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中丹地域リハビリテーション支援センター

＜この冊子をご利用されるにあたり＞
このたび、令和４年６月にリハビリテーション資源の再調査を行い、「令和４年度中
丹地域リハビリテーション連携推進ガイド」として改訂いたしました。
地域リハビリテーションにおける連携場面は、下図に示すように、病院・施設・在宅
に大きく分けられ、なかでも病院（診療所を含む）はリハビリテーションの流れの上流
に位置し、情報発信源としても重要な役割を担っています。中丹圏域ではリハビリテー
ション専門職が在籍する病院を地域リハビリテーション協力病院として、リハビリテー
ション情報の提供、リハビリ従事者研修会やリハビリ訪問指導への講師派遣など、多大
なるご理解とご尽力をいただいています。
また中～下流にあたる回復期～生活期（維持期）においても、リハビリテーション専
門職が在籍する事業所が、地域リハビリテーション協力施設となり、お互いの目標を共
有し、切れ目のない、よりよいサービスの提供にご尽力いただいています。
このガイドを連携・情報共有のツールとしてご活用していただくことで、病院－施設
－在宅の連携がますます深まり、利用者様のＱＯＬ向上につながれば幸いです。
最後に、この調査にご協力下さいました各施設関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
＜中丹地域リハビリテーション支援センター＞
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＜退院時／地域リハビリテーション情報提供書＞
中丹地域では「退院時におけるリハビリテーション情報不足の問題」に対して、「退
院後もリハビリテーションに携わる従事者の方々にも、リハビリテーション継続に必要
な情報を提供すること」を目的として、「退院時リハビリテーション情報提供書」を作
成しています（病院により書式は変わることがあります）。この情報提供書は本人家族
様の同意を得た上で、退院時のサマリーや地域連携パス等と併せて、各事業所のリハビ
リ連携窓口担当者宛に郵送されるなどの方法で運用されています。
また、「地域リハビリテーション情報提供書」は「退院時リハビリテーション情報提
供書」への返信や退院前カンファレンスの依頼といった「地域リハビリテーション協力
病院窓口担当者」や、各事業所の連携窓口担当者間でのリハビリテーション情報の共有
などにご活用いただいています。（図１）
これらの情報提供書は「顔の見えない連携ツール」として、カンファレンス等の時間
が十分とれない場合にも利用でき、お互いの連絡先が明確になるなどのメリットがあり
ます。日頃から「顔の見える連携」ができていれば、より効果的なツールとなります。

リハビリ連携窓口担当者

かかりつけ医

こんな情報も、あれば助かりますよ。
・本人家族様のリハビリに対する思い
・生活（向上）目標
・いきがい、楽しみ、上手なつきあい方 etc
わからないことがあればお尋ねしますので
よろしくお願いしますね。

※書式は支援センターホームページから入手できます。http://www.chutan-rh.jp
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＜地域リハビリテーション協力病院施設連携窓口＞
病院には地域リハビリテーション連携窓口として「入退院カンファレンスに関する窓
口」と「リハビリテーションに関する窓口」が整備されています。（図２）
「入退院カンファレンスに関する窓口」に入院前の情報を提供することで、入院中の
治療計画をより具体的なものにでき、また退院前カンファレンスにも積極的に参加して
いただくことが容易になります。
「リハビリテーションに関する連絡窓口」では、退院後しばらく経過した方や、外来
通院中の方に関するリハビリ情報の提供や相談などに対応していただいています。
また、地域の連携窓口として、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所をはじめ、
入所・通所サービス事業所等にも「リハビリ連携窓口担当者」を設けていただき、地域
リハビリテーション協力病院施設等とのスムーズな連携にご協力いただいています。
中丹東圏域では、病院とケアマネジャーとの円滑な連携を目指して、連携ルールをマ
ニュアル化した「入退院連携マニュアル」（次頁）も作成され、入退院時における連携
もれを少なくする取り組みがなされています。
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居宅介護支援事業所
各種支援センター
かかりつけ医
訪問看護
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訪問介護
通所リハビリ
通所介護
保健･福祉施設
教育･行政機関
患者家族
…

地域包括支援センター
居宅介護支援事業所
各種支援センター

入院から退院までの流れと地域連携
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＜入退院連携マニュアル＞
（ http://www.pref.kyoto.jp/chutan/ehoken/）
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＜京都府医療機関・医療情報の検索＞

医療機関の詳細情報は「京都健康医療よろずネット」から検索できます
①インターネットに接続しているパソコンから
「京都健康医療よろずネット」で検索します。
②【じっくり医療機関を調べたい】のタブをクリック
③【リハビリ施設から探す】のボタンまたは、【色々な
条件で医療機関を探す】のボタンをクリック
【介護・在宅医療から探す】または、【その他の条件
から探す】のボタンをクリック。

舞鶴市
高齢者の保健・福祉サービス利用の手引き
舞鶴市関係機関窓口にて配布してます。

綾部市
「在宅医療介護マップ」
綾部市関係機関窓口にて配布してます。

「口腔サポートセンター・訪問歯科診療（歯科往診）申込書」
インターネットに接続しているパソコンから
「京都 口腔サポートセンター」で検索します。
（京都府歯科医師会ホームページより）
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623-0046 綾部市大島町二反田７番地の16
TEL 0773-42-8601 FAX 0773-42-8603
施設基準 脳血管Ⅱ 廃用症候群Ⅱ 運動器Ⅰ
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT5(非常勤PT1) OT2 ST2

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-42-8603

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

小児リハビリ担当
言語聴覚士

TEL 0773-42-8601

FAX 0773-42-8603

医療技術部
副部長
FAX 0773-42-7870

TEL 0773-43-0123

623-0045 綾部市高津町三反田１番地
TEL 0773-42-0440 FAX 0773-42-9459
施設基準 脳血管Ⅰ 廃用症候群Ⅰ 運動器Ⅰ
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT19（非常勤PT1） OT11 ST4

