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「短期入所事業所 情報紹介シート」作成にあたり

京都市老人福祉施設協議会（以下、市老協）の短期入所事業運営に、ご理解、ご支援を

いただき、誠にありがとうございます。

ショートステイ部会は、市老協の居宅ケア委員会に属し、短期入所事業に携わる職員のた

めの専門職研修や交流研修等、ショートステイサービスの質の向上をめざし、運営を行って

います。

昨年度に引き続き、ショートステイ部会の取り組みとして、市老協の短期入所事業所の

サービス体制や内容をより多くの皆様に知っていただくために、「2019年度版 短期入所事

業所情報紹介シート」の作成を致しました。各事業所とも１ページにまとめたシートのため、

詳細な情報は網羅できていない部分もありますが、事業所の特徴を知っていただき、必要と

されるサービスが必要な人に届くように、有効に活用していただきたいと考えています。

今後も、地域で安心して住み続けられる地域社会のために、ショートステイサービスの質の

向上をめざし、努力を重ねていきたいと考えております。 居宅介護支援事業所、地域包括

支援センターはじめ、ショートステイのご利用を検討されている方々に有効に活用していただ

けるように発信していきたいと考えております。

今後とも、市老協ショートステイ事業運営に、ご理解とご支援を賜りますよう、どうぞよろしく

お願い申し上げます。

2020年4月1日

一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会
居宅ケア委員会 委員長
ショ－トステイ部会 部会長 新川 昌代



ＮＯ 施設名 定員 行政区 ＮＯ 施設名 定員 行政区

1 ヴィラ上賀茂特別養護老人ホーム 2 北 43 アムールうずまさ短期入所生活介護事業 4 右京

2 原谷こぶしの里ショートステイ 46 北 44 メルシーうずまさ短期入所生活介護事業 10 右京

3 京都市柊野特別養護老人ホーム 4 北 45 嵐山寮短期入所生活介護事業所 14 右京

4 特別養護老人ホームユーカリの里ショートステイ 20 北 46 嵐山寮短期入所生活介護事業うたの 10 右京

5 特別養護老人ホーム和順の里 8 北 47 嵐山寮特別養護老人ホームひろさわ 10 右京

6 短期入所生活介護事業所きたおおじ 10 北 48 特別養護老人ホーム梅津富士園 4 右京

7 介護老人福祉施設にしがも船山庵
空床

利用型 北 49 短期入所生活介護事業所豊和園 10 右京

8 京都市小川特別養護老人ホーム短期入所生活介護 30 上京 50 短期入所生活介護事業所しゅうざん 10 右京

9 西陣憩いの郷短期入所 8 上京 51 健光園あらしやまショートステイ 21 右京

10 市原ショートステイ 20 左京 52 うずまさ共生の郷 10 右京

11 大原ホーム短期入所生活介護 20 左京 53 京都市桂川特別養護老人ホーム 4 西京

12 花友しらかわショートステイ 40 左京 54 特別養護老人ホーム京都厚生園短期入所生活介護 5 西京

13 特別養護老人ホーム静原寮 2 左京 55 ショートステイ上桂 9 西京

14 バプテストホーム 6 左京 56 特別養護老人ホーム沓掛寮
空床

利用型 西京

15 短期入所事業所洛翠園 12 左京 57 ショートステイシオンの里 6 西京

16 サテライト特養ユニティ長谷 9 左京 58 短期入所生活介護西山寮 5 西京

17 花友はなせ
空床

利用型 左京 59 短期入所生活介護くつかけ七彩の家 7 西京

18 吉祥ホーム短期入所生活介護事業所 8 左京 60 まほろば短期入所生活介護事業所 10 西京

19 本能ショートステイ 10 中京 61 ショートステイヴィラ向島 20 伏見

20 短期入所生活介護壬生老人ホーム 4 中京 62 あじさい苑 20 伏見

21 短期入所生活介護事業所ライトハウス朱雀 9 中京 63 東高瀬川センターショートステイ 30 伏見

22 修道洛東園ショートステイ 9 東山 64 レーベン横大路ショートステイ 10 伏見

23 洛東園ショートステイ 4 東山 65 ショートステイ洛和ヴィラ桃山 20 伏見

24 地域密着型特別養護老人ホーム　レット・イット・ビー 10 東山 66 特別養護老人ホーム城南ホーム 6 伏見

25 ヴィラ山科短期入所生活介護 10 山科 67 特別養護老人ホームそせい苑 4 伏見

26 長楽園短期入所生活介護事業所 4 山科 68 介護老人福祉施設まどか 20 伏見

27 特別養護老人ホーム東旺苑短期入所介護事業所 4 山科 69 ももやまショートステイ 16 伏見

28 老人短期入所　山科苑 7 山科 70 特別養護老人ホーム淀の里
空床

利用型 伏見

29 山科積慶園　ショートステイ 10 山科 71 ショートステイいずみ 10 伏見

30 特別養護老人ホームそらの木短期入所事業所 18 山科 72 ショートステイセンター向島美郷 20 伏見

31 ショートステイ香東園やましな 29 山科 73 京都指月の郷 West館 10 伏見

32 きよみず苑短期入所施設 10 山科 74 京都老人ホームショートステイ 14
伏見
深草

33 京都市菊浜老人短期入所施設 40 下京 75 みやびのその短期入所生活介護 4
伏見
深草

34 高齢者福祉施設西七条短期入所事業所 10 下京 76 特別養護老人ホームヴィラ稲荷山短期入所 20
伏見
深草

35 京都市修徳特別養護老人ホーム 20 下京 77 深草しみずの里 10
伏見
深草

36 京都ミモザの郷ショートステイ 9 下京 78 フジの園短期入所生活介護 4
伏見
深草

37 ショートステイ故郷の家・京都 20 南 79 藤城の家ショートステイ
空床

利用型
伏見
深草

38 特別養護老人ホームビハーラ十条 8 南 80 京都市春日丘センターショートステイ 30
伏見
醍醐

39 京都市久世特別養護老人ホーム 4 南 81 ヴィラ端山短期入所生活介護事業所 6
伏見
醍醐

40 特別養護老人ホーム塔南の園 16 南 82 同和園短期入所事業所 24
伏見
醍醐

41 東九条のぞみショートステイ 6 南 83 日野しみずの里ショートステイ 10
伏見
醍醐

42 鳥羽ホームショートステイ 10 南

一般社団法人　京都市老人福祉施設協議会　　短期入所事業所一覧表

※令和２年４月現在の情報です。

※施設名をクリックすると施設のページが表示されます



しく過ごしていただけるよう、サポートしています。また、自宅での生活をでき
る限り継続していただけるよう、ご利用者様の生活習慣や個性等を知り、ご利用

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

◯ 人工透析 × ご利用していただきます。

× 人工呼吸器装着者 × 利用前にインフルエンザ等の感染
× 痰の吸引 × の疑いがある場合は、一度かかり

胃ろう造設者

ご利用者様の自宅での生活を継続できるよう、自宅での介護方法を利用中も実施できるよう努めさせていただき
ます。送迎は介護経験のある職員で対応させていただきますので、玄関先での移乗介助等ご協力させていただき
ます。また、送迎の時間については、基本的には午前入所、午後退所とさせていただいてますが、ご家族様のご
都合に合わせて、午後の入所や午前の退所等も対応させていただきます。送迎範囲についても、事業所から多少
遠くても追加料金は発生しません。
定期的にボランティア団体に来所していただき、オカリナ演奏会や朗読会、体操等の機会を作っております。ま
た、個別のご希望に沿えるよう、余暇物品の充実を図っております。

その他

　ショートステイ居室にテレビを設置しています。特に費用の負担はなく、

　観ていただけます。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △ つけ医を受診していただいた上で

膀胱留置カテーテル

日常生活費の額　　　

食費

朝食 288円 食事についての特記事項

昼食 566円 ご利用者様のご状態に合わせた食事形態を提供します。

夕食 566円

送迎対応可能範囲 実施地域内 面会時間 9：00～18：00

居室のタイプ
4人部屋（空床利用）

2人部屋

サービスの実施地域
北区、上京区、中京区

協力医療機関
堀川病院、京都警察病院

左京区の一部 京都大原記念病院、丸太町病院

受付担当窓口 北野　昭次 受付対応時間 随時

申込み受付方法
電話にてご相談ください。

　　　ホームページ http://www.hiragino.or.jp/ ブログ http://hiraginofukushikai.blogspot.jp/

　　　交通機関・最寄り駅
市バス「西賀茂車庫前」より　徒歩5分　
市バス「柊野別れ」より　徒歩5分

施設の特徴
山々に囲まれ、賀茂川のほとりの自然豊かな場所にあります。上賀茂という歴史
ある地域に根差し、ご利用者様の住み慣れた地域、環境で、いつまでもご自分ら

者様お一人おひとりの思いに寄り添ったケアを行っていきます。

　　　事業開始年月日 昭和59年5月8日

1

　　　事業形態（定員） 併設（2名）
連絡先

（075）711-1851

　　　設置主体 社会福祉法人　柊野福祉会

事業所名
特別養護老人ホーム
「ヴィラ上賀茂」

〒603-8032

京都市北区上賀茂中ノ河原町22-1

FAX （075）711-1853
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業開始年月日 1985年7月 FAX ０７５（４６３）７２２５

　　　ホームページ http://nananokai.com/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
市バスM１　「わら天神前」から乗車、「原谷口」下車　徒歩３分

施設の特徴
1985年6月に開設した特養の併設型として事業をスタート後、1993年6月に
単独型として開所し、市内で一番定員数の多いショートとなっています。事業所、施設の

写真を貼り付けて
下さい

同敷地内に特養、居宅、デイサービスがあり、ケアハウス、老人保健施設が
隣接しています。

　　　事業形態（定員） 単独（４６名定員）
連絡先

０７５（４６３）４５６９

　　　設置主体 社会福祉法人　七
ナナ

野
ノ

会
カイ

０７５（４６３）４９０６

事業所名 原谷こぶしの里ショートステイ

〒603-8488

　京都市北区大北山長谷町5-362

受付担当窓口 九矢・藤田・津田（相談員） 受付対応時間 ９：００～１７：３０

申込み受付方法
3か月前の月末3日間　FAXにて受付（例：1月29日～31日に　4月分の予約）

※ご相談は、随時承っております。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
上京診療所
民医連中央病院

送迎対応可能範囲 北・上京区、一部の他区 面会時間 概ね　9：00～18：00

居室のタイプ
4人部屋：5室、　2人部屋：13室

※個室はございません。
多床室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ２８０円 食事についての特記事項

昼食 ５００円 ふつう、一口、ソフト食、ゼリー食、ミキサー食を対応

夕食 ６００円 療養食の対応も行っております。個別ご相談下さい。

その他

　サービスの提供（希望）に応じてご負担いただく利用料

・随時（希望時）提供するお飲み物とおやつ：１００円/日

・テレビ：２００円/日、イヤホン：２５０円、ティッシュ：１００円

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

△ 人工呼吸器装着者 × 他利用者への感染の可能性がある
◯ 痰の吸引 △ 症状については、個別ご相談させて

胃ろう、インスリン注射対応は、体制上受け入れ人数が重なり過ぎないよう日程調整をさせていただいています。

痰の吸引は、医療職のいる日中のみ対応が可能です。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ いただいています。

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

胃ろう造設者

京都市の緊急利用者援護事業の委託を受けています。
土・日・祝も含め、相談を承っており、緊急的なショー
ト利用の対応を行っております。
毎月のお誕生会や季節の行事（夏祭り、文化祭等）を企
画しています。
年２回、家族懇談会を企画しており、ご家族からご自宅
でのご様子や介護の思いをお聞きしたり、ショートでの
ご様子をお伝えし、ご一緒により良い在宅介護を支えて
いくことを目指しています。
自然に囲まれ、山々の景色を眺望できる環境です。
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よう、職員一人ひとりがご利用者様の歩んできた人生を尊重し、生活歴や日々
の関わりの中からケアの手がかりを探し、常により良いケアを追求しています。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　※　当施設は、山々に囲まれ、賀茂川のほとりの自然豊かな場所にあります。上賀茂という歴史ある地に
　　根差し、ご利用者様の住み慣れた地域・環境の中で、いつまでもご自分らしく過ごしていただけるよう

　
　　サポートしています。ご希望により、午後入所や午前退所、土・日・祝日の送迎も行っております。

× 人工呼吸器装着者 ×
× 痰の吸引 △

事業所の紹介（アピールポイント）

△ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

胃ろう造設者

中　庭

その他

おやつ代：103円/日

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

リビング 浴　室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 280円 食事についての特記事項

昼食 550円

夕食 550円

送迎対応可能範囲 上記の地域 面会時間 9：00～18：00

居室のタイプ
従来型個室、多床室（4人部屋）

空床利用（2人・4人部屋）

従来型

受付担当窓口 柿木（生活相談員） 受付対応時間 8：30～17：30

申込み受付方法
ご利用月の2か月前

サービスの実施地域
北区、上京区、中京区

協力医療機関
京都大原記念病院、堀川病院

の全域と左京区の一部 京都警察病院、洛和会丸太町病院

　　　事業開始年月日 平成9年6月12日 FAX （075）705-4138

✓　緊急ショートの受け入れ可能です。

　　　ホームページ http://www.hiragino.or.jp/ ブログ http://hiraginofukushikai.blogspot.jp/

　　　交通機関・最寄り駅
 地下鉄「北大路駅」より　市バス37号系統「西賀茂車庫前」より徒歩5分/市バス北3号系統「柊野別れ」より徒歩5分　

堀川通より　市バス9号系統「西賀茂車庫前」より　徒歩5分

施設の特徴
当施設は、４つの事業所が複合しており、在宅生活を総合的にサポートできる
施設となっています。 普段の生活がご利用者様にとって心地よいものとなる

✓　短期入所生活介護ベッド数４床。
✓　 随時、空床利用を行っています。
✓  随時、空床利用を行っています。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　　　事業形態（定員） 併設型（4名）
連絡先

（075）705-4131

　　　設置主体 社会福祉法人　柊野福祉会

事業所名 京都市柊野特別養護老人ホーム

〒603-8033

京都市北区上賀茂馬ノ目町10-13
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

サービス体制

× 気管切開 ×

　全部屋洗面台付きです。

入退所は
午前入所
9：00～
午後退所
15：30～
です！

栄養バランスの摂れたお食事です。

居室から鹿が見られるときも！

× 痰の吸引 × いる利用者様に限り利用可能です。
胃ろう造設者 × 医師から集団生活可能と診断されて

日常生活費の額　　　

食費

朝食 303円 食事についての特記事項

昼食 605円 お食事の形態：普通食・一口大・刻み食・ミキサー食をご用意しています。

夕食 484円 朝食は、パン（日替わり）又は米飯を選択して頂けます。

その他

・送迎代（片道216円～）・テレビ使用料（1日51円）・喫茶・おやつ代（1回125円）

・理美容代（1,800円～5,600円）・行事食（年末年始・夏祭り他）割増額1食500円上限

・月・水・土と利用中に博愛会病院のPT又はOTによるリハビリを無料で受けることが出来ます。

～ご利用時持ち物～肌着、上着、ズボン、靴下、パジャマは各1～2着（お洗濯は無料で行います。）、口腔ケ

ア用品、箱ティッシュ、内服薬などです。　※お箸、お湯のみ、タオル類は施設でご用意しています。
事業所の紹介（アピールポイント）

× 在宅酸素 ×
膀胱留置カテーテル △ 人工透析 ×

（疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

× 人工呼吸器装着者

送迎対応可能範囲 京都市内（応相談） 面会時間 9：00～17：00

居室のタイプ
・個室16床（トイレ付き7床）

・従来型の4人部屋4床（女性のみ）

受付担当窓口 短期入所相談員（宗像） 受付対応時間 8：30～17：30

申込み受付方法
居宅担当のケアマネージャーから、電話にて随時受付ています。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
博愛会病院
冨田病院

従来型

　　　事業形態（定員） 併設型（20名）
連絡先

（075）712-1120（代表）

　　　設置主体 社会福祉法人　仁恵会 （075）707-2222（直通）

事業所名
特別養護老人ホーム
ユーカリの里 ショートステイ

〒603-8041

京都市北区上賀茂ケシ山1番地434

　　　事業開始年月日 平成12年3月 FAX （075）712-1199

　　　ホームページ http://web.kyoto-inet.or.jp/people/koalamet/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
・京都市営地下鉄烏丸線「北山駅」徒歩約15分 ・京都市営バス　4号系統「深泥池」徒歩約8分　

・京都バス45号、46号系統「博愛会病院前」徒歩1分　※京都博愛会病院送迎車もご利用頂けます。

施設の特徴
上賀茂の自然に囲まれた環境で、ゆったりと過ごして頂けます。
個室が16床あり、ひとりひとりのプライバシーを大切にしています。事業所、施設の

写真を貼り付けて
下さい

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/koalamet/
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/koalamet/
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/koalamet/
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/koalamet/
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/koalamet/
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　　9：00　～　18：00　　

　　9：00　～　20：00　　

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 併設型（8名）
連絡先

（ 075 ）467-3670

　　　設置主体 社会福祉法人和順共生会

事業所名 特別養護老人ホーム和順の里

〒603-8487

京都市北区大北山原谷乾町102番15

　　　事業開始年月日 平成15年4月1日 FAX （ 075 ）467-8900

　　　ホームページ http://wajunkyouseikai.sakura.ne.jp/ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京都市バス　M1系統　原谷農協前

施設の特徴
和順の里は佛教大学の全面的な支援により設立されました。法人の理念である
共生思想に基づき、ひとりひとりの生き方を大切に心のこもったケアをめざし

春には満開の桜が、秋には鮮やかな紅葉が目を楽しませてくれます。

受付担当窓口 寺田（相談員） 受付対応時間

ます。和順の里は金閣寺の裏手、周囲を山に囲まれ、澄んだ空気の中で自然を
身近に感じられる北区と右京区の境に位置します。桜の名所に隣接しており、

申込み受付方法
毎月1日に2カ月前の予約をFAXで受け付けています。（書式は自由）

新規利用は随時電話相談可。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
京都民医連中央病院

（一部区域は対象外）

送迎対応可能範囲 制限あり 面会時間

居室のタイプ
従来型個室

特養の空きベッド（個室、多床室）活用もしています。

従来型

日常生活費の額　　　

食費

朝食 464円 食事についての特記事項

昼食 464円 苦手な食べ物など、嗜好の相談には可能な範囲で応じています

夕食 464円

その他

毎月第1・3水曜に出張理容あり。（祝日など業者の都合で変更になる場合があります。）

おやつ代　50円/日。　不定期のパン訪問販売（実費）。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

×
△ 痰の吸引 ×

胃ろう造設者

おひとりおひとりの生活を大切に、可能な範囲
で、ご自宅での生活に近い状態で過ごして頂ける
よう個別ケアに取り組んでいます。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

× 人工呼吸器装着者

http://wajunkyouseikai.sakura.ne.jp/
http://wajunkyouseikai.sakura.ne.jp/
http://wajunkyouseikai.sakura.ne.jp/
http://wajunkyouseikai.sakura.ne.jp/
http://wajunkyouseikai.sakura.ne.jp/
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http://www.kitaooji8025.jp/ https://kitaooji.exblog.jp/

大学などもあり、街中にあってしかも歩いていける距離に名所古刹が
立ち並ぶという恵まれた地域に立地しています。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　リビングはご利用者に合わせて必要が

あれば設えを変更する等、柔軟に対応

しています。

　地域のお祭りや運動会等のイベントに

参加する等、地域交流を大切にしてい

ます。

　入退所の送迎は介護タクシーキャビッ

クに委託しており、送迎加算の単位で

ご利用いただけます。

　どんなことでもご相談ください！

× 人工呼吸器装着者 × 状態に応じて相談させて頂きます。
△ 痰の吸引 △

リビング 　　　　　　　地域交流

△：看護師滞在中は可能です。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯
膀胱留置カテーテル △ 人工透析 ×

胃ろう造設者

その他

滞在費3,200円/1日、テレビレンタル代100円/1日、おやつ代120円/1日、

テレビ・ラジオ・冷蔵庫各製品の電気代20円/1日、その他電化製品の電気代10円/1日

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

日常生活費の額　　　

食費

朝食 280円 食事についての特記事項

昼食 550円 ソフト食、ミキサー食、ゼリー食対応可能です。

夕食 550円

送迎対応可能範囲 北、上京、左京、中京区 面会時間 9：00～20：00

居室のタイプ
特養併設型の1ユニット全室個室。

フロア、居室全て畳。

ユニット型

受付担当窓口 小谷・籠谷（相談員） 受付対応時間 9：00～18：00（左記時刻以外も可能）

申込み受付方法
2か月前の利用分を専用用紙にて、毎月1～3日の3日間受け付けています。

サービスの実施地域
北区、上京区、左京区

協力医療機関
堀川病院、京都鞍馬口医療センター

中京区 丸太町病院、浅田まひろ歯科

　　　事業開始年月日 平成24年8月1日 FAX （075）-366-3006

　　　ホームページ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
JR京都駅より地下鉄烏丸線「北大路」から市バス205号「大徳寺前」下車徒歩8分

施設の特徴

大徳寺の北側に位置し、今宮通りに面して建っております。
西に今宮神社、東に活気あふれる新大宮商店街、保育所や幼稚園、事業所、施設の

写真を貼り付けて
下さい

　　　事業形態（定員） ユニット型（10名）
連絡先

（075）-366-8025

　　　設置主体 リガーレ暮らしの架け橋

事業所名
短期入所生活介護事業所きた
おおじ

〒603-8231

京都市北区紫野大徳寺町49-36
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基本理念である「入居者お一人おひとりが持てる能力を発揮し、あるがまま
にゆったりと暮らしていただく」をもとに、個々に合わせたケアを提供して
おります。また、透析治療が受けられる『にしがも透析クリニック』と隣接
していますので、ご利用中の透析治療に関してもご相談が可能です。

お電話にてご相談下さい。尚、空床利用型の為、利用希望日もお聞きしています

が、空きが出た際に随時利用案内をしております。

毎月、第２木曜・第４金曜に訪問美容有り。間食は、希望にて100円/日で提供。

ご利用中に『にしがも透析クリニック』での透析をご希望の方は、ご相談下さい。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

◯ 痰の吸引 △ 症状については個別にご相談させて

△は要相談

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ 頂いております。
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ◯

胃ろう造設者

その他

サービス体制

◯ 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

◯ 人工呼吸器装着者 × 他ご利用者への感染の可能性がある

日常生活費の額　　　

食費

朝食 300円 食事についての特記事項

昼食 600円 食事形態：普通、一口大、きざみ、極きざみ、ミキサー

夕食 600円 療養食にも対応しております。

送迎対応可能範囲 範囲指定有り 面会時間 概ね　9：00～18：00

居室のタイプ
全室にトイレ・洗面所付

テレビ貸出可（電気代のみ負担）

ユニット型個室
（空床利用型）

受付担当窓口 上川、大畠 受付対応時間 9：00～18：00

申込み受付方法

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
西陣病院
にしがも透析クリニック

FAX （ 075 ）495-1161

　　　ホームページ http://funayamaan.com/ ブログ 左記ホームページ内

　　　事業開始年月日 平成22年4月1日

　　　交通機関・最寄り駅
京都市バス１系統「山ノ前町」下車　　　徒歩約３分
３７系統と９系統「大宮総門口町」下車　徒歩約５分

施設の特徴

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　　　事業形態（定員） 空床利用型（80名）
連絡先

　　　設置主体 社会福祉法人 京都社会事業財団

事業所名
介護老人福祉施設
にしがも舟山庵

〒603-8471

　京都市北区大宮西山ノ前町3番地1

（ 075 ）495-1121

7

事業所名の通り、五山の送り火の船形

がある船山のふもとに位置しており、２階

のホールからは、比叡山や大文字山、京

都市が一望できます。山々や緑に囲まれ

た環境の中で、個々のライフスタイルに

合わせたケアを提供しております。

http://funayamaan.com/
http://funayamaan.com/
http://funayamaan.com/
http://funayamaan.com/
http://funayamaan.com/
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

× 完治している方のご利用となります。
◯ 痰の吸引 ◯

　要介護または要支援の認定を受けられた方を対象に、一日
３０名のみなさまがおすごしです。小学校の跡地に建てられ
た施設で、4階がショートステイになっています。屋上のテ
ラスでは野菜をづくりをしており、季節の収穫を楽しんでも
らっています。窓からは光が差し込み非常に明るく、テラス
からは京都御所や比叡山、五山送り火の大文字山が間近に望
めます。
　建物の敷地東側には京都市立みつば幼稚園が併設されてお
り、園庭で遊ぶ子供たちのにぎやかな声が聞こえてきます。
その園児たちが毎月施設に来て歌やお遊戯を披露してくれ、
ご利用者様との交流の場になっています。
　また、最近の取り組みとして新たに「持ち帰り弁当」サー
ビスを行いご利用者様からのニーズにお応えしています。

胃ろう造設者

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

◯ 人工呼吸器装着者

その他

居住費：個室基準額　１１５０円　　多床室基準額　８４０円

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

送迎対応可能範囲 面会時間 ９：００～２１：００

居室のタイプ
従来型の４人部屋、２人部屋、個室があります。

特養従来型の空きベッドの利用もしています。
従来型

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ３８０円 食事についての特記事項

昼食 ５００円

夕食 ５００円

受付担当窓口 植田，中田（生活相談員） 受付対応時間 ８：３０～１７：３０

申込み受付方法
FAXにて受付ています。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
医療法人愛寿会　同仁病院

　　　事業開始年月日 平成14年1月10日 FAX （075）415-8835

まに生きがいある環境を提供できるよう取り組んでいます。

　　　ホームページ https://www.kyoto-fukushi.org/office/detail/oga/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
・市バス「堀川今出川」下車　油小路通を南へすぐ
・地下鉄烏丸線「今出川」下車　今出川通を西進、油小路通を南へすぐ

施設の特徴
　高齢者福祉施設小川は、京都の中心・緑豊かな御所の西側に位置し、近くには
有名な社寺仏閣をはじめ、同志社大学や西陣織会館などがあります。

４階がショートステイになっています。
「あなたの生活に笑顔とやすらぎを」を理念に掲げ、ご利用していただくみなさ

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　当施設は、元小川小学校の跡地に地域のみなさんのご理解とご協力を得て建設
されました。建物は１階がデイサービス、２階及び３階が特別養護老人ホーム、

　　　事業形態（定員） 指定短期入所生活介護(30名)
連絡先

（075）415-8833

　　　設置主体 社会福祉法人　京都福祉サービス協会 （　　）

事業所名
京都市小川特別養護老人ホー
ム短期入所生活介護

〒602-0951

京都市上京区小川通今出川下る西入東今町375番地8
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9

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 併設型（８名）
連絡先

（075）431-1513

　　　設置主体 社会福祉法人北野健寿会 （　 ）

事業所名
西陣憩いの郷短期入所（介護
予防）

〒602-8476

京都市上京区千本通五辻上る桐木町885番1

　　　事業開始年月日 平成17年5月1日 FAX （075）431-1514

　　　ホームページ http://nishijin.kitano-kenjukai.or.jp/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京都市バス「千本今出川」停徒歩５分　JR嵯峨野線「二条」駅バス10分
阪急京都線「大宮」駅バス20分　地下鉄「今出川」駅バス10分

施設の特徴

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

西陣憩いの郷は、歴史ある古都京都のなかでも古くからの街、西陣の比較的閑静な一角（千本今出川上る）に
あります。
全室個室（長期１００室、短期８室）で、入居の方それぞれにその人らしく暮らしていただけるよう１２ユ
ニットに分け、研修を積み重ねたスタッフとともに生活していただいています。
平成１７年５月に開設以来、利用者の平均年齢が高くなるにつれて、重度の認知症や介護度の高い方が増えて
きましたが、そうした方々にもより良いサービスを提供できるように、またご家族の方にも安心していただけ
るよう、職員一同一丸となって努力してまいりますので、より一層のご支援をお願い申しあげます。

