ホーム　ユーカリの里デイサービスセンター 京都市北区上賀茂ケシ山１番地の４３ 075-712-1265

医療法人社団都会 医療法人社団都会西賀茂デイサービスセンター 京都市北区西賀茂鹿ノ下町４８ 075-494-5775

あやとり株式会社 あやとりデイサービス 京都市北区衣笠天神森町３４の４ 075-465-5226

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 紫野老人デイサービスセンター 京都市北区紫野西野町１５番地 075-494-3359

株式会社都会メディカルケアシステム デイサービスセンターつるさん・かめさん 京都市北区大宮南田尻町５９番地 075-493-4407

医療法人　葵会　 医療法人葵会総合ケアステーション 京都市北区大宮南山ノ前町３６－１ 075-495-2588

有限会社安曇野工房 尊上院デイサービスセンター 京都市北区衣笠東尊上院町１０番４ 075-463-0138

特定非営利活動法人リアル・リンク京都 紫明会館デイサービス 京都市北区小山南大野町1番地紫明会館 075-415-7788

株式会社洛和ホーム 洛和デイセンター北野白梅町 京都市北区大将軍川端町40 075-465-1611

株式会社我喜大笑 デイサービス夢楽　西賀茂 京都市北区西賀茂榿ノ木町78番地 075-354-6573

社会福祉法人　七野会 はつねデイサービスセンター　 京都市北区小山下初音町２４カマラーダドーモ２０２号 075-494-3033

社会福祉法人　七野会 こぶしの里サテライト今宮デイサービスセンター 京都市北区紫野大徳寺町３５－２ 075-494-2880

医療法人永原診療会 医療法人永原診療会通所介護自在館嬉楽家 京都市上京区浄福寺通上立売上る大黒町６８６ 075-441-9510

社会福祉法人　健光園 十四軒町デイサービスセンター 京都市上京区千本通出水下る十四軒町３９８番地 075-801-1561

株式会社ソラスト デイサービス　ソラスト上京 京都市上京区小川通出水上る茶屋町106番地 075-417-1114

セルフサポート株式会社 デイサービスまごのて西陣 京都市上京区大宮通下立売下る菱屋町804コートハウス1階 075-283-0388

一般社団法人ジェロネットワーク京都 出町茶論 京都市上京区表町21市川ビル１階 075-204-4716

京都高齢者生活協同組合くらしコープ きらく庵デイサービスセンター西陣 京都市上京区閻魔前町26 075-415-7111

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出水老人デイサービスセンター 京都市上京区日暮通下立売上ル西入分銅町５５６ 075-823-5577

社会福祉法人　七野会 堀川こぶしの里デイサービスセンター 京都市上京区西堀川通出水上る枡屋町１番地　 075-417-4388

有限会社共進 有限会社共進デイサービスセンターやまざと 京都市上京区智恵光院通中立売下る山里町２３９ 075-431-2358

有限会社デイジー・ヒル ひなぎくの丘デイサービスセンター 京都市上京区上長者町通千本西入五番町１５７番地 075-465-0133

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　仁和老人デイサービスセンター 京都市上京区御前通一条下る東堅町１３２番地の１ 075-465-7510

社会福祉法人　柊野福祉会 デイサービスセンター千本笹屋町 京都市上京区笹屋町通千本東入る笹屋町３丁目６２２番地 075-414-7818

社会福祉法人　市原寮 花友じゅらくだいデイサービス 京都市上京区中立売通智恵光院西入る多門町４４５－４ 075-451-6000

株式会社シャンティ だいこくデイサービス 京都市上京区浄福寺通上立売上る大黒町７２２番地 075-202-3529

社会福祉法人社会福祉協議会 上京老人デイサービスセンター　 京都市上京区今小路通御前東入西今小路町７９７ 075-464-2181

社会福祉法人　七野会 糸屋町デイサービスセンター 京都市上京区大宮通中立売上る糸屋町１９８ 075-415-7800

有限会社叡洛 デイサービス合歓の舎 京都市左京区岩倉忠在地町２６９－１３ 075-791-5612

東洋医療研修協会有限会社 とうほうデイサービス 京都市左京区田中上玄京町７ 075-703-2200

有限会社あいおわ あいおわデイサービス 京都市左京区岩倉花園町264アレックスビルⅦ１階 075-702-7010

株式会社都季 にこにこデイサービス 京都市左京区下鴨貴船町66 075-744-1318

社会福祉法人　市原寮 市原デイサービス 京都市左京区静市市原町１２７８番地 075-705-6010

社会福祉法人行風会 大原ホーム老人デイサービスセンター 京都市左京区大原戸寺町３８０番地 075-744-3510

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左京老人デイサービスセンター 京都市左京区高野西開町５ 075-721-9877

社会福祉法人　市原寮 花友しらかわデイサービス 京都市左京区浄土寺真如町１５５－３ 075-762-5576

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高野デイサービスセンター 京都市左京区高野蓼原町４７番地５ 075-724-0395

公益社団法人　信和会 公益社団法人信和会　高原デイサービスセンター 京都市左京区田中高原町２６アヴェニール佐藤１階 075-706-6507

パナソニック　エイジフリー株式会社 パナソニック　エイジフリーケアセンターいわくら・デイサービス 京都市左京区岩倉忠在地町２７０－３グリーンハーモニーⅡ１Ｆ 075-702-5370