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-42-7870

総病床数 99床
地域包括ｹｱ52 回復期ﾘﾊ47 訪問ﾘﾊ
呼吸器Ⅰ
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
リハビリテーション課
課長

よりそい支援連携室
課長
FAX 0773-42-1316

TEL 0773-42-0440

623-0045 綾部市高津町遠所１番地６１１
TEL 0773-40-1066 FAX 0773-40-1075
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT4 OT4 ST2

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-42-9459

総病床数 100床
入所100 短期入所 通所ﾘﾊ30 訪問ﾘﾊ15
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
リハビリテーション科
作業療法士

リハビリテーション科
作業療法士
TEL 0773-40-1066

総病床数 206床
一般206(地域包括ケア50)
呼吸器Ⅰ がんリハ
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口

連携医療室
室長

TEL 0773-42-0444

ZOOMの利用 ○

リハビリテーション科
言語聴覚士

623-0011 綾部市青野町大塚20-1
TEL 0773-43-0123 FAX 0773-42-7870
施設基準 脳血管Ⅰ 廃用症候群Ⅰ 運動器Ⅰ
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT9 OT5 ST2

TEL 0773-43-0123

呼吸器Ⅱ

リハビリテーションに関する窓口

医療相談室
医療相談員
TEL 0773-42-8601

総病床数 86床
一般43 一般(障害)43

FAX 0773-40-1075

TEL 0773-40-1066
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FAX 0773-40-1075

623-0236 綾部市小畑町埋野９８の１
TEL 0773-48-0186 FAX 0773-48-0808
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT4 非常勤PT3 OT3

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

ZOOMの利用 ○

医務室
理学療法士
FAX 0773-48-0808

TEL 0773-48-0186

623-0054 綾部市井倉東１２－１
TEL 0773-42-3955 FAX 0773-42-3966
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT5（常勤4、非常勤1）OT1

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-48-0808

総病床数 床
訪問看護リハ
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口

訪問看護事業部
管理者・看護師
TEL 0773-42-3955

総病床数 85床
通所ﾘﾊ 訪問ﾘﾊ

リハビリテーションに関する窓口

医務室
理学療法士
TEL 0773-48-0186

入所

FAX 0773-42-3966

理学療法士

小児リハビリ担当
作業療法士

TEL 0773-42-3955

FAX 0773-42-3966

625-0036 舞鶴市字浜１１３１
総病床数 40床
TEL 0773-62-0118 FAX 0773-62-1137 療養型(介護16 医療24) 通所ﾘﾊ 訪問
施設基準 理学療法Ⅰ 運動器Ⅰ 脳血管Ⅲ 廃用症候群Ⅲ
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT6 OT1
ZOOMの利用 ○

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

リハビリテーションに関する窓口
リハビリテーション科
理学療法士

看護部
看護師長
TEL 0773-62-0118

FAX 0773-62-1137

TEL 0773-63-3993

625-0052 舞鶴市字行永２４１０番地３７
TEL 0773-63-4865 FAX 0773-63-4867
施設基準 障害児（者）リハ
児童発達支援
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT4 OT4 ST3 CP4

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

総病床数 35床
医療型障害児入所施設 短期入所
放課後等デイ 保育所等訪問支援
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
リハビリテーション科
主任

外来
看護部長
TEL 0773-63-4865

FAX 0773-62-1137

FAX 0773-63-4867

TEL 0773-63-4865
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FAX 0773-63-4867

624-0823 舞鶴市字京田小字大角18番地の1
TEL 0773-77-1700 FAX 0773-77-1999
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT2 ST１

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

リハビリテーション
理学療法士

FAX 0773-77-1999

TEL 0773-77-1700

624-0906 舞鶴市倉谷1350-11
TEL 0773-60-9020 FAX 0773-76-8730
施設基準 脳血管Ⅱ 廃用症候群Ⅱ 運動器Ⅰ
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT2 OT2 ST1

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

総病床数 100床
療養病床（医療）100
呼吸器Ⅰ
ZOOMの利用 ○

リハビリテーション科
作業療法士

FAX 0773-76-8730

TEL 0773-60-9017

625-0007 舞鶴市大波下765番地16
TEL 0773-62-3606 FAX 0773-63-8107
施設基準 精神科作業療法 認知症治療病棟
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 OT7

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

総病床数 255床
精神科 一般病床
ZOOMの利用 ○

リハビリテーション科
作業療法士

FAX 0773-63-8107

TEL 0773-62-3606

625-0052 舞鶴市行永2410
TEL 0773-62-2680 FAX 0773-63-5332
施設基準 脳血管Ⅰ 廃用症候群Ⅰ 運動器Ⅰ
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT8 OT6(精神科2) ST2

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-63-8107

総病床数 344床
一般224(地域包括ｹｱ50) 精神120
呼吸器Ⅰ がんリハ
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口

地域医療連携室
退院調整看護師
TEL 0773-62-2680

FAX 0773-76-8730

リハビリテーションに関する窓口

医療相談室
精神保健福祉士（PSW)
TEL 0773-62-3606

FAX 0773-77-1999

リハビリテーションに関する窓口

リハビリテーション科
作業療法士
TEL 0773-60-9017

ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口

リハビリテーション
理学療法士
TEL 0773-77-1700

総病床数 0床
通所リハ 訪問リハ

FAX 0773-63-5332

リハビリテーション科
理学療法士長

小児リハビリ担当
理学療法士長

TEL 0773-62-2680

FAX 0773-63-5332
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625-8585 舞鶴市浜1035
TEL 0773-62-2510 FAX 0773-64-4301
施設基準 心大血管Ⅰ 脳血管Ⅲ 廃用症候群Ⅲ
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT9