受付担当窓口 島田幸一（相談員） 受付対応時間 08：30～17：30

申込み受付方法
ケアマネジャー様を通し、ご利用２か月前の1日から5日にFAXで受け付けております。

キャンセル待ちは随時受け付けております。

サービスの実施地域
京都市内（上京・北・

協力医療機関
医）相馬病院

左京・中京・右京等中心）

送迎対応可能範囲 京都市内で要相談 面会時間 09：00～19：30

居室のタイプ
ユニット型個室（８室）ショート専用の居室は８室ですが、特養（長期）の

空きを利用していただく場合もあります。

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 380円 食事についての特記事項

昼食 500円 心臓病食、糖尿病食等療養食にも対応しています。

夕食 500円 形態も、刻み食やミキサー食など対応しています。

その他

個室代につきましては、第4段階の方3,476円/日、第3段階の方1,310円/日、第2・1段階の方　

820円/日となります。他、間食代100円/日、嗜好品費（コーヒー、カルピスなど）、

電気器具を持ち込まれた場合の電気代（1機種50円/日）、レクリエーション費等。

△ 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
胃ろう造設者 △ 人工呼吸器装着者

内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 痰の吸引 △ ご利用はご遠慮いただいております。

7階のルーフガーデンからは比叡山
や五山の送り火などを見渡すことが
できます。

各個室にはトイレと洗面台が完備さ
れており、プライバシーが保てるよ
うになっています。

△ 発熱など感染症状のある方の

ショートステイのフロアは、7階にあ
りますので、お部屋からの眺望も抜
群です。

植物園や動物園、北野天満宮など近
隣の寺社仏閣へ行く企画もしていま
す。レクリエーションにも力を入れ
ております。

△ 在宅酸素 ◯ ※△は要相談

膀胱留置カテーテル △ 人工透析 △

加算項目　併設型短期ユニット型、サービス提供加算Ⅰ、処遇改善加算Ⅰ、夜勤職員加算Ⅱ、送迎加算
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） ２０名
連絡先

（　075　）741-2252　直通

　　　設置主体 社会福祉法人　市原寮

事業所名 市原ショートステイ

〒601-1123

京都市左京区静市市原町1278番地
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　　　交通機関・最寄り駅
京都バス　市原駅前下車徒歩４分
叡山電鉄　市原駅より徒歩５分

施設の特徴

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

高齢者福祉の経験を活かし、介護の専門施設として利用者の要介護状態の軽減又
は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等、利用者の心身の状況を踏まえて、
日常生活に必要な援助を適切に行います。また、「生きる喜び明日への希望」を
目指して利用者個々の人生を大切にした快適且つ安全な生活支援に取り組んでい
ます。

　　　事業開始年月日 平成12年4月1日 FAX （　075　）705-6011

　　　ホームページ https://www.itihara.or.jp/ichihara/ ブログ 無し

サービスの実施地域
原則、左京区　北区

協力医療機関
洛陽病院、堀川病院　等

受付担当窓口 今井　雅幹（相談員） 受付対応時間 午前9時00分～午後6時00分

申込み受付方法
毎月25日　午前8時30分から3ヵ月後の申し込みを受付

※25日が土曜日の場合は、24日に受付ます。25日が日曜日の場合は、23日に受付ます。

送迎対応可能範囲 北大路通りより以北、千本通より以東 面会時間 午前9時00分～午後6時00分

居室のタイプ
２人部屋、４人部屋、個室風部屋（３人部屋）従来型多床室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ３２０円 食事についての特記事項

昼食 ６６０円

夕食 ５２０円

胃ろう造設者

家族、地域、担当ケアマネ、各サービス事業者、主治医等と連携を図り、利用者の立場に立ったサービスの提供
及び、「その人らしい」暮らしの実現を目指しています。

その他

　『たんとおあがり京都府産』施設認定

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

× 人工呼吸器装着者 × 疥癬、インフルエンザは受入不可、
△ 痰の吸引 × MRSAは要相談。
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医療も万全の体制でバックアップ。万が一の緊急時も安心です。併設の大原
ホームデイサービスと併用されている方も多く、顔馴染みの職員やご利用者と
様々なイベントを用意しておりますので、とても楽しく過ごして頂けます。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

癒しの大原（さと）へようこそ

大原の自然の中、自家菜園で育てている畑から花や野菜を収穫、

ほっと一息、プランター栽培の植物を眺めながらベランダカフェ。

三千院の和尚さんの有難い説法などユニークなイベントも盛りだくさん。

ご利用条件はありますが、送迎サービスも提供しております。

より身近に感じて頂ける大原ホームショートステイ、

四季様々な姿を見せる景色の中で、少しの間お気軽スローライフ。
入所理由は色々ですが、来て頂いたご利用者様は「楽しかった！」
と話して下さいます。
あなたにとっての癒しの大原（さと）でありますように。
ご利用お待ちしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職員一同

　　　事業開始年月日

ながら、サービスを受けて頂けます。また京都大原記念病院が隣接しており、
事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　　　交通機関・最寄り駅
京都バス花尻橋バス停より徒歩3分／京都大原記念病院グループシャトルバスあり。

送迎ルートなど、詳しくはhttp:/www.kyotoohara.jp/group/access/をご覧ください。

施設の特徴
自然豊かな京都の奥座敷大原。市内の喧騒から離れ、四季折々の風景を楽しみ

1997/4/1 FAX 075-744-3535

　　　ホームページ https://kyotoohara.or.jp/facilityservice/oharahome_ss/ ブログ

　　　事業形態（定員） 20名
連絡先

075-744-3510

　　　設置主体 社会福祉法人 行風会

事業所名
大原ホーム
短期入所生活介護

〒601-1245

京都市左京区大原戸寺町38011

https://kyotoohara.or.jp/news/oharahome_ss/news/

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
京都大原記念病院

受付担当窓口 黒田 茂 受付対応時間 8：30～17：00

申込み受付方法
ケアマネージャーを通じて、お申込み下さい。日程調整後、面談をしてご利用開始と

なります。三か月前から予約を承っております。

送迎対応可能範囲 左京区、北区、上京区、中京区 面会時間 10：00～17:00

居室のタイプ
4人部屋　4床、2人部屋　1床、個室1床

特養従来型のベッドの空床も利用しています。

従来型

日常生活費の額　　　

食費

朝食 500円 食事についての特記事項

昼食 700円 厨房が併設されており、毎日精米して炊いている国産米と

夕食 700円 四季折々の食材を使用した出来立ての食事をお召し上がりください。

胃ろう造設者

その他

　レクリエーションによっては費用の発生するものあります。（※選択制サービス）

（例：フラワーアレンジメント　1,700円、居酒屋風レク250円、茶道教室650円

　　　　　　お取り寄せ弁当　500円～2,000円　）

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

×

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △

膀胱留置カテーテル △ 人工透析 ×

人工呼吸器装着者 × 要相談
△ 痰の吸引 ×

癒しの大原へようこそ
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介護保険がスタートした平成12年に花友しらかわは開設しました。ショートス
テイの他に特養、デイサービス、居宅介護支援事業所が包括的な支援を目指し
ています。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　

FAX （075）-762-5608

 ご利用者及びご家族とのコミュニケーションを深

 め他職種との連携のもとケア計画に沿ってサービ

 スの提供をします。快適な生活の為に全室を個室・

 準個室化となっています。ご家族が行っている生

 活支援を代替して行うのではなく、休養が必要なご

 家族にフィードバックできる事柄がないかという視
 点を持ちながら、ご利用者の「できること」を維持
 できるように支援していきます。申し緊急的にショ
 ートステイのご利用が必要な場合は相談だけでも構
 いませんのでお気軽にお問い合わせください。
 

個室 多床室

胃ろう造設者

◯ 在宅酸素 ◯ また、感染症まん延防止の為、ご利

× 人工呼吸器装着者 × インフルエンザ、ノロ等の流行
△ 痰の吸引 × 時期には入所前に体調確認をします。

上記の○印の項目につきましては、ご本人の身体状態により受け入れが難しい場合があります。

インシュリン注射は自己注射が可能な方以外は看護師の勤務時間内での対応となります。
事業所の紹介（アピールポイント）

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 × 用頂けない場合があります。

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

食事形態も普通からペーストまで5段階の形態を準備しています。

希望者のみ実費での負担：おやつ代100円　テレビ貸与代（7日間）500円

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 410円 食事についての特記事項

昼食 620円 季節に応じた行事食、その他にも色々なイベント食を企画

夕食 580円 しています。朝食のパンは施設で発酵させてご提供しています。

送迎対応可能範囲 送迎なし 面会時間 9：00～20：00

居室のタイプ
　個室（13室）・2人部屋（5室）・3人部屋（3室）

　4人部屋（2室）
従来型

申込み受付方法
日程をご指定の場合は3か月間前から受付（毎月20日に受付しています）

日程の指定がなければ直近で空いている部屋をご案内します。（日程相談可）

サービスの実施地域
京都市内全域

協力医療機関
西陣病院、洛陽病院、堀川病院、
吉川病院、警察病院、花友診療所他

されるお一人おひとりの目線に立った、心の介護を実践しています。事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 相談員：竹田・小林 受付対応時間 9：00～18：00

開設しました。それから約55年。現在は京都市内に施設を6つ運営しています。
社会福祉法人市原寮は昭和39年に京都市で初めての特別養護老人ホームを

　　　交通機関・最寄り駅
市バス「錦林車庫前」もしくは「真如堂前」から徒歩3分

施設の特徴
社会福祉法人市原寮は『生きる喜び明日への希望』を基本理念として利用

　　　事業開始年月日 https://itihara.or.jp/shirakawa/ ブログ 公式のフェイスブックがあります。

　　　事業形態（定員） 単独型（40床）
連絡先

（075）-762-5529

　　　設置主体 社会福祉法人 市原寮

事業所名 花友しらかわショートステイ

〒606-8414

京都市左京区浄土寺真如町155-3番地12

　　　事業開始年月日 2000年12月
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

人工透析 ×

13

× 人工呼吸器装着者 ×
△ 痰の吸引 △

胃ろう造設者

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ３００円 食事についての特記事項

昼食 ６００円 おやつ代込み。介護保険の負担限度額の段階によって

夕食 ５００円 食費・居室代は減額されます。

　静原寮のショートステイは空床型ですが（空いているお部屋にもよりますが）基本的には個室をご利用いただ
いています。送迎も距離によっては別途費用は掛かりますが行っています。身体障害者用車両もあるので車いす
のままでも送迎可能です。
　個室利用の場合は居室内に洋式トイレがある為、ご自分のタイミングでトイレを利用する事が可能です。福祉
用具は施設にあるものであれば必要に応じて使用して頂けます。居室からは静原の田園風景や山々が見渡せま
す。月に2回書道のレクリエーションも行っておりご参加して頂ける方には参加して頂いています。
　医療面では施設内に診療所があり、日中は常勤医を配置しています。体調を崩されたりした時にはご利用して
いただく事も可能です。

その他

物品の紛失には十分気を付けていますがお荷物の紛失防止の為に

利用者様のお荷物にはフルネームでお名前を記入して頂くようにお願いしております。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

△でも御相談頂ければ対応できる場合もあります。

事業所の紹介（アピールポイント）

△ 在宅酸素 ×

膀胱留置カテーテル △

9：00～17：50

居室のタイプ
空床型のショートステイ運営

４人部屋

個室・2人部屋

受付担当窓口 相談員　山本・金山 受付対応時間 9：00～17：50

申込み受付方法
各事業所様のケアマネージャー様よりTELにて

サービスの実施地域
左京区・北区・上京区

協力医療機関
静原診療所
西陣病院

送迎対応可能範囲 上記+応相談にて 面会時間

（075）741-1761

　　　ホームページ http://www.shizuhararyo.com/ ブログ http://www.shizuhararyo.com/

　　　交通機関・最寄り駅
京都バス34系統　静原御旅町バス停　徒歩3分

施設の特徴
自然豊かな環境でゆっくりと過ごして頂ける。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　　　事業開始年月日 昭和51年6月10日 FAX

　　　事業形態（定員） 100人
連絡先

（075）741-2866

　　　設置主体 社会福祉法人 （075）741-2964

事業所名 特別養護老人ホーム静原寮

〒601-1121

京都市左京区静市静原町582

kiashida1
戻



経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

平成28年8月より居室及びトイレ・風呂・廊下などの共有

箇所のリフォームを開始、平成29年3月中旬に全てが完成

します。

ご利用される皆様のプライバシーを守りながらも人の気配

が感じられ寂しさを感じないよう心がけています。

ご利用者及びご家族の希望に沿った生活支援を行い
再び自宅に戻った際には利用前同様の生活が送れる
事がショートステイでのケアの基本となります。

　　　事業形態（定員） 併設型（6名）
連絡先

（075 ）711 - 8792    代表

　　　設置主体 社会福祉法人バプテストめぐみ会 （075 ）711 - 5551　　〃

事業所名
バプテスト・ホーム

短期入所事業所

〒606-8273

京都市左京区北白川山ノ元町47-214

　　　事業開始年月日 1983年4月1日 FAX （075 ）711 - 9559　　〃

　　　ホームページ http://baptist-megumikai.com/shisetu/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京都市営バス　3番　北白川仕伏町

施設の特徴
・キリスト教の教えに基づいた法人理念でありますが、ご利用される方々の
宗派は問いません。

点で運営しており、また２事業所での配食サービスと併せ、ショートステイと
連携を図りながら在宅で過ごされる高齢者の生活を支えています。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 近藤（相談員） 受付対応時間 8：30～17：00

申込み受付方法
利用希望月3ケ月前の1日にFAXにて予約

キャンセル待ち・空床利用は随時、電話にて受付

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
日本バプテスト病院
民医連第二中央病院　他

送迎対応可能範囲 介護タクシー利用 面会時間 9：00～20：00

居室のタイプ
2人部屋　×　3室

特養空床利用の場合は4人部屋を使用

従来型

日常生活費の額　　　

食費

朝食 330　円 食事についての特記事項

昼食 530　円 1,400kcal/日を基本に利用者に合わせた栄養量での提供が可能。

夕食 520　円 普通食から嚥下食まで幅広い種類の食事が揃っている。

胃ろう造設者

その他

利用者の咀嚼・嚥下に応じた食事提供が行えます。

希望に応じ利用者の嚥下評価、在宅での食事アドバイスを行います。

2016年3月より厨房業者を変更、「美味しくなった」と利用者より評価を得ている。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

ショートステイ居室

特養居室

・自然に囲まれた環境で、目で肌で四季の移り変わりを感じることができます。
・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・デイサービスセンターを３拠

△ 人工呼吸器装着者 ×
× 痰の吸引 ×

胃瘻造設者については受け入れ人数に制限あり事前に相談が必要。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×
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なっていただけるようにご支援します。
当ショートステイは、定員12名の多床室です。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

胃ろう造設者

△ 在宅酸素 △

× 人工呼吸器装着者 ×
× 痰の吸引 ×

事業所の紹介（アピールポイント）

膀胱留置カテーテル △ 人工透析 ×

その他

間食費　　　　　　　　　　　　110円/日

電気利用料金（テレビ等）　1機種50円/日

理美容　毎月1回

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

食費

朝食 370円 食事についての特記事項

昼食 585円 手作りの温かい食事を提供しています。

夕食 585円 嗜好等についても出来る限りで対応していますのでご相談ください

送迎対応可能範囲 左京区・北区・上京区の一部 面会時間 10:00～17:00

居室のタイプ
従来型の4人部屋

特養の空床利用もしています
多床室

日常生活費の額　　　

受付担当窓口 谷口（生活相談員） 受付対応時間 9:00～18:00

申込み受付方法
○電話、FAXでお申し込みください

（新規・緊急のケースも随時ご相談ください）

サービスの実施地域
京都市全域

協力医療機関
丸太町病院、修学院病院、比叡病院
堀川病院、洛陽病院、いわくら病院

　　　事業開始年月日 平成13年3月29日 FAX （075）702-3111

　　　ホームページ https://rakusuien7878.web.fc2.com/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京都バス岩倉実相院行　実相院終点下車徒歩15分
京都バス岩倉村松行　終点下車徒歩8分

施設の特徴
法人理念　あなたの笑顔、存在が私たちの希望と喜び“with you ”　のもとに
、ご利用者の自立した生活を実現するため、心と心が寄り添い、笑顔☺に

（特別養護老人ホームの併設）

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　　　事業形態（定員） 併設型（12名）
連絡先

（075）707-7878

　　　設置主体 社会福祉法人岩蔵の郷

事業所名 短期入所事業所洛翠園

〒606-0034

京都市左京区岩倉村松町203番地15

お一人でゆっ

たりと入れる

個浴です

山々を見渡

せる広い

食堂です

特養併設型

のｼｮｰﾄです

従来型の

四人部屋と

なります
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　・入退所時は施設送迎可能。
　・介護福祉士の割合は7割を超え、全ユニットリーダーはユニットリーダー

　全室個室（トイレ付き）

　併設特養ユニットの空床利用あり

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　・きょうと福祉人材育成認証制度　認証事業所

https://unitynagatani8007.web.fc2.com/ ブログ

　　です。全室個室でトイレ完備。

　　　ホームページ

FAX 075（706）8008

　　研修受講済み。

平成22年5月1日　　　事業開始年月日

　　　交通機関・最寄り駅
京都バス『長源寺前』より徒歩約3分

施設の特徴
　・地域密着型特養（3ユニット　全29床）に併設する全9室のショートステイ

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　　　事業形態（定員） 　併設型　ユニット型　9名
連絡先

075（706）8007

　　　設置主体 　社会福祉法人　岩蔵の郷

事業所名
サテライト特養
ユニティ長谷

〒606-0026

　京都市左京区岩倉長谷町164816

受付担当窓口 　中村（相談員） 受付対応時間 8：30～17：30

申込み受付方法
3ヶ月前の毎月10日にFaxにて予約受け付け。緊急希望については随時対応。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
丸太町病院・比叡病院・堀川病院他

送迎対応可能範囲 左京区、北区・上京区の一部 面会時間 9：00～19：30

居室のタイプ
ユニット型　個室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 370　円 食事についての特記事項

昼食 585　円 毎月1日は赤飯・天ぷらを松花堂弁当にて提供。麺はユニットで湯がいて提供。

夕食 585　円 その他、月に一回おやつ作りレクをしています。

その他

　テレビ貸出　　　　　　　　　　　　　　100円/日

　嗜好品（コーヒー、紅茶、カルピス他）　50円/杯

　理美容　　※毎月2回　第2・第4水曜日のみ　　

サービス体制

× 気管切開 ◯ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

×
◯ 痰の吸引 △

　所在地である岩倉は、京都市北部に位置し、周囲を山

で囲まれ緑が多く、空気が美味しい静かな場所です。市

内中心部からはやや遠方ですが、施設送迎実施していま

すので、送迎によるご家族の負担はありません。（但

し、初回のみご家族のお付き添いをお願いしています）

　ご利用者様の個性や生活リズムに応じた暮らし、より

良い介護を提供できるよう、努めています。

胃ろう造設者

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ◯

◯ 人工呼吸器装着者

《リビング》

《居室》

kiashida1
戻



します。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 空床利用型・併設型・ユニット型　
連絡先

(０７５)   (代表)　705-5005

　　　設置主体 社会福祉法人　市原寮 (０７５)  （直通） 705-5005

事業所名
地域密着型介護老人福祉施設
花友はなせ

〒601-1105

京都市左京区花脊別所町87817

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 相談員 受付対応時間 8：30～17：30

　　　事業開始年月日 平成29年11月1日 FAX 075-705-5050

　　　ホームページ http://www.itihara.or.jp/hanase ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京都バス　32系統　花友はなせ・診療所前

施設の特徴
豊かな自然環境に囲まれた花友はなせは，広いスペースと充実した設備
からなる完全個室を備え，これまで理想としてきた質の高いケアを目指

申込み受付方法
共通サービス利用申請書

サービスの実施地域
原則左京区及び北区内

協力医療機関
はなせ診療所、鞍馬口医療センター、

※直接お問い合わせください 堀川病院　他

送迎対応可能範囲 同上 面会時間 おおむね午前９時から午後８時まで

居室のタイプ
ユニット型個室

その他

居住費2,000円／日

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 200円 食事についての特記事項

昼食 650円

夕食 650円

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

 自分で出来る事はして頂く事を心がけ、最期まで自分の足で歩いて暮らして頂けるよう取り組んでいます。地
域に根付いた暮らしの実現と、利用前の暮らしの継続が図れるよう、季節ごとの慣習や地域行事への参加に取り
組んでいます。

胃ろう造設者

事業所の紹介（アピールポイント）

× 在宅酸素 △
膀胱留置カテーテル △ 人工透析 ×

× 人工呼吸器装着者 ×
× 痰の吸引 △

http://www.itihara.or.jp/hanase
http://www.itihara.or.jp/hanase
http://www.itihara.or.jp/hanase
http://www.itihara.or.jp/hanase
http://www.itihara.or.jp/hanase
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

吉祥ホームのすぐ近くを流れる桂川。自然が多く、季節を身近に感
じます。天気の良い日には、職員と一緒に散歩して、気分転換をさ
れる利用者様もたくさんいらっしゃいます。

胃ろう造設者

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ 受入が不可能の場合がございます。
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

◯ 人工呼吸器装着者 × 本人様の状態に合わせて相談させて
◯ 痰の吸引 △ いただきますが、場合によっては

◯ 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 220円 食事についての特記事項

昼食 580円 1人1人の状態に合わせた食事形態や病状に合わせたお食事を

夕食 580円 提供させていただきます。

送迎対応可能範囲 京都市全域 面会時間 8:30～17:30

居室のタイプ
4人部屋1室

個室2室・2人部屋2室

申込み受付方法
電話でのご連絡をお願いします。必要書類や面談の日程等のお話しを

させていただきます。

サービスの実施地域
京都市全域

協力医療機関
京都武田病院

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 星野・鎌田・西村 受付対応時間 8:30～17:30

　　　事業開始年月日 平成5年　4月1日 FAX 075-682-8153

　　　ホームページ https://www.seiwaen.or.jp/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
最寄駅：西大路駅
最寄バス停：吉祥院長田町

施設の特徴
桂川の側にあり、自然あふれる眺めが特徴の吉祥ホーム。桂川を望む美しい景観
の中、「温かく・清潔で・安全な」サービスで皆様をお迎えします。

　　　事業形態（定員） 併設型（8名）
連絡先

(０７５)   (代表)682-8150

　　　設置主体 社会福祉法人　清和園 (０７５)  （直通）

事業所名
社会福祉法人　清和園
特別養護老人ホーム　  吉祥ホーム
短期入所生活介護事業所

〒601-8389

京都市南区吉祥院石原橋上1-418

https://www.seiwaen.or.jp/
https://www.seiwaen.or.jp/
https://www.seiwaen.or.jp/
https://www.seiwaen.or.jp/
https://www.seiwaen.or.jp/
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1521075078/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbWFnZS5qaW1jZG4uY29tL2FwcC9jbXMvaW1hZ2UvdHJhbnNmL2RpbWVuc2lvbj0yMDQ4eDIwNDg6Zm9ybWF0PWpwZy9wYXRoL3NmYTcwZTk5ZDNkNTgxMzZkL2ltYWdlL2lmNWRhMDE1M2MyMDljMTE5L3ZlcnNpb24vMTQ2MTY0MjM5MS9pbWFnZS5qcGc-/RS=%5eADBnMJiEDBQL6MpIzVV6R58scoHSP0-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUmFfNEMwVGtzNEZwVXlXeUZNYjd0b1FZM0lZWm5ZWFpIZ1hYMklfTnhxZV9CT0h1T2FQVm0xYkY0QQRwAzVaQ0o1NldsNDRPYjQ0Tzg0NE9nNDRDQTVxR0M1YmVkBHBvcwMzBHNlYwNzaHcEc2xrA3J
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

洗面台、ベッド、 タンス、イスを完
備しています。

個室が10室あり、真ん中にキッチ
ン、食堂スペースもあります。

檜風呂です。マンツーマンによる入
浴支援を行っております。

当施設では、開所以来、地域の方々の多大なご理解とご協力をいただきながら、

様々な地域の行事に積極的に参加しています。

△ 人工呼吸器装着者 × 感染症の診断を受けておられる際は
△ 痰の吸引 △ ご利用をお断りする場合があります。

日常生活費の額　　　

食費

朝食 380円 食事についての特記事項

昼食 500円 管理栄養士の立てる献立表により，選択メニューも取り入れた食事を提供します。

夕食 500円 食事は，共同生活室であれば，お好きな場所でしていただけます。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

胃ろう造設者

その他

行事食費：お正月や敬老の日等の行事に，特別に施設が提供する食事代です。

サービス体制

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

面会時間 7：30～21：00

居室のタイプ
1人用全10室・洗面台、タンス完備

特養の同タイプの居室も利用

ユニット型個室

受付担当窓口 松谷・西村（相談員） 受付対応時間 9：00～17：30

申込み受付方法
ＦＡＸ

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
堀川病院　　京都逓信病院
洛和会丸太町病院

送迎対応可能範囲 京都市内（範囲外は実費負担）

　　　事業開始年月日 2005年9月2日 FAX （０７５）２１１－５１７１

できるように、より安全で安心できる介護方法の提案なども行っております。

　　　ホームページ http://honnou.jpn.org ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
阪急：大宮駅,烏丸駅から徒歩15分，地下鉄烏丸線四条駅から徒歩15分
市バス：四条西洞院から徒歩5分，堀川蛸薬師から徒歩3分，四条堀川徒歩10分

施設の特徴
敷地内には、「本能寺の変」で有名な本能寺跡地の石碑があります。

この歴史深い地に高齢者福祉施設本能はあります。

ショートステイには一人部屋が10室あり、馴染みの関係作りと家庭的な雰囲気でのケアを

実践しています。また、当施設をご利用されることで少しでも在宅生活での介護支援が

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　　　事業形態（定員） ユニット型個室（10名）
連絡先

　　　設置主体 社会福祉法人　京都福祉サービス協会

事業所名 本能ショートステイ

〒604-8231

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

19

【居室】【お風呂】【ユニット】

http://honnou.jpn.org/
http://honnou.jpn.org/
http://honnou.jpn.org/
http://honnou.jpn.org/
http://honnou.jpn.org/
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　夜間は特に閑静です。周囲は古くからの商店街やスーパー等もあり日用品の
　購入などに至便です。また同境内には壬生寺保育園があり、保育園行事の

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 併設（４床）／空床
連絡先

075-801-1243

　　　設置主体

事業所名
短期入所生活介護
壬生老人ホーム

　　　事業開始年月日 昭和63年

〒６０４－８８２１

　京都市中京区壬生梛ノ宮町２７

社会福祉法人壬生老人ホーム

FAX 075-801-1405

20

　位置する鉄筋コンクリート造り３階建ての建物です。近隣は住宅地のため

　観覧や園児との交流行事も盛んです。
　壬生寺では、毎年2月2，3日に「節分会」が行われ境内には露店が並び

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

申込み受付方法
利用予定月の前々月 月末３日間、専用予約票にてＦＡＸ受付

担当のケアマネージャーを通じて申込み。　空き待ちは随時電話受付

　数千人のお参りの方で賑わいます。

　　　ホームページ http://www.mibuhomu.com/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
市バス「壬生寺道」　阪急「大宮」

施設の特徴
　京都市の中心部に位置し「節分会」で有名な律宗本山壬生寺境内の東南に

9:00～18:00

受付担当窓口 島津（相談員） 受付対応時間 9:00～18:00

京都回生病院

居室のタイプ

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関

送迎対応可能範囲 要相談 面会時間

６００円

夕食 ６００円

その他

居住費：多床室 ８７０円　従来型個室 １１５０円

区域外送迎　片道３００円　　おつかい代行　５０円／回

理美容　業者料金表による

２人部屋、狭小な個室、個室があります。

特養多床室（４人部屋）の空きベットも活用

従来型

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ３００円 食事についての特記事項

昼食

痰の吸引

人工透析 △

サービス体制

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

事業所の紹介（アピールポイント）

△ 集団感染ﾘｽｸの無い一部のｹｰｽ除く
胃ろう造設者

一般浴

今では珍しい大浴場。
ライオンの口からお湯
が流れ出ており、昔懐
かしい“銭湯”のよう

なお風呂です。

週３日　朝のお勤めが
あります。希望者には
参加頂けます。

仏間

膀胱留置カテーテル △

△ 在宅酸素 △

△ 人工呼吸器装着者 × 基本お断りしてます。
△
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設えの工夫、京都ライトハウスが培ってきた声掛けや寄り添う気持ちを大切にした支援

