平成31年度

ADL維持等加算算定対象事業所一覧

サービス種
法人名称
類
医療法人啓誠会
2610306686 通所介護

医療法人啓誠会デイサービスセンターやすらぎ

604-8844 中京区壬生桧町１６の２２

326-7666 326-7677 平成12年6月1日

中京区

2610705861 通所介護

医療法人朋生会

医療法人朋生会中尾クリニックデイサービスセンター

616-8363 右京区嵯峨柳田町１１番地の８

871-5480 871-5465 平成15年9月30日

右京区

2650980135 通所介護

医療法人社団 千春会

せんしゅんかい デイサービスセンター 観月

612-8025 伏見区桃山与五郎町１番地の５８９

621-1163 621-1171 平成29年3月30日

伏見区

2670100094 通所介護

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市衣笠老人デイサービスセンター

603-8355 北区平野上柳町２８番地の２４

462-9330 462-9310 平成12年4月1日

北区

2670101050 通所介護

株式会社あいりす

603-8821 北区西賀茂柿ノ木町99

432-7844 432-7802 平成25年10月18日

2670200076 通所介護

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市出水老人デイサービスセンター

602-8174 上京区日暮通下立売上ル西入分銅町５５６

823-5577 823-5530 平成12年4月1日

上京区

2670200399 通所介護

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 京都市仁和老人デイサービスセンター 602-8377 上京区御前通一条下る東堅町１３２番地の１

2670200621 通所介護

社会福祉法人 市原寮

2670300587 通所介護

事業所名

事業所番号

デイサービスセンター虹

郵便番号

事業所所在地

電話番号 FAX番号

指定許可年月日

行政区

北区

465-7510 465-7522 平成15年8月26日

上京区

602-8261 上京区中立売通智恵光院西入る多門町４４５－４

451-6000 451-7770 平成22年6月1日

上京区

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市御池老人デイサービスセンター

604-0954 中京区御池通柳馬場東入東八幡町５７９番地

257-5534 257-5536 平成18年3月20日

中京区

2670300793 通所介護

社会福祉法人青谷福祉会

604-8246 中京区小川通三条下ル猩々町１２４番

254-1106 254-1107 平成24年4月1日

中京区

2670400106 通所介護

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市下京老人デイサービスセンター

600-8166 下京区花屋町通室町西入乾町２９２

341-5278 361-5999 平成12年4月1日

下京区

2670500103 通所介護

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市陶化老人デイサービスセンター

601-8024 南区東九条東札辻町６－１

671-2331 671-2333 平成12年4月1日

南区

2670500129 通所介護

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市久世西老人デイサービスセンター 601-8213 南区久世中久世町５丁目１９－１

934-5811 934-5812 平成12年4月1日

南区

2670500152 通所介護

社会福祉法人清和園

2670600135 通所介護

花友じゅらくだいデイサービス

三条小川デイサービスセンター

601-8335 南区吉祥院砂ノ町５０番地

661-8991 661-8974 平成12年4月1日

南区

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市左京老人デイサービスセンター

606-8103 左京区高野西開町５

721-9877 721-9860 平成12年4月1日

左京区

2670600291 通所介護

社会福祉法人バプテストめぐみ会

社会福祉法人バプテストめぐみ会高野デイサービスセンター

606-8101 左京区高野蓼原町４７番地５

724-0395 706-1040 平成13年7月23日

左京区

2670600788 通所介護

株式会社都メディケアサービス

デイサービス「古都」

606-8355 左京区新東洞院通仁王門上る新東洞院町271-2ＳＪＳ二条ビル１階

751-1515 751-1700 平成23年5月19日

左京区

2670601117 通所介護

株式会社あいりす

デイサービスセンター虹 精華大前

601-1123 左京区静市市原町850

744-0300 744-0322 平成27年6月1日

左京区

2670700059 通所介護

社会福祉法人 嵐山寮

嵐山寮デイサービスセンター

616-8374 右京区嵯峨天龍寺北造路町１７番地

871-8668 882-6045 平成12年4月1日

右京区

2670700109 通所介護

社会福祉法人 京都福祉サービス協会 社会福祉法人京都福祉サービス協会西院老人デイサービスセンター

615-0001 右京区西院上今田町１８番地の３

812-6711 812-6776 平成12年4月1日

右京区

2670700562 通所介護

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 京都市葛野老人デイサービスセンター 615-0882 右京区西京極葛野町３番地

322-2213 322-2241 平成18年3月1日

右京区

2670800032 通所介護

社会福祉法人洛東園

洛東園デイサービスセンター

605-0981 東山区本町十五丁目７９４番地

533-7557 561-2210 平成12年4月1日

東山区

2670800115 通所介護

社会福祉法人バプテストめぐみ会

社会福祉法人バプテストめぐみ会粟田デイサービスセンター

605-0028 東山区三条通古川町東入分木町８０の２

761-8602 761-8612 平成12年4月1日

東山区

2670900121 通所介護

社会福祉法人 洛南福祉会

ヴィラ向島デイサービスセンター

612-8152 伏見区向島新上林町１６

622-8687 622-8835 平成12年4月1日

伏見区

2670900147 通所介護

社会福祉法人京都老人福祉協会

京都市春日丘デイサービスセンター

601-1344 伏見区醍醐辰巳町１２番地の１

574-0610 574-0618 平成12年4月1日

伏見区

2670900188 通所介護

社会福祉法人 同和園

同和園デイサービスセンター

601-1371 伏見区醍醐上ノ山町１１番地

571-3623 571-3675 平成12年4月1日

伏見区

2670900220 通所介護

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市醍醐老人デイサービスセンター

601-1375 伏見区醍醐高畑町３０番地の１

575-2573 575-2574 平成12年4月1日

伏見区

2670900238 通所介護

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市伏見老人デイサービスセンター

612-8318 伏見区紙子屋町５４４伏見社会福祉総合センター２階

603-1284 603-1286 平成12年4月1日

伏見区

2670900899 通所介護

社会福祉法人青谷福祉会

ヴィラ稲荷山デイサービスセンター

612-0801 伏見区深草正覚町２３番地

561-6550 561-6552 平成19年4月1日

伏見区

2670917240 通所介護

社会福祉法人美郷会

デイサービスセンター向島美郷

612-8134 伏見区向島清水町189番地の1

606-2299 606-2366 平成28年2月1日

伏見区

2674000092 通所介護

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市西京老人デイサービスセンター

615-8223 西京区上桂前田町２９－２

392-5611 392-5612 平成12年4月1日

西京区

2674100025 通所介護

社会福祉法人 緑寿会

デイサービスセンター山科苑

607-8135 山科区大塚野溝町３番地

593-0800 593-0251 平成12年4月1日

山科区

2674100041 通所介護

社会福祉法人青谷福祉会

ヴィラ山科デイサービスセンター

607-8179 山科区大宅御所田町１１５番地１

572-6677 572-6866 平成12年4月1日

山科区

2674100280 通所介護

社会福祉法人 緑寿会

京都市日ノ岡デイサービスセンター

607-8493 山科区日ノ岡朝田町５０の７

595-5940 582-6087 平成12年9月1日

山科区

2674100975 通所介護

社会福祉法人レモングラス

そらの木デイサービスセンター

607-8181 山科区大宅打明町１５番地

502-1030 502-1151 平成25年6月1日

山科区

京都市吉祥院老人デイサービスセンター指定通所介護事業所