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

リハビリテーションに関する窓口
リハビリテーション科
科長

地域医療連携室

TEL 0773-66-1508

総病床数 300床
一般264 地域包括ケア36
運動器Ⅰ 呼吸器Ⅰ がんﾘﾊ
ZOOMの利用 ○

FAX 0773-66-1548

TEL 0773-62-2510

FAX 0773-64-4301

624-0906 舞鶴市倉谷427
総病床数 198床
TEL 0773-75-4175 FAX 0773-76-3724
一般198(回復48 地包50）通所ﾘﾊ 訪問
施設基準 脳血管Ⅰ 廃用症候群Ⅰ 運動器Ⅰ 呼吸器Ⅰ 回復期ﾘﾊ１
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT26 OT12 ST4
ZOOMの利用 ○

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

リハビリテーションに関する窓口

医療相談室
MSW
TEL 0773-75-1920

FAX 0773-75-1920

リハビリテーション科
理学療法士

小児リハビリ担当
理学療法士

TEL 0773-75-2094

FAX 0773-75-2094

625-0085 舞鶴市大字和田小字中田１０５５－１
TEL 0773-66-6680 FAX 0773-66-6686
施設基準 超強化型
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT11 OT4 ST2

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

リハビリテーションに関する窓口
施設サービス部リハビリ
作業療法士

事務部
支援相談員
TEL 0773-66-6680

総病床数 150床
一般78 ＭＤ72 通所ﾘﾊ 訪問ﾘﾊ
※ＭＤ棟＝医療・認知症専門棟
ZOOMの利用 ○

FAX 0773-66-6686

TEL 0773-66-6680

625-0007 舞鶴市字大波下小字前田７６５番地１６
TEL 0773-66-6700 FAX 0773-66-6703
施設基準 加算型
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT5 OT4

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

総病床数 150床
入所 通所リハビリ
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
リハビリテーション科
作業療法士

介護支援課
ケアマネジャー
TEL 0773-66-6700

FAX 0773-66-6686

FAX 0773-66-6703

TEL 0773-66-6700
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FAX 0773-66-6703

624-0841 舞鶴市引土630
TEL 0773-78-3001 FAX 0773-78-3005
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT１ OT２

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
医療部（リハビリ部門）
作業療法士

地域相談部
ケアマネジャー
TEL 0773-78-3001

総病床数 100床
入所 通所ﾘﾊ

FAX 0773-78-3005

TEL 0773-78-3001

625-0021 舞鶴市字北浜町３番地１０
TEL 0773-64-6060 FAX 0773-64-2603
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT1

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

総病床数
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口

FAX 0773-64-2603

TEL 0773-64-6060

624-0912 舞鶴市字上安小字中ノ脇１６９７番地の３６
TEL 0773-75-1333 FAX 0773-76-7004
入所
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT1

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

総病床数 110床
短期入所 デイサービス
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口

FAX 0773-76-7004

TEL 0773-75-1333

625-0036 舞鶴市字浜７８２番地
TEL 0773-64-2566 FAX 0773-64-3838
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT１ OT2

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-76-7004

総病床数 床
通所リハビリ（定員２５） 訪問リハ
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
理学療法士

理学療法士
TEL 0773-64-2566

FAX 0773-64-2603

生活相談室
理学療法士

施設福祉部
副部長
TEL 0773-75-1333

80床
入所

リハビリ部
理学療法士

特養相談員
施設課長
TEL 0773-64-6060

FAX 0773-78-3005

FAX 0773-64-3838

TEL 0773-64-2566
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FAX 0773-64-3838

624-0841 舞鶴市字引土１９－５
TEL 0773-78-3255 FAX 0773-78-3258
施設基準 通所介護
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 OT１

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口

FAX 0773-78-3258

TEL 0773-78-3255

624-0816 舞鶴市字伊佐津５１の３
TEL 0773-78-2286 FAX 0773-78-2275
施設基準 通所リハ
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT１

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-78-3258

総病床数

床

ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
理学療法士

理学療法士
TEL 0773-78-2286

床

作業療法士

作業療法士
TEL 0773-78-3255

総病床数

FAX 0773-78-2275

TEL 0773-78-2286

624-0906 舞鶴市倉谷１６７５
TEL 0773-75-3111 FAX 0773-75-3113
施設基準 運動器
訪問リハ
PT１
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-78-2275

総病床数

床

ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
理学療法士

TEL

TEL 0773-75-3111

FAX

625-0083 舞鶴市余部上１８６大橋医院２Ｆ
TEL 0773-77-5631 FAX 0773-77-5641
施設基準 放課後等デイサービス
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT１

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-75-3113

総病床数
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
放課後等デイサービス
児童指導員・理学療法士

TEL

FAX

TEL 0773-77-5631
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FAX 0773-77-5641

床

625-0052 舞鶴市字行永１７９２番地
TEL 0773-68-9130 FAX 0773-68-9131
施設基準 放課後等デイサービス
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 OT１

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

総病床数

床

ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
放課後等デイサービス
児童指導員・作業療法士

TEL

TEL 0773-68-9130

FAX

625-0063 京都府舞鶴市字堀4-1
TEL 0773-78-3133 FAX 0773-78-3135
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT1

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-68-9131

総病床数

床

ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
理学療法士

TEL

TEL 0773-77-5002

FAX

625-0063 京都府舞鶴市丸山町５１
TEL 0773-77-5002 FAX 0773-77-5089
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT1

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-77-5089

総病床数

床

ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
介護支援専門員・PT

TEL

TEL 0773-77-5002

FAX

620-0879 福知山市荒木3374
TEL 0773-22-2288 FAX 0773-22-0175
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

総病床数 380床
精神一般140 認知症治療60 精神療養180
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
地域連携課

地域連携課
精神保健福祉士
TEL 0773-22-2288

FAX 0773-77-5089

FAX 0773-22-0175

TEL
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FAX

620-0054 福知山市末広町４丁目１３番地
総病床数 171床
TEL 0773-22-3550 FAX 0773-23-3745
一般92 回復期24 地域包括47 ICU8
施設基準 脳血管Ⅰ 廃用症候群Ⅰ 運動器Ⅰ 呼吸器Ⅰ がんリハ 回復期リハ３
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT16 OT10 ST4
ZOOMの利用 ○