のもと、ご利用者の皆さま一人一人が、その人らしく暮らして頂けることを目指してい

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

平成28年6月1日 FAX

　　　事業形態（定員） 併設型　(9名)
連絡先

（075）803-1739

　　　設置主体 社会福祉法人京都ライトハウス　 （　　）

事業所名
社会福祉法人京都ライトハウス
短期入所生活介護事業所
ライトハウス朱雀

〒604-8434
京都市中京区西ノ京新建町3番地

（075）803-1738　　　事業開始年月日
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　　　ホームページ http://www.kyoto-lighthouse.or.jp/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
（鉄道）　地下鉄：東西線　西大路御池　嵐電：西大路三条　阪急：西院
（バス停）西大路御池　　西大路三条

施設の特徴
ライトハウス朱雀は視覚障害高齢者にやさしい施設として平成28年6月に開所しました。

私たちは、ライトハウス朱雀において、見えない・見えにくい事に配慮した職員配置や

ます。ショートステイにおいては、視覚障害の有無に関わらず、要支援の方、要介護の

方がご利用頂ける施設となっております。

サービスの実施地域
北区、上京区、中京区

協力医療機関
基本はご利用者のかかりつけ医となり

下京区、右京区（一部を除く） ます。

受付担当窓口 ｼｮｰﾄｽﾃｲ担当：大崎 受付対応時間 9時～17時30分

申込み受付方法
居宅サービス利用申請書（中京共通　様式1・2）にて受け付けております。

送迎対応可能範囲 上記同様 面会時間 9時～17時30分

居室のタイプ
個室

居室費：3200円（認定区分第４段階）

ユニット型

感染症の発症が認められる場合、ご利用
はお断りしております。

日常生活費の額　　　

食費

朝食 300円 食事についての特記事項

昼食 650円

夕食 550円

一般食の他、療養食やご利用者の嚥下能力にあわせた食事形態で給食の
提供を行います。

△

胃ろう造設者

その他

　おやつ代：100円/日　電気代：10円/日（持ち込み家電１台につき）

　教養娯楽費：実費　　日用品費：実費　　理美容代：実費

サービス体制

× 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

医療的ケアが必要な方は看護師の体制によっては対応ができない場合があります。看護師の配置は日中のみになります。

事業所の紹介（アピールポイント）

ライトハウス朱雀のショートステイでは在宅生活の継続を意識したサービスの提供を行っています。ご利用者やご家族と相
談や聞き取りをしっかりと行う事で、お一人お一人のご意向や、身体状況、ご自宅での生活を尊重した支援を行います。
又、ご利用により、支援にあたられているご家族のご負担が少しでも軽減できればと考えております。

× 人工呼吸器装着者 ×
△ 痰の吸引 ×
◯ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析
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ことができます。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

◯ 人工呼吸器装着者 × ご利用者の主治医の意見を基に
◯ 痰の吸引 △ 判断をさせて頂いています。

＊インスリンについては、看護師のいる時間帯で固定量なら受け入れ可能。　＊気管切開については、常時吸引が必要なく、

スピーチカニューレ等受け入れ可能。　＊痰の吸引は、日中のみなら受け入れ可能。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

胃ろう造設者

☆有名な観光地近くであり、京都の四季の移り変わりを楽しめます。お花見、祇園祭や紅葉等、近くの名
所を巡る、ミニドライブもあります。施設の1階には喫茶店があり、コーヒーや手作りクッキー、パンの販
売もあり、お楽しみの1つになっています。
☆当施設の送迎は運転手と職員の2名体制で対応することでスムーズで安全に乗車して頂け、ご家族様と
ゆっくりお話しできる時間を設け事前の情報共有やご利用中の様子を詳しくお伝えすることができるとこ
ろが特徴です。

その他

　テレビレンタル料金　1日/55円

　入浴はすべて個浴となっています。

　なづなカフェ　　営業時間10:00～15:00  クッキーやパン、雑貨の販売もあります。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

居室のタイプ
ゆったりとした広い個室です。

ユニット型特養の空きベットの活用もしています。

ユニット型全室個室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 340円 食事についての特記事項

昼食 630円 松花堂弁当、面前料理、行事食の他にもバーベキューや

夕食 630円 おやつバイキング等、楽しんで頂けます。

初回・臨時：電話　定期：FAX

定期申込みは当月１日より３か月後の申込みを開始させて頂いています。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
京都武田病院

送迎対応可能範囲 東山区、隣接区 面会時間 8:00～20:00

　　　事業形態（定員） ユニット型（９床）
連絡先

（075）533-2114

　　　設置主体 社会福祉法人　洛東園

事業所名 修道洛東園ショートステイ

〒605-0877

京都市東山区渋谷通本町東入三丁目

上新シ町358番地
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☆食事が楽しみとなるようメインのおかずを選べる選択食(週に昼食3回、夕食1回)の実施と食事形態では
刻み食を“軟菜食”として調理方法を変更したことで普通食同様に見た目から食事を満足していただけま
す。

　　　事業開始年月日 平成23年4月1日 FAX （075）533-2115

　　　ホームページ http://wf-rakutouen.com/ ブログ http://www.wf-rakutouen.com/activity/

　　　交通機関・最寄り駅
京都市バス停留所：馬町　　　
京阪電車：清水五条駅

施設の特徴
　修道洛東園は、平成23年4月に開設したユニット型特別養護老人ホームです。

事業所の理念は、「①利用者一人一人の意思及び人格を尊重します。　②ケアプランに基づき

ユニット型で、馴染みの関係性が築き易く、お一人お一人の個別性に応じたケアを提供する

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 鞍貫（生活相談員） 受付対応時間 9:00～17:00

居宅における生活の維持・継続を念頭に支援を行います。　③各ユニットにおいて入居者が

相互に社会関係を築き、自立的な生活を営むことができるように支援を行います。」であり、

申込み受付方法
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個性・自主性を尊重し、明るく、温もりのある生活の場を目指しています。
また、安全と快適な暮らしをモットーに高齢者が快適な生活を送れるような

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

併設型短期入所生活Ⅱ　夜勤職員配置加算Ⅰ　サービス体制強化加算Ⅰイ　送迎加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ　介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ
事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

胃ろう造設者 △ 人工呼吸器装着者 × ご利用者様の主治医の意見を基に
△ 痰の吸引 × 判断をさせて頂いています。

内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項
× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）

お食事や、行事では松花堂弁当などをご用意しています。

その他

おやつ（毎週木曜日）：165円（税込）

行事食（行事開催時利用のみ）：1000円前後（税込）

入浴：女性一般浴（月・木）女性特浴（火・金）男性（水・土）

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費
【()内は第４段階】

朝食 280（340）円 食事についての特記事項

昼食 550（630）円 面前料理の実施や、軟菜食の提供のほか、季節に合わせた

夕食 550（630）円

送迎対応可能範囲
主に東山区
（他区は30分以内なら要相談） 面会時間 ９:００～２０:００

居室のタイプ
従来型 ４人部屋（長期利用者と同室）、個室があります。

特養の空所利用も随時行っています。

申込み受付方法
初回・臨時：電話　定期：FAX

定期申込みは当月1日より3ヶ月後の申込みを開始させて頂いています。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
洛東園診療所、京都武田病院
(かかりつけ医が主ですが、受診は可能です)

受付担当窓口 清水（生活相談員） 受付対応時間 ９:００～１７:００

　　　交通機関・最寄り駅
JR奈良線・京阪電車：東福寺駅　（徒歩５分以内）
京都市バス　停留所：東福寺　（主な系統：２０２、２０７等）

施設の特徴

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

洛東園は昭和27年に設立された高齢者の生活の場です。
東山の本山東福寺境内にあり、緑に囲まれたとても静かな環境にあります。

介護を心掛けています。

　　　ホームページ http://wf-rakutouen.com/ ブログ http://www.wf-rakutouen.com/activity/

　　　事業形態（定員） 併設型（４名）
連絡先

（０７５）５６１－１１７１

　　　設置主体 社会福祉法人　洛東園 （　　）

事業所名 洛東園ショートステイ

〒605-0981

京都市東山区本町15丁目794番地

　　　事業開始年月日 平成元年１２月１日 FAX （０７５）５３１－８３７２
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定員は４名と少ないですが、緊急時の対応もできる限り対応をさせて頂いています。従来型は、低所得者の方でも利用でき

ますし、何より特養入所後も馴染みの関係や環境が変わらないのが強みです。また、洛東園内には診療所があり、緊急時

には受診も可能です。東福寺内という恵まれた環境の中で、心からリラックスして過ごして頂けるよう対応いたします。

居室 寝台浴槽 洛東園祭り

http://wf-rakutouen.com/
http://wf-rakutouen.com/
http://wf-rakutouen.com/
http://wf-rakutouen.com/
http://www.wf-rakutouen.com/activity/
http://www.wf-rakutouen.com/activity/
http://www.wf-rakutouen.com/activity/
http://www.wf-rakutouen.com/activity/
http://www.wf-rakutouen.com/activity/
http://wf-rakutouen.com/
http://www.wf-rakutouen.com/activity/
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2018年３月に開所しました。特養29名　グループホーム27名　小規模多機能

　　　　　　8：30～17：00

　　　：　　　～　　：　　9：00～20：00

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員）     ユニット型個室（10名）
連絡先

（075）525-0086

　　　設置主体 社会福祉法人　京都育和会

事業所名
地域密着型特別養護老人ホー
ム　レット・イット・ビー

〒605-0981

京都市東山区本町20丁目441番地124

　　　事業開始年月日 平成30年3月24日 FAX （075）525-0090

　　　ホームページ http://www.kyotoikuwakai.jp/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京阪　鳥羽街道駅　徒歩1分
JR奈良線　東福寺駅　徒歩10分　　　地下鉄南北線　十条駅　徒歩10分

施設の特徴
当法人は和を育み、医療機関と連携し、医療と介護を切れ目なく提供する事で
地域の高齢者の皆様にとって住みよい街づくりに貢献したいと考えています。

を運営しています。地域の方々や家族様のご理解・ご協力を受けながら
風通しの良い施設を目指しております。

受付担当窓口 生活相談員　福島 受付対応時間

事業所、施設の　写真を貼り
付けて下さい

申込み受付方法
まずは、お電話にてご相談をお受けします。

サービスの実施地域
近隣、10の元学区

協力医療機関
　　　　京都久野病院

他、相談可能。

送迎対応可能範囲 上記地域 面会時間

居室のタイプ
居室内にトイレが有る部屋　4室　　無い部屋　６室ユニット型個室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 370円 食事についての特記事項

昼食 840円 食事の形態・内容等、各種ご相談下さい。

夕食 790円

その他

おやつ代は150円頂いております。

ご希望に応じて居室内にTV設置(１日　100円)

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

× 感染の恐れが有る疾患を治療中の
× 痰の吸引 × 方は、ご利用をお断りさせて頂く

胃ろう造設者

人工肛門造設・膀胱留置カテーテルの利用者様に関しましては、ご相談させて頂きます。

事業所の紹介（アピールポイント）

△ 在宅酸素 × 場合がございます。
膀胱留置カテーテル △ 人工透析 ×

× 人工呼吸器装着者

リビングからは京都市南部の景色が望めます。 落ち着いて寛げる空間を提供しています。

http://www.kyotoikuwakai.jp/
http://www.kyotoikuwakai.jp/
http://www.kyotoikuwakai.jp/
http://www.kyotoikuwakai.jp/
http://www.kyotoikuwakai.jp/
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http://www.takedahp.or.jp/group/welfare/villa_y/

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業開始年月日 平成12年 FAX （075）-572-6866

　　　ホームページ ブログ

京都市山科区大宅御所田町115-1

（075）-572-6677

医仁会武田総合病院
山科区、伏見区醍醐支所管
内。滋賀県大津市追分町・
藤尾奥町・横木地区

介護福祉士の値：59％（平成28年11月1日現在）

看護師による24時間のオンコール対応を実施。
事業所の紹介（アピールポイント）

その他

食費

膀胱留置カテーテル × 人工透析 ×

◯ 痰の吸引 △ 危険性のある利用者は受け入れ

△ 在宅酸素 ◯ 対応不可。MRSAに関しては相談対応。

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
胃ろう造設者 △ 人工呼吸器装着者 × 疥癬・インフルエンザ等の感染の

生け花教室（￥1000円）、アロマセラピー（￥300円）、外出行事、売店（第2、第4金曜日に実施）

理美容（第2、第4金曜日に実施）

サービス体制
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

昼食 620円 おやつ代￥100円あり。

夕食 620円

従来型の個室10床を2階、3階に分け完備。

特養多床室の空きベッドも活用しています。

日常生活費の額　　　

朝食 310円 食事についての特記事項

居室のタイプ 従来型個室

ヴィラ山科ショートステイ利用申請書、電話連絡にて随時受け付け。

送迎対応可能範囲 京都市内 面会時間 9：00～20：00

申込み受付方法

サービスの実施地域 協力医療機関

京都市営地下鉄東西線「椥辻」駅下車徒歩約15分
京阪バス「大宅」停留所下車約8分

施設の特徴

受付担当窓口 柏木・片谷（相談員） 受付対応時間 8：30～17：00

　　　交通機関・最寄り駅

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

施設理念
『私たちは常に思いやりの心を持ち、利用者・家族との間に信義と信頼のかけ橋を架け、利用者
一人ひとりの個別性を重視した、より質の高いサービスを継続する事業所を目指します。また、
武田病院グループとして地域社会に貢献し、積極的に交流することで地域社会との間に信義と信
頼のかけ橋を架け、地域に信頼される事業所を目指します。』
（１）利用者一人ひとりが安心して利用していただける福祉・医療サービスを提供するととも
に、地域に信頼される事業所を目指す。
（２）利用者と家族の良き心の支えとなるように、思いやりと信頼のかけ橋を作りあげる努力を
重ねる。
（３）利用者の意見・意思を尊重し、尊厳と思いやりの心をもって、心がかよう、心が安らぐ豊
かな社会環境の実現に貢献する。

〒607-8179

　　　事業形態（定員） 併設型10名

　　　設置主体 社会福祉法人　青谷福祉会
連絡先

事業所名 ヴィラ山科短期入所生活介護25

居室の写真 品質マネジメントシステム

サービスの品質を保証するための一つのシステムモデルである国際標準規格の

品質マネジメントシステム（※ＩＳＯ9001：2008ＪＩＳ Ｑ9001：2008）の認定を取得し、

このシステムが要求する様々な事項に対して継続的な改善を行います。顧客満

足を高めるべく、更なるサービスの質の向上を目指しています。
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がある、静かで落ち着いた環境にあります。
　特別養護老人ホームの定員は50名、ショート4名を含めて計54名と施設の

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

新春もちつき

絵手紙クラブの様子

個室の様子

△ 痰の吸引 ◯ 困難な為、感染の恐れのある疾病を
◯ 在宅酸素 △ 治療中の方の利用は遠慮いただいて

胃ろう造設者 ◯ 人工呼吸器装着者 × 併設型の施設で、完全な隔離等も

事業所の紹介（アピールポイント）

事業所の規模が小さい分、各ご利用者の個別の要望にお応えしやすいという面があります。送迎も職員が行って
いますので、自宅アプローチの段差や階段の対応、退所送り時にベッド移乗まで介助などの対応も可能です。
　また、最長で夕食後の退所（19時頃まで）もおこなっており、ご本人、ご家族ともに好評をいただいておりま
す。

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ◯ おります。

その他

散髪（月に２回理容師の来園あり）￥1,500円。その他外出レク等に参加される場合は

入場料等の実費を負担ください。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

日常生活費の額　　　

食費

朝食 296円 食事についての特記事項

昼食 542円 毎月１回特別食および面前提供、選択メニューを実施。

夕食 542円 季節感のあるメニュー提供に努めています。

送迎対応可能範囲 山科区、伏見区醍醐支所管内 面会時間 9：00　～18：00

居室のタイプ
従来型個室×３部屋、４人部屋（女性）×１部屋従来型

受付担当窓口 小山　（相談員） 受付対応時間 9：00　～18：00

申込み受付方法
FAX又は電話

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
洛和会　音羽病院
恵仁会　なぎ辻病院

　　　事業開始年月日 1987/4/1 FAX （　075　）572‐6353

　　　ホームページ

　　　交通機関・最寄り駅
地下鉄東西線　小野駅より徒歩10分

施設の特徴
長楽園は、山科区で一番最初、昭和60年に出来た特別養護老人ホームです。
睡蓮の咲く池で有名な勧修寺の隣にあり、またすぐそばには山科川の河原

規模は小さく、家族のような暖かなかかわりを目指している施設です。

ブログhttp://care-net.biz/26/kanshu1985/

　　　事業形態（定員） 併設型（4名）空床利用型
連絡先

（　075　）572‐6317

　　　設置主体 社会福祉法人　勧修福祉会 （　　）

事業所名 長楽園短期生活介護事業所

〒607-8226

京都市山科区勧修寺仁王堂町13-326
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 従来型多床室（４床）
連絡先

（０７５）５９４－４５４７

　　　設置主体 社会福祉法人栄光会 （　　）

事業所名
特別養護老人ホーム東旺苑
短期入所事業所

〒６０７－８３２１

京都府京都市山科区川田岩ヶ谷1番地327

（０７５）５０２－８５０８

　　　ホームページ http://eikoukai.kyoto.jp ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
または、京阪バス「清水焼団地」下車徒歩10分
京阪バス「清水焼団地」下車徒歩10分

施設の特徴
山科区西部、清水焼団地内に位置し、開設約30年を迎える
従来型特別養護老人ホームです。事業所、施設の

写真を貼り付けて
下さい

特養定員50名、短期入所定員4名。

　　　事業開始年月日 平成12年4月1日 FAX

受付担当窓口 五十嵐・熊谷 受付対応時間 　９：００～１８：００

申込み受付方法
担当介護支援専門員より℡またはFAXにて。

サービスの実施地域
山科区及び東山区全域

協力医療機関
洛和会音羽病院

伏見区及び左京区一部

送迎対応可能範囲 上記地域 面会時間 ９：００～１８：００

居室のタイプ
※入院中の利用者様の居室を使用させていただく

　場合もあります。

従来型多床室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 250円 食事についての特記事項

昼食 580円 季節の食材を使用し定期的に行事食を提供しています。ムース食を提供しており、嚥下食ピラミッド

夕食 550円 L0-3/嚥下食訓練食品、嚥下調整食（ペースト、ミキサー食）対象の方はムース食で対応しています。

その他

○居室料（840円／日）　○電気代（51円／日）　○嗜好品代（実費）

○日用品買い物代行（都度実費）　○訪問カット（1,700円／回）

サービス体制

◯ 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

経管栄養・インスリン注射・痰の吸引等の対応につきましては、医療職のいる日中のみ対応可能です。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 × させていただいております。

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

◯ 人工呼吸器装着者 × 他の利用者様への感染の可能性が
△ 痰の吸引 △ ある症状等については、都度ご相談

胃ろう造設者

ご自宅で介護をされておられる方の急な疾病や冠婚葬祭・ご旅行・介護疲れを感じられた際などに、

ご希望の期間に応じて、ご利用いただく短期間の入所サービスです。

ご自宅・施設間の送迎はもちろんの事、

食事・入浴等の日常生活においても援助させていただきます。

また、入院されておられる特養利用者様の居室を

使用させていただく場合もございます。
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

○山科苑デイサービスとの連携も取れますので、デイとショートの

　　組み合わせでのケアも可能です。

○いろんな持ち込み歓迎です。お好みのおやつなども問題ありません。

○特養と併設ですので、特養の相談員との長期的なケアの相談も可能です

○特養、デイのイベントへの参加が自由です。いつでも好きな時に行ってい
　　ただけます。
○居室は扉で閉められ、個室と変わらず専用テレビもあります。

○１階がデイサービス、２階・３階にショートステイの居室があります。
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　　　事業形態（定員） 併設型（7名）
連絡先

（075）593－0800

　　　設置主体 社会福祉法人　緑寿会

事業所名 老人短期入所　山科苑

〒607－8135

京都市山科区大塚野溝町３

　　　事業開始年月日 平成5年10月25日 FAX （075）593－0251

　　　ホームページ http://ryokujukai.com/ ブログ http://ryokujukai.com/tokuyo/

　　　交通機関・最寄り駅
京阪電鉄四宮駅から徒歩15分
京阪バス国道音羽バス停から徒歩10分

施設の特徴
施設は山科でも東の山側で静かな場所に立っています

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

お風呂は青森ヒバのお風呂です。お一人ずつ入浴できます
特養と併設ですので、色々なイベントが催されてにぎやかです
１階がデイサービス、２階・３階にショートステイの居室があります

受付担当窓口 中谷　博己 受付対応時間 8:45～17:45

申込み受付方法
電話にて受け付けております。　専用の様式はありません。

サービスの実施地域
京都市および

協力医療機関
音羽病院

大津市藤尾学区 辻際醍醐診療所

送迎対応可能範囲 実施地域と同様 面会時間 9:00～19:00

居室のタイプ
従来型の４人部屋ですが、個室的に扉があります。

特養の空きベット活用もしています。

従来型

日常生活費の額　　　

食費

朝食 300円 食事についての特記事項

昼食 600円 朝のご飯はパンとご飯、おかゆから選んでいただけます

夕食 600円 苦手な献立はできるだけ変更するなど柔軟に対応します

その他

　

サービス体制

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

◯ 人工呼吸器装着者 △ 感染症に関しては、基本的に受け入
◯ 痰の吸引 △ れはお断りしておりますが、事情に

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ よっては相談にて対応できる場合も
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △ あります

胃ろう造設者

○特養と併設ですので、色々なイベントが催されてにぎやかです。
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設 △ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル △ 人工透析 ×

人工呼吸器装着者 × 感染症の方は基本的に受け入れが
△ 痰の吸引 × 難しい。

事業所の紹介（アピールポイント）

　居室は全室個室になっており、10名のご利用が可能です。プライバシーに配慮しています。またユニットケアに取
り組み、家庭的な雰囲気の中でご利用者様個々でのご希望、心身の状態に応じたケアサービスを提供しています。入
浴もお一人ずつのマンツーマン対応で、お好みの湯加減でゆったり楽しんで頂けます。

胃ろう造設者

その他

　

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

△

日常生活費の額　　　

食費

朝食 200円 食事についての特記事項

昼食 590円 各種嚥下食、療養食可、ｱﾚﾙｷﾞｰ・嗜好対応可

夕食 590円 毎月一回イベント食実施

送迎対応可能範囲 京都市 面会時間 9：00～20：00

居室のタイプ
全室ユニット型個室 寝台、収納家具、洗面台、エアコン、ナースコール、テ

レビ(有料)を完備。

受付担当窓口 生活相談員　大石 受付対応時間 8時30分～17時30分

申込み受付方法
ケアマネージャーから所定の用紙にて、2か月前の1日から受付しています。

上記以外の日は、電話にて受付可能。

サービスの実施地域
京都市

協力医療機関
洛和会音羽病院

　　　事業開始年月日 平成２０年 FAX （075）594-2101

　　　ホームページ http://yamashinasekkeien.com/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
地下鉄東西線　東野駅下車　徒歩２０分（バス５分）
京阪バス　上花山久保町下車すぐ

施設の特徴
　快適な時間を過ごしていただけるよう、環境づくりと心身のケアに努めます。
また、それぞれの方の思い、生き方にそえるように、自己決定の尊重・残存能力
の活用・生活の継続性を大切にし、尊敬の意を常に持って関わっていきます。
　支援スタッフはユニット毎の担当制で、馴染みのスタッフにより一人ひとりに
最適なケアを提供し、暮らしを支えます。自分の居場所・プライバシーが守ら
れ、居心地の良い、安心感の得られる生活をしていただけるように努めます。

　　　事業形態（定員） ユニット型個室（定員１０名）
連絡先

（075）583-6277

　　　設置主体 社会福祉法人　積慶園 （　　）

事業所名 山科積慶園　ショートステイ

〒607-8482

京都市山科区北花山大林町34番地29
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

平成25年6月1日 FAX

　　　事業形態（定員） 併設型　（１８名）
連絡先

　　　設置主体 社会福祉法人レモングラス

事業所名
特別養護老人ホームそらの木

短期入所事業所

（０７５）５０２－１１５１　　　事業開始年月日

（０７５）５０２－１０３０

　〒607-8181
　　　　　　　京都市山科区大宅打明町１５
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会議の場所として利用して頂いています。

　　　ホームページ http://www.toumonkai.net/ ブログ Facebook及びインスタグラム

　　　交通機関・最寄り駅

施設の特徴

当施設は平成２５年６月にオープンしたユニット型施設です。
短期入所事業所は18名で、特別養護老人ホーム（90名）・デイサービス（25名）を

ています。爽やかな風を身に受けながら、憩いのひと時を過ごして頂けます。
施設が住宅地にあり、施設内多目的室等を地域の町内会や地蔵盆・地域包括

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい 山科盆地を一望に見渡せる屋上には法人名にもなっている「ハーブ庭園」を設け

京都市市営地下鉄・東西線「椥辻」駅から徒歩１０分

併設しています。

サービスの実施地域
京都市内全域

協力医療機関
洛和会音羽病院

大津市・宇治市 恵仁会なぎ辻病院

受付担当窓口 馬杉・柿（相談員） 受付対応時間 09：00　～　17：30

申込み受付方法
新規の申し込みは電話にてご相談ください。

継続利用の場合は、３ヵ月前からケアマネジャーを通じて受付しています。

送迎対応可能範囲

ユニット型個室居室のタイプ

大津市横木・茶戸町・藤尾奥町

日常生活費の額　　　

山科区・伏見区醍醐支所管内 面会時間 9：00　～　19：00

ショート専用ユニット(18名)＋特養空床利用

居室内にタンスと洗面台とテレビが設置されています。

食費

朝食 300　円 食事についての特記事項

昼食 590　円 毎月、赤飯の日・松花堂弁当の日・各季節の行事食等があります。

夕食 590　円 調理レクやおやつレクも実施しています。　

胃ろう造設者

その他

各居室にTVあり（無料）。居室内であれば、携帯電話等の使用可能。

電気毛布やラジオ等の電気製品使用時は電気代必要（１器具につき、１日：55円）。

行事食やレクリエーション費用として数百円程度の実費負担が発生する事があります。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 × あります。

インスリン注射の方は平日のみ対応可（日曜日は不可）

施設内・敷地内は禁煙です（喫煙場所なし）・アルコール類の持込・提供は不可。

事業所の紹介（アピールポイント）

　                      　当施設は、特別養護老人ホーム90名・デイサー
　　　　　　　　　　　　　ビス25名を併設しており、デイサービスと短期
　　　　　　　　　　　　　入所事業所を併用して利用されている方も多く
　　　　　　　　　　　　　おられます。短期入所事業所では、日々の体操
　　　　　　　　　　　　　やレクリエーションに加え、喫茶「とまり木」
　　　　　　　　　　　　　やお菓子作りを毎月実施しています。また、
　　　　　　　　　　　　　季節に合わせて、屋上ランチや夏祭り・クリス
　　　　　　　　　　　　　マス会等も開催しています。空床型ショート
　　　　　　　　　　　　　ステイも合わせておこなっており、緊急時等に
　　　　　　　　　　　　　ご利用いただけるように配慮していますので、
　　　　　　　　　　　　　お気軽にお問合せ下さい。

× 人工呼吸器装着者 × インフルエンザ等の感染症がある
△ 痰の吸引 × 場合は、他利用者への感染拡大防止
◯ 在宅酸素 ◯ の為、ご利用いただけない場合が
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経管栄養（経鼻）

