
平成30年2月現在

市町村 住所 連絡先

京都市北区衣笠赤坂町１－３２８
衣川シオン

グループホーム　衣笠シオン（吉本・野村）
075-462-2728

京都市北区小山南上総町７
ナーシングケアホームおとく

ナーシングケアホームおとく
認知症ケア専門士　松久保道徳
075-411-9371

京都市北区大宮南田尻町５９　医療福祉複合施設にしがも３F
医療法人社団都会　渡辺西賀茂診療所

075-493-2142

京
都
市

上
京
区

京都市上京区堀川通丸太町下ル　京都社会福祉会館 075-811-8399

京都市左京区岩倉東五田町３０　谷口政春様宅
社会福祉法人　京都福祉サービス協会高野事務所
075-724-1231

京都市左京区岩倉中町３８０
グループホームみさき岩倉

京都市岩倉地域包括支援センター
075-723-0800

京都市中京区堀川通姉小路下ル姉東堀川町７６
生活支援総合センター姉小路１階

生活支援総合センター姉小路
075-257-3867

京都市中京区衣棚通丸太町下る玉植町２３５－２
江湖館（同志社大学大学院総合政策科学研究科京町家キャンパス）

NPO法人　オレンジコモンズ
080-6210-2335
※留守電対応有り。要件のある方はメッセージを

京都市中京区大宮通御池下る三坊大宮町１２１－２

高齢サポート・朱雀：075-801-1384
高齢サポート・本能：075-254-0021
高齢サポート・西ノ京：075-841-0883
高齢サポート・御池：075-257-5810

京
都
市

山
科
区

京都市山科区大宅御所田町１１５－１
特別養護老人ホーム　ヴィラ山科（１階デイサービスフロア）

高齢サポート・大宅
075-572-6660

京都市下京区西木屋通上ノ口上る梅湊町８３－１
ひと・まち交流会　京都

京都市長寿すこやかセンター
075-354-8741

京都市下京区観喜寺町１０－１５
高齢サポート・下京西部
075-326-3639

京
都
市

南
区

京都市南区吉祥院西定成町３２
ふれあいサロン”みなみ”及び京都市南老人福祉センター

社会福祉法人　京都市南区社会福祉協議会
075-671-1589

京都市西京区大原野西境谷町２－１４　洛西境谷会館
境谷会館及びカフェ欅

訪問介護まごのて洛西事務所
075-754-6766

京都市西京区山田出口町３１
京都厚生園　山田の家

高齢者総合福祉施設　京都厚生園
075-392-7870
yamada.tamasei@kyotokouseien.com

京都市伏見区日野不動講町２０
社会福祉法人　同和園
075-571-0010

京都市伏見区紙子屋町５４４
京都市伏見社会福祉総合センター２階　会議室

社会福祉法人　京都市伏見区社会福祉協議会
075-603-1287

京都市伏見区醍醐南里町３０－１
醍醐の家ほっこり

醍醐の家ほっこり
075-575-3888

京都市伏見区小栗栖牛ヶ淵町３０
小栗栖の家ほっこり

小栗栖の家ほっこり
075-575-2466

京都市伏見区桃山町見附町８
桃山町西町集会所

ふれあいオレンジカフェももやま
075-611-3168（清水）

京都市伏見区土橋町３３４－１
板橋の町家ほっこり

高齢サポート・下鳥羽：075-604-5011
板橋の町家ほっこり：075-605-4670

京都市伏見区石田森南町２８
医仁会武田総合病院リハビリセンター内コミュニティールーム

地域医療連携室（直通）
075-572-6530

京都市伏見区醍醐外山街道２１－２１
京都市醍醐いきいき市民活動センター隣　高齢者ふれあいサロン

醍醐いきいき市民活動センター
075-571-0035

向
日
市

向日市上植野町五の坪１番地の２ 特別養護老人ホーム向陽苑
向日市社会福祉協議会
075-932-1990

長岡京市長岡１丁目３－１７ 土井医院
一般財団法人　長岡記念財団オレンジルーム
075-952-3794
一般財団法人　長岡記念財団オレンジルーム
075-952-3794