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

リハビリテーション科
言語聴覚士

地域連携室
MSW
TEL 0773-22-3550

リハビリテーションに関する窓口

FAX 0773-23-3745

TEL 0773-22-3550

FAX 0773-23-3745

620-8505 福知山市厚中町231
総病床数 354床
TEL 0773-22-2101 FAX 0773-22-6181 一般344(回復期44) その他10 訪問リハ
施設基準 脳血管Ⅰ 廃用Ⅰ 運動器Ⅰ 呼吸器Ⅰ 心リハⅠ がんリハ 回復期リハ1
）ST5
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT36 OT14（1名
ZOOMの利用 ○

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

リハビリテーションに関する窓口

地域医療連携室

地域ﾘﾊﾋﾞﾘ支援ｾﾝﾀｰ

医療福祉相談係長

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 理学療法士

小児リハビリ担当
副士長 作業療法士

TEL 070-1426-3349

FAX 0773-22-6334

TEL 0773-22-2101

FAX 0773-22-6334

620-0301 福知山市大江町河守180
TEL 0773-56-0138 FAX 0773-56-1823
包括病床24
施設基準 脳血管Ⅲ 廃用症候群Ⅲ 運動器Ⅱ 呼吸器Ⅰ
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT4 OT1

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

リハビリテーションに関する窓口

FAX 0773-56-1823

TEL 0773-56-0138

620-0856 福知山市土師宮町2-173
TEL 0773-27-1588 FAX 0773-27-2783
施設基準 脳血管Ⅲ 廃用Ⅲ 運動器Ⅲ
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT4 OT2

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口
リハビリテーション部
部長
TEL 0773-27-1588

ZOOMの利用 ○

リハビリテーション科
理学療法士

看護科
看護師
TEL 0773-56-0138

総病床数 68床
療養病床28 訪問リハ

FAX 0773-27-2783

療養

通所リハ

FAX 0773-56-1823

総病床数 １１０床
訪問リハ 老健併設
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
リハビリテーション部
理学療法士

リハビリテーション部
作業療法士

TEL 0773-27-1588

FAX 0773-27-2783
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620-0913 福知山市字牧1616-1
TEL 0773-33-2260 FAX 0773-33-2828
施設基準 脳血管Ⅲ 運動器Ⅱ
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT2 OT3

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
リハビリテーション部
部長

リハビリテーション部
部長
TEL 0773-33-2260

総病床数 96床
療養病床96 訪問リハ

FAX 0773-33-2828

TEL 0773-33-2260

620-0879 福知山市字堀小字大岩谷3374
TEL 0773-22-2120 FAX 0773-22-2353 入所
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT3 OT3(非常勤1）ST1(非常勤)

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

短期入所

リハビリテーションに関する窓口

FAX 0773-22-2353

TEL 0773-22-2120

620-0324 福知山市大江町宇二俣
TEL 0773-56-1981 FAX 0773-56-1983
入所
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT3 OT2(デイサービス1、特養専従1)

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

デイサービス

総病床数 床
訪問看護リハ

ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口

FAX 0773-56-4848

TEL 0773-56-1981

620-0845 福知山市長田上松２７０７－１
TEL 0773-27-0678 FAX 0773-27-6553
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT1 ST2

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口
施設課長
TEL 0773-27-0678

FAX 0773-22-2353

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝいすず
理学療法士

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝいすず
理学療法士
TEL 0773-56-1981

総病床数 100床
通所ﾘﾊ 通所ﾘﾊあすろ
訪問ﾘﾊ
ZOOMの利用 ○

作業療法士

相談員
TEL 0773-22-2120

FAX 0773-33-2828

FAX 0773-27-6553

FAX 0773-56-4848

総病床数 50床
福知山市児童発達支援ｾﾝﾀｰすきっぷ
/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽむとべ
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
施設課長

小児リハビリ担当
管理者

TEL 0773-27-0678

FAX 0773-27-6553
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620-1424 福知山市三和町字友渕小字大原野７９番地１
TEL 0773-59-2525 FAX 0773-59-2526
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT1

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口
理学療法士
TEL 0773-59-2525

FAX 0773-59-2526

理学療法士

理学療法士

TEL 0773-59-2525

FAX 0773-59-2526

FAX 0773-20-2667

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

ZOOMの利用 ○

TEL 0773-45-8722

FAX 0773-20-2667

総病床数 床
定員50名
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
作業療法士

精神保健福祉士
FAX 0773-22-0175

TEL 0773-23-6157

620-0933 福知山市東羽合１２７－２
TEL 0773-25-4460 FAX 0773-25-4460
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT1

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-22-0175

総病床数 床
定員20
ZOOMの利用 ×

リハビリテーションに関する窓口
理学療法士

生活相談員
TEL 0773-25-4460

総病床数 床
通所ﾘﾊ

リハビリテーションに関する窓口

620-0879 福知山市荒木3374
TEL 0773-23-6157 FAX 0773-22-0175
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 OT2

TEL 0773-23-6157

ZOOMの利用 ○

通所ﾘﾊ課
課長

通所ﾘﾊ課
課長
TEL 0773-45-8722

床
定員

リハビリテーションに関する窓口

620-0807 福知山市字土１番地
TEL 0773-45-8722 FAX 0773-20-2667
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT2 OT1 ST1(非常勤)

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

総病床数

FAX 0773-25-4460

TEL 0773-25-4460
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FAX 0773-25-4460

624-1442 福知山市三和町千束759-1
TEL 0773-58-3300 FAX 0773-58-3031
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT2

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口

FAX 0773-58-3031

TEL 0773-58-3300

620-0063 福知山市荒河新町８２番地
TEL 0773-21-4389 FAX 0773-21-4389
施設基準
ｾﾗﾋﾟｽﾄ数 PT1

退院(所)前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに関する窓口

FAX 0773-58-3031

総病床数
ZOOMの利用 ○

リハビリテーションに関する窓口
理学療法士

管理者
TEL 0773-21-4389

床

理学療法士

理学療法士
TEL 0773-58-3300

総病床数

FAX 0773-21-4389

TEL 0773-21-4389
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FAX 0773-21-4389