インスリン注射
人工肛門造設 左記の「△」については、要相談と

なります。

「地域のお茶の間から社会のお茶の間へ」をコン
セプトとしています。
老人福祉を原点に地域にとっての「お茶の間」を
めざします。
「笑顔」を大切に、「その人」を大切に、
「地域」を大切にしたおもてなしの介護を実践い
たします。

　　　事業形態（定員） ３ユニット　２９名
連絡先

　　　設置主体 社会福祉法人　香東園

ショートステイ
香東園やましな

〒６０７-８３５３

京都府京都市山科区西野野色町１５－８８

（０７５）５９５-６５１１

　　　事業開始年月日 平成２５年１０月１日 FAX （０７５）５９５-１１６６

　　　ホームページ http://www.koutouen.com ブログ http://www.koutouen.com/yamashina

　　　交通機関・最寄り駅
地下鉄　東西線　「御陵駅」から徒歩１５分

ＪＲ「山科駅」から徒歩で２０分、車なら１０分
施設の特徴

受付担当窓口 （相談員）加藤・吉田 受付対応時間 午前８時３０分～午後９時

申込み受付方法
お電話またはFAXでの申込み可能です。

毎月２か月前からの予約受付となっています。

サービスの実施地域
山科区内

協力医療機関
洛和会音羽病院

その他の地域は応相談 愛生会山科病院

送迎対応可能範囲 車で３０分圏内（要相談） 面会時間

居室のタイプ
居室内にはエアコン・ベッド・タンス・机・椅子

全室個室 洗面台を完備しております。

ユニット型

午前８時３０分～午後９時

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ３８０円 食事についての特記事項

昼食 ６００円 敷地内の厨房にて食事が作られ、温かい状態でユニットへ運ばれて

夕食 ５２０円 おります。各ユニットのキッチンで盛り付けをして提供します。

その他

食事レクリエーションでは、四季折々の料理やおやつ作りを利用者様と一緒に行います。

食事形態や制限食などにつきましては、個別に対応出来ますので、お問い合わせください。

サービス体制

× 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

△
◯ 痰の吸引 △

感染症の種類ごとの個別対応になり
ます。お問い合わせ下さい。

事業所名31

胃ろう造設者

ショートステイの利用中、ユニット型施設ならではの空間で、ゆったりと落ち着いて過ごすことができ
ます。
平成３０年４月より機能訓練指導員がショートステイに配置されています。機能訓練指導員によるリハ
ビリテーションは、利用者様の身体状況や生活環境などに応じて、個別でのリハビリか、少人数のグ
ループで、１日２０分程度の実施となります。
レクリエーションは、地域の方との交流が多く、ボランティアによる歌や踊りなどの催しに参加してい
ただいています。地域の保育園児や小・中学校の子供たちが訪問してくれたり、学校行事に参加させて
いただくこともあります。食事レクリエーションとしては、旬の材料や季節を感じられるような様々な
メニューを調理から楽しんで頂いております。敷地内にはカフェもあり、気分を変えて食事することも
可能です。
気候の良い時期には、多職種職員と共に外出レクリエーションも実施しています。
施設への見学なども、３６５日対応していますので、お気軽にお越し下さい。

訪問理美容もございます。利用については予約が必要です。（料金の詳細は、お問い合わせ下さい。）

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

◯ 人工呼吸器装着者

http://www.koutouen.com/
http://www.koutouen.com/
http://www.koutouen.com/
http://www.koutouen.com/
http://www.koutouen.com/yamashina
http://www.koutouen.com/yamashina
http://www.koutouen.com/yamashina
http://www.koutouen.com/yamashina
http://www.koutouen.com/yamashina
http://www.koutouen.com/
http://www.koutouen.com/yamashina
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 併設ユニット型（全個室10名）
連絡先

（075）582-8660　(代表）

　　　設置主体 社会福祉法人栄光会

事業所名 きよみず苑短期入所施設

〒607-8326

京都府京都市山科区川田御出町29

　　　交通機関・最寄り駅
京阪バス　清水焼団地バス停下車　徒歩3分、または川田バス停下車　徒歩6分
市営地下鉄小野駅、醍醐駅、山科駅、三条京阪駅からの乗り換えが便利です。

施設の特徴

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

当法人は昭和60年に設立認可を受け、山科区の清水焼の郷に昭和62年に「特別養護
老人ホーム東旺苑」を開設いたしました。その後、平成27年、同地区に「高齢者総
合福祉施設　きよみず苑・京都東」を新設し、地域の住民の皆様と共に歩みを進
め、福祉の拡充を進めてまいりました。当法人の理念は、高齢者の皆様の自律と尊
厳を大切にし、その人が自分らしく安心して過ごすことができる施設や住まいを提
供することです。これらを実現するために、今まで培った経験を生かし、法人の理
念に基づき質の高いサービス提供ができるようサポートしてまいります。

　　　事業開始年月日 平成27年2月16日 FAX （075）582-8653

　　　ホームページ http://eikoukai.kyoto.jp/ ブログ

サービスの実施地域
山科区・東山区・左京区の

協力医療機関
洛和会音羽病院

一部・伏見区醍醐地域 愛生会山科病院

受付担当窓口 吉岡・椎野 受付対応時間 9：00　～　18：00

申込み受付方法
新規の方はまずはお電話でご相談ください。

継続的にご利用頂く方は6ヶ月前からケアマネージャーを通し、受付けます。

送迎対応可能範囲 上記以外はお問い合わせ下さい 面会時間 9:00～18:00　

居室のタイプ
畳で生活されている方にも対応しており、身体の状態

全室トイレ・洗面台付 に応じたレイアウトを設定させていただきます。

ユニット型個室

△

日常生活費の額　　　

食費

朝食 280円 食事についての特記事項

昼食 600円 季節の食材を使用し定期的に行事食を提供しています。ムース食を提供しており、嚥下食ピラミッド

夕食 500円 L0-3/嚥下食訓練食品、嚥下調整食（ペースト、ミキサー食）対象の方はムース食で対応しています。

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

実費負担としておやつ代や喫茶代を頂戴しております。また、レクリエーションやクラブ活動で費

用が生じた場合、実費負担していただいております。ご不明な点があればご遠慮なくお尋ねください。

面会時間は事前に連絡いただければ21時まで可能です。その他、緊急の際は個別にご相談下さい。

サービス体制

痰の吸引 × があるため、お断りしております。

当施設は地域密着型の特別養護老人ホーム（定員29名　3ユニット）の
入居施設と短期入所施設（定員10名　1ユニット）と共に併設されたデ
イサービスセンターとヘルパーステーション、居宅介護支援事業所、
サービス付き高齢者向け住宅があります。これら複数の事業所との連
携を密に取ったサービスを展開しており、日常の活動から定期的な行
事を共同で行っております。またユニットという小回りの利く形を活
かし、ご利用者様のニーズに合わせた幅広い支援が出来る体制を取
り、ご自宅での生活の延長として利用していただける施設を目指して
おります。
ご相談だけでも結構ですので、ご家族様の休養や色々な所用、冠婚葬
祭などでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

◯ 在宅酸素 ◯

◯ 人工透析 ×

インスリン注射に関しては眠前等、夜間は看護師不在の為、対応できません。発熱等に関しましては、その方の

全身状態を見て判断させていただきます。その他、ご不明な点があればご遠慮なくお尋ね下さい。

事業所の紹介（アピールポイント）

膀胱留置カテーテル

胃ろう造設者 ◯ 人工呼吸器装着者 × 疥癬、インフルエンザは感染の恐れ
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歩行訓練ができ、平行棒とは違った歩行機会が得られます。
お食事では定期的に選択食を実施、ほかにも各都道府県の食事をお楽しみ

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　ご利用中の生活が充実したものになるよう午前中には、口
腔体操や浮腫軽減体操等を毎日行っており、午後は日替わり
レクリェーションの他に季節ごとの行事（夏祭り・運動会・
クリスマス会）や外出イベント等（初詣・花見・紅葉狩
り）、季節ごとの催しも実施しています。
　また、ダンス・刀剣・大正琴や手芸、うたのボランティア
の皆様にお越しいただいての開催や、ひとまち交流館での地
域イベント（防災もちつき、クラシックコンサート等）への
参加も多く行っております。
　体調管理につきましては、おひとりおひとりの健康状態の
把握に努め、変化が見られた際には看護師を中心に連携を取
りながらご相談・対応を、ご家族様や各連携機関にさせてい
ただいております。

　　　事業形態（定員） 単独型（ 40名）
連絡先

（075）354-8751

　　　設置主体 社会福祉法人　京都市社会福祉協議会

事業所名 京都市菊浜老人短期入所施設

〒600-8127

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1

ひとまち交流館・京都　５階

33

　　　事業開始年月日 平成15年6月18日 FAX （075）354-8752

　　　ホームページ https://www.syakyo-kyoto.net/

　　　交通機関・最寄り駅
市バス　：河原町正面（4系統・17系統・205系統）
京阪電車：清水五条駅から徒歩約10分

施設の特徴
お過ごしいただくフロアやお部屋からは京都タワーや愛宕山などの景観を
お楽しみいただけます。また施設は回廊式になっており1周約90ｍの廊下にて

いただける「日本味めぐり」を毎月開催しています。
立地は京都駅からも徒歩圏内にあり、各交通機関へのアクセスも便利です。

受付担当窓口 髙木、岡田 受付対応時間

事業所、施設の　写真を貼り
付けて下さい

9：00～17：30

申込み受付方法
市老協所定様式にて2ヶ月前の定期予約でのお申し込み。

随時のお申し込みも承っております。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
康生会　武田病院

送迎対応可能範囲 京都市内（遠方自費負担あり） 面会時間

居室のタイプ
個室が4部屋。他に畳部屋もあり。ご自宅の環境に

個室、2人部屋、4人部屋 近い形での居室設営に努めております。

従来型

10：00～17：00

日常生活費の額　　　

食費

朝食 380円 食事についての特記事項

昼食 600円 刻み食やペースト食、ソフト食の対応可能です。塩分・カロリー

夕食 600円 制限なども可能な範囲で提供します。対象の方はご相談ください。

その他

おやつ代100円（希望者のみ）

手芸レク550円（希望者のみ）※毎月第1火曜開催

サービス体制

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

× 感染症に関しては事前にご相談くだ
◯ 痰の吸引 △ さい。インフルエンザ等は感染の

胃ろう造設者

夜間帯（17：45～8：15）は介護職員のみとなりますが、当番制で看護師と夜間帯でも連絡・連携が出来る

体制を整えております。上記以外でも定期的に医療処置が必要な方につきましては事前にご相談ください。

△ 人工呼吸器装着者

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ 拡大を防ぐ目的でご利用を控えて
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △ いただく場合がございます。

恒例

菊浜祭り

秋の大運動会

https://www.syakyo-kyoto.net/
https://www.syakyo-kyoto.net/
https://www.syakyo-kyoto.net/
https://www.syakyo-kyoto.net/
https://www.syakyo-kyoto.net/
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　なかでも西七条は下京区で初めてできた特別養護老人ホームとして地域に根ざ
した運営・活動（消防団活動等）を行っております。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

事業所の紹介（アピールポイント）

人工呼吸器装着者 ×
◯ 痰の吸引 ×
◯ 在宅酸素 ×

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

胃ろう造設者

その他

1名からでも訪問カット（散髪）を依頼しており、皆様にご好評をいただいています。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

△

食費

朝食 382円 食事についての特記事項

昼食 505円 週に1回、夕食の主菜を2種類から選んでいただく『選択メニュー』

夕食 505円 を実施しています。

送迎対応可能範囲 京都市内（同上 ※相談可） 面会時間 7：30 ～ 21：00

居室のタイプ
従来型多床室（4人部屋）です。

特養の空きベッド活用も行っています。
多床室

日常生活費の額　　　

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
医恵会 七条武田クリニック

主に下京区・南区・右京区・中京区

受付担当窓口 藤田（相談員） 受付対応時間 8：30 ～ 17：30

申込み受付方法
担当ケアマネジャーからの申込み経由

デイからのショート利用も多く、「同じ入口」という安心感もお持ち頂けます。

　　　ホームページ https://www.kyoto-fukushi.org/office/detail/nnz/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
阪急京都線　西京極駅から徒歩10分　，JR京都線 西大路駅から徒歩15分
西大路花屋町 バス停から徒歩3分　，西大路五条 バス停から徒歩5分

施設の特徴
　当法人は京都市内最大の事業規模を有し、短期入所はもちろん、ホームヘルプ
から特養・小規模多機能施設など様々なサービスを実施しております。

　ショートステイは10床全てが特養と生活空間を共有しており、「いつでも顔馴
染の人が居る」という大きな安心感を持っていただける環境に有ります。また、

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

平成12年

　　　事業形態（定員） 併設型（10名）
連絡先

（075）315-7067

　　　設置主体 社会福祉法人京都福祉サービス協会 （　　）

事業所名
高齢者福祉施設西七条
短期入所事業所

〒600-8888

京都市下京区西七条八幡町29番地

FAX

34

（075）315-7005　　　事業開始年月日

浴室改修

平成28年3月に浴室の全面改修を行
い、個浴を3室整備いたしました。また、
リフト浴や特殊寝台浴もありますので、

様々なご利用者に合わせた、最適な入

浴環境をご提供いたします。

個浴（改修後） 介護技術練習

介護技術

施設全体で、新しい介護技術の習得

に取り組んでいます。ご利用者にも、職

員にも優しい支援方法で皆様をサポート

いたします。
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京都市修徳特別養護老人ホーム

(指定短期入所生活介護)

https://www.kyoto-fukushi.org/office/detail/stk/

こもった社会福祉サービスを提供いたします。総合福祉施設修徳は烏丸五条から
ほど近い街中に位置し、ショートステイ・特別養護老人ホーム・デイサービス

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

ご利用者に「また来たい、修徳のお泊りに

行きたい」と思って頂けるように以下の

取組みを行っています。

・エスプレッソマシンによる飲料の提供。

・図書館と連携し月毎に様々なジャンルの

図書が利用中に閲覧可能。
・ご入所時に入浴希望を伺い個人の希望に
応じた入浴日の調整。
・ボランティア訪問によるレクリエーショ
ンの実施
・児童館のこどもたちとの世代間交流。

胃ろう造設者

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

◯ 人工呼吸器装着者 × MRSA・ｃ型肝炎⇒受入れ可能
◯ 痰の吸引 △ インフルエンザ⇒受入れ不可

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

100円～150円で各主飲料(コーヒー・ジュースなど)を提供しています。

おやつ　130円

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 380円 食事についての特記事項

昼食 500円 朝食にパンを選択可能(70円/1食)

夕食 500円 嚥下状態に応じ嚥下食の対応も可能

送迎対応可能範囲 市内(但し付加料あり) 面会時間 07:30～21:00

居室のタイプ
従来型4人部屋4床、2人部屋2床

＊特養従来型の空ベッドでの案内も可能
従来型多床室

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
康生会　武田病院
京都回生病院・京都武田病院

受付担当窓口 山本・木村(相談員) 受付対応時間 8;30～17:30

申込み受付方法
電話相談の後、居宅サービス利用申請書を送付して下さい。

FAX （075）351-2183

　　　ホームページ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京都市営地下鉄　五条駅より徒歩10分
京都市営バス　西洞院松原より徒歩5分　または五条西洞院より徒歩5分

施設の特徴
私たち社会福祉法人京都福祉サービス協会は『くらしに笑顔と安心を！』を
理念にご高齢の方々や心身に障害をお持ちの方々の自立支援を目指し、心の

居宅介護支援・地域包括支援センターの事業を中心に児童館や周辺地域と連携
サービスを利用される方の〝その人らしい生活の実現゛に努めています。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

35

様々なジャンルの図書を月毎に入れ替え

　　　事業形態（定員） 併設型(20名)
連絡先

（075）351-2139

　　　設置主体 社会福祉法人京都福祉サービス協会 （　　）

事業所名

〒600-8449

京都市下京区新町通り松原下る富永町110番地1

　　　事業開始年月日 平成13年7月16日

kiashida1
戻



　9：00～17：00　

　　9：00～19：00　

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

胃ろう造設者

　
1階地域交流スペースは地域の様々な催し事や行事にお使い頂いています。イベントの際にはショート
ステイのご利用者もご参加頂いたり、おやつや食事のレクリエーションを企画したり、気候の良い時期
には屋上庭園まで散歩にお誘いしています。

インスリン注射などは時間・人数の制限があります。(要相談)

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯
膀胱留置カテーテル △ 人工透析 ×

× 人工呼吸器装着者 × 要相談
△ 痰の吸引 ×

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

糖尿病食・腎臓病食対応。

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 330円 食事についての特記事項

昼食 600円 別途おやつ代110円(希望者のみ)

夕食 550円

送迎対応可能範囲 要相談 面会時間

居室のタイプ
個室のみのご用意となっています。ユニット型個室

申込み受付方法
居宅介護支援事業所、ご担当介護支援専門員より申し込みいただけます。

サービスの実施地域
下京区

協力医療機関
医療社団法人 恵心会 京都武田病院
本田歯科クリニック

受付担当窓口 相談員　 吉田 麻子 受付対応時間

事業所、施設の　写真を貼り
付けて下さい

全室ユニット型の個室(洗面台・トイレ・タンス・ベッド・照明・エアコン付き)
になっております。浴槽は個浴・機械浴・寝台浴対応しています。

施設の特徴

36

　　　事業形態（定員）    併設ユニット 型（9名）
連絡先

（　075　）352-6700

　　　設置主体 社会福祉法人 京都眞生福祉会

事業所名
     京都ミモザの郷
     ショートステイ

〒600-8804

　京都府京都市下京区中堂寺前田町26番地

　　　交通機関・最寄り駅
ＪＲ嵯峨野線　丹波口駅下車　徒歩10分
京都市バス　32・43・73・75・80系統『五条壬生川』下車　徒歩1分

（　075　）352-6633

　　　ホームページ http://www.shinseifukushikai.jp ブログ

　　　事業開始年月日 平成29年3月31日 FAX

http://www.shinseifukushikai.jp/
http://www.shinseifukushikai.jp/
http://www.shinseifukushikai.jp/
http://www.shinseifukushikai.jp/
http://www.shinseifukushikai.jp/
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

△ 人工呼吸器装着者 △ 感染症の方については医師の診断
◯ 痰の吸引 △ のもと受入れ検討、対応します。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ◯

胃ろう造設者

ショートステイ故郷の家・京都では、全室個室の20床ございます。
８畳程の居室でゆっくりと過ごして頂け、ご自宅に近い環境で対応致します。
入浴は完全個浴対応。身体機能に応じて、機械浴対応も可能です。
医療的ケアについては、看護師が行っております。
また季節ごとに楽しんで頂ける様々な行事やイベント、レクリエーション活動
を行っております。
ご利用前の施設見学も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

その他

※介護保険負担限度額認定、京都市社会福祉法人減免あり。

　生活保護受給者利用可能

サービス体制

△ 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

日常生活費の額　　　

食費

朝食 350円 食事についての特記事項

昼食 550円 おやつ100円

夕食 500円 身体状況に応じた食事形態の提供

送迎対応可能範囲
南区、伏見区、東山区、
下京区、中京区 面会時間 9:00～21:00

居室のタイプ
ユニット型個室

受付担当窓口 　野々口司・金滋榮 受付対応時間 9:00～17:30

申込み受付方法
新規ご希望の方は当施設担当までお申し込みください。電話でも受付しています。

2回目以降のご利用の方は電話もしくはFAXで受付しています。

サービスの実施地域
京都市全域

協力医療機関
京都九条病院、京都南病院
ホリイ歯科

います。日本の四季折々の行事、韓国ならではの行事も多く開催しています。

　　　ホームページ http://www.kokorono.or.jp ブログ kokyokyoto.blog

　　　交通機関・最寄り駅
地下鉄九条駅、東福寺駅(JR奈良線、京阪電鉄)

施設の特徴
ユニットケアは1ユニット10人の利用者さんのそれぞれの個室、くつろげるリビ
ング、簡単な食事もつくれるキッチンと食堂、お風呂などからなっています。

います。暮らしの中に韓国と日本の文化を取り入れ、どちらにも対応できるのは
故郷の家ならでは。毎日の食事には韓国・日本のおいしいメニューをご用意して

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

家族といるようなあたたかさ、そしてひとりの時間も大切にした形式です。
これまで以上にきめ細やかなサービスも、小規模だからこそ可能になって

　　　事業開始年月日 平成21年11月1日

　　　事業形態（定員） 定員20名
連絡先

　　　設置主体 社会福祉法人こころの家族

事業所名 ショートステイ故郷の家･京都
〒601-8023
　京都市南区東九条南松ノ木町47

（　075　）691‐4448

FAX （　075　）691‐4424
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ここがあなたの新しいふるさと
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業開始年月日 平成17年4月1日

↓トイレと洗面台完備。

　施設内に作業療法士、歯科衛生師、音楽療法士が勤
務しており、嚥下状況の確認や、姿勢を保つポジショ
ニング、音楽療法の実施等で活動しています。
　全室個室であることで、プライバシーの尊重を重視
した環境を設けています。また、室内環境を、個々の
私生活に近づけることが可能です。(布団対応や転倒
リスクの軽減のための家具や福祉用具の設置等。)
　事業所職員による送迎を実施しており、入退所時の
情報共有を円滑に進めることができます。
　
　1階には障害者就労支援事業所による売店が設置さ
れており、お客様にも自由にご利用頂けます。

←テレビを設置された場合。

FAX （075）671-6380

施設建物内は自由に行き来して頂けます。

　　　ホームページ http://www.vhr10.jp/ ブログ http://ameblo.jp/vhr10/

　　　交通機関・最寄り駅
JR西大路駅より南へ
近鉄十条駅より西へ　徒歩15分から20分

施設の特徴
特別養護老人ホーム100床。短期入所生活介護8床。
ご自宅での生活を中心に支援いたします。

飲酒・喫煙もご相談いただければ検討致します。
障害者就労支援事業所による売店が設置されており、ご利用が可能です。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 相談員(増田・左近) 受付対応時間

　　　事業形態（定員） 8名
連絡先

（075）661-4501

　　　設置主体 社会福祉法人 （　　）

事業所名
特別養護老人ホーム
ビハーラ十条

〒601-8326

京都市南区吉祥院南落合町40番438

9時～18時

申込み受付方法
電話・FAXでご相談、お申込み受付中。

サービスの実施地域 協力医療機関
医療法人同仁会　京都九条病院
十条武田リハビリテーション病院

京都市内

提供の可否 感染症　特記事項

送迎対応可能範囲 片道30分以内 面会時間 9時～18時

居室のタイプ
居室内にトイレと洗面台完備。

ベッド（布団対応可能）とタンス設置。
特養ユニット型の空きベット活用も実施。

全室個室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 230円 食事についての特記事項

昼食 650円 食事形態は普通食・一口大・軟菜食・ムース食。

夕食 530円 お茶・コーヒー・紅茶・牛乳の提供が可能。

× ご利用までに感染されている場合、
◯ 痰の吸引 △ 施設内での他利用者様に感染が確認

胃ろう造設者

　痰吸引と胃ろう造設者に関しては状況によりますので、施設までお問い合わせください。膀胱留置カテーテルは抜去等があった際には病院受診での
対応となります。その他お問い合わせ・ご相談により可能な範囲で対応させていただいております。

普段ご自宅で召し上がっているもの(ふりかけや梅干、ヤクルトやヨーグルト等）
飲食物の持ち込みが可能（生ものは要相談）です。

△ 人工呼吸器装着者

その他

居住費　820円～3,130円/日　　　おやつ代　50円/日

テレビ設置時の電気代　33円/日

送迎片道　194円

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ されている場合は、ご利用をご相談
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 × させていただく場合がございます。

http://www.vhr10.jp/
http://www.vhr10.jp/
http://www.vhr10.jp/
http://www.vhr10.jp/
http://ameblo.jp/vhr10/
http://ameblo.jp/vhr10/
http://ameblo.jp/vhr10/
http://ameblo.jp/vhr10/
http://ameblo.jp/vhr10/
http://www.vhr10.jp/
http://ameblo.jp/vhr10/
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設
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個別機能訓練加算、看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、送迎加算、処遇改善加算(Ⅰ)

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

◯ 人工呼吸器装着者 ×
△ 痰の吸引 ◯

算定している加算：サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、夜勤職員配置加算(Ⅰ)、機能訓練体制加算、

胃ろう造設者

その他

　

サービス体制

◯ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ２７６円 食事についての特記事項

昼食 ６２１円 常食

夕食 ４８３円

送迎対応可能範囲 京都市 面会時間 9：00～17：00

居室のタイプ
従来型個室３室、多床室１床

多床室 特養多床室の空床利用も行っております。

従来型個室

受付担当窓口 上林　優介 受付対応時間 ２４時間

申込み受付方法
お電話もしくはＦＡＸにてご連絡ください。

サービスの実施地域
京都市

協力医療機関
京都武田病院

ＪＲ桂川駅
市バス　築山

施設の特徴
久世ホームは、社会福祉法人　清和園が運営をしております。「安心して
高齢者になれるまちづくり」を合言葉に現在、特別養護老人ホーム、ショート

センターが行う介護相談・介護予防など、12の事業を有し、久世地域を中心
とした「地域包括システム」の実現を目指しております。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

ステイをはじめとする「入所サービス」デイサービス、訪問介護などの
「在宅サービス」、その他居宅介護支援事業所、配食サービス、地域包括支援

　久世ホームのショートステイは、「お
たっしゃショート」と銘打って、ご利用後
「元気になる」ことを目標に、機能訓練指
導員による個別機能訓練を行います。
　また、食事や排せつ、起床、就寝と、規
則正しい生活をしていただくことで、ご帰
宅後、介護される方の介護負担の軽減を図
ります。

　　　事業形態（定員） ４名
連絡先

（０７５）９３３－５７７２

　　　設置主体 京都市 （　　）

事業所名
京都市久世特別養護老人ホーム
短期入所生活介護事業所

〒601-8203

京都市南区久世築山町３２８

　　　事業開始年月日 平成10年6月1日 FAX （０７５）９３３－５７０２

　　　ホームページ https://www.seiwaen.or.jp/shisetsu/kuze.html ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 併設型16名
連絡先

（075）662-2731

　　　設置主体 社会福祉法人京都福祉サービス協会 （　　）

事業所名 特別養護老人ホーム塔南の園

〒601-8445

京都市南区西九条菅田町4-240

　　　事業開始年月日 1996年12月2日 FAX （075）662-2735

　　　ホームページ http://www.tounan-no-sono.or.jp/ ブログ http://tounan-no-sono.or.jp/topic?id=2

　　　交通機関・最寄り駅
近鉄十条駅
市バス　市民防災センター前

施設の特徴
「今、この時を大切に」を施設理念とし、いつでもどこでもその人らしく
生活ができるような支援を心掛けています。

個室と相部屋と２種類のタイプの居室があるので、それぞれのご利用者の
ニーズにあわせた利用の仕方ができると思います。

地域で生活される方々を支え、施設に求められる責務を果たします。

受付担当窓口 米光
ヨネミツ

翔司
ショウジ

受付対応時間 8：30～17：30

申込み受付方法
電話、FAXどちらでも可

サービスの実施地域
下京区・南区全域

協力医療機関
京都九条病院

右京、東山は五条以南、川端通り以西。中京は四条
以南、伏見は津知橋以北、師団街道以西

送迎対応可能範囲 同上 面会時間 7：30～21：00

居室のタイプ
２人部屋５床、４人部屋１床

従来型個室１０床 加えて特養空床利用

多床室６床

日常生活費の額　　　

食費

朝食 382円 食事についての特記事項

昼食 505円 野菜やお米などの一部の材料は、京都産のものを使用しています。

夕食 505円

数年前に４階に従来型個室10床を増床し、お風呂場も大々的に改修しました。お風呂場は大きな空間に寝台浴や
リフト浴などの各種のお風呂がある訳ではなく、家ぐらいの大きさのお風呂が５部屋あるかたちになっていま
す。ですので、周囲の目を気にせずゆっくりと入浴することができます。
同法人の児童館が隣接していることも強みのひとつです。子どもたちとご利用者が触れ合う機会も多く、ご利用
者の様々な表情を引き出してくれます。
まだまだ至らぬことも多いですが、ご利用者ならびにご家族に「塔南の園に行って良かった」と思っていただけ
るよう、精一杯取り組んでいきます。ご意見、ご要望がございましたら、お気軽にお申し付けください。
家で介護をするなかでのお困りごとについてもご相談いただければと思います。少しでもお力になれるよう頑張
ります！！

