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京都市役所（健康長寿企画課） 京都市健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 075-746-7734 京都市全域

京都市役所（健康長寿企画課） 京都市健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 075-746-7734 京都市全域

京都市長寿すこやかセンター 京都市長寿すこやかセンター相談部 075-354-8741 京都市全域

向日市(1) 向日市社会福祉協議会 （福）向日市社会福祉協議会 落合　鋼 075-932-1990 市内全域

長岡京市(1) 長岡記念財団長岡ヘルスケアセンター内 （一財）長岡記念財団 岩澤　博文 075-952-3794 市内全域

大山崎町(1) 大山崎町社会福祉協議会 （福）大山崎町社会福祉協議会 木村　光助 075-957-4100 町内全域

中宇治地域包括支援センター （一財）宇治市福祉サービス公社 兒玉　裕香 0774-28-3686 東宇治北、東宇治南、南部・三室戸、中宇治圏域

北宇治地域包括支援センター （福）宇治明星園 冨澤　和矢 0774-21-8123 槇島、北宇治、西宇治、南宇治圏域

城陽市中部地域包括支援センター （福）城陽市社会福祉協議会 明山　忍 0774-54-7330 市内全域

城陽市中部地域包括支援センター （福）城陽市社会福祉協議会 園部　美香 0774-54-7330 市内全域

八幡市役所（高齢介護課） 八幡市高齢介護課 075-983-5471 市内全域

八幡市役所（高齢介護課） 八幡市高齢介護課 075-983-5471 市内全域

京田辺市地域包括支援センターあんあん市役所 京田辺市健康福祉部高齢者支援課 0774-63-1268 市内全域

京田辺市地域包括支援センターあんあん市役所 京田辺市健康福祉部高齢者支援課 0774-63-1268 市内全域

京田辺市地域包括支援センターあんあん市役所 京田辺市健康福祉部高齢者支援課 0774-63-1268 市内全域

京田辺市地域包括支援センターあんあん常磐苑 京田辺市健康福祉部高齢者支援課 0774-68-0705 市内全域

京田辺市社会福祉協議会 （福）京田辺市社会福祉協議会 0774-62-2222 市内全域

久御山町地域包括支援センター （福）久御山町社会福祉協議会 門脇　洋平 075-631-0033 町内全域

居宅介護支援事業所　東楽生苑 （福）八康会 寺田　美紀子 0774-41-1470 町内全域

認知症対応型デイサービス リエゾン久御山 ひしの里 （医）啓信会 松嶋　竜宏 0774-80-2900 町内全域

井手町保健センター 井手町保健センター 0774-82-3385 町内全域

井手町地域包括支援センター 井手町地域包括支援センター 0774-82-3690 町内全域

宇治田原町(1) 宇治田原町役場地域包括支援センター 宇治田原町福祉課 0774-88-3719 町内全域

木津川市役所 木津川市健康福祉部高齢介護課 0774-75-1213 市内全域

木津川市役所 木津川市健康福祉部高齢介護課 0774-75-1213 市内全域

木津川市地域包括支援センター木津西 （福）木津川市社会福祉協議会 0774-75-1294 木津西

木津川地域包括支援センター木津東 （福）芳梅会 0774-75-2003 木津東

木津川市地域包括支援センター加茂 （福）木津川市社会福祉協議会 0774-75-0001 加茂

木津川市地域包括支援センター山城 （福）楽慈会 0774-86-3500 山城

笠置町(1) 笠置町地域包括支援センター 笠置町地域包括支援センター 藤田　拓人 0743-95-2890 町内全域

和束町地域包括支援センター 和束町福祉課 0774-78-3006 町内全域

和束町地域包括支援センター 和束町福祉課 0774-78-3006 町内全域

北部地域包括支援センター （福）カトリック京都司教区カリタス会　神の園 西林　亜希 0774-94-5677 町内全域

北部地域包括支援センター （福）カトリック京都司教区カリタス会　神の園 岡田　典子 0774-94-5677 町内全域

北部地域包括支援センター （福）カトリック京都司教区カリタス会　神の園 原田　顕子 0774-94-5677 町内全域

南山城村保健福祉センター 南山城村保健医療課 岡本　剛 0743-93-0294 村内全域

南山城村保健福祉センター 南山城村保健医療課 下村　恵 0743-93-0294 村内全域
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亀岡市役所 亀岡市健康増進課 0771-25-5004 市内全域

亀岡市役所 亀岡市健康増進課 0771-25-5004 市内全域

亀岡市役所 亀岡市健康増進課 0771-25-5004 市内全域

亀岡市役所 亀岡市健康増進課 0771-25-5004 市内全域

南丹地域包括支援センター （福）南丹市社会福祉協議会 山田　顕充 0771-75-1006 市内全域

南丹地域包括支援センター （福）南丹市社会福祉協議会 平井　恭子 0771-43-0551 市内全域

京丹波町地域包括支援センター 京丹波町福祉支援課 島田　恵子 0771-86-1370 町内全域

京丹波町社会福祉協議会 （福）京丹波町社会福祉協議会 竹村　一宏 0771-86-1440 町内全域

長老苑在宅介護支援センター （福）わち福祉会 保田　美生 0771-84-1748 町内全域

福知山市福祉保健部地域包括ケア推進課 福知山市福祉保健部地域包括ケア推進課 山野　奈津美 0773-24-7073 市内全域

東部保健福祉センター 東部保健福祉センター 上原　亜弥 0773-58-2090 市内全域

北部保健福祉センター 北部保健福祉センター 辻本　沙織 0773-56-2620 市内全域

綾部市役所（高齢者支援課） 綾部市高齢者支援課 大島　けい子 0773-42-4262 市内全域

綾部市役所（高齢者支援課） 綾部市高齢者支援課 吉松　美穂 0773-42-4262 市内全域

特別養護老人ホーム第２松寿苑 （福）松寿苑 村上　甲太 0773-42-1123 市内全域

小規模多機能そらいろ （福）松寿苑 大槻　史子 0773-44-8100 市内全域

舞鶴市役所 舞鶴市福祉部高齢者支援課 尾橋　淳子 0773-66-1018 市内全域

舞鶴市役所 舞鶴市福祉部高齢者支援課 大塚　友加有 0773-66-1018 市内全域

宮津市地域包括支援センター 宮津市地域包括支援センター 中川　拓哉 0772-45-1620 市内全域

宮津市地域包括支援センター 宮津市地域包括支援センター 山岡　秀明 0772-45-1620 市内全域

京丹後市(1) 京丹後市地域包括支援センター 京丹後市健康長寿福祉部長寿福祉課 橋本　知美 0772-69-0330 市内全域

伊根町(1) 伊根町地域包括支援センター 伊根町地域包括支援センター 坂井　亜紀子 0772-32-3041 町内全域

グループホームふれあい （株）うえもり 桑原　さわ江 0772-44-1010 町内全域

岩滝あじさい苑ひより （福）与謝郡福祉会 坂田　敦子 0772-46-5339 町内全域

与謝野町地域包括支援センター 与謝野町福祉課 安達　寛将 0772-43-9021 町内全域

与謝野町地域包括支援センター 与謝野町福祉課 小山　佳子 0772-43-9021 町内全域
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