床

老健 綾部さくらホーム
綾 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
部 〒 623-0045 綾部市高津町遠所1番地611
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 河内野 勇也
老人保健施設あやべ
綾 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
部 〒 623-0236 綾部市小畑町埋野９８の１
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 足立 勇太
京都協立病院
綾 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
部 〒 623-0045 綾部市高津町三反田１番地
リハビリ連携窓口担当者： 課長 夜久 賢治
綾部市立病院訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
綾 訪問看護
部 〒 623-0011 綾部市青野町大塚２０番地の１
リハビリ連携窓口担当者： 看護師長 石角 英子
京都保健会在宅ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ げんき
綾 訪問看護
部 〒 623-0066 綾部市駅前通１番地
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 大槻 美智代
ふらむはあと訪問看護・リハビリねっと綾部
綾 訪問看護
部 〒 623-0054 綾部市井倉町東１２－１
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 比嘉 秀人
訪問看護ステーション陽（ひまり）
綾 訪問看護
部 〒 623-0046 綾部市大島町沓田９番地４ 五葉ビル1階2号室
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 芦田 則子
訪問看護ステーションまるっと
綾 訪問看護
部 〒 623-0046 綾部市大島町大籔３０－１コーポコレクトⅠ102号
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 藤田隼介 瀬尾渉
ケアフル訪問看護ステーション
綾 訪問看護
部 〒 623-0021 綾部市本町８丁目１０１番地１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 市原 献二
西村内科
舞 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
鶴 〒 625-0036 舞鶴市字浜７８２番地
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 碓井 達朗
アザレア舞鶴訪問リハビリテーションセンター
舞 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
鶴 〒 625-0085 舞鶴市大字和田小字中田1055-1
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 藤本 達弘
岸本病院
舞 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
鶴 〒 625-0036 舞鶴市字浜１１３１
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 伊藤 清弘
荒木クリニック
舞 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
鶴 〒 624-0823 舞鶴市京田１８－１
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 市瀬 真
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TEL 0773-40-1066
FAX 0773-40-1075
TEL 0773-48-0186
FAX 0773-48-0808
TEL 0773-42-0440
FAX 0773-42-9459
TEL 0773-43-0238
FAX 0773-43-0977
TEL 0773-43-1133
FAX 0773-43-1222
TEL 0773-42-3955
FAX 0773-42-3966
TEL 0773-43-2777
FAX 0773-43-2780
TEL 0773-48-9369
FAX 0773-48-9370
TEL 0773-52-1790
FAX 050-3134
TEL 0773-64-2566
FAX 0773-64-3838
TEL 0773-66-6680
FAX 0773-66-6686
TEL 0773-63-3993
FAX 0773-62-1137
TEL 0773-77-1700
FAX 0773-77-1999

鳥井医院
舞 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
鶴 〒 624-0906 舞鶴市倉谷１６７５
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 前田 一志
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ はまなす
舞 訪問看護
鶴 〒 624-0906 舞鶴市字倉谷１３５０－１１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 山本 めぐみ
舞鶴赤十字訪問看護ステーション
舞 訪問看護
鶴 〒 624-0906 舞鶴市字倉谷４２７番地
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 大堂 千穂

TEL 0773-75-3111
FAX 0773-75-3113
TEL 0773-75-8826
FAX 0773-75-8828
TEL 0773-78-2384
FAX 0773-78-2385

公益社団法人 京都保健会ふれあいｽﾃｰｼｮﾝ ゆきわり
舞 訪問看護
鶴 〒 624-0912 舞鶴市字上安小字水力199-29
TEL 0773-78-2717
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 辻 智恵
荒木クリニック訪問看護ステーション
舞 訪問看護
鶴 〒 624-0823 舞鶴市京田４５－２
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 新宮 千登世
ピア・サポート訪問看護ステーション
舞 訪問看護
鶴 〒 625-0034 舞鶴市竜宮町３番地の１８
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 廣瀬 桂子
訪問看護ステーションきょうらく
舞 訪問看護
鶴 〒 625-0087 舞鶴市字余部下８１６番地
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 佐土原 広美
訪問看護ステーションみなと
舞 訪問看護
鶴 〒 625-0945 舞鶴市字喜多６１７番地－３
リハビリ連携窓口担当者： 管理者

FAX 0773-78-2718
TEL 0773-78-9007
FAX 0773-75-9307
TEL 0773-64-4335
FAX 0773-64-4337
TEL 0773-65-3602
FAX 0773-65-3626
TEL 0773-75-3255
FAX 0773-75-3277

京都ルネス病院
福 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
知 〒 620-0054 福知山市末広町４丁目１３番地
山 リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 津田 陽子

TEL 0773-22-3550
FAX 0773-23-3745

市立福知山市民病院
福 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
知 〒 620-8505 福知山市厚中町２３１
山 リハビリ連携窓口担当者： 主任理学療法士 足立 晃平

TEL 070-1426
FAX 0773-22-6181

渡辺病院
福 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
知 〒 620-0913 福知山市牧1616-1
山 リハビリ連携窓口担当者： ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部長 高橋 明美

TEL 0773-33-2260
FAX 0773-33-2828

市立福知山市民病院 大江分院
福 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
知 〒 620-0301 福知山市大江町河守180
山 リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 倉橋 宏明

TEL 0773-56-0138
FAX 0773-56-1823

老健 さくら苑
福 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
知 〒 620-0879 福知山市字堀小字大岩谷３３７４番地
山 リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 細野 香

TEL 0773-22-2120
FAX 0773-22-2353
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松本病院
福 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
知 〒 620-0856 福知山市土師宮町2-173
山 リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 大下 祥章

TEL 0773-27-1588
FAX 0773-27-2783

訪問看護ステーション みわの里
福 訪問看護
知 〒 620-1442 福知山市三和町千束３７５
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 島田 慎治