社会福祉法人京都総合福祉協会 指定通所介護・指定介護予防通所介護事業所向日葵 京都市左京区下鴨北野々神町２６番地北山ふれあいセンター３階 075-702-1226

ポシブル医科学株式会社 ポシブルしも鴨 京都市左京区下鴨芝本町24 075-706-7065

ポシブル医科学株式会社 ポシブル京都大学前 京都市左京区北白川東蔦町28-1 075-708-1161

パナソニック　エイジフリー株式会社 パナソニック エイジフリーケアセンター一乗寺・デイサービス 京都市左京区一乗寺払殿町38-1 075-283-0371

社会福祉法人洛和福祉会 洛和デイセンター百万遍 京都市左京区田中門前町103-27 075-706-6762

株式会社あいりす デイサービスセンター虹 精華大前 京都市左京区静市市原町850 075-744-0300

若年性認知症の人の受入が可能な事業所一覧（通所介護（認知症対応型・介護予防含む））
平成30年2月現在
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医療法人ふち内科クリニック ふち内科デイセンター 京都市中京区西ノ京北小路町１５ 075-803-2682

医療法人啓誠会 医療法人啓誠会デイサービスセンターやすらぎ 京都市中京区壬生桧町１６の２２ 075-326-7666

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 075-813-1181

社会福祉法人　京都聴覚言語障害者福祉協会 デイサービスセンターきこえの森（西ノ京老人デイサービスセンター） 京都市中京区西ノ京東中合町２番地 075-841-0881

社会福祉法人フラットビュー福祉会 キョート老人デイサービスセンター 京都市中京区丸太町油小路西入丸太町２０番３ 075-231-1138

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御池老人デイサービスセンター 京都市中京区御池通柳馬場東入東八幡町５７９番地 075-257-5534

社会福祉法人青谷福祉会 三条小川デイサービスセンター 京都市中京区小川通三条下ル猩々町１２４番 075-254-1106

株式会社ウエルネット 洛和デイセンター西ノ京 京都市中京区西ノ京冷泉町140番地 075-813-5720

株式会社多聞 デイサービス道夢 京都市中京区壬生淵田町12レジデンスオークラA棟 1階 075-354-6602

株式会社和心 デイサービス心桜 京都市中京区西ノ京職司町67番地の48ジュネス二条1階 075-366-3460

社会福祉法人　仁恵会 デイサービス新町御池 京都市中京区新町通姉小路下る町頭町９２ 075-253-6923

社会福祉法人洛東園 洛東園デイサービスセンター 京都市東山区本町１５丁目７９４番地 075-561-1171

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老人デイサービスセンター 京都市東山区渋谷通本町東入四丁目鐘鋳町４１５－４ 075-541-6102

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粟田デイサービスセンター 京都市東山区三条通古川町東入分木町８０の２ 075-761-8602

株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 東山ケアセンターそよ風 京都市東山区本町１８丁目３８６－１ 075-533-7105

株式会社　関西健康福祉研究所 株式会社関西健康福祉研究所デイサービスセンター陵ヶ岡 京都市山科区御陵久保町５９番地１５ 075-582-6656

株式会社トータルライフサポート デイサービスセンターはなやま 京都市山科区北花山中道町２２－５ブランドールハウス１F 075-204-8786

株式会社サニーライフ デイサービスセンターみのり 京都市山科区大宅鳥井脇町3番地 075-201-9622

特定非営利活動法人だんのうら たんぽぽデイサービス東野 京都市山科区東野中井ノ上町20番地2 075-203-2361

株式会社ヘルスファクトリー あおぞらデイサービスセンター 京都市山科区御陵原西町3番地 075-502-0001

株式会社ふくなかまジャパン ふくなかまデイサービス 京都市山科区四ノ宮山田町4番地の1 075-584-5252

社会福祉法人緑寿会 デイサービスセンター山科苑 京都市山科区大塚野溝町３番地 075-593-0800

社会福祉法人青谷福祉会 ヴィラ山科デイサービスセンター 京都市山科区大宅御所田町１１５番地１ 075-572-6677

社会福祉法人　勧修福祉会 勧修老人デイサービスセンター指定通所介護事業所 京都市山科区栗栖野打越町１７番地 075-595-7703

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山科老人デイサービスセンター 京都市山科区西野大手先町２－１ 075-501-0240