その他

おやつ100円/日（希望者）

テレビ25円/日（希望者）

レクリエーションに係る実費（参加者）

サービス体制

△ 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

協議し、安心安全に受け入れられることが認められた方を受け入れています。

事業所の紹介（アピールポイント）

△ 在宅酸素 △ しているケースもあります。

膀胱留置カテーテル △ 人工透析

胃瘻、腎瘻、在宅酸素、ストマ、インスリン、吸引等多くの方を受け入れしていますが、毎回ご家族や看護師と

胃ろう造設者

△

△ 人工呼吸器装着者 × 要相談です。
△ 痰の吸引 △ 個室対応が可能な場合は受け入れを
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http://nozominosono.net/

音楽・習字・喫茶など充実したレクリエーションを楽しむことができます。
ご希望により、施設内外のお祭りなど各種催しに参加することもできます。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

胃ろう造設者

受け入れは病状を鑑みて相談させて
頂きます。◯ 在宅酸素 ×

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

◯ 人工呼吸器装着者 ×
◯ 痰の吸引 ◯

事業所の紹介（アピールポイント）

食　堂

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

毎週水曜日に食堂にて喫茶店を開催しています。お饅頭とお飲み物をセットで100円で

ご提供しています。

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 350円 食事についての特記事項

昼食 500円

夕食 530円

個々に応じて、普通食はもちろん、きざみ・ミキサー食など幅広く
対応しています。

送迎対応可能範囲 京都市内 面会時間 9：00～19：00

居室のタイプ
従来型個室３床、従来型多床室３床従来型

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
京都九条病院
久野病院

受付担当窓口 小倉（相談員） 受付対応時間 9：00～17：00

申込み受付方法
担当ケアマネジャーより3ヶ月前に申し込みして頂くようお願いします。

　　　事業開始年月日 平成7年7月1日 FAX （075）-662-3973

　　　ホームページ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
JR京都線　京都駅八条口　徒歩７分

施設の特徴
6階建て市営住宅の1階部分に、京都市により建設された施設です。
施設から鴨川が近く、見事な桜や紅葉も楽しむことができ、

　　　事業形態（定員） 併設型　6名
連絡先

（075）-662-3961

　　　設置主体 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 （　　）

事業所名 東九条のぞみの園ショートステイ

〒601-8005

京都府京都市南区東九条西岩本町1-141

年に2回、機関紙を
発行しています。各

部署の活動や取り

組みなどを紹介して

おります。ぜひご覧く

透き通った綺麗

な水、静かに流

れる水しぶきの

音が心を落ち着

かせていくれます。

毎年満開の

時期に、散歩

に行っており

ます。
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https://seiwaen.or.jp/shisetsu/toba.html

テーションを強化しております。
おいしい食事も自慢のポイントです。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

胃ろう造設者

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ 可能。

膀胱留置カテーテル △ 人工透析 △ ・透析等、受診への付添いが必要です。

× 人工呼吸器装着者 × ・ｶﾃｰﾃﾙの交換は受診にて対応。

◯ 痰の吸引 △ ・痰吸引は日中の一時的な対応のみ

上鳥羽の地に移転して約一年が経ちました
が、近隣にお住まいの方だけでなく遠方に
お住まいの方からも幅広く御利用いただい
ております。好評の食事に加え、提携の訪
問歯科（２ヶ所）による往診が受けられる
点も喜ばれております。次年度は、在宅生
活を続ける上で最も必要とされるリハビリ
にも力を入れていきます。
10床からなるショートステイ専用ユニット
での生活ですが、御利用される方お一人お
一人の気持ちに寄り添い、時には橋渡しと
なれるような接遇で取り組んでおります。

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

おやつ代は一律100円です。

多様な食事形態・制限食へ対応しています。

コーヒー・紅茶、その他の数種類の飲み物も揃えています。

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 330円 食事についての特記事項

昼食 550円 京料理花萬が作るおいしい食事です。

夕食 500円 木に囲まれたカフェのような明るい空間での食事となります。

送迎対応可能範囲 面会時間 9：00～18：00

居室のタイプ
特養ユニットの個室も空き室利用しています。ユニット型居室

申込み受付方法
電話もしくはFAX

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
蘇生会総合病院

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 桂田・櫻田（相談員） 受付対応時間 9：00～18：00

　　　事業開始年月日 平成２９年３月 FAX （０７５）－６４４－６０９３

　　　ホームページ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
近鉄十条駅もしくは近鉄上鳥羽駅　　徒歩１５分

施設の特徴
２０１７年３月オープンの新しい施設です。
２０１８年からは機能訓練指導員を配置して、レクリエーションやリハビリ

　　　事業形態（定員） ユニット型個室（１０名）
連絡先

（０７５）－６９２－１１４７

　　　設置主体 社会福祉法人清和園

事業所名 鳥羽ホームショートステイ

〒601-8181

京都市南区上鳥羽堀子町88番地42
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ご利用者様お一人おひとりが望まれる暮らしのあり方を尊重し、主体性を発揮い
ただけるようサポートさせていただきます。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

浴室

△については、場合によって対応させていただいていますので、お気軽にご相談ください。

フロア

送迎サービス特別養護老人ホームに併
設されていますので、多
くのご利用者様と一緒に
過ごしていただく、にぎ
やかな雰囲気の施設で
す。
短期入所のご利用者様が
気を遣われることなく、
ゆっくりと寛いでいただ
けるよう、職員一同努め
ています。

胃ろう造設者

事業所の紹介（アピールポイント）

在宅酸素

膀胱留置カテーテル 人工透析

人工呼吸器装着者

居室
※入・退所時間の目安
　入所　9時30分～10時30分頃
　退所　16時00分～17時30分頃

その他

サービス体制

ご希望の方におやつ・飲み物を提供します（実費　50円～）

訪問・理美容サービスをご利用いただけます（実費　1600円～）

◯

◯

◯
△

×

◯

◯

△
△

◯気管切開 （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

痰の吸引

日常生活費の額　　　

食費

朝食 食事についての特記事項

昼食

夕食

３００円

５９２円

５００円

送迎対応可能範囲 同上 面会時間

居室のタイプ
多床室（二人部屋）

９：００～１８：００

二人部屋をご利用いただきます。特養の空きベッド

（個室・二人部屋・四人部屋）も活用しています。

申込み受付方法
お電話での受付にて、ご利用者情報をお送りいただいた後、施設側から利用

の可否等をご連絡いたします。

サービスの実施地域 協力医療機関
京都民医連中央病院京都市右京区（旧京北

町は除く）・中京区

受付担当窓口 生活相談員（奥野） 受付対応時間

事業所、施設の　写真を貼り
付けて下さい

併設型（４名）

社会福祉法人　七施会

（　０７５　）８８１－６６６６

建物の真ん中は大きな吹き抜けになっており開放感にあふれた明るい施設です。
１階がデイサービス、２階・３階が特別養護老人ホーム・ショートステイです。

親しみやすく、和気あいあいとした雰囲気を大切に、皆様が笑顔で安心して過ご
していただける場をご提供させていただきます。

９：００～１８：００

　　　事業開始年月日 FAX

　　　ホームページ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅

施設の特徴

平成8年4月30日

https://nanasekai.or.jp/amour

（　０７５　）８６４－００８１

ＪＲ嵯峨野線（花園駅）・嵐電（太秦広隆寺駅）徒歩８分
京都市バス・京都バス（太秦映画村道・常盤仲之町停）徒歩３分

　　　事業形態（定員）
連絡先

　　　設置主体

事業所名43
アムールうずまさ
短期入所生活介護事業

〒616-8107

京都市右京区太秦一ノ井町３９番地８
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訪問介護事業所

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

（疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

サービス体制

・居住費：3,000円/日　＊「負担限度額認定証」をお持ちの方は料金が変わります。

・喫茶料金：飲み物代100円、おやつ代100円～150円　・居室テレビ貸出し：1日100円

・範囲外送迎：片道500円追加　　　・レクリエーションや行事の材料代等：実費

居室のタイプ

送迎対応可能範囲 面会時間
右京区内（京北地域を除く）
一部中京区内の送迎可能。
送迎範囲外要相談

9：00～18：00

ユニット型
全室洗面、トイレ付個室

申込み受付方法

サービスの実施地域 協力医療機関

お電話での受付にて、ご利用者情報をFAX又はメールで頂いた後、施設側からご
利用の可否等を相談及びご連絡致します。

京都市 京都民医連中央病院

受付担当窓口 受付対応時間生活相談員 9：00～17：30

　　　事業開始年月日

サービス付高齢者向け住宅（8室）

　　　ホームページ

　　　交通機関・最寄り駅

施設の特徴

ＪＲ西日本嵯峨野線「花園」駅　　京福電鉄嵐山線「太秦広隆寺」駅 より徒歩10分

地下鉄 東西線「太秦天神川」駅より徒歩15分 

地域交流センター

地域密着型特別養護老人ホーム（29床）
短期入所生活介護事業所(10床）
通所介護事業所（午前20名、午後20名）2単位

居宅介護支援事業所

FAX 075（881）5547

ブログ https://nanasekai.or.com/blog/

併設ユニット型（10名）

社会福祉法人七施会

メルシーうずまさ
短期入所生活介護事業所

　　　事業形態（定員）

　　　設置主体

事業所名44

〒616-8107

京都市右京区太秦一ノ井町41番地

連絡先 075（881）5557

H27.3.27

https://nanasekai.or.jp/merci/

＊各部屋約9畳の居住スペース＊

300円

592円

500円 ご利用者様のご状態に合わせた食事の提供が可能です。

米と野菜は地元特産を使用しております。

日常生活費の額　　　

食費

朝食 食事についての特記事項

昼食

夕食

△

◯

×
△
△

× 気管切開

痰の吸引
在宅酸素

人工透析

人工呼吸器装着者

な処置内容等含め、一度ご相談下さい。

看護職の勤務体制（9：00～17：00）により、医療サービス提供時間に限りがありますので、ご状態及び必要

ベッド内蔵型センサーを全室に設置して事故防止に努めております。入浴は個浴で機械がついており、
職員がマンツーマン対応で安全にご入浴を頂いております。毎日音楽体操を2回実施しており、ご希望
に応じて個別に歩行訓練や立位保持などのお手伝いも実施しております。

◯

△

まずは、ご相談下さい。

胃ろう造設者

事業所の紹介（アピールポイント）

膀胱留置カテーテル

×
△
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経管栄養

インスリン注射

人工肛門造設

　外出レクリエーションを個人の行きたい場所に合わせて計画・実行して
います。天龍寺の近くに位置していることもあって、施設の外を一周ぐる
りと散歩するだけで、自然と歴史いっぱいで豊かな気持ちになれます。施
設の周りにはお店も多いので、お好み焼きやケーキセットを食べたりとい
う楽しみもあります。
　また、多床室なので、「一人で寝るのは寂しい」という方からは安心で
きる、とのお言葉をいただいています。昼間には広いフロアで楽しくカラ
オケをしたり、塗り絵をしたり、個々人の趣味に合わせたほっこりしたレ
クリエーションを計画しています。
　建物は少し古いですが、充実した中身と職員の情熱で楽しく安全なひと
ときを送っていただけるよう日々努力しております。
　ショートステイに関することは、なんなりとご相談ください。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ ヶ月たってご利用いただいています。
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

× 人工呼吸器装着者 × 感染症にかかっている方はご遠慮い
◯ 痰の吸引 × ただきます。特に疥癬は、完治後４

胃ろう造設者

その他

　第2,4週の日曜日には、１Ｆ食堂で喫茶があり、コーヒーなどの飲み物とケーキを120円

で召し上がれます。散髪は月1回で1,500円です。また、外出レクリエーションなどの参加時

の飲食費は実費でいただきます。オムツ代は料金の中に含まれていますので、無料です。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

日常生活費の額　　　

食費

朝食 280円 食事についての特記事項

昼食 550円 食事はすべて、寮の手作りです。地元の素材を生かして美味しい

夕食 550円 食事を提供しています。日曜にはボランティア様による喫茶も。

送迎対応可能範囲 右京区、西京区 面会時間 9：00～19：00

居室のタイプ
従来型個室が2部屋あります。男性は個室です。

多床室 女性は4人部屋ですが、カーテンで仕切られています。

受付担当窓口 森永、中嶋 受付対応時間 8：30～17：30

申込み受付方法
居宅のｹｱﾏﾈｼﾞｬｰを通じて、3ヶ月前に予約ができます。また、急なご利用時にも

空床があればご利用できます。まずは、電話でのご相談からどうぞ。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
京都武田病院、洛西シミズ病院
西京都病院

　　　事業開始年月日 平成12年4月1日 FAX （075） 861-9157

デイサービスやホームヘルプ、養護、特養、居宅介護事業所を併設しています。

　　　ホームページ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京福電鉄「嵐山」駅下車　徒歩5分、ＪＲ「嵯峨嵐山」駅下車　徒歩10分、
市バス「嵐山天龍寺前」下車　徒歩5分、お車…渡月橋交差点を北へ200ｍ

施設の特徴
60年以上の歴史のある嵐山寮は『伝統』や『合掌』の生活の中でみなさんに自分ら
しく暮らしていただけるように支援しています。弘法大師ゆかりの感謝祭や御影

かのようなアットホームな環境づくりを心がけ、自宅にいる時と同じ落ち着いた
気持ちで過ごしていただけるように工夫しています。ショートステイの他にも

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

供などの仏事を利用者と共に行っています。また観光地『嵐山』という利点を生
かした楽しい外出なども魅力です。職員はご利用者と一緒にそこで暮らしている

http://www.arashiyamaryo.or.jp

　　　事業形態（定員） 併設型（14名）
連絡先

（075） 871-0032

　　　設置主体 社会福祉法人　嵐山寮 （075） 882-6020（直通）

事業所名
嵐山寮短期入所及び指定介護
予防短期入所生活介護事業所

〒616-8374

京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町17番地45

お華クラブの様
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　

随時見学やお問い合わせを受付けております。

　　　事業形態（定員） ユニット型（10名）
連絡先

   (代表)075-366-3601

　　　設置主体 社会福祉法人 嵐山寮   （直通)075-366-3684

事業所名
嵐山寮短期入所生活介護事業
うたの

〒616-8191

京都市右京区太秦中山町15番地 46

受付担当窓口

◆季節に応じた食事提供に加え、出張調
理など食に関するイベントや、1回/3か
月居酒屋もあります！また個別に応じた
外出やレクリエーション企画も多数あ
り。
◆ご利用者の送迎時間もご都合に合わせ
365日、柔軟に対応しております。
◆緊急時も特養空床を活用し臨機応変に
対応しております。
◆右京区だけではなく近隣の行政区から
のご利用も多くあります。
◆随時、見学、相談受け付けております
ので、ご連絡お待ちしております。

えました。事業所内で実施される地域向けの勉強会や、ショートステイ利用者
ご家族向けの座談会の企画などにも積極的に取り組んでおります。ご家族への
支援にも力を注ぎご利用者が住み慣れた地域で生活できるよう支援しております
。またPT,OT,JTの３名体制。ポジショニングの検討やOTによる作業療法を交えた
レクリエーションも充実しております。

出張調理(ローストビーフ)

　　　事業開始年月日 平成23年12月21日 FAX          075-366-3602

　　　ホームページ http://www.arashiyamaryo.or.jp ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京福電鉄　北野線　鳴滝駅から徒歩10分
京都市バス　10.26.59系統　ユースホステル前から徒歩5分

提供しています。また朝食は洋食和食を選択いただけます。

サービスの実施地域
右京区（京北を除く）、北、

協力医療機関
京都武田病院

西、中、上、下京区の一部 洛西シミズ病院

できます。令和元年には機械浴を導入し、重度化のニーズに対応できる環境を整

申込み受付方法
電話・FAX・郵送にて申し込みを受け付けております。

（電話の場合は書面にて情報提供を依頼しております）

丸山・谷口（相談員） 受付対応時間 8：30-17：30

施設の特徴
 居室の窓からは桜の花見ができるなど移り行く四季折々の風景を楽しむことが

内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

送迎対応可能範囲 同上（一部要相談） 面会時間 9：00-19：30

居室のタイプ
全室個室です。10室のうち1室のみﾄｲﾚ付の居室となります。

併設特養（ユニット型）空きベットの利用も行っております。

ユニット型個室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 292円 食事についての特記事項

昼食 550円 アレルギーへの対応、魚・肉・麺の嫌いな方については代替え食を

夕食 550円

△

×
△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）

ていただいております。

△ 人工呼吸器装着者

機械浴
『うたの寝湯』

その他

理美容、教養娯楽費（施設内レク、外出、個人的な趣味活動）、コピー代は実費相当額を

徴収させていただいております。

サービス体制

リビングの風景

原則受け入れはしておりません。

◯ 痰の吸引 △ 特に、感染リスクの高いインフルエンザ、ノロ

胃ろう造設者

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ ウイルス性胃腸炎や新型肺炎などはお断りさせ

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析

http://www.arashiyamaryo.or.jp/
http://www.arashiyamaryo.or.jp/
http://www.arashiyamaryo.or.jp/
http://www.arashiyamaryo.or.jp/
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

事業所名
嵐山寮短期入所生活介護事業
　　　　　　　　　ひろさわ

〒616-8304

京都市右京区嵯峨広沢南野町26-2

　　　　　　　　　　　　　　ＣあんどＣ嵯峨内

　　　事業開始年月日 平成23年11月16日 FAX (075)871-3200
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　　　ホームページ http://www.arashiyamaryo.or.jp/ ブログ

　　　事業形態（定員） 併設型　（10名）
連絡先

(075)871-3030

　　　設置主体 社会福祉法人　嵐山寮 (075)871-3020　(直通)

いただいております。

受付担当窓口 出口佳博・酒井はるか（相談員） 受付対応時間 8：30～17：30

　　　交通機関・最寄り駅
京福【車折神社駅】より、北へ徒歩10分
ＪＲ【嵯峨嵐山駅】より、東へ徒歩15分

施設の特徴
商業地に隣接する地域密着型総合ケア施設です。
近隣との共同事業でコミュニティカフェの運営なども活発です。
温もりあれる空間で、お一人おひとりの個性を大切に穏やかな日々の生活を
お手伝いします。
音楽療法や外出レクリエーションも随時行っており、ご利用者に好評を

送迎対応可能範囲 右京区(京北を除く)､西京区､中京区､
上京区､北区､下京区の一部 面会時間 9：00～19：00

居室のタイプ ユニット型個室
全室個室になります。

特養ユニット型個室の空きベッドも活用しています。

申込み受付方法
電話・ＦＡＸ・郵送にて申込を受け付けております。

（電話の場合は書面にて情報提供を依頼しております）

サービスの実施地域
右京区(京北除く)北、

協力医療機関
洛西シミズ病院

西京､中京､上京､下京区 京都武田病院

提供しております。

その他

理美容、教養娯楽費(施設内レク、外出、個人的な趣味活動)、コピー代は実費相当額を

徴収させていただいております。

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 292円 食事についての特記事項

昼食 550円 アレルギーへの対応、魚・肉・麺の嫌いな方については代替え食を

夕食 550円

内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項
× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）

胃ろう造設者 × 人工呼吸器装着者 × 原則受け入れはしておりません。
◯ 痰の吸引 ×
◯ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

●ショートステイを利用し笑顔で過ごしていただき、元気に帰っていただけるよう心がけて支援しています。
定期的にご利用していただいている方が多くおられます。個別外出や外食も行っており、ご利用者の希望に添っ
たケアに取り組んでおります。お気軽にお問合せ下さい。

 処置等は看護職員勤務時間内(8:30～17:00)において対応可能です。事前にご相談ください。

事業所の紹介（アピールポイント）

　 [ショートステイの玄関] 　  [リビング] 　　  　[居室]    [お風呂]

http://www.arashiyamaryo.or.jp/
http://www.arashiyamaryo.or.jp/
http://www.arashiyamaryo.or.jp/
http://www.arashiyamaryo.or.jp/
http://www.arashiyamaryo.or.jp/
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 併設型（４名）
連絡先

　　　設置主体 社会福祉法人　富士園

事業所名 特別養護老人ホーム　梅津富士園

〒615-0924

（０７５）８６２－５１００

京都市右京区梅津尻溝町２８番地
48

作り、各居室にはテレビを置き、自宅に近く落ち着いた環境でご利用いただけ

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 川下・西岡（相談員） 受付対応時間 ８時３０分～１７時３０分

　　　事業開始年月日 平成5年9月1日 FAX （０７５）８６２－５１０３

るように配慮を行っております。

　　　ホームページ http://fujien.jp/ ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/umedufujien

　　　交通機関・最寄り駅
阪急電車松尾大社駅　徒歩７分　　市バス梅宮大社前　　徒歩３分
来園者用駐車場有

施設の特徴
　当法人は昭和４４年保育園よりスタートしました。平成５年９月に保育園と
同一敷地内に特別養護老人ホームを開園。同じ敷地内に保育園園児とご入所者様

　また、居室は４人の多床室ですが、各居室の区切りを付け個室風な雰囲気を

が一緒に過ごせる環境であり、特養と保育園間で行事やレクリエーションを通
じてより多くの交流機会を作り世代を超えた楽しみを提供しております。

申込み受付方法
原則、２ヶ月前の１日ですが、随時電話にて受付させていただきます。

その他、初回利用についてもできる限り受付いたします。

サービスの実施地域
京都市右京区

協力医療機関
　医療法人社団　松仁会　内田病院

京都市西京区 　医療法人　越久村歯科医院

送迎対応可能範囲 面会時間 ８時３０分～１７時３０分

居室のタイプ
従来型の４人部屋に区切りを付け、できる限り個室に

近い環境に整備を致しました。

従来型

護現場と情報交換を行い、できる限り個別に合わせた食事を提供します。

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 420円 食事についての特記事項

昼食 700円 月に2～3回行事食を提供。行事食加算は100円頂きます。

夕食 700円

その他

食材にこだわり、野菜は地元産を使用し、米、魚、肉は地域の商店より仕入れ、美味しく

食の安心が見える管理を行っております。また、当園専属の調理職員を採用しており、介

内服の服薬管理

事業所の紹介（アピールポイント）

× 人工呼吸器装着者 × ・疥癬・ＭＲＳＡ利用不可。
× 痰の吸引 × ・ＥＳＢＬ利用不可。

胃ろう造設者

◯ 在宅酸素 × ・インフルエンザ利用不可

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

○入退所時間の希望を伺い、夕食後に退所していただく等の対応を行っています。

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

保育園園児との交流 行事食 ショートステイ部屋
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と多床室でお好きな部屋を選んでいただくことが出来ます。併設事業所と合同
の行事も年間多数計画しており、他事業所ご利用者との交流も可能です。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

49

交流ホール

個室には洗面台の設置もあり
ます。また隣接のケアハウス
に「地域交流ホール」があ
り、季節毎の行事(長寿祝賀
会・運動会・望年会・もちつ
き等)を各事業所合同で開催し
ています。

　　　事業形態（定員） 併設型　10名
連絡先

（０７５）８５４－０３１４

　　　設置主体 社会福祉法人　北桑会 （　　）

事業所名
短期入所生活介護事業所

豊和園

〒601-0531

　京都市右京区京北上中町宮ノ下22番地

　　　事業開始年月日 FAX （０７５）８５４－０９６６

春には桜、秋には紅葉が楽しめます。

　　　ホームページ http://www.hokusoukai.com/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
　JR西日本バス「京都駅」～京北ふるさとバス「上中」バス停まで約1時間30分
　上中バス停から施設まで　徒歩3分

施設の特徴
長期との混合ユニットにてショートご利用者だけでなく、幅広く色々な方との
関わりをもっていただくことが出来ます。女性の方限定にはなりますが、個室

昔馴染みの方と久しぶりに会われ、楽しい時間を過ごされるご利用者も多数
おられます。市内とは少し違った自然に囲まれた静かな環境の施設です。

受付担当窓口 上土生(相談員) 受付対応時間 8:30～17:30

申込み受付方法
　電話及びＦＡＸにて

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
京都市立　京北病院

南丹市(美山町)

送迎対応可能範囲 京北地域内に限る 面会時間 8:30～19:30

居室のタイプ
従来型個室(6室)の他に多床室(4床：女性のみ)

多床室 特養多床室の空きベッド活用もしています。

従来型個室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ３００円 食事についての特記事項

昼食 ５５０円 疾患にあわせた療養食の提供だけでなく、ご利用者の嗜好・食態にあわせた提供や、

夕食 ５３０円 ご利用中の様子をみながら、都度ｹｱﾏﾈと相談し内容の変更等柔軟な対応をしています。

その他

おやつ代(飲み物代含む)。施設内行事時の喫茶代、外出行事時の食事代及び喫茶代。

月2回実施している「おやつ販売」時の購入代金。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

× 人工呼吸器装着者 × 状況に応じ要相談
× 痰の吸引 ×

ご不明な点については直接施設までお問い合わせをお願いします。

事業所の紹介（アピールポイント）

△ 在宅酸素 ◯
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

胃ろう造設者

　 居室

http://www.hokusoukai.com/
http://www.hokusoukai.com/
http://www.hokusoukai.com/
http://www.hokusoukai.com/
http://www.hokusoukai.com/
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http://www.hokusoukai.com/

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

【短期施設ユニットケアの実施】
　在宅生活を継続し、自宅に近い生活環境を提供できるよう心がけています。

【なじみの関係づくりで安心して、くつろげる施設ケアを提供】
　何度も短期入所を利用したいと感じていただけるよう、職員もご利用者個々の普段の状況を把握し、
なじみの関係作りに努めるとともに、利用中の体調面や精神面の変化に留意して、安心して過ごしてい
ただけるよう心がけています。

（075）-852-5220

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

× 人工呼吸器装着者 ×
△ 痰の吸引 ×

胃ろう造設者

その他

社会福祉法人軽減対象施設、介護保険負担限度額認定証による減額あり。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

日常生活費の額　　　

食費

朝食 302円 食事についての特記事項

昼食 555円 介護保険負担限度額認定証提示にて減額あり。

夕食 535円

送迎対応可能範囲 京都市 面会時間 8時30分～17時30分

居室のタイプ
居室設備：洗面台・トイレ・ナースコール・収納棚

　　　　　床頭台完備

全室ユニット型個室

受付担当窓口 由里、吉田 受付対応時間 8時30分～17時30分

申込み受付方法
電話による介護支援専門員からの受付

サービスの実施地域
京都市右京区他、京都市

協力医療機関
京都市立　京北病院

南丹市等（広域型）

　　　事業開始年月日 平成25年8月1日 FAX （075）-852-5221

　　　ホームページ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
市内中心地から車で約50分　京都駅から京北周山までバスで約１時間20分
JRバス「京北合同庁舎前」バス停から施設まで徒歩で約5分

施設の特徴
　地域密着型特別養護老人ホーム29名、短期入所10名、通所介護15名を併設した高齢

者総合福祉施設です。ご利用者の生活リズムに合わせたケアを提供します。施設は全

　また、再生可能エネルギーの「木質ペレット・太陽熱」を床暖房や給湯設備に利用

し、環境にも大変配慮した施設です。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

室個室とし、プライベートな部分と共同生活スペースとの区別をする事で、ご自宅の

生活に近い環境をご提供いたします。

　　　事業形態（定員） 10床
連絡先

　　　設置主体 社会福祉法人　北桑会

事業所名
短期入所生活介護事業所
しゅうざん

〒601-0251

京都市右京区京北周山町馬場瀬10番の450

法人経営理念 「共に生きる」

～利用者と共に・地域と共に・仲間と共に～
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す。嵐山・渡月橋近くに位置し、眼の前に桂川のゆったりとした流れが臨める抜
群のロケーションが自慢です。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