宇治市槇島町十一１７３－１
北宇治地域包括支援センター
0774-21-8123

宇治市小倉町西畑１－４　小倉デイサービスセンター内
中宇治地域包括支援センター
0774-21-8123

宇治市伊勢田町
中宇治地域包括支援センター
0774-21-8123

宇治市広野町尖山４－６８１
中宇治地域包括支援センター
0774-21-8123

宇治市宇治東内８－１
中宇治地域包括支援センター
0774-28-3686

宇治市広野町大開７２－１
中宇治地域包括支援センター
0774-28-3686

宇治市木幡御園５２－１１
中宇治地域包括支援センター
0774-28-3686

宇治市五ヶ庄折坂５－１４９
中宇治地域包括支援センター
0774-28-3686
中宇治地域包括支援センター
0774-28-3686

城陽市寺田乾出北４５番地
寺田ケアセンター内

NPO法人　水度坂友愛ホーム（木原）
0774-56-1950

城陽市平川鍛治塚５３
小規模多機能ひだまり鍛治塚

小規模多機能　ひだまり鍛冶塚
0774-57-5711

城陽市富野南清水６８－５
ケアセンターまごころ城陽

グループホーム　まごころ城陽
0774-54-7761

城陽市平川浜道裏２０番地１
ひだまり平川内
八幡市八幡高畑５番地の３
八幡市文化センター　喫茶室

八幡市役所　高齢介護課
075-983-1111

八幡市男山石城１－４
八幡市地域包括ケア複合施設YMBT

八幡市役所　高齢介護課
075-983-1111

綴喜郡井手町井手東前田２３
井手町老人福祉センター玉泉苑

井手町地域包括支援センター
0774-82-3690

綴喜郡井手町多賀帽子田２６－３
井手町老人福祉センター賀泉苑

井手町地域包括支援センター
0774-63-1268

八
幡
市

オレンジカフェ 八幡市文化センター喫茶室

オレンジカフェ 地域包括ケア複合施設YMBT

井
手
町

ほのぼのカフェぷらす 老人福祉センター玉泉苑

ほのぼのカフェぷらす 老人福祉センター賀泉苑

城
陽
市

みんなのカフェ 水度坂友愛ホーム寺田ケアセンター

みんなのカフェ 小規模多機能ひだまり鍛冶塚

みんなのカフェ 小規模多機能まごころ城陽

みんなのカフェ　ひだまり ひだまり平川

広野地域福祉センター

れもんカフェ（東北圏域） カフェクラリネ（カフェ）

れもんカフェ（東南圏域）
東宇治地域福祉センター

コーヒーショップオーキタ（カフェ）

宇
治
市

れもんカフェ（北圏域） Rose槇島（レストランカフェ）

れもんカフェ（西圏域）
西小倉地域福祉センター

床の宿　Rigoletto

れもんカフェ（南圏域） とんがり山のてっぺんDE！（カフェ）

れもんカフェ（中圏域）
カフェ・アドリアーナ・ノーヴェ（カフェ）

ほっとカフェ 特別養護老人ホーム向陽苑

長
岡
京
市

オレンジカフェ（ぴのカフェ） 土井医院

オレンジカフェ（天神カフェ） 民家

桃山町西町集会所

ＳＡＫＵＲＡカフェ 板橋の町家ほっこり

オレンジカフェ　たけだ 武田総合病院　 コミュニティルーム

だいご de オレンジカフェ 醍醐いきいき市民活動ｾﾝﾀｰ隣 高齢者ふれあいサロン

京
都
市

伏
見
区

カフェdeおれんじサロン
コミュニティカフェ工房
「ひのぼっこ」

オレンジカフェ伏見 京都市伏見社会福祉総合センター2階　会議室

オレンジサロンほっこり 醍醐の家　ほっこり

ほっこり☆カフェ 小栗栖の家　ほっこり

ふれあいオレンジカフェ ももやま

おれんじサロンみなみ 京都市南老人福祉センター

京
都
市

西
京
区

洛西おれんじカフェ 境谷会館及びカフェ欅

京都厚生園　山田の家
オレンジカフェ　だいだいの木

京都厚生園山田の家

カフェ・ふくろう 特別養護老人ホームヴィラ山科　１Ｆ

京
都
市

下
京
区

おれんじサロンひと・まち ひと・まち交流館京都会議室