社会福祉法人洛和福祉会 洛和デイセンター音羽 京都市山科区音羽森廻り町３４－８ 075-594-9600

社会福祉法人緑寿会 日ノ岡デイサービスセンター 京都市山科区日ノ岡朝田町５０の７ 075-595-5940

黒八商事株式会社 デイサービスセンターひびき 京都市山科区東野北井ノ上町２－６ 075-501-3387

社会福祉法人　積慶園 山科積慶園デイサービスセンター　ぬくもり 京都市山科区北花山大林町３４ 075-583-6288

株式会社オフィス綾 綾デイサービスセンター山科 京都市山科区大宅神納町146番地 075-572-7528

社会福祉法人洛和福祉会 洛和デイセンター山科小山 京都市山科区小山鎮守町９－１ 075-595-3282

ポシブル医科学株式会社 ポシブル山科　 京都市山科区東野片下リ町50-2 075-592-3666

社会福祉法人レモングラス そらの木デイサービスセンター 京都市山科区大宅打明町１５番地 075-502-1030

特定非営利活動法人ヒューマン 京都西野山デイサービスセンター 京都市山科区西野山百々町２１３番地１ 075-583-5655

社会福祉法人栄光会 デイサービスセンターきよみず苑 京都市山科区川田御出町29番地 075-582-8661

社会福祉法人　同和園 西野の家「はなさんち」通所介護事業所　 京都市山科区西野広見町４番地 075-502-8734

社会福祉法人青谷福祉会 ヴィラ山科オレンジデイサービスセンター 京都市山科区大宅御所田町１１５番地１ 075-572-6677

株式会社　アドウェル デイサービスセンター　ジョイ　四条河原町 京都市下京区仏光寺通寺町東入中之町５８３－５辰辰ビル２階 075-361-0281

株式会社和心 デイサービス和心 京都市下京区西酢屋町6番地 075-708-7766

医療法人西七条厚生会 デイサービスセンターこもれび 京都市下京区朱雀裏畑町73 075-315-3327

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下京老人デイサービスセンター 京都市下京区花屋町通室町西入乾町２９２ 075-341-5278

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 西七条デイサービスセンター 京都市下京区西七条八幡町２９番地 075-315-7068

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 修徳老人デイサービスセンター 京都市下京区新町通松原下る富永町１１０番地１ 075-351-2191

株式会社　銭形企画 デイサービス　和（なごみ） 京都市下京区黒門通五条下ル柿本町５９４番地３３ 075-353-4899

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 崇仁デイサービスうるおい 京都市下京区上之町９番地の３ 075-342-2668

明日香ケアサービス株式会社 明日香デイサービスセンター 京都市南区吉祥院砂ノ町45番地吉祥院いきいき市民活動センター別館1階 075-661-7676

株式会社中山 ステップぱーとなー京都東寺 京都市南区四ツ塚町65番地 075-632-9216

株式会社和道文化サービス 茶話本舗デイサービス鳥羽街道 京都市南区上鳥羽西浦町53番地 075-662-3151

社会福祉法人清和園 久世老人デイサービスセンター指定通所介護事業所 京都市南区久世築山町３２８番地 075-933-5773

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デイサービスセンター 京都市南区西九条菅田町４番地の２ 075-662-2741

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 東九条のぞみデイサービス 京都市南区東九条西岩本町１番地の１ 075-662-3962

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陶化老人デイサービスセンター 京都市南区東九条東札辻町６－１ 075-671-2331

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久世西老人デイサービスセンター 京都市南区久世中久世町５丁目１９－１ 075-934-5811

社会福祉法人清和園 吉祥院老人デイサービスセンター指定通所介護事業所 京都市南区吉祥院砂ノ町５０番地 075-661-8991

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 ハナマダン東九条 京都市南区東九条北松ノ木町１２番地 075-661-1077

有限会社ケア・マインド 上鳥羽デイサービスセンター 京都市南区上鳥羽鍋ヶ渕町３９－４ 075-681-1773

有限会社エヌオーエム デイサービスセンター　いぶき 京都市南区吉祥院三ノ宮西町85番地 075-694-1500

株式会社ツクイ ツクイ京都吉祥院 京都市南区吉祥院西浦町45番地 075-694-1680

社会福祉法人　こころの家族 デイサービス　故郷の家・京都 京都市南区東九条南松ノ木町47 075-691-4448

京都市
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社会福祉法人　健光園 健光園デイサービセンター 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町１２番地 075-881-0403

株式会社　早稲田イーライフ京都 デイサービス早稲田イーライフ梅津　　　　　　 京都市右京区梅津東構口町17グランデール桂川101 075-863-0505

株式会社ソラスト デイサービス　ソラスト天神川 京都市右京区梅津南広町32-3 075-863-5816

合同会社喜楽房 デイサービスセンター笑楽房 京都市右京区太秦安井一町田町2番地１ZAK'S天神川1階 075-432-7193

株式会社円プランニング まどかデイサービスセンター 京都市右京区太秦中筋町12-5 075-872-1995

株式会社　ホリデーハーモニー デイサービスセンター感激 京都市右京区太秦御所ノ内町７番地の１３KCSビル１階 075-881-7666

合同会社りゅうせんコミュニティサービス 右京デイセンターりゅうあん 京都市右京区谷口垣ノ内町９番地の６ 075-464-9289

株式会社エイチアンドエス 絆デイサービス 京都市右京区梅ヶ畑中縄手町20番地 075-406-5577

株式会社Ｍ’ｓサポート デイサービス陽だまり 京都市右京区西京極東池田町12番地 075-748-9702

株式会社エイチアンドエス 絆デイサービス　嵯峨 京都市右京区嵯峨中通町26番地 075-864-5600

医療法人朋生会 医療法人朋生会中尾クリニックデイサービスセンター 京都市右京区嵯峨柳田町１１番地の８ 075-871-5480

医療法人社団　洛和会 洛和デイセンター右京山ノ内 京都市右京区山ノ内西裏町１５番 075-325-5776

社会福祉法人　健光園 健光園あらしやまデイサービスセンター 京都市右京区嵯峨柳田町36-5 075-864-5801

社会福祉法人七施会 アムールうずまさ通所介護事業所 京都市右京区太秦一ノ井町３９番地８ 075-881-6699

社会福祉法人　嵐山寮 嵐山寮デイサービスセンター 京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町１７番地 075-871-8668