◯ 人工呼吸器装着者 × 個別にご相談させて頂いております。
◯ 痰の吸引 ◯

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

胃ろう造設者

　ご希望されるご利用者には施設4階にあります『らんざんの湯』に
ご案内し、嵐山渡月橋などの眺望をお風呂から楽しんで頂いており
ます。またボランティアさんによるコンサートなどを頻繁に開催し
ており、ご利用者の皆様や地域の方々に喜んで頂いております。
詳しくはホームページの『○○月の予定』
をご確認ください。

その他

　おやつ代120円/日別途必要。

サービス体制

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

日常生活費の額　　　

食費

朝食 360円 食事についての特記事項

昼食 660円 味付けはもちろんのこと盛り付けや器の彩(いろどり)に趣向を凝ら

夕食 660円 し視覚的にも楽しんで頂けることを大切にしています。

送迎対応可能範囲 サービス実施地域内 面会時間 午前9:00～午後8:00頃まで

居室のタイプ
畳の居室となっています。

洗面台とトイレは居室内にあります。

ユニット型個室

受付担当窓口 福島(生活相談員) 受付対応時間 9：00～18：00

申込み受付方法
2か月前より所定の書式を使用しFAXにて申込み受付(ex12月分は10月1日～5日頃で)。

急な要望には随時電話などで相談させて頂いてます。

サービスの実施地域
右京区及び隣接する行政区など

協力医療機関
基本的にはご利用者様が掛かられてい

但し、京北地域などは相談 る医療機関とさせて頂いております。

　　　事業開始年月日 平成24年7月 FAX （075）881-0224

　　　ホームページ http://www.kenkouen.jp/arashiyama/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
JR「嵯峨嵐山」より徒歩約15分　　嵐電「鹿王院」「車折神社」より徒歩約10分
市バス、京都バス「車折神社」より徒歩約7分

施設の特徴
「健光園あらしやま」は、嵯峨大覚寺前にある高齢者総合施設　健光園に設置さ
れていた特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどを新築移転した施設で

　４階に設置されている地域交流スペース「あの音(ね)」を活用し、地域の皆さ
まと施設のご利用者との交流をはじめ、様々な地域交流を図っています。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　　　事業形態（定員） 21名
連絡先

（075）881-0402

　　　設置主体 社会福祉法人健光園 （　　）

事業所名
健光園あらしやま
ショートステイ

〒616-8363

京都市右京区嵯峨柳田町36-551

http://www.kenkouen.jp/arashiyama/
http://www.kenkouen.jp/arashiyama/
http://www.kenkouen.jp/arashiyama/
http://www.kenkouen.jp/arashiyama/
http://www.kenkouen.jp/arashiyama/
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北区（北大路通以南・千本通以西） 河端病院

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

△ 人工透析 ×

× 人工呼吸器装着者 × 原則受け入れはしておりません。
△ 痰の吸引 ×

胃ろう造設者

　当施設は、特別養護老人ホーム80名を併設しております。
　高齢であっても障がいがあっても共に暮らし、いきいきと生きることのできる環境づくりを目指します。
　ご利用者お一人おひとりの、かけがえのない笑顔と思いを大切に毎日を支えてまいります。

その他

ミキサー食・やわらか食・一口大等、状態に合わせて提供。

居住費3,100円・飲食代110円/日・おやつ代160円/日

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

事業所の紹介（アピールポイント）

△ 在宅酸素 ×

膀胱留置カテーテル

日常生活費の額　　　

食費

朝食 410円 食事についての特記事項

昼食 560円 職員が笑顔で盛り付け・配膳いたします。おやつレクやホールにて

夕食 560円 喫茶店を開催しております。

送迎対応可能範囲 車で30分圏内　※詳しくはご相談下さい 面会時間 10:00～19：30

居室のタイプ
居室内は、洗面台・エアコン・テレビ・ベッド・

個室 プラスチックBOXを完備しています。

ユニット型

サービスの実施地域

右京区（五条通以北・京北町除く）

協力医療機関
洛和会　丸太町病院

上京区・中京区（千本通以西） 西京病院

受付担当窓口 相談員 受付対応時間 8：45～17：45

申込み受付方法
毎月1日に2ヶ月前の予約をFAXにて受け付けております。

※新規利用・緊急の場合は随時お電話にてご相談させて頂きます。

　　　ホームページ https://www.shimei-f.net/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京福電気鉄道 嵐山本線「太秦広隆寺」駅 徒歩３分
京都市営バス 11号系統「太秦広隆寺前」徒歩1分

施設の特徴
　うずまさ共生の郷は、特養（８０床）・ショートステイ（１０床）のユニット型個室
　となっております。
  併設の特養では聴覚障がい者のためのユニット（１０床）をもち、ショートステイに
  おいても聴覚障がいの方もご利用頂けます。

　　　事業開始年月日 平成29年5月1日

52

　　　事業形態（定員） １ユニット　１０名
連絡先

　　　設置主体 社会福祉法人　京都紫明福祉会

事業所名 うずまさ共生の郷
ショートステイ

〒616-8162

京都市右京区太秦蜂岡町31番

FAX 075（864）2402

075（864）2400
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 併設型（4名）
連絡先

（ 075 ）391-1675（代表）

　　　設置主体 京都市 （　　）

事業所名
京都市桂川特別養護老人ホーム
併設ショートステイ

〒615-8033

京都市西京区下津林東大般若町3253

　　　事業開始年月日 平成11年4月1日 FAX （ 075 ）391-1640

「京都社会事業財団」に運営委託（民営）しています。

　　　ホームページ http://www.katsuragawaen.com/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
阪急「桂駅」より徒歩15分。JR「桂川駅」より徒歩20分。
市バス「桂滝川町」より徒歩1分（南1系統・特南1系統・69系統）。

施設全体の特徴
京都桂川園は高齢化が著しく進行する中、介護保険制度の施行を目前にして、
高齢者介護施設の建設希望の声が高まったことや障害者福祉分野ではリハビリ

１９９９年に京都市が設置しました。
京都市が高齢者介護と障害者福祉の場として設置（公設）し、社会福祉法人

テーション（全に人間的復活）とバリアフリー（社会的障壁の除去）の理念が
広がってきたことを背景に、高齢者と障害のある人達の施設を併せた施設として

送迎対応可能範囲 遠方は実費負担あり 面会時間 10:00～18:00

居室のタイプ
個室が4床。特養入所者で入院等あれば空床利用も

行なっている(空床利用は多床室)。
従来型個室

受付担当窓口 村上裕貴（施設ケアマネージャー） 受付対応時間 9:30　～　18:30

申込み受付方法
3ヶ月前の月初めに予約を受け付けております。担当の介護支援専門員より

申し込みをお願い致します。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院

日常生活費の額　　　

食費

朝食 330円 食事についての特記事項

昼食 550円 嚥下状態に合わせた形態(並食・キザミ食・ペースト食等)で提供

夕食 500円 いたします。昼食の主菜は選択式(肉・魚など)となっております。

その他

「茶話会」を月に1回開催。季節の和菓子や洋菓子を食べて頂きます。250円実費負担。

月に1回、散髪の業者が来園、希望があれば利用可。カット1900円、追加で顔剃り500円。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

　京都桂川園は「一人ひとりの利用者の人権を尊重し、利用者
の人たちの主体性と自立性を守っていく」ことを基本理念とし
ています。
　ショートステイにおいては、利用者および家族も「地域住
民」であるという認識を持ち、「在宅での生活」を基本とした
上で、本人に寄り添ったケアを行なっています。
　さらにショートステイを利用することで利用者の気分転換や
社会交流を場を提供します。ご家族に対しては介護負担の軽減
を行なうことで在宅生活を続けていけるよう支援していきま
す。
　利用者の家族や事業所との連携、連絡を密に行ない、特別な
変化があった時などは迅速な対応を心掛けています。

× 人工呼吸器装着者 × 事前に判明していれば利用中止。
△ 痰の吸引 × 入所後であれば、状態に応じて

夜間、看護師が不在であるため、医療対応に関しては要相談。

事業所の紹介（アピールポイント）

× 在宅酸素 ◯ 受診を依頼したり、利用を中止して

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 × 退所して頂く場合もあります。

胃ろう造設者
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地域の皆様の支持と信頼を受けて、高齢者が慣れ親しんだ地域で安心して
生活できる拠点施設であり続けることを目指しています。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

申込み受付方法

サービスの実施地域 協力医療機関

　　　交通機関・最寄り駅

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

毎月月初に2か月後の日程について、

ＦＡＸにて担当ケアマネジャーより申込みいただいております。
京都市内 京都桂病院

受付担当窓口 見片（相談員）

事業所の紹介（アピールポイント）

食費

その他

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △ ついてはご相談下さい。

△ 痰の吸引 △ ついては、ご利用を控えていただ
◯ 在宅酸素 △ いております。その他の場合に

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
胃ろう造設者 △ 人工呼吸器装着者 × 疥癬・インフルエンザの方に

　理美容代金、嗜好品、レクリエーションに実際にかかった費用等については、

　実費にてご負担をいただきます。

　食費について、別途おやつ代100円がかかります。

サービス体制
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

昼食 650円 　ご利用者の状況に合わせた形態(粥、刻み食など)で

夕食 500円 提供しております。ご希望などあればお申し出ください。

個室 特養（従来型）の空きベッドも活用しています。

日常生活費の額　　　

朝食 300円 食事についての特記事項

居室のタイプ

送迎対応可能範囲 西京区内 面会時間 9:00～21:00

多床室（4人部屋） 従来型の4人部屋が1室、個室が1室となります。

　　　ホームページ http://www.kyotokouseien.com/ ブログ http://www.kyotokouseien.com/blog.html

受付対応時間 8:30～17:30

市バス29号、69号、73号各系統、京阪京都交通バス21号系統
「千代原口」にて下車　徒歩15分

施設の特徴
京都厚生園は、自然に恵まれた洛西の地で1980年から高齢者福祉に関する
総合的な活動に取り組んでいます。

　　　事業開始年月日 昭和56年 FAX

連絡先

（ 075 ）392-0191

〒615-8256

京都市西京区山田平尾町46番地

　　　事業形態（定員） 併設型（定員５名）
（ 075 ）391-7870

事業所名
特別養護老人ホーム
京都厚生園短期入所生活介護

54

　　　設置主体 社会福祉法人京都社会事業財団

・顔なじみで安心と思ってもらえる

よう、日勤帯はショート担当スタ

ッフが対応しています。

・送迎については介護タクシー（委

託先キャビック）、及び当園の職

員が行っています。

・併設しているデイサービスとのレ

クリエーションや行事での交流も

活発に行っています。恒例行事のお花見弁当

（園庭にて）

多床室

多床室は家具調のパーテーションを

設置し、個別のスペースを確保でき

るようにしています。

個室

http://www.kyotokouseien.com/
http://www.kyotokouseien.com/
http://www.kyotokouseien.com/
http://www.kyotokouseien.com/
http://www.kyotokouseien.com/blog.html
http://www.kyotokouseien.com/blog.html
http://www.kyotokouseien.com/blog.html
http://www.kyotokouseien.com/blog.html
http://www.kyotokouseien.com/blog.html
http://www.kyotokouseien.com/
http://www.kyotokouseien.com/blog.html
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浴室は、ヒノキの浴槽（一般浴）でお一人ずつゆっくりと入って頂けます。
また、一般浴がご不安な方にはチェア浴もあり、安心して湯船に浸かって頂く

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業開始年月日 平成26年1月11日 FAX （075）382-2808

提供を行います。

　　　ホームページ http://sancyou-fukushikai.kyoto.jp ブログ

　　　事業形態（定員） 併設型（9名）
連絡先

（075）382-2800

　　　設置主体 社会福祉法人三頂福祉会

事業所名 ショートステイ上桂

〒615-8228

京都市西京区上桂西居町33

http://sancyou-fukushikai.kyoto.jp/publics/index/17/

　　　交通機関・最寄り駅
阪急上桂駅

施設の特徴
定員人数が9名のためこじんまりとていて落ち着いた雰囲気があり、利用者様
同士もすぐに仲良くなられます。

ことができます。
「その人らしく」「今までの生活の延長で」を最優先に考えた介護サービスの

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 岩井（相談員） 受付対応時間 09:00～18:00

申込み受付方法

サービスの実施地域
京都市

協力医療機関

送迎対応可能範囲 遠慮なくお問い合わせください 面会時間 9:00～18:00

居室のタイプ
ユニット型　9室ユニット型

日常生活費の額　　　

食費

朝食 350円 食事についての特記事項

昼食 550円 火・木・土の朝食はパン食。

夕食 600円エビフライ、ハンバーグなど手作りできる物を出来る限り提供しています。

事業所の紹介（アピールポイント）

△ 在宅酸素 △

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

居室 機械浴

阪急上桂駅から徒歩5分と交通
の便も良く、住宅街の中にあ
り静かな環境です。
居室も1部屋8畳でゆったりと
お寛ぎ頂けます。
ボランティアの方に来て頂
き、演奏や踊りを披露して下
さることもあり、レクリエー
ションも行っております。
見学も随時受け付けておりま
すので、ご遠慮なくお問い合
わせ下さい。

一般浴

55

× 人工呼吸器装着者 ×
△ 痰の吸引 × 遠慮なくご相談ください。

胃ろう造設者

その他

　おやつ（100円）希望者のみ

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

△ 痰の吸引 × については、受入れに対するご相

人工透析 △

利用者の主体性を大切に、利用者自らが決めた生活を実現すること、その
生活をサポートすることを大切にしています。以前の介護施設では、決め
られた時間に入浴や排泄、食事の介護をしていました。私たちは職員の予
定に沿った生活を利用者に強いていたことを反省し、可能な限り利用者が
そのすべてをどうするのか決めることができる生活を目標としています。
また、チーム力を大切に、先輩職員や同僚と常に相談して働くことができ
る体制としています。知識と技術、手法から「ゆとり」を持った介護や
「考える」介護を大切に無理のない介護を目指します。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △ 談をさせて頂きます。

膀胱留置カテーテル ◯

その他

居室にてテレビを使用した場合 10円/日　おやつ代　100円/日

サービス体制

胃ろう造設者 △ 人工呼吸器装着者 × 施設内にて感染症が蔓延した場合

内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項
△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）

送迎対応可能範囲 9：30～17：30 面会時間 9：00～18：00

居室のタイプ
従来型 従来型の４人部屋、２人部屋、個室があります。

特養の空きベッドを活用しています。

日常生活費の額　　　

食費

朝食 380円 食事についての特記事項

昼食 500円 月に一度 季節食事を提供

夕食 500円

申込み受付方法
お電話にてご相談ください。

申込時は、基本情報、ADL・医療状況のわかる書類のご提出をお願いします。

サービスの実施地域 協力医療機関
洛西ニュータウン病院
洛西シミズ病院・桂病院

受付担当窓口 平田(生活相談員) 受付対応時間 9：00～18：00

　　　事業形態（定員） 空所転用型 （特養定員115名）
連絡先

（ 075　） 332 - 2941

　　　設置主体 社会福祉法人　洛西福祉会

　　　事業開始年月日 1987年4月1日 FAX （ 075 ）　333 - 1762

　　　ホームページ http://rakusaifukusikai.or.jp ブログ ―

　　　交通機関・最寄り駅
阪急桂駅より市バスまたは京阪バス 約30分　市バスは西５系統又は西６系統

阪急洛西口駅よりヤサカバス40分　ＪＲ桂川駅よりヤサカバス又は京阪バス 45分

施設の特徴

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

56 事業所名 特別養護老人ホーム　沓掛寮

〒610-1101

京都市西京区大枝北沓掛町１丁目２番地

を持ってお世話いたしています。

まるで自分の家で生活しているように沓掛寮は気軽にリラックスして生活して頂
くことをモットーにしています。そのために、ご家庭の温かい雰囲気を大切に

考えます。安心して生活して頂くために私たちスタッフが細かな配慮と思いやり

した施設と開放的な生活空間の中で、できる限りの自由と自主性を重んじていま
す。閉鎖的にならず、共同生活のメリットを生かすことが精神の健康に役立つと
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　3階建の館内は6ユニットに分かれており、各ユニットの人数は、8～12名様程です。ショート

ステイのお部屋は各ユニットに1部屋ずつになっており、特養の入居者様と共に過ごしていただく

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

フロアやユニット単位での行事等がある際は、入居者さまと
同様に楽しんでも頂けます。月曜日～金曜日（祝日除く）
には、ボランティアさん運営による喫茶店を13時30分～
15時30分頃、開催しており、お楽しみ頂けます。
（コーヒーメーカーはドルチェグストを採用しています♪）

当施設では、特養に入居されているご利用者さまの生活

スペースでのショートステイご利用となります。

日常的なレクリエーションや活動プログラムは設けてはおり

ませんが、定期的なボランティア・特養全体での催し物や

胃ろう造設者

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ◯

△ 人工呼吸器装着者 ×
△ 痰の吸引 △

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

　

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ２８２円 食事についての特記事項

昼食 ６０５円 （昼食の６０５円には、１５時のおやつが含まれます）

夕食 ５０５円

送迎対応可能範囲 上記（特別料金の設定あり） 面会時間

居室のタイプ
ショート部屋は各階2室、計6室（全室個室）ですが

従来型特養の空床利用も行っております。

従来型個室

　　　　　09:00～20:00

申込み受付方法
まずはお電話からでもご相談可能です。その後、共通利用申請書をご依頼

させて頂きます。（2か月前予約制・ｷｬﾝｾﾙ待ち受付随時）

サービスの実施地域
京都市内・向日市・長岡京市

協力医療機関
洛西ﾆｭｰﾀｳﾝ病院

大山崎町・亀岡市一部 京都桂病院

ないかもしれません。

受付担当窓口 角田（相談員） 受付対応時間

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　　　　　09:00～18:00

　　　事業開始年月日 平成12年5月17日 FAX （０７５）３８２－５１００

　私物の持ち込みも可能ですので、ご利用の際はお気軽にご相談下さいませ。

　　　ホームページ http://zion1205.com ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
阪急「桂駅」より、市バスで京都明徳高校前下車（徒歩5分）

施設の特徴
特養50名定員・ショートステイ6名定員。デイサービスセンター30名定員・居宅介護支援事業所

地域包括支援センター併設。国道9号線の裏手で周囲は樫原の竹林に囲まれており静かです。

ことになります。静かで落ち着いた雰囲気なので、賑やかに過ごされたいお方には多少物足り

　　　事業形態（定員） 併設型（６名）
連絡先

（０７５）３８２－５５５１

　　　設置主体 社会福祉法人京都基督教福祉会

事業所名 ショートステイ　シオンの里

〒615-8158

京都市西京区樫原秤谷町21-257
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

京都市西京区大原野石作町２５６番地１

　　　事業形態（定員） 　　　　　５名 （075）332-2030（代）

　　　設置主体 （　　）
連絡先

事業所名 短期入所生活介護　西山寮58

　　　事業開始年月日 1984年4月1日 FAX （075）332-4325

　　　ホームページ https://seizanryo.jp/ ブログ
京阪京都交通　八幡前

施設の特徴

受付担当窓口 生活相談員 受付対応時間 9：00～18：00

　　　交通機関・最寄り駅

電話

シミズ病院
西京区内 洛西シミズ病院

送迎対応可能範囲 面会時間 9：00～17：30

多床室

日常生活費の額　　　

朝食 280円 食事についての特記事項

昼食 550円

夕食 550円

　

サービス体制
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
胃ろう造設者 × 人工呼吸器装着者 ×

事業所の紹介（アピールポイント）

その他

食費

居室のタイプ

申込み受付方法

サービスの実施地域 協力医療機関

◯ 痰の吸引 ◯
× 在宅酸素 ×

膀胱留置カテーテル × 人工透析 ×
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https://kutukakenanaironoie.jimdofree.com/

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

胃ろう造設者

医療処置が必要な方は申込みの際にご相談下さい。

看護職員の勤務時間が9：00～18：00の為、勤務時間外に医療処置が必要な方については受け入れが困難です。
事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

△ 人工呼吸器装着者 ×
△ 痰の吸引 ×

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

居住費　2,380円/日　居室テレビ代　50円/日

レクリエーションの内容によっては材料代など実費

※負担限度額認定証をお持ちの方は、提示することで食費・居住費は記載されている金額となります。

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ４２０円 食事についての特記事項

昼食 ６３０円 1日 150円でおやつ・喫茶を提供しています。

夕食 ６３０円

送迎対応可能範囲 西京区 面会時間 9：00～18：00

居室のタイプ
全室個室です。

特養ユニット型の空きベット活用もしています。

ユニット型個室

申込み受付方法
初めての利用の際は電話でご相談下さい。

申込時に、西京区共通利用者情報など情報提供をお願いします。

サービスの実施地域
京都市内、その他相談可

協力医療機関
沓掛寮診療所
洛西ニュータウン病院

まえの暮らしを大切にし、家庭的でぬくもりのあるやすらぎの場を提供します。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 生活相談員・奥田 受付対応時間 9：00～18：00

囲まれ、四季折々の季節を感じることができます。

七人いれば七彩（なないろ）の暮らし方があります。お一人おひとりのあたり

基本理念「いつまでもあなたらしく暮らせるように　あなたがいつも笑顔で
いられるように　なごやかな時間、彩のある暮らしをあなたと共に」

　　　事業開始年月日 平成28年12月12日 FAX (０７５)-３３３-７７０８

　　　ホームページ

　　　交通機関・最寄り駅
最寄り駅：ふれあいの里　阪急桂駅より市バス（西５・西６系統）または京阪バス【約30分】

阪急洛西口駅よりヤサカバス【約40分】 ＪＲ桂川駅よりヤサカバス又は京阪バス【約45分】

施設の特徴
くつかけ七彩（なないろ）の家は京都市西京区の桂坂に位置し緑豊かな自然に

　　　事業形態（定員） 併設型ユニット型（7名）
連絡先

(０７５)-３３３-７７１６

　　　設置主体 社会福祉法人　洛西福祉会

事業所名

　短期入所生活介護事業所 〒610-1101

 京都府京都市西京区大枝北沓掛町一丁目3番地159

リビング お部屋

リビングを囲むようにお部屋がある

ので、家庭的なぬくもりを感じてい

ただけます。お部屋は全て個室です。

ゆっくりとお過ごし頂けます。

お楽しみ企画を定期的に開催していま

す。レクや季節を感じる行事を年間・

月間を通して計画しています。

お風呂は個浴でゆっくりと

ご入浴できます。リフト浴

もあり、ご状態にあわせて

利用できます。

お食事～正月祝い膳～

お風呂

陶芸教室

利用中のご様子は24時間の介

護の記録でお知らせします。

お一人暮らしの方の生活リズム

の把握にお役立ち頂けます。

カラオケ
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職員は適切な知識と技術、そして何よりも誠意を持ってケアをさせていただいて
おります。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 併設型（１０床）
連絡先

（075）332-4165

　　　設置主体 社会福祉法人大原野福祉会

事業所名
まほろば短期入所生活介護
事業所

〒610-1131

京都市西京区大原野上羽町39-160

　　　事業開始年月日 FAX （075）333-7227

　　　ホームページ http://mahoroba-4165.sakura.ne.jp/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
･JR向日町駅、阪急電鉄東向日駅より阪急バス63号65号66号宇の山下車徒歩3分

・阪急桂駅 市バス西２号・ＪＲ桂川、阪急洛西口 ヤサカバス2号3号西竹の里下車徒歩10分

施設の特徴

「利用者様の尊厳を守り、安心と笑顔のある暮らしを支援する」を法人理念と
しています。その理念のもと、利用者様が安心してお過ごしいただけますよう、事業所、施設の

写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 相談員　羽方、山本 受付対応時間 9：00～18：00

申込み受付方法
・電話にて受付後専用申込用紙返送。

サービスの実施地域
向日市、長岡京市

協力医療機関
・洛西ニュータウン病院

京都市西京区（一部除） ・かまの外科医院

送迎対応可能範囲 上記地域（一部不可有） 面会時間 9：00～19：00

居室のタイプ
＊特養ユニット棟に空きがあれば利用可。

・従来型個室（2床）

・多床室（8床）

日常生活費の額　　　

食費

朝食 350円 食事についての特記事項

昼食 546円 ・ユニット棟利用の場合

夕食 546円 　朝食（371円）昼食、夕食（各587円）

その他

部屋代は次のとおり、従来型多床室（870円）、従来型個室（1,200円）、

ユニット型個室（3,000円、トイレ付3,100円）

＊ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は、そちらに記載の額となります。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

近年、多くの施設で個浴化が進んでおりますが、当施設でも個浴化改修へ
の準備を進めております。ユニット（別館）では、すでに個浴の入浴を
行っておりますが、本館も実施することになりました。現在、日本全国の
施設や病院で介護アドバイザーとして、ご活躍されておられます、ＲＸ組
代表青山幸広先生のご指導を受けて、改修計画や実技研修に取り組んでい
ます。今の機械浴では、あわただしく、[あたりまえの入浴」（家におら
れた時のような）からは、かけ離れています。そこで、「あたりまえの入
浴」を取り戻すため、ご利用者の動きに合った設備（動線、手すり、形
状）を整え、人間の生理的な自然な動きを引き出します。そして、その動
きに合わせた介助をすることで、上手にお風呂に入られるようになりま
す。このように自分で身体をを動かすことが増えると自信がつき、意欲が
出てくるようになります。ぜひリラクゼーションを大切にしたゆっくりで
きるお風呂をショートステイご利用の皆様、お楽しみ下さい。

× 人工呼吸器装着者 × 感染症を発症されている状態での
△ 痰の吸引 △ ご利用は、お受けいたしかねます。

△：看護師滞在中は可能です。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

胃ろう造設者

kiashida1
戻




経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 併設型（２０名）
連絡先

（０７５）６２２－８６８７

　　　設置主体 洛南福祉会 （　　）

事業所名 ショートスティヴィラ向島

〒612-8152

京都市伏見区向島新上林１６61

　　　事業開始年月日 平成10年4月1日 FAX （０７５）６２２－８８３５

　　　ホームページ http://www.mukaijima.jp/mukaijima/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
近鉄京都線　向島駅

施設の特徴

共に生き　笑顔で支えあう　暮らしづくりを法人理念とし、向島の緑豊かな

田園の好環境のなかで、安心して、すこやかに生活をお過ごしいただくために

在宅で暮らす高齢者や、そのご家族にとって頼れる心強いサービスであるよう
サービス調整を行っています。

福祉を総合的に推進しています。

　また、サテライト施設であるレーベン横大路ショートスティとも連携を図り

受付担当窓口 臼井（相談員） 受付対応時間 ８：３０～１７：３０

申込み受付方法
担当ケアマネジャーから文章や、電話からの受付を行っています。

サービスの実施地域
京都市・宇治市

協力医療機関

送迎対応可能範囲 伏見区・宇治市の一部 面会時間 ８：３０～１７：３０

居室のタイプ
従来型の４人部屋・２人部屋・個室があります。

特養の４人部屋の空きベッドも活用します。

従来型

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ３５０円 食事についての特記事項

昼食 ５７０円 おやつ代含む

夕食 ４６０円

その他

テレビ設置時（一日１００円)・喫茶利用時（一回１００円）・複写物の交付（一枚１０円）

サービス体制

△ 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

◯ 人工呼吸器装着者 △ 状態に応じて要相談
△ 痰の吸引 △

ヴィラ向島ショートスティでは、静養室での緊急入所受け入れを行っており、ご本人やご家族の同意のもと

入所準備が困難な方への公用衣類の貸し出しなどを行い、対応を行っています。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △

