
市町村 法人(設置者)名 事業所名 住所 電話

有限会社カスタネット 小規模多機能型居宅介護　衣笠シオン 京都市北区衣笠赤阪町1番地328 075-462-2728

株式会社エクセレントケアシステム エクセレント衣笠 京都市北区北野東紅梅町12番地 075-461-6511

医療法人社団　長啓会 小規模多機能　京都北山 京都市北区鷹峯光悦町32-1 075-494-0201

社会福祉法人　七野会 小規模多機能型居宅介護　金閣こぶしの里 京都市北区平野桜木町7番地の3-2 075-466-2273

有限会社パイン・コーン ナーシングケアホームおとく 京都市北区小山南上総町7番地 075-411-9371

社会福祉法人　健光園 十四軒町の家　小規模多機能ホーム 京都市上京区千本通出水下る十四軒町３９８番地 075-813-1456

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 小規模多機能型居宅介護事業所　小川 京都市上京区小川通一条上る革堂町５８６番地４ 075-417-0345

医療法人　三幸会 医療法人三幸会ケアサポートセンター千本今出川 京都市上京区元誓願寺通千本東入元四丁目424-2 075-411-9918

株式会社エクセレントケアシステム エクセレント聚楽第 京都市上京区出水通土屋町東入東神明町290番地の1 075-813-1165

社会福祉法人　柊野福祉会 ガーデンハウス下鴨　 京都市左京区下鴨蓼倉町１番地 075-706-8620

社会福祉法人　市原寮 小規模多機能型居宅介護事業所　花友はなせ　 京都市左京区花脊別所町８７８ 075-705-5001

株式会社エクセレントケアシステム エクセレント修学院 京都市左京区一乗寺東閉川原町2-2 075-712-6511

医療法人社団　長啓会 小規模多機能　京都左京 京都市左京区静市市原町646番地の2 075-741-1701

社会福祉法人松光会 小規模多機能　ようせいの家 京都市左京区田中馬場町74番地 075-712-6363

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京都四条大宮・小規模多機能 京都市中京区壬生坊城町1番地の3 075-802-6211

医療法人社団　洛和会 洛和複合サービス壬生 京都市中京区壬生東大竹町44番地の1 075-803-1550

株式会社エクセレントケアシステム エクセレント東山 京都市東山区大黒町通正面下る塗師屋町585番地 075-525-6511

社会福祉法人端山園 小規模多機能ホームいまくまの 京都市東山区今熊野北日吉町61-10 075-744-0876

社会福祉法人　勧修福祉会 寛ぎの家　勧修　 京都市山科区勧修寺東堂田町170番地 075-583-5332

社会福祉法人　香東園 小規模多機能型居宅介護　香東園やましな 京都市山科区西野野色町１５－８８ 075-595-6511

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京都音羽・小規模多機能 京都市山科区音羽前田町38番地の1 075-584-2371

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京都山科新十条・小規模多機能 京都市山科区栗栖野華ノ木町12番地 075-591-5104

株式会社ケア２１ 小規模多機能型居宅介護たのしい家山科音羽 京都市山科区音羽初田町5番地の1 075-582-5121

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京都大宅・小規模多機能 京都市山科区大宅五反畑町49番地の3 075-584-2255

メディカルケア御所ノ内株式会社 小規模多機能型居宅介護　御所ノ内 京都市下京区西七条南月読町102番地の1 075-326-6071

医療法人社団　清怜会 小規模多機能　京都久世 京都市南区久世殿城町458番地 075-931-1050

社会福祉法人　嵐山寮 嵐山寮小規模多機能施設さがの 京都市右京区嵯峨野清水町２１－５８プレミアムヒルズ嵯峨野１階 075-871-0085

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 小規模多機能型居宅介護事業所　山ノ内 京都市右京区山ノ内宮前町５番地１０ 075-813-5680

社会福祉法人　嵐山寮 嵐山寮小規模多機能施設　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 075-871-3040