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　御室老人デイサービスセンター 京都市右京区花園天授ヶ岡町３番地 075-467-1261

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太秦老人デイサービスセンター 京都市右京区太秦森ヶ前町２２番地の３ 075-865-8435

株式会社ピナクル じぞうデイサービスセンター 京都市右京区太秦中筋町１２－２ 075-873-1155

医療法人河端病院 医療法人河端病院デイサービス広沢 京都市右京区嵯峨広沢南野町５７－１ 075-861-1171

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　葛野老人デイサービスセンター 京都市右京区西京極葛野町３番地 075-322-2213

ヒューマンライフケア株式会社 ヒューマンライフケア京都西院 京都市右京区西院清水町５番地 075-323-5871

有限会社エス・エス・ケイ デイサービス　しらゆきの森　高雄 京都市右京区梅ケ畑篝町２５番地の１ 075-861-1240

社会福祉法人七施会 メルシーうずまさ通所介護事業所 京都市右京区太秦一ノ井町41番地 075-881-5567

株式会社　YKT企画 デイサービス　ほわいえ四條 京都市右京区西院四条畑町１－３ 075-312-7171

株式会社ベイ・グローブ リハビリ特化型デイサービス　カラダラボ京都西京極 京都市右京区西京極南大入町１６ 075-316-8540

有限会社丸三商事 ケアサービスまたあした　 京都市右京区花園扇野町26-60 075-812-5550

株式会社　早稲田イーライフ京都 デイサービス早稲田イーライフ京都 京都市西京区桂上野中町２４７白樺荘１０１ 075-394-5115

株式会社エバーラスティング エバー桂　フィットネスデイサービス 京都市西京区川島寺田町18－3　タナカビル1階 075-203-6363

株式会社ライフサポートタカダ デイサービスセンターわかがえり 京都市西京区上桂北村町259番地 075-382-0557

株式会社葉音 葉音デイサービス 京都市西京区山田箱塚町28番地の135 075-963-6036

株式会社Ｄ－care デイサービスだるま 京都市西京区大原野上里南ノ町５４４番地の３大原野坂元ビル１階 075-925-8633

株式会社　早稲田イーライフ京都 デイサービス早稲田イーライフ桂 京都市西京区桂朝日町151番地 075-392-8577

合同会社せいじつ企画 おうち・デイサービス・大枝 京都市西京区大枝塚原町1番地の61 075-204-1789

ワタキューセイモア株式会社 ウェルスタイル京都桂川デイサービスセンター 京都市西京区下津林南大般若町41番地 075-382-2001

社会福祉法人　京都社会事業財団 京都厚生園デイサービスセンター 京都市西京区山田平尾町４６番地 075-392-8311

社会福祉法人　京都社会事業財団 桂川老人デイサービスセンター 京都市西京区下津林東大般若町３２番地 075-391-1695

社会福祉法人社会福祉協議会 社会福祉法人社会福祉協議会西京老人デイサービスセンター 京都市西京区上桂前田町２９－２ 075-392-5611

社会福祉法人　京都基督教福祉会 デイサービスセンターシオンの里 京都市西京区樫原秤谷町２１番地の２ 075-382-5551

一般財団法人　仁風会　 嵯峨野病院上野橋デイサービスセンター 京都市西京区桂上野東町１０３番地 075-383-0900

株式会社ツクイ ツクイ桂上野 京都市西京区桂上野東町７６ 075-382-2255

社会福祉法人　洛西福祉会 社会福祉法人　洛西福祉会　沓掛寮デイサービスセンター 京都市西京区大枝沓掛町２５番地２２沓掛寮大枝分館 075-331-7600

株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 京都ケアセンターそよ風 京都市西京区大枝東新林町2-13 075-335-0211

医療法人北村内科診療所 デイサービスセンターゆめじ　 京都市西京区松尾木ノ曽町３６番地の１　和光ビル２階 075-383-0113

社会福祉法人　京都社会事業財団 社会福祉法人京都社会事業財団　玉頭の家 京都市西京区川島玉頭町３８－１０ 075-950-1517

社会福祉法人　京都社会事業財団 京都厚生園山田の家 京都市西京区山田出口町31番地 075-392-7370
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株式会社和道文化サービス 茶話本舗京都中書島デイサービス 京都市伏見区東柳町５３９－７ 075-634-7342

秋亜株式会社 あすみるデイサービス向島 京都市伏見区向島四ツ谷池14番地19　A-18号 075-611-7700

株式会社和道文化サービス 茶話本舗デイサービス桃山城 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町５２５－１ 075-632-9305

株式会社和道文化サービス 茶話本舗デイサービス藤森 京都市伏見区深草大亀谷大山町２７－６ 075-634-9090

安心ライフ株式会社 安心プラス 京都市伏見区京町６丁目６９番地の１ 075-601-6688

社会福祉法人　洛南福祉会 元源 京都市伏見区横大路鍬ノ本9番地の1 075-632-9527

医療法人社団恵寿会 デイサービスセンター　恵寿 京都市伏見区小栗栖小阪町43番地の1 075-632-9557

安心ライフ株式会社 安心プラス下三栖 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内７３番地 075-632-8282