膀胱留置カテーテル △ 人工透析 ×

胃ろう造設者

ヴィラ向島ショートスティは併設型施設であり、一つのフロアーで
３５名の方が過されています。その内、約２５名は特養ご利用者で
す。初めてショートスティをご利用され、不安に思われている方が
特養の方とお知り合いになり、「また来た時には宜しくお願いしま
す。」と挨拶をして退所。その後再利用された時に、特養ご利用者
から「待ってたで、よう来たな。」と声を掛けられ、安心されると
いった交流が図れていることがあります。職員はその様なご利用者
同士の交流関係を楽しんで頂ける様なゲームや集団体操などのレク
リエーションの提供し、従来型の利点をいかすよう心掛けていま
す。
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明るいスペースとなっています。

８：４５～１７：１５

８：４５～２０：００

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員）     併設型（２０名）
連絡先

０７５（６０１）６１７１

　　　設置主体 社会福祉法人　浩照会

事業所名
特別養護老人ホーム

あじさい苑

〒６１２－８１４１

京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地５３62

　　　事業開始年月日 平成17年11月1日 FAX ０７５（６０１）６１７０

　　　ホームページ https://koshokai-swc.or.jp/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
近鉄京都線　向島駅下車　徒歩１０分

施設の特徴
全室個室のユニットケアの施設です。
各ユニットの中心にある共同生活室は自然木を使用し、採光に工夫を凝らした

受付担当窓口 藤田・田村（生活相談員） 受付対応時間

（変更なし）

申込み受付方法
予約表ＦＡＸにて受け付けております。当月を含んで４ヶ月先まで受付可能。　

（例えば、１０月１日には１月１日～３１日までの利用受付可）

サービスの実施地域
京都市全域、宇治市

協力医療機関
伏見桃山総合病院、大島病院
六地蔵病院

送迎対応可能範囲 伏見区・宇治市全域、その他相談可 面会時間

居室のタイプ
全居室内にトイレ・洗面台・エアコン完備ユニット型個室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ３６０円 食事についての特記事項

昼食 ５９０円 介護保険負担限度額認定証の提示にて減額あり

夕食 ５３０円

その他

外出レクリエーション実施時には、実費負担をいただく場合があります。

生活保護を受給している方もご利用頂けます。

サービス体制

× 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

× 原則、利用して頂くことは出来ません

△ 痰の吸引 △
胃ろう造設者

（変更なし）

医療行為、処置が必要な方は事前にご相談下さい。

夜間は看護師不在となります。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ◯

× 人工呼吸器装着者
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考えています。
デイ、居宅、包括を併設し連携を図っています。

　　　：　　　～　　：　　

　　　：　　　～　　：　　

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 単独型（30名）
連絡先

（075）602-3073（ショート直通）

　　　設置主体 社会福祉法人　京都老人福祉協会

事業所名
東高瀬川センター
ショートステイ

〒612-8372

京都市伏見区北端町44-763

　　　事業開始年月日 平成12年4月1日 FAX （075）604-5327

　　　ホームページ http://www.kyoro.or.jp ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
近鉄京都線「伏見」駅

施設の特徴
「尊厳・信頼・共同・先駆」を理念に掲げ事業を実施しています。
これからも地域の声に耳を傾け、地域に求められるサービスを提供できればと

緊急利用者援護事業および身元不明高齢者緊急一時保護事業の委託を
京都市より受けています。

受付担当窓口 松波・古川 受付対応時間

事業所、施設の　写真を貼り
付けて下さい

8：30～17：00

申込み受付方法
緊急等のご相談は随時電話にて（受付時間以外は留守電対応となります）

サービスの実施地域
伏見区

協力医療機関
協力病院：蘇生会総合病院

（緊急ショートについては市内全域） 嘱託医：改進診療所

送迎対応可能範囲 伏見区 面会時間

居室のタイプ
４人部屋（６室）２人部屋（２室）

従来型個室 個室（２室）

多床室

9：00～17：00

日常生活費の額　　　

食費

朝食 180円 食事についての特記事項

昼食 650円 併設厨房に管理栄養士の配置あり

夕食 550円 カロリー、塩分等の制限ある方の対応可

その他

訪問美容による散髪可（不定期のため事前申し込み・2100円）

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

× 集団感染が見込まれる感染症は
△ 痰の吸引 △ 受け入れ不可

胃ろう造設者

　当センターは東高瀬川、津知橋のすぐ東側にあり、春には川沿いの桜が咲き、秋には紅葉し四季を感
じられる場所にあります。
　「利用者を優先し、チームとしてケアの向上を目指す」をスローガンに研修やケース会議をもとに援
助の質を高め、利用者の生活の質の向上に努めていきます。
　在宅生活の継続を目標に、ご家族さま、ケアマネジャーをはじめ、関係機関等との連携を密にサービ
スの提供をおこないます。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ 受け入れの詳細については
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ◯ 直接ご相談ください

× 人工呼吸器装着者

http://www.kyoro.or.jp/
http://www.kyoro.or.jp/
http://www.kyoro.or.jp/
http://www.kyoro.or.jp/
http://www.kyoro.or.jp/
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

居室 玄関

△ 人工呼吸器装着者 ×
△ 痰の吸引 ×

リビング

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

胃ろう造設者

ユニット型個室

となっております

その他

別途100円～行事を行っております。お祭りやバーベキューの施設行事。不定期にて、かき氷

やわらび餅等、季節にあったおやつ作りも行っております。

サービス体制

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

居室のタイプ
ユニット型個室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 380円 食事についての特記事項

昼食 500円

夕食 500円

サービスの実施地域
伏見区内、久世郡

協力医療機関
大島病院

宇治市

送迎対応可能範囲 伏見区内、久世郡、宇治市 面会時間 9：00～18：00

の提供に努めています。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

等の介護を行います。

受付担当窓口 池垣・椿（相談員） 受付対応時間 8：30～17：30

申込み受付方法
電話・FAXにて受け付けております。

（随時、3ヶ月前からも受け付けております）

　　　事業形態（定員） 併設型ユニット（10名）
連絡先

（075）－622－8855

　　　設置主体 社会福祉法人　洛南福祉会

事業所名
レーベン横大路
ショートステイ

〒612－8295

京都市伏見区横大路鍬ノ本3564

ので、プライバシー

の確保がしっかりと

合わせた個別ケア
出来、一人一人に

の実現を目指します。

　　　事業開始年月日 平成24年4月1日 FAX （075）622－8875

　　　ホームページ http://www.mukaijima.jp/laben/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京阪　中書島駅より、市バス　横大路車庫前または洛水高校前より徒歩10分

施設の特徴
・ご利用者様が要介護状態となった場合においても、可能な限り在宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう入浴・排泄・食事

・ご利用者様の意思及び人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立ったサービス
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支援施設（入所２０床、ショートステイ２床）の事業を行っています。皆さま
の生活をさまざまな形でお手伝いする総合福祉施設です。自宅での生活から、

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

 ①多彩な食形態と食の楽しみを提供しております。

　常食・一口カット食・刻み食・柔らか食・ソフト食・ブレンダー

　食などご利用者さまに合わせたお食事を提供しています。季節を

　感じる手作り食事・おやつではご利用者さまにも調理して頂いて

 　います。また、食事会では焼肉、さんまの塩焼き、鮭のちゃん

　ちゃん焼き、海鮮丼、にぎり寿司などを、居酒屋では、焼き鳥、

　お好み焼き、鯛茶漬け、ちらし寿司、サンドイッチ、おでんなど

　を提供させて頂いています。

②ご利用者さまに楽しんで頂けるような多種多様なレクリエー

　ションをご用意させて頂いています（左のカレンダー参照）。

65

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

京阪宇治線木幡駅から徒歩約７分
ＪＲ奈良線木幡駅から徒歩約１２分

〒612-8006

京都市伏見区桃山町大島３８－５２８

　　　事業開始年月日 平成10年4月1日 FAX （075）622-2182

　　　ホームページ

３室）、デイサービス４０名、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、障害者

施設での生活まで切れ目のないサービスをお届けします。

施設の特徴
ショートステイの他に、特別養護老人ホーム８０床（４人部屋１９室、個室

http://www.rakuwa.or.jp

　　　事業形態（定員） 併設型（２０名）
連絡先

（075）622-2181

　　　設置主体 社会福祉法人洛和福祉会

事業所名 ショートステイ洛和ヴィラ桃山

ブログ

　　　交通機関・最寄り駅

サービスの実施地域
京都市、宇治市、

協力医療機関
洛和会音羽病院

大津市等

受付担当窓口 中村・塚本（相談員） 受付対応時間 8:30～17:15

申込み受付方法
まずは相談員までお問い合わせ下さい。申込方法をご説明させて頂きます。

送迎対応可能範囲 京都市、宇治市、大津市等 面会時間 8:30～21:00

居室のタイプ
従来型の４人部屋（襖と障子で仕切っています）５室、個室１室が

あります。特養の空きベットの活用も行っています。

従来型

昼食 600円 事業所の紹介欄をご参照下さい。

夕食 700円

内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

日常生活費の額　　　

食費

朝食 300円 食事についての特記事項

胃ろう造設者

その他

居室でのテレビ使用代（１日あたり）５５円、居室での電気使用代（１日あたり）５５円、理美容サービスの費用１，８００円～、おやつ代（１日あたり）１００円、

嗜好飲料の費用（１杯あたり）３０円、居酒屋参加費用（食事提供相当分）２００円、特別なメニューの費用（１品あたり）１０円～、特別な食事会の参加費用

（１回）２００円、特別なレクレーションの費用実費、領収証明書（１通あたり）１，０８０円

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 痰の吸引 △
◯ 在宅酸素 △

膀胱留置カテーテル

◯ 人工呼吸器装着者 ×

◯ 人工透析 ×
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

毎月２回のショートステイ外出に出かけています。
（例　４月：お花見　　５月：植物園　　　　　６月：手作り体験　　７月：祇園祭り
　　　８月：水族館　　９月：和菓子つくり　１０月：果物狩り　　１１月：紅葉が等
・施設内のレクリエーションとして日本舞踊、書道、生け花
　理学療法士による集団リハビリ、お茶会がございます。
・アメニティグッズ完備しています。（入浴時バスタオル・歯ブラシ・くし等）
・送迎時間はご利用者・ご家族の希望に沿った時間を選べます。
　送迎範囲は京都市全域送迎加算にて対応を行います。
・各居室にはプラズマクラスター空気清浄機を完備しております。
・機能訓練を実施しております。

◯ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

胃ろう造設者

・痰の吸引、インスリンは日中の看護師勤務時間中のみの対応となります。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

◯ 人工呼吸器装着者 ×
△ 痰の吸引

その他

・パン販売、おやつの売店が月に１回あり、購入の際には実費を頂戴しています。

・外出先での飲食代などは実費を頂戴しております。

サービス体制

△

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ３３０円 食事についての特記事項

昼食 ５５０円 ・月１回の季節の料理や手作りケーキ等の喫茶様式の提供あります。

夕食 ５００円 ・おやつの週３回施設からの提供や金曜日夕食主菜選択メニューあります。

送迎対応可能範囲 京都市全域(遠方の方は要相談) 面会時間 ９：００～１８：００

居室のタイプ
個室４部屋　多床室２部屋（４人、２人部屋）

特養の空きベッド活用も行っています。

従来型

申込み受付方法
書面・電話にて受付させていただきます。

サービスの実施地域
京都市全域

協力医療機関
医療法人　蘇生会病院

ない毎日を送っていただけるよう、一人ひとりの体調や要望に合わせた介護・

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 稲月　良太 受付対応時間 ９：００～１８：００

　　　事業開始年月日 昭和41年6月1日 FAX (０７５)６２２－８４６８

介助を行います。

　　　ホームページ http://www.seiwaen.or.jp/ ブログ http://blog.livedoor.jp/seiwaen_jyonan/

　　　交通機関・最寄り駅
地下鉄・近鉄「竹田駅」６番出口から徒歩約５分

施設の特徴
「明るく、正しく、仲良く」の精神に基づく介護サービスの提供を法人理念
としています。

技術と、真心が詰まったサービス。ご自宅にいる以上のくつろぎ、笑顔の絶え

近鉄・地下鉄「竹田駅」６番出口から徒歩約５分という抜群の立地と施設を囲む
豊かな緑。快適な暮らしに適した施設と共に、スタッフが提供するのは確かな

　　　事業形態（定員） ６床(空床利用あり)
連絡先

(０７５)６２２－６４９６(代表)

　　　設置主体 社会福祉法人

事業所名
社会福祉法人　清和園
特別養護老人ホーム
城南ホーム

〒６１２－８４４６

京都府京都市伏見区竹田中内畑町5366

http://www.seiwaen.or.jp/
http://www.seiwaen.or.jp/
http://www.seiwaen.or.jp/
http://www.seiwaen.or.jp/
http://blog.livedoor.jp/seiwaen_jyonan/
http://blog.livedoor.jp/seiwaen_jyonan/
http://blog.livedoor.jp/seiwaen_jyonan/
http://blog.livedoor.jp/seiwaen_jyonan/
http://blog.livedoor.jp/seiwaen_jyonan/
http://www.seiwaen.or.jp/
http://blog.livedoor.jp/seiwaen_jyonan/
kiashida1
戻




67 京都府京都市伏見区下鳥羽但馬町150番地

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

事業所の紹介（アピールポイント）
1日定員4名(個室：2部屋、2人部屋：１部屋）で365日ショートステイの受け入れを行っています。お食事は、利
用者様においしく召し上がって頂くよう週２回は選べるおかずにするなど工夫しています。又、土曜（第２、第
４）の喫茶では、手作りおやつを出していて毎回好評です。入浴は大浴場ですが、車いすをご利用の方には車い
すで入れる浴室もあります。音楽療法、家庭科クラブ、生け花クラブ、書道クラブなどクラブ活動もしていま
す。10月から健康リハビリ体操も始まり、近くの公園やコンビニにも出かけるようになりました。
緊急ショートステイの受入れも行っております。介護者が入院された等緊急の場合はお問い合わせ下さい。施設
の見学は随時行っておりますので、まずは電話でお問い合わせ下さい。

× 在宅酸素 ×

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

胃ろう造設者 × 人工呼吸器装着者 ×
△ 痰の吸引 ×

内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項
× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）

その他

　

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 300円 食事についての特記事項

昼食 550円 行事の際は特別食に変更となります

夕食 530円

送迎対応可能範囲 伏見区 面会時間 9：00～19：00

居室のタイプ
従来型個室 従来型個室を２部屋

多床室 ２人部屋を１部屋（特養の空床を随時使用）

サービスの実施地域
伏見区

協力医療機関
松山医院・伏見桃山総合病院
宇治徳洲会病院

受付担当窓口 井谷・西原 受付対応時間 8:45～17:30

申込み受付方法
電話・申込書・FAX等での申込みにより随時受け付けています。

施設の特徴
「明るく、楽しく、美しく」を法人理念として、みなさまが、楽しく健やかに生
活していただけるよう、温もりのある暖かな雰囲気作りを心がけております。
平成７年12月12日に事業を開始してから20年が経過し全館改修工事を行い、落ち
着きのある、新しい色合いの内装へと変化を遂げ、今まで以上に利用者様が快適
に過ごせる空間が出来上がりました。ショートステイは特養50床に併設されてい
ことで、特養の方と交流でき、楽しい時間を過ごして頂けます。

　　　ホームページ http://soseien.jp ブログ http://soseien.jp/soseien_blog/

　　　交通機関・最寄り駅
京阪中書島駅より市バス<19・20・22・南3>にて三栖公園前下車
近鉄竹田駅（西口）より市バス<南3>にて三栖公園前下車

社会福祉法人

　　　事業開始年月日 平成7年12月12日 FAX （075）-605-1029

事業所名 特別養護老人ホームそせい苑

〒612-8208

　　　事業形態（定員） 4名
連絡先

（075）-605-1026

　　　設置主体
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68

・3階はショートステイのフロアで20名の定員となっています。
・ユニット内の行き来は自由で皆様のびのびと利用されています。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

△ 人工呼吸器装着者 × 感染症の方の受け入れは
△ 痰の吸引 × しておりません。

日常生活費の額　　　

食費

朝食 300円 食事についての特記事項

昼食 550円 食事形態：主食　米飯/全粥　副食　普通・一口大・刻み・ソフト

夕食 530円 月1回利用者様とお料理しています。

送迎対応可能範囲 伏見区（醍醐を除く） 面会時間 9：00～19：00

胃ろう造設者

事業所の紹介（アピールポイント）

△ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

居室・トイレ・浴室

2012年開設の施設であるため、施設内は綺麗で空間も
ゆったりと過ごせる造りになっています。レクリエー
ションに力を入れて取り組んでおり、音楽鑑賞会・トラ
ンプ・パズルを行っています。中でも人気なのは、ハッ
ピータイムと称した食事レクです。人気メニューは鍋料
理や流しそうめん、手毬寿司でした。今後も楽しんでも
らえる企画作りしていきます。また、地域密着型施設で
あるため、地域との交流も盛んに行っており、ショート
ステイ利用の方にもさまざまな催し物に参加頂いていま
す。利用者様同士も仲が良く、フロア内ではいつも輪に

なり会話がたえません。

その他

おやつは1日100円で提供します。

居室のテレビ設置は1日100円の別途料金が必要です。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

http://soseien.jp/madoka ブログ http://soseien.jp/madoka_blog/

　　　交通機関・最寄り駅
京阪中書島駅・西大手筋より市バスで20系統にて「八丁畷」下車徒歩5分。
または22系統「横大路」下車徒歩3分。近鉄桃山御陵前駅よりタクシーで14分。

居室のタイプ
全室個室でトイレ付のお部屋もあります。

ベッド・タンス・洗面台が各部屋付いています。

ユニット併設型

受付担当窓口 大峯・星川（SS担当） 受付対応時間 8：30～17：00

申込み受付方法
電話連絡での受付。その後FAX又は郵送での情報提供必要（利用申請書あり）

SS日程予約は2～3ヶ月前から受付しています。

サービスの実施地域
伏見区内

協力医療機関
宇治徳洲会病院

他地域は応相談受けます 伏見桃山総合病院

施設の特徴
・全室個室です。
・各部屋には鏡付の洗面台も設置しているほかトイレのある部屋（8室）もあります。

・居室や共同生活室は窓から入る陽射しでいつも明るく開放的です。
・日々のラジオ体操の他にレクリエーションを実施しています。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　　　事業形態（定員） 20名
連絡先

（075）612-8855

　　　設置主体 社会福祉法人永山会 （　　）

事業所名 短期入所生活介護まどか

〒612-8499

京都市伏見区下鳥羽南円面田町47番地

　　　事業開始年月日 2012年11月8日 FAX （075）612-8850

　　　ホームページ
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ボランティアさんの活動によるレクリエーションや、子どもとの交流行事も
実施しています。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 併設型（定員16名）
連絡先

（075）605-7981

　　　設置主体 社会福祉法人健光園 （075）605-5678（代表）

事業所名 ももやまショートステイ

〒612-8036

京都市伏見区桃山町立売1番669

　　　事業開始年月日 平成12年9月1日 FAX （075）605-5666

　　　ホームページ http://www.kenkouen.jp ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
JR桃山駅から徒歩1分
近鉄桃山御陵駅、京阪伏見桃山駅より徒歩10分

施設の特徴
1階に売店、レストランがあり、地域の方もたくさん来園してくださっていま
す。また児童館を併設しており、子ども達が賑やかに過ごしています。

屋上に庭園があり、季節の花が咲いておりますので、散歩して楽しんで頂いて
います。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 土田 受付対応時間 ９：３０～１８：３０

申込み受付方法
受付時間内にお電話にてご相談ください。担当不在の場合折り返しお電話致し

ます。見学ご希望もご一報ください。

サービスの実施地域 協力医療機関
大島病院京都市伏見区（※それ以外の

方はご相談ください）

送迎対応可能範囲 送迎あり※遠方の場合実費負担あり 面会時間 ９：００～２０：００

居室のタイプ
従来型の４人部屋、個室があります。

特養の空きベット活用もしています。

従来型

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ２８０円 食事についての特記事項

昼食 ６００円 京野菜メニューやお好み献立、出前を楽しむ日などをしています。

夕食 ５００円 ソフト食、ハーフ食の対応があります。

ます。

胃ろう造設者

その他

退園時ご希望があれば夕食弁当（ご本人分）を1食600円で持ち帰りしていただけます。

おやつ代として、別途1日120円頂いています。

最終日夕食後の退園も可能です（18:30退園)。

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

午前中に体操を実施しています。
リビングでの遊びや体操と、1階
では曜日によって将棋、コンサー
ト、習字やクラフトなどのクラブ
やレクリエーションがあり、希望
者は参加して頂けます。犬のボラ
ンティア訪問もあります。
売店が10時～15時まであり、ご希
望の方にはお菓子やコーヒーなど
を楽しんで頂けます。毎週木曜日
にはパン屋も来ています。
夕食後の退園や弁当の持ち帰りが
可能です。

多床室 　　　　浴室 喫茶、売店よりみち

△ 人工呼吸器装着者 × 症状が見られる場合は事前にご相談
◯ 痰の吸引 △ 頂いております。症状によっては

対応について主治医の指示書をお願いする場合がございます。痰吸引に関して、夜間看護師体制がない場合は

夜間の対応ができません。こちらもご相談ください。
事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ 医師との相談の上対応させて頂き
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

http://www.kenkouen.jp/
http://www.kenkouen.jp/
http://www.kenkouen.jp/
http://www.kenkouen.jp/
http://www.kenkouen.jp/
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

事業所の紹介（アピールポイント）

その他

食費

居室のタイプ

申込み受付方法

サービスの実施地域 協力医療機関

淀地域は八幡や久御山と隣接しており八幡・久御山の方も利用できます。デイサービスも設置しており地域の
なじみの方も多く利用されています。

× 痰の吸引 ×
◯ 在宅酸素 △

膀胱留置カテーテル △ 人工透析 ×

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
胃ろう造設者 △ 人工呼吸器装着者 ×

夕食 570円

　

サービス体制
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

従来型 従来型の４人部屋、２人部屋、個室があります。

特養の空きベットを利用しています。

日常生活費の額　　　

朝食 330円 食事についての特記事項

昼食 570円

電話・ＦＡＸ

京都市伏見区 金井病院
八幡・久御山

送迎対応可能範囲 面会時間 ９時-２０時

施設の特徴
　107床の特別養護老人ホームです。　　
　１階にはデイサービス、居宅支援事業所

受付担当窓口 村上・木守 受付対応時間 8：30-17：15

　　　交通機関・最寄り駅

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　包括支援センターがあります。

　　　事業開始年月日 36708 FAX （075）633-6558

　　　ホームページ http://yodosato.life.coocan.jp/facility/index.html ブログ
京阪淀駅　徒歩１５分

〒613-0916

京都市伏見区淀美豆町１０５５

　　　事業形態（定員） 空床利用型 （075）631-8834

　　　設置主体 社会福祉法人　伏見にちりん福祉会
連絡先

事業所名
特別養護老人ホーム

淀の里
70
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

〒613-0916

京都市伏見区淀美豆町283番地

　　　事業形態（定員） 併設型（10名） （075）633-5995

　　　設置主体 社会福祉法人　伏見にちりん福祉会
連絡先

事業所名 ショートステイ　いずみ71

　　　事業開始年月日 平成24年9月 FAX （075）633-5990

　　　ホームページ http://yodosato.life.coocan.jp/ ブログ
京阪電車「淀」駅

施設の特徴
プライバシーを配慮した全室個室、全室にトイレ・洗面を完備しております
ので、ゆっくりとくつろげる環境の中で、介護する・される、ではなく家族の
ような安心感のある生活を提供いたします。

受付担当窓口 斎藤（生活相談員） 受付対応時間 9:00　～　17:00

　　　交通機関・最寄り駅

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

担当ケアマネージャーより電話受付

京都市内全域 金井病院
八幡市、久御山町

送迎対応可能範囲 伏見区、八幡市、久御山町 面会時間 9:00　～　20:00

ユニット型個室 特養ユニット型個室の空きベッド活用もしています

日常生活費の額　　　

朝食 300 円 食事についての特記事項

昼食 600 円

夕食 600 円

希望される物品を購入した場合の嗜好品代

理容・美容サ－ビスを利用された場合のカット代

レクリェ－ション行事等に参加希望される場合の材料費等

サービス体制
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
胃ろう造設者 × 人工呼吸器装着者 ×

事業所の紹介（アピールポイント）

その他

食費

居室のタイプ

申込み受付方法

サービスの実施地域 協力医療機関

△ 痰の吸引 × 原則、受け入れ不可
◯ 在宅酸素 △

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

居室 全室トイレ完備 ダイニング（食堂）
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　楽しく笑顔が提供できる施設になるよう努めて参ります。

＊生活保護受給者の方もご利用いただけます。

＊新規利用も緊急性に応じ柔軟に受け入れを検討させていただきます。

△ 人工呼吸器装着者 ×
△ 痰の吸引 △

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ◯

胃ろう造設者

＊複数のサービスを併設した複合施設ですので、協働で行う行事・イベント等はたいへん盛り上がります。

その他

　

サービス体制

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ３１５円 食事についての特記事項

昼食 ６６０円 施設内の厨房で調理しています

夕食 ６１０円 疾患等に配慮した治療食にも対応可能です

送迎対応可能範囲 伏見区・宇治市 面会時間 8：30　～　20：30

居室のタイプ
各居室にはベッドの他、タンス、テレビ、椅子を

用意しています。

ユニット型個室

受付担当窓口 浅井・吉田（相談員） 受付対応時間 8：30　～　17：15

申込み受付方法
随時承ります。

新規相談につきましては、基本情報・医療情報等をお願いいたします

サービスの実施地域
京都市・宇治市

協力医療機関
むかいじま病院

　　　事業開始年月日 平成28年2月1日 FAX （075）606-2366

努めてまいります。

　　　ホームページ http://misugikai.jp/mukaijimamisato/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
近鉄向島駅より近鉄バス「清水町西」下車すぐ

施設の特徴
平成２８年２月に伏見区向島清水町に、様々なサービスを併設した「高齢者
複合施設　向島美郷」として新規開設。

小規模多機能ホーム・ケアプランセンターを併設しています。
相談される方のご状況に応じ必要なケアを迅速に提供し、地域に貢献できるよう

事業所、施設の　写真を貼り付けて下さい お元気な方を対象にした「サービス付き高齢者向け住宅」と常に介護を必要
とする「特別養護老人ホーム」を中心に短期入所・デイサービス・訪問介護・

　　　事業形態（定員） 併設型（２０名）
連絡先

（075）606-2299

　　　設置主体 社会福祉法人 美郷会 （　　）

事業所名 ショートステイセンター 向島美郷

〒612-8134

京都市伏見区向島清水町189-172
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

73 事業所名
　ショートステイ
　　京都指月の郷 West館

〒612-8035

　京都市伏見区常盤町40-3

　　　事業開始年月日 平成30年3月31日 FAX （075）- 611 - 1022

　　　ホームページ

　　　事業形態（定員） 併設型（10名）
連絡先

（075）- 611 - 1011

　　　設置主体 社会福祉法人 京都眞生福祉会

　　　交通機関・最寄り駅
ＪＲ奈良線「桃山駅」徒歩約6分、近鉄電車「桃山御陵駅」徒歩約7分
京阪電車「伏見桃山駅」徒歩約8分、京阪電車「観月橋駅」徒歩約5分

施設の特徴
平成30年3月にオープンした複合施設内のショートステイです。
公共交通が便利な立地であり、桃山の賑わいある地域密着型の施設です。

サービスの実施地域
伏見区

協力医療機関
医療法人社団恵心会 京都武田病院

（他区は要相談）

受付担当窓口 安田（生活相談員） 受付対応時間

申込み受付方法
担当ケアマネージャー様より随時お申込みを受付けております。
ご家族様からの電話でのご相談も受付けております。

送迎対応可能範囲 伏見区 面会時間

居室のタイプ
ユニット型個室 プライバシーに配慮した全室個室です。

（全室個室） 全室にトイレ及び洗面台を完備しています。

9：00 ～ 19：00

「たんとおあがり」認定あり、京都府産の食材を提供しています。

その他

居住費：負担限度額認定書適用あり、おやつ代：110円/日、電気代：1品目50円/日。

訪問理美容費：実費、教養娯楽及びレク費：実費、等ご希望に応じて提供しています。

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 330 円 食事についての特記事項

昼食 600 円 厨房を直営しており、状態に応じた食事形態の提供が可能です。

夕食 550 円

× 痰の吸引 × 原則お断りさせて頂いております。

内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項
× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）