4141(よいよい）カフェ せんぼん診療所

京
都
市

中
京
区

姉カフェ
生活支援総合センター姉小路
１Ｆ　サロン ひだまり

オレンジカフェ コモンズ 同社社大学　江湖館

おれんじカフェ中京 教業 中京区地域福祉センター２階　会議室

医療法人社団都会　渡辺西賀茂診療所

若年性認知症本人・家族のつどい 京都社会福祉会館

京
都
市

左
京
区

認知症カフェ　いきいき 谷口政春宅

にこにこ・オレンジカフェ・いわくら 小規模多機能ホームみさき岩倉

若年性認知症の人の受入が可能な事業所一覧（認知症カフェ）

カフェ名 設置場所

京
都
市

北
区

おれんじ庵　金閣
衣笠シオン（グループホーム・
小規模多機能居宅介護）

オレンジカフェ　おとく ナーシングケアホームおとく

オレンジカフェにしがも
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市町村 住所 連絡先

若年性認知症の人の受入が可能な事業所一覧（認知症カフェ）

カフェ名 設置場所

木津川市相楽城の堀２６ ギャラリーカフェ人と木
木津川市高齢介護課
0774-75-1213

木津川市加茂町岡崎出羽１１ 喫茶・恭仁
木津川市高齢介護課
0774-75-1213

木津川市山城町平尾南払戸１１２ 小沢医院
山城ぬくもりの里（株柳）
0774-86-5460

木津川市相楽山松川４２－２ ケアセンターハッピーコスモス
木津川市高齢介護課
0774-73-2080

木津川市加茂町里字留志４１ 加茂ぬくもりの里
加茂ぬくもりの里
0774-76-0600

木津川市木津町宮ノ内９２ 中央交流会館（いずみホール）
辻田（kaigo.care.kazumi@gmail.com）
080-6167-7898

精
華
町

相楽郡精華町南稲八妻笛竹４１
特別養護老人ホーム神の園

特別養護老人ホーム神の園　総務部
0774-94-4125

南
丹
市

南丹市園部町本町３３番地
デイサービスふれあい本町

デイサービスふれあい本町　カフェ担当者
0771-68-2818

船井郡京丹波町橋爪桧山４４－３
クローバーカフェ

特定非営利活動法人クローバー・サービス
法人事務所（カフェ隣接）月～金 8:30～17:00
0771-88-5014

船井郡京丹波町本庄野間４－５
高齢者サロン　ゆうゆうの家

特定非営利活動法人　まごころサービスあい愛
0771-84-9333

福知山市荒木３３７４
もみじヶ丘病院

0773-22-2288

福知山市駅南町２丁目２７０
駅南ニコニコハウスりんご村

0773-23-2166

福知山市三和町友渕７９－１３２
清和会みわ施設（清和会みわ及び三和町内核地域への出張カフェ）

0773-59-2525

舞鶴市字大波下小字前田７６５－１６
東舞鶴医誠会病院内

（医）東舞鶴医誠会病院
0773-62-3606

舞鶴市字下福井小字大野辺９２８番地３
デイ・ホーム和夢２階

（社）成光苑　デイ・ホーム和夢
0773-78-1311

綾部市駅前通１番地
あやべ協立診療所　コミュニティーホール

あやべ協立診療所
0773-42-3684

綾部市故屋岡町三反田１５
林業者等健康管理センター

社会福祉法人綾部市社会福祉協議会
認知症カフェ担当者
0773-43-2881

綾部市川糸町南古屋敷５番地１
綾部市福祉ホール

社会福祉法人綾部市社会福祉協議会
認知症カフェ担当者
0773-43-2881

綾部市石原町長畑４５
コミュニティーハウス道心

社会福祉法人綾部市社会福祉協議会
認知症カフェ担当
0773-43-2881

宮津市字由良７６２
安寿足湯

特養安寿の里
0772-26-0333

宮津市字波路小字新町２４３３番地
特別養護老人ホーム夕凪の里

特養夕凪の里（高木）
0772-22-0428

上宮津地区の各公民館を巡回
天橋園通所介護事業所（岩城）