医療法人社団　千春会 せんしゅんかい　デイサービスセンター　観月 京都市伏見区桃山与五郎町１番地の５８９ 075-621-1163

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久我の杜デイサービスセンター 京都市伏見区久我東町２０２番地の６ 075-931-8003

社会福祉法人　洛南福祉会 ヴィラ向島デイサービスセンター 京都市伏見区向島新上林１６ 075-622-8687

社会福祉法人　京都老人福祉協会 春日丘デイサービスセンター 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 東高瀬川デイサービスセンター 京都市伏見区北端町４４－７ 075-602-3071

社会福祉法人フジの会 みやびのそのデイサービスセンター 京都市伏見区深草泓ノ壺町３５－１ 075-645-5533

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老人デイサービスセンター 京都市伏見区醍醐高畑町３０番地の１ 075-575-2573

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伏見老人デイサービスセンター 京都市伏見区紙子屋町５４４伏見社会福祉総合センター２階 075-603-1284

社会福祉法人　京都老人福祉協会 深草センターほっこり 京都市伏見区深草西浦町５丁目１４の１ 075-647-9720

有限会社エム・エヌ みやこデイサービスセンター 京都市伏見区京町北８丁目８０－１ 075-622-7204

特定非営利活動法人京街福祉会 デイサービスきょうまち 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町６４ 075-606-9408

社会福祉法人青谷福祉会 ヴィラ稲荷山デイサービスセンター 京都市伏見区深草正覚町２３番地 075-561-6550

いとうくん株式会社 ハートフル京都・羽束師デイサービスセンター 京都市伏見区羽束師菱川町536番地 075-931-1108

合同会社スマイル・フォレスト デイサービス喜林　深草 京都市伏見区深草仙石屋敷町５１ 075-645-7575

株式会社ツクイ ツクイ　伏見横大路 京都市伏見区横大路下三栖辻堂町７０ 075-604-6536

ウェルフェアー株式会社 ウェルフェアー 城南 デイサービスセンター 京都市伏見区中島鳥羽離宮町23番地 075-623-5252

社会福祉法人　京都老人福祉協会 藤森センターほっこり 京都市伏見区深草直違橋片町532番地の8 075-646-1363

医療法人健幸会 デイサービスさいわい 京都市伏見区向島本丸町２８番地の２ 075-612-0500

医療法人新生十全会 医療法人新生十全会　デイサービスセンター　こもれびの家 京都市伏見区日野西風呂町５番地 075-572-0554

社会福祉法人美郷会 デイサービスセンター向島美郷 京都市伏見区向島清水町189番地の1 075-606-2299

株式会社恵 デイサービス　かえで 京都市伏見区横大路貴船２６番地の２ 075-601-0680

社会福祉法人　健光園 井伊掃部町デイサービスセンター　 京都市伏見区桃山井伊掃部東町３１番地 075-605-6233

社会福祉法人　京都老人福祉協会 デイサービスセンター醍醐の家ほっこり　 京都市伏見区醍醐南里町３０－１ 075-575-3888

社会福祉法人くらしのハーモニー ハーモニーこがなの家 京都市伏見区久我石原町１－４１ 075-334-5725

京都市
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社会福祉法人物集女福祉会 デイサービスセンターサニーリッジ楓はうす 向日市鶏冠井町楓畑25番地 075-931-1132

医療法人回生会 グッドエイジングリハビリテーションかいせい 向日市寺戸町殿長１７Ｋ＆Ｃコート１階 075-934-3319

医療法人社団千春会 せんしゅんかいデイサービスセンター東向日 向日市寺戸町北前田２９－１ 075-924-5121

医療法人社団千春会 せんしゅんかいデイサービスセンター花車 向日市寺戸町北前田２９－１ 075-924-5123

社会福祉法人向陽福祉会 デイサービスセンター向陽苑 向日市上植野町五ノ坪１番地の２ 075-921-0026

社会福祉法人乙の国福祉会 旭が丘倶楽部デイサービスセンター 長岡京市井ノ内朝日寺２７番２ 075-955-9000

三菱電機ライフサービス株式会社 長岡京ケアハートガーデン　グループホーム「西山の郷」 長岡京市奥海印寺三反畑８－１ 075-952-4735

医療法人社団　千春会 せんしゅんかいデイサービスセンター今里 長岡京市今里庄ノ渕３２ 075-959-3350

医療法人社団　千春会 せんしゅんかいデイサービスセンター羽根車 長岡京市今里庄ノ渕３２ 075-959-3353

株式会社リヴ デイサービスきたえるーむ長岡天神 長岡京市天神二丁目５－１５ 075-963-6090

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号長岡京市立地域福祉センターきりしま苑１階 075-956-0294

社会福祉法人和楽会 デイサービスセンター花菜 長岡京市友岡１丁目２番３号 075-959-0150

株式会社ケアトラスト メイプルリーフ名木 宇治市伊勢田町南山４－１ 0774-43-5775

有限会社ウイズ デイサービスみやび 宇治市宇治戸ノ内５６番地 0774-25-5350

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デイサービスセンター 宇治市広野町大開７２の１ 0774-48-4353