株式会社ピュアロージュ 小規模多機能　鳴滝陽風荘 京都市右京区鳴滝松本町20－1 075-464-2330

医療法人社団　洛和会 洛和小規模多機能サービス西院 京都市右京区西院日照町103 075-325-5885

株式会社キャビック キャビックケアホーム　すぃーとハンズ嵯峨野 京都市右京区嵯峨野北野町7番地 075-863-5050

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京都天神川・小規模多機能 京都市右京区西院西貝川町88番地 075-863-0702

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京都有栖・小規模多機能 京都市右京区梅津北川町2番地の1 075-872-0724

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京都花園・小規模多機能 京都市右京区花園中御門町11番地 075-841-2303

メディカルケア御所ノ内株式会社 小規模多機能　ごじょう西小路 京都市右京区西院追分町５番地 075-323-0711

株式会社ピナクル 小規模多機能銀閣 京都市西京区下津林南大般若町１２０番地 075-382-5252

社会福祉法人　柊野福祉会 ガーデンハウス上桂 京都市西京区上桂北村町１１４番地 075-382-1612

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京都桂川・小規模多機能 京都市西京区下津林番条町86番地 075-382-1271

メディカル・ケア・サービス関西株式会社 愛の家小規模多機能型居宅介護京都桂 京都市西京区桂上野東町１３５番地の１ 075-382-0710

株式会社タフティサポート スイート上桂 京都市西京区上桂前田町５５番地の４ 075-381-1165

社会福祉法人　京都福祉サービス協会 小規模多機能型居宅介護事業所桂坂 京都市西京区大枝北沓掛町１丁目２１番地の９４ 075-335-3610

株式会社タフティサポート スイート嵐山 京都市西京区嵐山内田町25番地の4 075-863-6511

株式会社ケア２１ 小規模多機能型居宅介護たのしい家桂 京都市西京区桂稲荷山町12番地の2 075-382-5721

社会福祉法人　京都老人福祉協会 板橋の町家　ほっこり　 京都市伏見区土橋町３３４番地１ 075-605-4660

社会福祉法人　京都老人福祉協会 稲荷の家ほっこり　 京都市伏見区深草稲荷鳥居前町１７番４ 075-641-2700

社会福祉法人　京都老人福祉協会 小栗栖の家ほっこり 京都市伏見区小栗栖牛ケ淵町３０番地 075-575-2466

医療法人社団　長啓会 小規模多機能京都納所淀 京都市伏見区納所北城堀７番１１ 075-631-7100

医療法人社団　洛和会 洛和小規模多機能サービス伏見竹田 京都市伏見区竹田三ツ杭町59番地の3 075-645-5752

株式会社ケア２１ 小規模多機能型居宅介護たのしい家醍醐 京都市伏見区醍醐新町裏町5 075-575-4621

社会福祉法人ヤマト福祉会 小規模多機能型居宅介護　宝生苑 京都市伏見区桃山町山ノ下66番地の38 075-575-5780

株式会社関西サンガ 観月橋小規模多機能ホーム爽やかな風 京都市伏見区向島立河原町67-1 075-603-1770

株式会社アクロス ラ・プラース樹楽醍醐 京都市伏見区醍醐中山町20番地の2 075-575-5015

社会福祉法人美郷会 小規模多機能ホーム向島美郷 京都市伏見区向島清水町189番地の1 075-634-8878

長岡京市 医療法人社団千春会 小規模多機能型居宅介護　あさつゆ 長岡京市久貝２丁目１５－１７坪内マンション１階 075-959-5560

医療法人　栄仁会 栄仁会　小規模多機能型居宅介護　やまぶきの郷 宇治市菟道段ノ上２０番１ 0774-22-1505

ヤマト株式会社 ニングルの森　御蔵山 宇治市平尾台一丁目３－１０ 0774-33-8865

社会福祉法人宇治明星園 伊勢田明星園小規模多機能型居宅介護 宇治市伊勢田町若林41番地 0774-41-1300