TEL 0773-58-3101
FAX 0773-58-3101

訪問看護ステーション いすず
福 訪問看護
知 〒 620-0324 福知山市大江町字二俣１６０７
山 リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 木俣 裕行

TEL 0773-56-1981
FAX 0773-56-4848

訪問看護ステーション おおえ
福 訪問看護
知 〒 620-0301 福知山市大江町河守１８６
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 佐藤 由紀子

TEL 0773-56-0101
FAX 0773-56-0187

公益社団法人京都保健会ほっとｽﾃｰｼｮﾝ きぼう
福 訪問看護
知 〒 620-0808 福知山市字土１番地
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 荻野 千恵子

TEL 0773-20-4155
FAX 0773-20-4156

ハートケア訪問看護ステーション
福 訪問看護
知 〒 629-1304 福知山市夜久野町額田1394ｰ1
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 越後 真理子

TEL 0773-37-0033
FAX 0773-37-8008

訪問看護ステーション いわと
福 訪問看護
知 〒 620-0984 福知山市字猪野々31-1
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 志賀 史代

TEL 0773-33-3155
FAX 0773-33-3724

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ すまいる
福 訪問看護
知 〒 620-0913 福知山市牧490番地
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 松井 明子

TEL 0773-33-0303
FAX 0773-33-0202

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ こもれび
福 訪問看護
知 〒 620-0846 福知山市字長田７８５
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 片岡 公美子

TEL 0773-27-6508
FAX 0773-45-3399

訪問看護ステーションほっぷ
福 訪問看護
知 〒 620-0063 福知山市荒河新町８２番地
山 リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 古川 博章

TEL 0773-21-4389
FAX 0773-21-4389
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＜高齢者の地域生活支援を担当するセンター＞
【地域包括支援センター】
事業所の名称／担当地域
福知山市地域包括支援センター
（南陵地域包括支援センター）
桃映地域包括支援センター
成和地域包括支援センター
福
日新地域包括支援センター
知
六人部地域包括支援センター
山
三和地域包括支援センター
川口地域包括支援センター
夜久野地域包括支援センター
大江地域包括支援センター
綾部市地域包括支援センター
綾部市（全域）
綾 綾部市中部地域包括支援センター
綾部･中筋・吉美･西八田･東八田
部 綾部市東部地域包括支援センター
山家･口上林･中上林･奥上林
市
綾部市西部地域包括支援センター
豊里･物部・志賀郷
大浦･朝来･志楽地域包括支援ｾﾝﾀｰ
倉梯･倉二･与保呂地域包括支援ｾﾝﾀｰ
舞 新舞鶴・三笠地域包括支援ｾﾝﾀｰ
鶴 中舞鶴地域包括支援センター
市 城北地域包括支援センター
福井･吉原・明倫･余内
城南地域包括支援センター
中筋･高野・池内
加佐地域包括支援センター
由良川・岡田

住所・電話・FAX
620-8501 福知山市字内記13-1（地域包括ケア推進課内）
TEL:0773-24-7073 FAX:0773-22-9073
620-8501 福知山市字内記13-1（地域包括ケア推進課内）
TEL:0773-24-7073 FAX:0773-22-9073
620-0955 福知山市字拝師４４６（成和地域公民館内）
TEL:0773-45-3906 FAX:0773-45-3906
620-0867 福知山市前田1661-11
TEL:0773-45-3227 FAX:0773-45-3073
620-0844 福知山市字多保市１６２－２（六人部公民館内）
TEL:0773-45-3905 FAX:0773-45-3905
620-1492 福知山市三和町千束５１５（三和支所内）
TEL:0773-58-3010 FAX:0773-58-3013
620-0917 福知山市字野花８７０（川口地域公民館内）
TEL:0773-45-3904 FAX:0773-45-3904
629-1304 福知山市夜久野町額田19-2（ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ内）
TEL:0773-37-1108 FAX:0773-37-5002
620-0398 福知山市大江町河守285（大江支所内）
TEL:0773-56-1106 FAX:0773-56-2018
623-8501 綾部市若竹町８番地の１（高齢者介護課内）
TEL:0773-42-3280 FAX:0773-42-0048
623-0012 綾部市川糸町南古屋敷５番地の１
TEL:0773-43-2888 FAX:0773-43-2882
629-1242 綾部市十倉名畑町欠戸29番地の1
いこいの村とくら福祉センター内
TEL:0773-21-5295 FAX:0773-21-5296
623-0222 綾部市栗町土居ノ内３１番地
TEL:0773-21-5011 FAX:0773-21-5106
625-0021 舞鶴市字安岡小字中山1076（やすらぎ苑内）
TEL:0773-64-0086 FAX:0773-64-2608
625-0063 舞鶴市丸山町５１
TEL:0773-77-5002 FAX:0773-77-5089
625-0035 舞鶴市字溝尻１５０－１１
TEL:0773-77-5001 FAX:0773-77-5011
625-0087 舞鶴市余部下1167番地（中総合会館３階）
TEL:0773-77-5003 FAX:0773-77-5013
624-0853 舞鶴市南田辺１番地
TEL:0773-77-5004 FAX:0773-77-5012
624-0831 舞鶴市女布４０６－３
TEL:0773-77-5005 FAX:0773-77-5090
624-0954 舞鶴市字八田962（由良川学園２F）
TEL:0773-82-9303 FAX:0773-82-9304
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綾
部

ふらむはぁとﾘﾊﾋﾞﾘﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ綾部
〒 623-0054 綾部市井倉町東１２番地の１