マイクロ株式会社 デイサービス　まごころ大久保 宇治市広野町東裏１０８番地４ 0774-41-2275

株式会社喜楽縁 機能訓練型デイサービス　喜楽縁 宇治市神明宮北２２番地の１８北川ビル１Ｆ 0774-51-0149

社会福祉法人　あじろぎ会 笠取ふれあい福祉センターデイサービスセンター 宇治市西笠取下荘川西７－２ 075-573-2088

社会福祉法人不動園 社会福祉法人不動園平盛デイサービスセンター 宇治市大久保町平盛９１番地の３ 0774-45-2940

社会福祉法人一竹会 デイサービスセンターさわらび園 宇治市槙島町郡５０番１ 0774-21-6603

株式会社ケアトラスト メイプルリーフ金草原 宇治市木幡金草原６－１ 0774-38-0611

京阪ライフサポート株式会社 京阪ライフサポート宇治デイサービスセンター 宇治市莵道田中２０番地１ 0774-25-5711

医療法人弥生会 医療法人弥生会デイサービスセンター菩提樹 宇治市莵道平町１７、１７－１、１６－１ 0774-20-2312

株式会社ＫＯＨＲＩＮ みむろどデイサービス 宇治市莵道藪里４１番地コスモウィング宇治１０１号 0774-21-1112

株式会社ミトラ みどり機能訓練デイサービスセンター 宇治市槇島町南落合56番地１ 0774-26-2447

社会福祉法人青谷福祉会 城陽市立東部デイサービスセンター 城陽市久世芝ヶ原６番地の２ 0774-56-2530

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

特定非営利活動法人水度坂友愛ホーム デイサービス友愛 城陽市市辺中垣内４番地 0774-57-0320

特定非営利活動法人水度坂友愛ホーム デイサービス　ゆうあい寺田 城陽市寺田乾出北４５番地 0774-56-1950

株式会社ノア デイサービスはる 城陽市富野堀口８３－７１ 0774-56-1507

社会福祉法人城陽福祉会 （福）城陽福祉会指定通所介護事業所ひだまり 城陽市平川浜道裏２０番地１ 0774-55-5150

有限会社　ファクト デイサービス　りんく　八幡 八幡市　八幡月夜田７番地１　グランフェルティーくずはサンクコート１Ｆ 075-983-1464

株式会社サンてらす 株式会社　サンてらす 八幡市川口小西１番地 075-972-3663

社会福祉法人若竹福祉会 八幡市デイサービスセンターやまばと 八幡市男山金振２４番地１ 075-982-8000

社会福祉法人八幡市社会福祉協議会 八幡市社会福祉協議会八寿園デイサービス 八幡市男山美桜１８ 075-983-4450

社会福祉法人　秀孝会 有智の郷デイサービスセンター 八幡市内里北ノ口５－１ 075-972-1000

社会福祉法人秀孝会 京都ひまわり園 八幡市八幡清水井３１番地 075-983-8111

医療法人　栄仁会 栄仁会デイサービス　でんでんむし 京田辺市河原受田４６番１ 0774-64-8205

社会福祉法人南山福祉会 デイサービスセンターつつきの郷 京田辺市三山木西ノ河原４３番２ 0774-68-5155

特定非営利活動法人いちご デイサービスいちご 京田辺市薪山垣外１番地３３ 0774-26-3440

社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会 常磐苑デイサービスセンター 京田辺市草内五ノ坪６番地　 0774-63-5566

医療法人啓信会 医療法人啓信会デイサービス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９１－４ 0774-43-2688

医療法人　啓信会 医療法人啓信会　認知症対応型デイサービスセンター　リエゾン久御山　ひしの里 久世郡久御山町佐古内屋敷９１番地１ 0774-80-2900

株式会社Ｈ＆Ｙ かがやきデイサービスセンター 久世郡久御山町佐山北代４番地９ 0774-66-4847

社会福祉法人久御山町社会福祉協議会 さつき苑デイサービスセンター 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 075-631-0022

社会福祉法人八康会 楽生苑指定通所介護事業所 久世郡久御山町坊之池坊村中６６番地 075-632-1094

井手町 合同会社　みのり デイサービス　みのり 綴喜郡井手町井手宮ノ本８６番地 0774-82-2832

社会福祉法人　京都南山城会 デイサービスセンター　加茂ぬくもりの里 木津川市加茂町里宇留志４０ 0774-76-0600

株式会社アクティブ ワンズホーム　ケアセンター 木津川市加茂町里西鳥口４５番地の２ 0774-76-0333

社会福祉法人　京都南山城会 老人デイサービスセンター山城ぬくもりの里 木津川市山城町上狛天竺堂１の１ 0774-86-5460

特定非営利活動法人　芽吹 通所介護　芽吹 木津川市城山台８丁目１番地 0774-39-4220

株式会社福丸 福丸デイサービスセンター 木津川市城山台十丁目１６番地９ 0774-71-8767

有限会社わかさ デイサービス木の津 木津川市相楽高下４５番地　ウエストポート１階 0774-71-8411

社会福祉法人京都南山城会 デイサービスセンター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

京田辺市

久御山町

木津川市

向日市

長岡京市

宇治市

城陽市

八幡市
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笠置町 医療法人伊左治医院 デイサービスセンター生楽 相楽郡笠置町笠置隅田２４番地 0743-95-2891