0772-22－7775

京丹後市弥栄町溝谷４２０６番地
養護老人ホーム満寿園

養護老人ホーム満寿園（藤原）
0772-65-2558

京丹後市久美浜町栃谷２３７５番地
久美浜苑くまのの里

久美浜苑くまのの里：0772-82-1556
久美浜居宅介護支援事業所（岡下・香川）
：0772-82-1108

京丹後市網野町網野３０６０
ふれあいホーム桃山　地域交流スペース「陽だまり」

ふれあいホーム桃山（山本・谷口・畑本）
0772-72-1515

京丹後市大宮町口大野２９５
グループホームおおみや

おおみや苑在宅介護支援センター（安達）
0772-68-1525

京丹後市峰山町室１９－１
いきいきセンター

はごろも苑さかいの家（五宝）：0772-62-5353
グループホームもみじ（長谷川）：0772-69-5300

京丹後市弥栄町溝谷小字竹ヶ鼻３９番地の６
特別養護老人ホーム満寿園

特養満寿園
0772-65-0222

与謝郡伊根町平田１５１－１
おきなぎの家

特養長寿苑（大江）
0772-32-1281

与謝郡伊根町字本坂１５７
筒川いきいき交流ハウス（通称：かじか苑）

特養長寿苑（大江）　申込不要
0772-32-1281

与謝郡与謝野町字加悦奥
加悦奥公民館、百合会館、みんなのうち加悦奥

みんなのうち加悦奥（石本）
0772-44-1712　申込みは送迎希望者のみ

与謝郡与謝野町字三河内８８３番地２
グループホームよさの

グループホームよさの（岩本・細井）
0772-43-1840 申込不要

与謝郡与謝野町字明石６４２－２
介護ハウスうえもり

介護ハウスうえもり（桑原）：0772-42-6663
090-4274-8096（専用）

明石地区公民館
温江地区公民館
香河地区公民館
特別養護老人ホーム与謝の園

与謝の園通所介護事業所（中西）
0772-42-0724

認知症なんでも相談カフェうえもり 介護ハウスうえもり

桑飼シルクカフェ

明石地区公民館
温江地区公民館
香河地区公民館
特別養護老人ホーム与謝の園

伊
根
町

寿茶屋 小規模多機能型居宅介護施設おきなぎの家

寿茶屋 かじか苑

与
謝
野
町

みんなのうちサロン
・加悦奥公民館
・ゆり会館
・みんなのうち加悦奥

ふれ愛サロン グループホームよさの

ほっとカフェ小町 グループホームおおみや

いきいきカフェ 峰山町第４区公民館「いきいきセンター」

カフェ咲來楽 特別養護老人ホーム満寿園

上宮津地区公民館

京
丹
後
市

カフェよっとくれぇなあ 養護老人ホーム満寿園

コミュニティカフェともに 特別養護老人ホーム久美浜苑くまのの里

陽だまりカフェ ふれあいホーム桃山

だんないメモリーカフェ（中部圏域） 綾部市福祉ホール

だんないメモリーカフェ（西部圏域） コミュニティーハウス道心

宮
津
市

ゆら・リング・カフェ 由良安寿足湯

夕凪ほっこりカフェ 特別養護老人ホーム夕凪の里

囲炉裏茶や

舞
鶴
市

Iカフェ虹色 東舞鶴医誠会病院

青春café照（テラス） デイホーム和夢

綾
部
市

カフェひだまり あやべ協立診療所

だんないメモリーカフェ（東部圏域） 林業者等健康管理センター

福
知
山
市

いちごカフェ もみじヶ丘病院

あっぷるカフェ 駅前ニコニコハウスりんご村

みわ里カフェ 清和会みわ施設内

オレンジカフェふれあい NPO法人ふれあいけあ園部

京
丹
波
町

クローバーカフェ ＮＰＯ法人クローバー・サービス所有の民家

ゆうゆうカフェ ＮＰＯ法人まごころサービスあい愛ゆうゆうの家

オレンジカフェ陽だまり 木津中央会館

木
津
川
市

ひといきカフェ

せいかいちごcafé 特別養護老人ホーム神の園

あじさいカフェ

ギャラリーカフェ人と木

くにカフェ 喫茶恭仁

つながり処　ほっと 小沢医院

こすもすカフェ 木津川市社会福祉協議会介護保険事業所

加茂ぬくもりの里