TEL 0773-42-3955
FAX 0773-42-3966

綾
部

京都保健会あやべ協立診療所
〒 623-0066 綾部市駅前通1番地

TEL 0773-43-3088
FAX 0773-42-6629

綾
部

居宅介護支援事業所そわん
〒 623-0041 綾部市延町鳥居１２番地２

TEL 0773-45-3821
FAX 0773-45-3841

綾
部

ふきのとう居宅介護支援事業所
〒 623-0042 綾部市岡町長田３－１

TEL 0773-43-3288
FAX 0773-43-4600

綾
部

赤尾薬局居宅介護支援事業所
〒 623-0053 綾部市宮代町土代９－８

TEL 0773-42-9051
FAX 0773-42-5655

綾
部

介護老人保健施設綾部さくらホーム居宅介護支援事業所
〒 623-0045 綾部市高津町遠所1番地611

TEL 0773-40-2166
FAX 0773-40-2167

綾
部

綾部市社会福祉協議会
〒 623-0012 綾部市糸川町南古屋敷5-1

TEL 0773-43-2881
FAX 0773-43-2882

綾
部

綾部東部在宅介護支援センター
〒 629-1242 綾部市十倉名畑町欠戸２９番地の１

TEL 0773-46-0155
FAX 0773-46-0175

綾
部

丹の国福祉会在宅介護支援センターあやべ西
〒 623-0236 綾部市小畑町埋野９８の１

TEL 0773-48-0186
FAX 0773-48-0808

綾
部

ニチイケアセンター綾部
〒 623-0011 綾部市青野町舘ノ後４７

TEL 0773-40-1405
FAX 0773-40-1406

綾
部

ｲﾝ・ｻ・ﾞﾙｰﾑ居宅介護支援事業所
〒 623-0011 綾部市青野町西吉見前５１

TEL 0773-42-1052
FAX 0773-42-9352

綾
部

綾部市立病院訪問看護ステーション
〒 623-0011 綾部市青野町大塚２０の１

TEL 0773-43-0238
FAX 0773-43-0977

綾
部

松寿苑居宅介護支援事業所
〒 623-0034 綾部市田野町田野山2-169

TEL 0773-42-0130
FAX 0773-42-1610

綾
部

高齢者支援センター松寿苑 居宅介護支援事業所
〒 623-1122 綾部市八津合町寺町 1の1・25

TEL 0773-54-9030
FAX 0773-54-9012

綾
部

どんぐりの家居宅介護支援事業所
〒 623-0005 綾部市里町向屋敷３３番地

TEL 0773-42-6957
FAX 0773-42-3710

舞
鶴

オリエンタル株式会社
〒 625-0052 舞鶴市宇行永２０３６の２

TEL 0773-65-1165
FAX 0773-65-1123

舞
鶴

荒木ｸﾘﾆｯｸ居宅介護支援ｾﾝﾀｰ
〒 624-0823 舞鶴市京田小字大角18-1

TEL 0773-77-1700
FAX 0773-77-1999

舞
鶴

在宅介護支援センターやすらぎ
〒 625-0021 舞鶴市字安岡小字中山1076

TEL 0773-64-2302
FAX 0773-64-6236

舞
鶴

小谷整形外科医院 居宅介護支援事業所
〒 624-0816 舞鶴市字伊佐津５１の３

TEL 0773-78-3455
FAX 0773-77-5588
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舞
鶴

ニチイケアセンター舞鶴
〒 624-0945 舞鶴市字喜多１１０５番地の１舞鶴２１ビル１F、３Ｆ

TEL 0773-78-9206
FAX 0773-78-9208

舞
鶴

訪問看護ステーションみなと
〒 625-0945 舞鶴市字喜多６１７番地３

TEL 0773-75-3255
FAX 0773-75-3277

舞
鶴

ケア・オフィス舞夢 居宅介護支援事業所
〒 624-0125 舞鶴市字桑飼上1088番地の1

TEL 0773-83-0221
FAX 0773-83-0155

舞
鶴

合資会社小春日和居宅介護支援事業所
〒 625-0052 舞鶴市字行永小字打木585番地ソーシンビル402

TEL 0773-65-2401
FAX 0773-65-2411

舞
鶴

在宅介護支援センター グリーンプラザ博愛
〒 625-0025 舞鶴市字市場３９０番地

TEL 0773-65-3705
FAX 0773-63-1250

舞
鶴

ケアプランセンター田園
〒 624-0102 舞鶴市字志高５５３番地の５

TEL 0773-60-1841
FAX 0773-60-4298

舞
鶴

ケアプランセンターこころ
〒 624-0102 舞鶴市字七日市３４９－１

TEL 0773-77-8007
FAX 0773-77-8008

舞
鶴

メタルエッグ介護事業部 あっぷる
〒 625-0020 舞鶴市字小倉222番地の5

TEL 0773-62-8377
FAX 0773-62-7855

舞
鶴

在宅介護支援センター安寿
〒 624-0912 舞鶴市字上安小字吉口４８１

TEL 0773-75-8982
FAX 0773-78-2270

舞
鶴

まいづる協立診療所
〒 624-0912 舞鶴市字上安小字水カ199-30

TEL 0773-76-2535
FAX 0773-76-7821

舞
鶴

在宅介護支援センター 真愛の家
〒 624-0912 舞鶴市字上安小字中ノ脇１６９７番３６

TEL 0773-76-8887
FAX 0773-75-1755

舞
鶴

居宅介護支援事業所フクロウ
〒 625-0062 舞鶴市字森９８７

TEL 0773-60-8286
FAX 0773-60-4180

舞
鶴

鳥井医院居宅介護支援事業所
〒 624-0906 舞鶴市字倉谷1934-13

TEL 0773-77-1176
FAX 0773-78-3351

舞
鶴

外松医院居宅介護支援事業所
〒 624-0928 舞鶴市字竹屋９８番地の１

TEL 0773-78-3741
FAX 0773-78-3744

舞
鶴

岸本病院居宅介護支援センター
〒 625-0057 舞鶴市字南浜町１番地の３

TEL 0773-65-2102
FAX 0773-66-3202

舞
鶴

さくらプラザ介護支援センター
〒 625-0036 舞鶴市字浜７８２

TEL 0773-64-2661
FAX 0773-64-2575

舞
鶴

ほーむけあセンター和心
〒 625-0083 舞鶴市字余部上684-7

TEL 0773-60-6535
FAX 0773-60-6536

舞
鶴

ピア・サポート居宅介護支援事業所
〒 625-0034 舞鶴市字竜宮町3番地の18

TEL 0773-64-4335
FAX 0773-64-4337

舞
鶴

ケアプランセンター そう
〒 625-0013 舞鶴市鹿原西町200番地の22

TEL 0773-60-9031
FAX 0773-60-9032
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舞
鶴