和束町 社会福祉法人　和楽会 デイサービスセンターいっぷく 相楽郡和束町大字釜塚小字縄手２５番地 0774-78-0165

精華町 社会福祉法人芳梅会 ファイン・ステップ桜が丘 相楽郡精華町桜が丘三丁目１番の６ 0774-75-1830

有限会社ハートフルライフ 有限会社ハートフルライフデイサービスセンターさくら 亀岡市旭町年角２７－３ 0771-25-5597

医療法人睦会 医療法人睦会ムツミ病院デイサービス 亀岡市下矢田町君塚８ 0771-23-1231

社会福祉法人　倣襄会 亀岡あゆみデイサービスセンター 亀岡市篠町篠下中筋４５番地の３ 0771-25-5840

有限会社　きたの ａｍｉつうしょ 亀岡市西別院町柚原西条８３ 0771-27-8550

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　いいのハウス　うらら 亀岡市南つつじヶ丘大葉台２丁目２５－２２ 0771-25-0015

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いいのデイセンター 亀岡市南つつじヶ丘大葉台二丁目４４の１ 0771-25-9779

医療法人亀岡病院 医療法人亀岡病院はたごまちデイサービスセンター 亀岡市旅籠町２９ 0771-22-0341

社会福祉法人利生会 第二亀岡園デイサービスセンター 亀岡市薭田野町奥条古畑２番地 0771-25-9702

社会福祉法人長生園 デイサービスセンター長生園 南丹市園部町上木崎町坪ノ内１９ 0771-62-0223

社会福祉法人長生園 社会福祉法人長生園第２デイサービスセンター 南丹市園部町埴生小山87番地１ 0771-65-5580

特定非営利活動法人ケアリング ケアリングみそのまち 南丹市園部町美園町４号１番 0771-60-2015

社会福祉法人日吉たには会 はぎの里デイサービスセンター 南丹市日吉町胡麻萩原１５番地 0771-72-1510

南丹市社会福祉協議会 やぎ詩の郷 南丹市八木町刑部片山２０番地の７ 0771-43-0317

有限会社望月 ＮＩＳリハトレセンター 南丹市八木町八木西町裏52番地１ 0771-20-6052

社会福祉法人七野会 美山こぶしの里デイサービスセンター 南丹市美山町高野素崎１４－２ 0771-76-9027

社会福祉法人北桑会 美山デイサービスセンター 南丹市美山町島小栗栖山１３番地の１ 0771-75-0865

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 船井郡京丹波町角大田４３番地の２ 0771-84-9333

社会福祉法人山彦会 デイサービスセンター南天 船井郡京丹波町橋爪町田１０５番地 0771-88-5566

特定非営利活動法人クローバー・サービス クローバー・デイサービスセンター 船井郡京丹波町橋爪桧山４１番地の１ 0771-88-5014

社会福祉法人山彦会 （福）山彦会瑞穂デイサービスセンター 船井郡京丹波町三ノ宮小谷３０ 0771-88-0151

社会福祉法人山彦会 京丹波デイサービス 船井郡京丹波町三ノ宮縄手39番地 0771-88-0001

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　瑞穂通所介護事業所 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