社会福祉法人くらしのハーモニー ハーモニーやまはた 宇治市木幡北山畑２３番地１ 0774-38-2810

医療法人啓信会 医療法人　啓信会　小規模多機能ホームリエゾン萌木の村 城陽市寺田新池６５番地２ 0774-54-7505

特定非営利活動法人水度坂友愛ホーム ゆうあいの家 城陽市寺田乾出北４５ 0774-56-1950

マイクロ株式会社 小規模多機能ホームまごころ城陽 城陽市富野南清水68番６ 0774-54-8630

医療法人　健和会 小規模多機能型居宅介護　ふれあいの里　京田辺 京田辺市宮津池ノ内３６番地 0774-68-1772

医療法人啓信会 医療法人　啓信会　小規模多機能ホームリエゾン健康村 京田辺市大住大坪５５－１４ 0774-68-1765

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター京田辺 京田辺市興戸北落延４４－１、４５－１ 0774-64-6355

医療法人八仁会 医療法人八仁会ケアリビングくみやま 久世郡久御山町島田堤外３１番地の２４ 075-633-5621

医療法人　啓信会 医療法人　啓信会　小規模多機能ホームリエゾン久御山　ひしの里 久世郡久御山町佐古内屋敷９１番地５ 0774-43-2633

社会福祉法人京都南山城会 小規模多機能型居宅介護　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

社会福祉法人　京都南山城会 小規模多機能型居宅介護加茂ぬくもりの里 木津川市加茂町里宇留志４０ 0774-76-0600

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 下狛ふれあいの家 相楽郡精華町大字下狛小字清神前４２ 0774-93-0902

医療法人清仁会 篠まごころホーム 亀岡市篠町広田１－３１－２０ 0771-29-3040

ケアコミュニティ株式会社 亀岡清泉荘 亀岡市曽我部町南条下河原８番 0771-22-8239

医療法人亀岡病院 しんまち小規模多機能ホーム 亀岡市新町１５番地 0771-22-0341

若年性認知症の人の受入が可能な事業所一覧（小規模多機能型居宅介護（看護小規模含む））
平成30年2月現在
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平成30年2月現在

南丹市 社会福祉法人日吉たには会 小規模多機能型居宅介護事業所　はぎの里オアシス 南丹市園部町横田２号１１１－１ 0771-68-3690

福知山市 社会福祉法人福知山シルバー 土ニコニコハウス　にっこり村 福知山市字土小字山ノ下６０番地 0773-20-2520

社会福祉法人大樹会 オンブラージュ矢之助 舞鶴市矢之助町２８－７ 0773-77-8077

社会福祉法人大樹会 やすらぎ苑余部の家 舞鶴市字余部下９２１－２ 0773-77-5371

特定非営利活動法人ふきのとう 山家小規模多機能型居宅介護施設やまぶき 綾部市上原町木トラ１番地３ 0773-45-1234

社会福祉法人　松寿苑 小規模多機能　ふれあい 綾部市岡安町大道１６番地 0773-44-8007

特定非営利活動法人ふきのとう 中筋　小規模多機能型居宅介護施設　丹都 綾部市岡町長田３－１ 0773-40-5515

社会福祉法人　丹後福祉会 ふれあいホーム桃山 京丹後市網野町網野3060番地 0772-72-1515

社会福祉法人　不動園 あけぼの荘 京丹後市大宮町上常吉１２２６番地 0772-68-1580

社会福祉法人はしうど福祉会 小規模多機能施設　間人あきばの里 京丹後市丹後町間人２５１１－６ 0772-75-0407

社会福祉法人みねやま福祉会 はごろも苑　さかいの家 京丹後市峰山町堺44番地 0772-62-5353

社会福祉法人あしぎぬ福祉会 あしぎぬホーム　なごみ 京丹後市弥栄町溝谷３４３６番地の７ －

特定非営利活動法人　丹後福祉応援団 みんなのうち加悦奥 与謝郡与謝野町字加悦奥１３８－１ 0772-44-1712

有限会社メディカルケアタカオカ ユメライフはしだて 与謝郡与謝野町字岩滝９０１番１ 0772-46-1150
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