事業所の紹介（アピールポイント）

ご利用者様に「また来たい」「まだ居たいな」と思って頂ける様、以下の取組み等を行っております。

・毎月1回の「誕生日会」、四季に応じた「季節行事」、「外出イベント」等の催しを行っています。
・午前及び午後、いくつかの種類の飲み物より選んでいただき提供しています。
・午前中に「みんなの体操」、毎日「口腔体操」を行い、健康維持に努めています。
・足の浮腫等ある方には、リラックス効果のある入浴剤を使用した「足浴」を行っています。
・ご相談させて頂きながら、ご利用者様の想いに寄り添った個別プランを作成しています。

ブログ －http://shinseifukushikai.jp/shigetsu/

ゆったりとくつろげる環境、家族のようなほっとできる生活、笑顔溢れる生活
を提供しております。

8：30 ～ 17：00

× 在宅酸素 × （事前にご相談ください）

膀胱留置カテーテル × 人工透析 ×

胃ろう造設者 × 人工呼吸器装着者 × 他利用者様への感染予防の為、
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診療所もあり、突発的な発熱等の際は診察も可能です。

8：30～17：00　　

9：00～20：00　　

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 従来型（ 14 名）
連絡先

（075）641-6622

　　　設置主体 社会福祉法人京都老人福祉協会 直通ではなく、受付に繋がります。

事業所名
京都老人ホームショートステ
イ

〒612-0844

京都市伏見区深草大亀谷東古御香町59・6074

　　　事業開始年月日 昭和55年11月 FAX （075）641-6633

　　　ホームページ http://kyoro.or.jp ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
JR藤森駅から徒歩20分

施設の特徴
特養併設型のショートステイなので、特養入所までの間、施設に慣れて頂くため
にショートステイをご利用して頂くことも出来ます。

受付担当窓口 緒方・塚本(相談員) 受付対応時間

事業所、施設の　写真を貼り
付けて下さい

申込み受付方法
電話での受付になります。その後、面接日の調整をさせて頂きます。

サービスの実施地域
伏見区内

協力医療機関
医仁会　武田総合病院

送迎対応可能範囲 施設から片道20分圏内 面会時間

居室のタイプ
従来型の4人部屋になります。居室は毎回変わりますが、

ベッドの配置等は相談に応じます。

従来型

日常生活費の額　　　

食費

朝食 180円 食事についての特記事項

昼食 650円 食事形態や禁止食等は確認と相談をさせて頂き、可能な範囲で対応

夕食 550円 させて頂きます。

その他

サービス体制

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

× 疥癬→治療後、かかりつけ医の許可を得てからの

△ 痰の吸引 × ご利用になります。MRSA→状況に応じて要相談。

胃ろう造設者

従来型の4人部屋ですが、ベッドやベッド周りの配置等、少しでもご自宅と同じようにさせて頂き、ご
利用者様に安心して過ごして頂けるように配慮します。また、アットホームな雰囲気を心がけ、ご家族
様との情報共有を大切にし、いつでも頼って頂けるようなショートステイを目指しています。
毎週月曜日は理髪店があり、事前に予約は必要ですが1,500円を持参して頂ければ散髪をさせて頂きま
す。
日中は1日1回のフロア体操やカラオケ、塗り絵等その方に合わせた余暇活動を楽しんで頂いています。
また、利用者様同士で将棋や囲碁をされたりと交流の場にもなっています。
気候が良い時期には施設の周りを散歩したり、春にはたくさんの桜が咲きお花見をしながらおやつを召
し上がって頂いたりしています。
施設見学も実施しているので、いつでもお待ちしています。

17時～8時半の間は介護士のみの対応になり、看護師はオンコール対応になります。注入やインスリンの対応が

必要な方は電話でご相談下さい。
事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △ インフルエンザ→症状が落ち着いてからのご利用

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △ になります。

△ 人工呼吸器装着者

http://kyoro.or.jp/
http://kyoro.or.jp/
http://kyoro.or.jp/
http://kyoro.or.jp/
http://kyoro.or.jp/
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外出等おこなっています。
月始めにはホーム喫茶を行っており、お好きなケーキを選んでいただいて

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

平成28年7月に浴室改修工事を行いました。
機械浴が2台と大きな一般浴槽があり状態に
応じて入浴していただくことができます。
毎月1日は赤飯を提供。季節に合わせた行事
食やケーキなどの提供等も実施しています。
送迎については8時から19時半頃まで対応
できますので夕食を召し上がられてからの
お送りもできます。

　　　事業形態（定員） 4名
連絡先

(０７５)   (６４５)２０００

　　　設置主体 社会福祉法人フジの会

事業所名
みやびのその短期入所生活介
護

〒612－8435

京都市伏見区深草泓ノ壺町35-175

　　　事業開始年月日 平成12年4月1日 FAX (０７５)   (６４５)２１２１

　　　ホームページ http://www.fujinokai.jp ブログ http://fujinokai.jp/blog

　　　交通機関・最寄り駅
近鉄伏見駅　徒歩4分　京阪墨染駅　徒歩10分
京都市地下鉄竹田駅　徒歩11分

施設の特徴
特別養護老人ホーム　50床　デイサービスを併設。また同法人のこども園も隣に
併設しており、園児との交流があります。近隣にスーパーや神社等あり

います。音楽療法を月2回行っており、昔の懐かしい歌や季節の歌を、外部の
先生を呼んで開催しております。

受付担当窓口 生活相談員 受付対応時間

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

9:00～18：00

申込み受付方法
毎月1日に2ヶ月前の予約を電話・Ｆａｘにて受け付けています。

キャンセル待ち・空床利用は随時電話にて受け付けています。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
蘇生会総合病院
基本ご利用者のかかりつけ医となります。

送迎対応可能範囲 一部地域別料金あり 面会時間

居室のタイプ
従来型の個室と多床室があります。

特養の空きベッド（2人・4人部屋）の活用もしています。

従来型

9：30～19：00

日常生活費の額　　　

食費

朝食 350円 食事についての特記事項

昼食 680円 1日1,400Kcalを基本にミキサー食・キザミ食・一口大等状態に

夕食 600円 合わせて提供しています。

その他

おやつ100円/1日　ホーム喫茶　200円　音楽療法　500円/1回　書道クラブ　50円

理美容（外部委託）　カット　2,080円　居室のテレビ貸出し　50円/1日

サービス体制

× 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

× 感染症については多床室であるため
△ 痰の吸引 ◯ 受入れができないことがありますが

胃ろう造設者

夜間看護師が不在の為、インスリン等の対応について要相談。

人工透析の方については透析がない日に利用可能な場合もありますので一度相談ください。

◯ 人工呼吸器装着者

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ 一度相談ください。
膀胱留置カテーテル △ 人工透析 △

http://www.fujinokai.jp/
http://www.fujinokai.jp/
http://www.fujinokai.jp/
http://www.fujinokai.jp/
http://fujinokai.jp/blog
http://fujinokai.jp/blog
http://fujinokai.jp/blog
http://fujinokai.jp/blog
http://fujinokai.jp/blog
http://www.fujinokai.jp/
http://fujinokai.jp/blog
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　東福寺や伏見稲荷大社をはじめ歴史ある社寺が数多く点在する閑静な住宅街に位置し、

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

△ 痰の吸引 △ お断りしております。

◯ 在宅酸素 △

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）

◯ 人工呼吸器装着者

【レクリエーション】

　【居室】

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

事業所の紹介（アピールポイント）

× 　原則として感染症の方の利用は、

【通常の送迎範囲】伏見区（外環状線より以北かつ醍醐地区及び桃山東学区を除く）・中京区・東山区・

下京区・南区（久世地域除く）・山科区　※範囲外の送迎は特別送迎費（片道1000円）が必要となります。

また、第1.2.3金曜日は美容師の出張による美容・理容サービス（整髪、顔剃等）をご利用いただけます。

サービス体制
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

胃ろう造設者

昼食 660円 　一般食の他、嚥下困難食や療養食も対応させていただきます。

夕食 660円 　ご相談ください。

ユニット型・全室個室（８畳程度） 洗面台付・テレビ・テレビ台・衣装タンス（トイレ付居室有）

１日3,300円 特養空床（個室）利用可能！畳み対応も承ります！

日常生活費の額　　　

朝食 350円 食事についての特記事項

食費

居室のタイプ

（通常の申し込みは３ヶ月前からFAX・お電話にて受け付けしています。）

京都市内 医療法人財団康生会　武田病院

医療法人財団医道会　稲荷山武田病院

送迎対応可能範囲 8：30-17：00 面会時間 9:00-20:00

申込み受付方法

サービスの実施地域 協力医療機関

受付担当窓口 谷 美幸・髙木 瞳(生活相談員） 受付対応時間 8：30-17：00

　まずはお電話でご相談下さい。面接からご利用まで、早急に対応させていただきます。

施設の特徴
“ほっ”とできる環境でいきいきとした生活を応援します。「思いやりの心」を持って、

常にサービスを受ける側の立場にたった“手のぬくもりのある介護”を提供します。

豊かな自然環境を満喫できます。

事業所、施設の
写真を貼り付け
て下さい

京阪電鉄「鳥羽街道駅」より徒歩5分
ＪＲ奈良線「東福寺」または「稲荷」より徒歩約10分

設置主体 社会福祉法人青谷福祉会 （　　）

事業開始年月日 平成19年4月1日 FAX （　075　）561-6552

交通機関・最寄り駅

連絡先

〒612-0801

京都市伏見区深草正覚町23番

事業形態（定員） 併設型（20名） （　075　）561-6550

事業所名

ホームページ https://www.takedahp.or.jp/group/welfare/villa_i/ ブログ

特別養護老人ホーム
ヴィラ稲荷山　短期入所

居室環境も個別におこないます。
畳のお部屋もお任せください。

★主な行事★
食事行事
花火
ひな祭り
外出

クリスマス行事
初詣

などなど
盛りたくさん！

機能訓練指導員がマンツーマンで個別プログラ
ムに応じた訓練をします。
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　毎日、体操やレクリエーションを行っています。また、月に一度程度、季節に応じた企画レクリエーションを
実施しています（秋はお月見や紅葉狩りなど）。
　また、屋上には、伏見桃山丘陵や北山一帯が望めるリハビリ庭園を兼ねた一周１４０ｍの散策コースが設置さ
れており、季節の移り変わりを体感していただけます。

△ 人工呼吸器装着者 × 感染症利用中止
△ 痰の吸引 ×

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ×

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ×

胃ろう造設者

　

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

その他

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ２００円 食事についての特記事項

昼食 ６００円 普通食、軟菜食、キザミ食対応

夕食 ６００円

送迎対応可能範囲
九条通、外環状、小栗
栖街道、171号線の中 面会時間

居室のタイプ
トイレ・洗面所付属、ＴＶレンタル有ユニットケア式個室

受付担当窓口 相談員　西山 受付対応時間 ８：３０～１７：３０

申込み受付方法
利用申込書の提出

サービスの実施地域
北(九条通)南(外環状線）

協力医療機関
桃山総合病院

東(小栗栖）西(171号線） 大島病院

平成28年2月1日 FAX （０７５）６４１－７０２７

　　　ホームページ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京阪　墨染駅、近鉄　伏見駅

施設の特徴

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　　　事業開始年月日

http://www.fushimi-shimizu.jp/fukakusa_shimizu_no_sato/

　　　事業形態（定員） １０名
連絡先

（０７５）６４６－１００３

　　　設置主体 社会福祉法人　弥勒会 （　　）

事業所名
特別養護老人ホーム深草しみ
ずの里ショートスティ

〒６１２－８４３１

京都市伏見区深草越後屋敷町１７－５77
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経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設
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◯ 人工呼吸器装着者 × 感染症については多床室であるため
△ 痰の吸引 ◯ 受入できないことがありますが、

胃ろう造設者

その他

おやつ（80円）、ホーム喫茶（200円）、音楽療法（500円）、書道クラブ（50円）、

理美容（外部委託）カット（2,000円）、その他日常生活に必要な物

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

夜間看護師が不在のため、インスリン等の対応について要相談

人工透析の方については透析がない日に利用可能な場合もありますので、一度度相談下さい。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ 一度ご相談下さい。

膀胱留置カテーテル △ 人工透析 △

※お花見の様子※居室 ※食堂 ※特殊浴槽

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ２４０円 食事についての特記事項

昼食 ６９０円 花萬の外部委託により提供

夕食 ５７０円 ミキサー食・キザミ・一口大等、状態に合わせて提供

送迎対応可能範囲 一部地域別料金あり 面会時間 09:30～19:00

居室のタイプ
従来型の４人部屋、２人部屋

特養の空きベット活用もしています。

従来型

申込み受付方法
ケアマネジャーを通して受付

　ます。
・春には前を流れる七瀬川の桜が満開になり、秋には紅葉を楽しんでいただけ

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
医療法人社団蘇生会蘇生会総合病院
吉川歯科

市バス81系統　西墨染バス停東へ徒歩2分
施設の特徴

・法人理念の「愛・開・創」のもと、言葉使い・笑顔・挨拶を大切にしています。
・交通アクセスが良い事業所、施設の

写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 高田・堀（相談員） 受付対応時間 09:30～17:00

　　　事業開始年月日 平成12年4月1日 FAX （075）644-2408

　　　ホームページ

　　　事業形態（定員） 併設型　４名
連絡先

（075）643-3003

　　　設置主体 社会福祉法人フジの会 （　　）

事業所名 フジの園短期入所生活介護

〒612-8435

京都市伏見区深草泓ノ壺町37-1

http://www.fujinokai.jp ブログ http://fujinokai.blog.so-net.ne.jp/

　　　交通機関・最寄り駅
京阪電車墨染駅から西へ徒歩10分　近鉄電車伏見駅から北西へ徒歩4分
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あり、ボランティアさんの活躍によりカフェも運営しております。
目の前には伏見桃山城があります。また、同法人が運営する「藤城児童館」が

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

△ 人工呼吸器装着者 × 症状が見られる場合は、事前にご相談

◯ 痰の吸引 △ 頂いております。症状によっては、医師

対応について主治医の指示書をお願いする場合がございます。痰吸引に関しては、夜間看護師体制がない場合は

夜間の対応ができません。こちらもご相談ください。
事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ との相談の上対応させて頂きます。

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

胃ろう造設者

「愛あふれるこの町で自分らしく生きたい」そんな思
いを支えていきます。
　藤城の家は、平成21年9月に開設した地域密着型の複
合施設です。閑静な住宅街の一角にあり、目の前には
伏見桃山城、屋上からは市内を一望できます。
　世代を問わず交流できる場所として地域の中での暮
らしを大切に、また、ひとり一人の思いを大切にしな
がら、安心とぬくもりのある生活を継続できるように
地域と共に目指しています。
　他に色んなイベント等のお知らせやご報告は、随時
ホームページにて詳しくお伝えいたします。

その他

おやつ代 120円/日　別途必要です。

サービス体制

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

日常生活費の額　　　

食費

朝食 360円 食事についての特記事項

昼食 660円 お好み献立や、おやつ作り、出前を楽しむ日などをしています。

夕食 660円 ソフト食、ハーフ食の対応があります。

送迎対応可能範囲 送迎あり※遠方の場合ご相談下さい。 面会時間 午前９：００～午後８：００頃まで

居室のタイプ
特養「空床」時に活用して頂いています。

畳のお部屋。洗面台とトイレは居室内にあります。

ユニット型個室

受付担当窓口 片山・小西 受付対応時間 ９：００～１８：００

申込み受付方法
受付時間内にお電話にてご相談下さい。担当者不在の場合、折り返しお電話致し

ます。見学のご希望もご一報下さい。

サービスの実施地域
伏見区（※それ以外の

協力医療機関
大島病院

方はご相談下さい。）

　　　事業形態（定員） 空床利用型（特養定員20名）
連絡先

（075）644-2246

　　　設置主体 社会福祉法人 健光園

事業所名 藤城の家ショートステイ

〒612-0846

京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町４番１

　　　事業開始年月日 平成21年9月1日 FAX （075）644-2260

るよう取り組んでいます。

　　　ホームページ http://www.kenkouen.jp/fujishiro/ ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
JR奈良線「JR藤森」駅より徒歩約１０分
京阪・近鉄「丹波橋駅」より徒歩約１５分

施設の特徴
特別養護老人ホームの他に、小規模多機能ホームとグループホームが併設され
ています。3つの事業の他には、1階に「よりみち」という地域交流スペースが

近所にあり、子どもたちとの関わりもたくさんあります。
地域密着型の良さを最大限に活かした、日常に楽しみのある時間を作っていけ

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

http://www.kenkouen.jp/fujishiro/
http://www.kenkouen.jp/fujishiro/
http://www.kenkouen.jp/fujishiro/
http://www.kenkouen.jp/fujishiro/
http://www.kenkouen.jp/fujishiro/
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80

地域に求められる事業・サービスを創造していきたいと考えています。
法人内のショートステイは3事業所（東高瀬川センター・京都老人ホーム）74床

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

建物一階には、居宅支援事業所、通所介護があり

二階に短期入所生活介護があります。緊急ショー

トステイの役割を果たしており、急なご依頼にも

より迅速・柔軟な対応できる経験を積んでおりま

す。懐かしい家具にて家庭的な雰囲気をつくり、

安心してお過ごし頂けます。併設されているキッ
チンにて調理師が多彩なお食事をご提供致します
京都市緊急ショート（虐待・認知症ケース）は
勿論、ご家族様の介護負担軽減・急な入院や用事
退院後の在宅生活に向けた支援等お受け致します
まずはお気軽にご相談下さい。

　　　事業形態（定員） 単独型（30名）
連絡先

（　075　）574-0610

　　　設置主体 京都老人福祉協会 （　　）

事業所名 春日丘短期入所事業所

〒601-1344

京都市伏見区醍醐辰巳町12-1

　　　事業開始年月日 平成12年4月1日 FAX （　075　）574-0618

　　　ホームページ http://kyoro.or.jp ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
京都市営地下鉄東西線　石田駅

施設の特徴
「地域とともに生きる」を理念に掲げ、京都伏見で事業所・サービスを拡充しな
がら地域の方の暮らしと安全を支えてきました。これからも地域の声に耳を傾け

あり、連携を図り出来る限りにより多くのニーズに対応致します。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 船曳・岡田 受付対応時間 8：30～17：00

申込み受付方法
電話・ＦＡＸ

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
米田医院

送迎対応可能範囲 伏見区・山科区 面会時間 8：30～17：00

居室のタイプ
4人部屋：7室　個室：2室

多床室-840円　個室-1150円

従来型多床室・個室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 180円 食事についての特記事項

昼食 650円 管理栄養士に相談のもと制限食等可能な限り対応致します。

夕食 550円 施設内で調理しており、季節感のある食事を心掛けています。

その他

　訪問美容（カット-2000円、顔剃り-800円、パーマ・カラー-5000円）

サービス体制

△ 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

× 集団感染の可能性がある症状に関し
◯ 痰の吸引 △ ては受入れ不可となります。

胃ろう造設者

医療面の対応に関しては看護師に相談のもと可能な限り対応致します。

看護師の勤務は8：30～17：00　夜間帯は看護師不在となってます

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ◯ 一度かかりつけ医にご相談下さい。

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ◯

△ 人工呼吸器装着者
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　姉妹施設として、端山の丘こども園を運営しています。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

個室に関しては、ご利用される方々一人ひとり

の個性や生活リズムに応じて生活できるように、

自宅に近い環境（畳床・洗面所・トイレ有）

にしています。
お風呂もゆっくりと入って頂けるように
個浴タイプの檜風呂を取り入れました。

△ 痰の吸引 ×

日常生活費の額　　　

食費

朝食 280円 食事についての特記事項

昼食 550円 主食は普通・柔らかいご飯・お粥、副食は普通・ソフト食

夕食 550円 ミキサー・ゼリー形態をお選びいただけます。

胃ろう造設者

その他

　おやつ120円、テレビ貸出1日100円、その他持ち込み電気器具一日10円

サービス体制

× 気管切開 △

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ×

膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 △

（疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

◯ 人工呼吸器装着者 ×

居室のタイプ
多床室　4名

個室　2名
従来型

受付担当窓口 　　山崎（相談員） 受付対応時間 　8：30～17：30

申込み受付方法
　　電話・利用申込書記入にて受付

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
　松本内科クリニック

宇治市 　医仁会武田病院・六地蔵病院

送迎対応可能範囲 京都市内　宇治市 面会時間 9：00～18：00　

　　　事業開始年月日 平成3年6月29日 FAX （　075　）573-7216

　　　ホームページ http://www.villa.or.jp/ ブログ http://www.villa.or.jp/archives/category/blog

　　　交通機関・最寄り駅
　　東西線「醍醐駅」下車
　　京阪六地蔵駅発「醍醐和泉町」下車：22系統、22A系統　

施設の特徴
　世界遺産である醍醐寺に隣接しており、平成3年6月29日より、事業を開始し、
　現在は従来型特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム・通所介護

　毎月、こども園との交流の場も設けています。

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

　・訪問介護・居宅介護支援、配食・小規模多機能型居宅介護事業所、

　　　事業形態（定員） 6名
連絡先

（　075　）573-7215

　　　設置主体 　社会福祉法人端山園 （　　）

事業所名 ヴィラ端山短期入所生活介護事業所

〒　601-1332

京都市伏見区醍醐下端山町3681
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訪問介護事業、訪問看護事業、定期巡回随時対応型訪問事業、居宅支援事業を
行う高齢者総合福祉施設です。

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員） 併設型　（２４名）
連絡先

(０７５)５７１－００１０(代表)

　　　設置主体 社会福祉法人同和園 (０７５)５７５－３９２３（直通）

事業所名 同和園短期入所事業所

〒601-1371

京都市伏見区醍醐上ノ山町１１番地82

地域貢献、地域力を高めるために、地域リハビリテーション、暮らしの保健室等

事業所、施設の
写真を貼り付けて
下さい

受付担当窓口 宮川・福永（相談員） 受付対応時間 09:00　～　17:40

　　　事業開始年月日 平成3年4月1日 FAX (０７５)５７１－０４７３

の取り組みをすすめています。

　　　ホームページ https://www.dowaen.jp/ ブログ ホームページ上にあり

　　　交通機関・最寄り駅
地下鉄東西線「小野駅」より徒歩１５分

施設の特徴
当園は大正１０年に開設した京都府下で一番歴史のある施設です。
短期入所事業所は、併設型であり、特養の他に、養護老人ホーム、通所介護事業

大規模多機能を活かし、施設力を地域へと、様々な取り組みを実施しています。

申込み受付方法
新規での申込みは電話でご相談下さい。

継続的にご利用頂く方は、３ヶ月前にケアマネージャーを通じ受付します。

サービスの実施地域
京都市内

協力医療機関
医仁会武田総合病院

六地蔵、木幡、平尾台 洛和会音羽病院

送迎対応可能範囲 おおよそ片道３０分範囲内 面会時間 ９：００～１９：００

居室のタイプ
空床利用型短期入所ご利用の場合は、ユニット型個室

をご利用頂ける場合があります。

２人部屋・４人部屋

その他

当園には附属診療所があり、常勤医師を配置しております。また、看護師は２４時間

常駐しており、体調不良や医療的な処置が必要な場合は、診療所で診察を受けることが可能

です。

サービス体制

日常生活費の額　　　

食費

朝食 ２０２円 食事についての特記事項

昼食 ５９５円 常勤の栄養士が配置されており、療養食加算にも対応しています。

夕食 ５９５円 直営の厨房がある為に、嗜好等にも対応出来ます。

× 気管切開 △ （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

年間を通じ四季を感じる事の出来る様々な行事を施設全体で企画・
運営しており、短期入所事業所をご利用頂いている方にも行事等に
参加していただいています。また、作業療法士が中心となり、集団
体操等を行い心身を動かす運動も行っております。
施設内には、コミュニテイカフェ「俱会一処」があり、お食事やカ
フェもご利用できます。
空床利用型ショートステイも合わせて行っており、緊急時等のご相
談もお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。

胃ろう造設者

痰の吸引を受けている場合、吸引の頻度により受け入れが難しい場合があります。

人工透析の場合は、その方の全身状態を確認し総合的に受け入れを判断させて頂きますが、ご利用頂いた際の

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 △ ご利用頂けない場合があります。

膀胱留置カテーテル △ 人工透析 ◯

△ 人工呼吸器装着者 × インフルエンザ等の感染症発症時は
◯ 痰の吸引 △ 他利用者への感染拡大を防ぐ目的で

気管切開、膀胱留置カテーテル、在宅酸素の場合は全身状態を確認し総合的に受け入れを判断させて頂きます。

透析中の付き添いが必要な場合はご家族にお願いしています。
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10床全部屋個室、洗面台、トイレ、エアコン、加湿器完備
オプションでテレビの設置も可能

　　　8：30　　　～　　17：30　　

　　　8：30　　　～　　20：00　　

経管栄養

インスリン注射
人工肛門造設

　　　事業形態（定員）  併設ユニット型（10名）
連絡先

（075）573-6346

　　　設置主体 社会福祉法人　弥勒会 （　　　）

事業所名
特別養護老人ホーム
日野しみずの里
ショートステイ

〒601-1424

京都市伏見区日野田頬町72番地183

　　　事業開始年月日 平成23年11月　日 FAX （075）573-6357

入浴：個浴・リフト浴２種類・特殊浴槽完備

　　　ホームページ http://www.fushimi-shimizu.jp/hino_shimizu_no_sato/ブログ

　　　交通機関・最寄り駅
地下鉄東西線　石田駅より徒歩１５分
JR六地蔵駅より　徒歩１５分　　各駅前からのバスも運行あり

施設の特徴
「日野しみずの里で良かった」「こんなに元気になったよ」と皆様に喜ばれる
新しいケアを目指しています！

健康体操、参加型ゲームレク、脳トレ、個別レク、季節の施設行事レク
外出やお買い物などなど

受付担当窓口 生活相談員：松見 受付対応時間

事業所、施設の　写真を貼り
付けて下さい

申込み受付方法
まずは、お気軽にお電話下さい。

サービスの実施地域
伏見区全域

協力医療機関
医仁会武田総合病院

宇治・山科 六地蔵総合病院

送迎対応可能範囲 伏見区全域、宇治 面会時間

居室のタイプ
全部屋個室となっております。ユニット型　個室

日常生活費の額　　　

食費

朝食 268円 食事についての特記事項

昼食 611円 15時のおやつ代金102円

夕食 611円

その他 うちあわせ

サービス体制

× 気管切開 × （疥癬・MRSA・インフルエンザ等）
内容 提供の可否 内容 提供の可否 感染症　特記事項

×
△ 痰の吸引 ×

胃ろう造設者

ユニット型個室でプライバシーも安心です。設備も充実しております。
レクリエーションが豊富な所もよい所です。
毎日いきいき元気体操、健康体操、口腔体操の実施、生活相談員が介護予防運動指導員ということもあり
介護予防をとりいれた体操やリラクゼーション体操も注目です。
緊急ショートステイの受け入れについてもフットワーク軽く対応致します、まずはご相談下さい。
※送迎エリア外のお迎えも　送迎別途料金はかかりますが対応致します。

△についてはお問合せ下さい。

事業所の紹介（アピールポイント）

◯ 在宅酸素 ×
膀胱留置カテーテル ◯ 人工透析 ◯

△ 人工呼吸器装着者

http://www.fushimi-shimizu.jp/hino_shimizu_no_sato/
http://www.fushimi-shimizu.jp/hino_shimizu_no_sato/
http://www.fushimi-shimizu.jp/hino_shimizu_no_sato/
http://www.fushimi-shimizu.jp/hino_shimizu_no_sato/
http://www.fushimi-shimizu.jp/hino_shimizu_no_sato/
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