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

社会福祉法人清和会みわ デイサービスセンターみわの里 福知山市三和町友渕小字大原野７９番地１３２ 0773-59-2525

株式会社ミストラルサービス ミストラルもえぎの里 福知山市字戸田７４３－４ 0773-27-4844

社会福祉法人希望の丘福祉会 デイサービス豊の郷 福知山市字大門９００番地 0773-23-4072

社会福祉法人みつみ福祉会 三愛荘指定通所介護事業所 福知山市字猪崎２５番地の１ 0773-23-2346

社会福祉法人福知山学園 福知山市デイサービスセンターほほえみの里 福知山市字長田２３８－４ 0773-27-0800

社会福祉法人空心福祉会 にれの木園デイサービスセンター 福知山市字天田小字大塚１４－２ 0773-24-0189

社会福祉法人福知山シルバー 土ニコニコハウスりんご村 福知山市字土小字山ノ下６０ 0773-20-2411

社会福祉法人福知山シルバー 土ニコニコハウスデイサービスセンター 福知山市字土小字山ノ下６０番地 0773-20-2515

社会福祉法人福知山シルバー ニコニコハウス　りんご村 福知山市字牧小字狭間２５０－５ 0773-33-3770

有限会社ふらむはぁとリハビリねっと リリ・プロエクサ 福知山市昭和新町１９３番地 0773-45-8420

特定非営利活動法人　ふくし夢工房 デイサービスセンターかなや三丁目 福知山市大江町金屋７２４ 0773-56-5000

有限会社清水の園サービス 清水の園デイサービスセンター 福知山市東羽合１２７ー２ 0773-25-4460

社会福祉法人仙人福祉事業会 （福）仙人福祉事業会夜久野デイサービスセンター 福知山市夜久野町平野１０３０番地 0773-38-1031

株式会社　ジオ リハプライド　西舞鶴 舞鶴市京田６３番地 0773-76-6900

合同会社めぐみ デイサービス・カーサ・セグレタ 舞鶴市市場６０番地 0773-62-1222

社会福祉法人大樹会 デイサービスセンターやすらぎ 舞鶴市字安岡小字中山１０７６番地 0773-64-2302

有限会社　こころ デイサービスセンターこころ 舞鶴市字志高８０７番地の１ 0773-83-3331

社会福祉法人安寿会 デイサービスセンター安寿 舞鶴市字上安４８１番地 0773-75-8982

社会福祉法人真愛の家 デイサービスセンター真愛の家 舞鶴市字上安小字中ノ脇１６９７番３６ 0773-76-2773

医療法人社団外松医院 ハーモニーデイサービスセンター 舞鶴市字竹屋９８番地の１ 0773-78-3719

社会福祉法人成光苑 舞鶴市加佐デイサービスセンター 舞鶴市字八田９６２番地 0773-82-1921

社会福祉法人グレイスまいづる デイサービスセンターグレイスヴィルまいづる 舞鶴市字布敷小字中島５２番地の１ 0773-75-7121

社会福祉法人安寿会 舞鶴市中デイサービスセンター 舞鶴市字余部下１１６７番地 0773-65-0075

医療法人弘愛会西村内科 医療法人弘愛会西村内科デイサービスさくらプラザ 舞鶴市倉梯中町３番地の２ 0773-65-2111

医療法人岸本病院 医療法人岸本病院デイサービスセンターハーティ 舞鶴市南浜町１番地の３ 0773-65-2103

亀岡市

京丹波町

福知山市

舞鶴市
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株式会社ミストラルサービス ミストラル　とよさと 綾部市栗町土居ノ内３1 0773-47-5100

株式会社ミストラルサービス ミストラル介護センター綾部 綾部市栗町土居ノ内３１番地 0773-47-9100

株式会社ヘルシーライフ 活き活きクラブ 綾部市広小路２丁目１２－１ 0773-40-2310

株式会社プラトーケアセンター デイサービスプラトーあやべ 綾部市高津町１番地の５ 0773-45-3297

社会福祉法人綾部市社会福祉協議会 社協の家なごみ 綾部市志賀郷町下町３番地 0773-49-5035

社会福祉法人松寿苑　 うえすぎ松寿苑デイサービスセンター 綾部市上杉町花ノ木２番地の３ 0773-44-8100

社会福祉法人綾部市社会福祉協議会 社協の家つどい 綾部市中山町本丸段２番地 0773-44-0396

社会福祉法人松寿苑 高齢者支援センター松寿苑デイサービスセンター 綾部市八津合町寺町１の１・２５ 0773-54-9030

特定非営利活動法人　ふきのとう ふきのとうデイサービスセンター　みかた 綾部市味方町石風呂２５－１ 0773-43-3288

特定非営利活動法人どんぐりの家 社会福祉法人どんぐりの家 綾部市里町向屋敷３３番地 0773-42-6957

株式会社よこまちトータルヘルスケア デイサービス　リハとも 宮津市宮村小字辻町１２００番１ 0772-22-0202

株式会社　吉峰ライフ 吉笑庵デイサービス宮津 宮津市字須津５２５番地１ 0772-46-3800

株式会社　ダイボシ グループデイ　ひだまりの家 宮津市字波路６５２番地 0772-22-5977

株式会社　SANC エリシオン天橋立 宮津市万年小字赤岩１０６０－１ 0772-45-1120

社会福祉法人北丹後福祉会 京丹後市佐濃デイサービスセンター 京丹後市久美浜町竹藤４０番地 0772-84-9033

株式会社きずなケアサービス デイサービスセンター　きらり 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 デイサービスセンターおおみや苑 京丹後市大宮町口大野２９５番地 0772-68-1525

社会福祉法人はしうど福祉会 宇川診療所デイサービスセンター 京丹後市丹後町久僧４１７ 0772-76-0210

株式会社　吉峰ライフ 吉笑庵デイサービス峰山 京丹後市峰山町御旅２９番地 0772-69-5070

ゴダイ株式会社 でんでん倶楽部峰山 京丹後市峰山町新町2462-2 0772-62-7710

株式会社ｔａｎｇｏ　ｎｏｎｎｏ　ｎｏｎｎａ デイサロン　のんの　のんな 京丹後市峰山町杉谷９８７番地の１ 0772-62-2831

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 0772-62-7001

社会福祉法人丹後福祉会 丹後園デイサービスセンター 京丹後市網野町木津２２５番地の２ 0772-74-0174

社会福祉法人あしぎぬ福祉会 デイサービス満寿園 京丹後市弥栄町溝谷小字竹ヶ鼻３９番地の６ 0772-65-0222

特定非営利活動法人　やさか福祉村 はなまるデイサービス 京丹後市弥栄町堤７４３番地の７ 0772-65-2088

伊根町 社会福祉法人与謝郡福祉会 伊根デイサービスセンター 与謝郡伊根町六万部小字ヤクシノ上154番地 0772-32-1281

社会福祉法人与謝郡福祉会 虹ヶ丘デイサービスセンター 与謝郡与謝野町岩屋小字庄内600番地3 0772-43-2013

社会福祉法人与謝郡福祉会 デイサービス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 0772-46-5761

医療法人南斗六星会 医療法人南斗六星会デイサービスセンター 与謝郡与謝野町字下山田９９－３ 0772-42-2478

綾部市

宮津市

京丹後市

与謝野町