居宅介護支援事業所ひまわり
〒 625-0061 舞鶴市森町24番地の1

TEL 0773-65-2400
FAX 0773-65-2828

舞
鶴

エスペラルケアプランセンター東舞鶴
〒 625-0007 舞鶴市大字大波下小字前田765番地16

TEL 0773-66-5020
FAX 0773-66-5021

舞
鶴

介護相談室つなぐ
〒 625-0057 舞鶴市南浜町１６番の５

TEL 0773-64-3466
FAX 0773-64-3466

舞
鶴

アザレア舞鶴 居宅介護支援事業所
〒 625-0087 舞鶴市余部下８１６番地

TEL 0773-65-3366
FAX 0773-65-3626

福
知
山

駅南ニコニコハウス
〒 620-0936 福知山市駅南町2丁目270

TEL 0773-23-2166
FAX 0773-23-2245

福
知
山

京都生協福祉事業部 福知山ホームヘルプサービスセンター
〒 620-0946 福知山市駅南町2丁目270番地

TEL 0773-24-2165
FAX 0773-24-2231

福
知
山

厚ニコニコハウス
〒 620-0056 福知山市厚中町２００

TEL 0773-23-2515
FAX 0773-22-7333

福
知
山

福知山市社会福祉協議会三和支所在宅介護支援ｾﾝﾀｰ
〒 620-1442 福知山市三和町字千束375番地

TEL 0773-58-3713
FAX 0773-58-3732

福
知
山

居宅介護支援センターみわの里
〒 620-1424 福知山市三和町友渕大野原79番地132

TEL 0773-59-2555
FAX 0773-59-2526

福
知
山

サンヒルズ紫豊館
〒 620-0962 福知山市字榎原小字平１８０の２

TEL 0773-34-0557
FAX 0773-34-0404

福
知
山

コアライフ
〒 620-0058 福知山市字厚２３５

TEL 0773-23-0255
FAX 0773-23-0254

福
知
山

居宅介護支援センター「元気」
〒 620-0867 福知山市字前田１１３０番地の１

TEL 0773-27-5211
FAX

福
知
山

居宅介護支援センター豊の郷
〒 620-0952 福知山市字大門９００番地

TEL 0773-23-4072
FAX 0773-23-4073

福
知
山

三愛荘居宅介護支援事業所
〒 620-0017 福知山市字猪崎25番地1

TEL 0773-23-3580
FAX 0773-23-4021

福
知
山

岩戸ホーム
〒 620-0984 福知山市字猪野々３１の１

TEL 0773-33-3155
FAX 0773-33-3724

福
知
山

福知山市居宅介護支援事業所 ほほえみの里
〒 620-0845 福知山市字長田２３８－４

TEL 0773-27-0800
FAX 0773-27-4100

福
知
山

こもれび
〒 620-0846 福知山市字長田７８５

TEL 0773-27-6508
FAX 0773-27-6508

福
知
山

ミストラル介護センター
〒 620-0851 福知山市字長田大野下2737の12

TEL 0773-20-2221
FAX 0773-20-2224

福
知
山

空心福祉会ケアプランセンター
〒 620-0000 福知山市字天田小字大塚１４－２

TEL 0773-25-1145
FAX 0773-24-1016
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福
知
山

京都保健会ほっとｽﾃｰｼｮﾝきぼう
〒 620-0808 福知山市字土１番地

TEL 0773-20-4157
FAX 0773-20-4156

福
知
山

コスモライフ北京都
〒 620-0933 福知山市字東羽合町173

TEL 0773-25-1877
FAX 0773-25-2626

福
知
山

福知山ｼﾙﾊﾞｰﾆｺﾆｺ介護支援ﾙｰﾑ
〒 620-0913 福知山市字牧小字狭間２５０－５

TEL 0773-33-3770
FAX 0773-33-2820

福
知
山

居宅介護支援事業所さくら苑
〒 620-0879 福知山市字堀小字大岩谷３３７４

TEL 0773-22-2120
FAX 0773-22-2353

福
知
山

ニチイケアセンター福知山
〒 620-0054 福知山市字末広町６丁目４番地福井ビル１Ｆ

TEL 0773-25-3437
FAX 0773-25-3438

福
知
山

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰかなや三丁目
〒 620-0303 福知山市大江町金屋７２４

TEL 0773-56-5000
FAX 0773-56-2003

福
知
山

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝおおえ
〒 620-0301 福知山市大江町字河守１８６

TEL 0773-56-0101
FAX 0773-56-0187

福
知
山

五十鈴会大江在宅介護支援ｾﾝﾀｰ
〒 620-0301 福知山市大江町字二俣1607

TEL 0773-56-1985
FAX 0773-56-1998

福
知
山

福知山市社会福祉協議会
〒 620-0035 福知山市内記10番地の18

TEL 0773-23-1333
FAX 0773-23-8555

福
知
山

栄光サービスセンター
〒 620-0035 福知山市内記48番地の7

TEL 0773-22-1272
FAX 0773-45-3433

福
知
山

医療法人福冨士会居宅介護支援事業所
〒 620-0054 福知山市末広町1丁目３８

TEL 0773-22-3550
FAX 0773-23-3745

福
知
山

ハートケア居宅介護支援事業所
〒 629-1304 福知山市夜久野町額田1393-1

TEL 0773-37-1080
FAX 0773-37-1077

福
知
山

仙人福祉事業会夜久野介護ｾﾝﾀｰ
〒 629-1322 福知山市夜久野町字平野１０３０

TEL 0773-38-1035
FAX 0773-38-1037
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老人保健施設あやべ
綾 デイケア（通所リハビリ）
部 〒 623-0236 綾部市小畑町埋野９８の１
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 足立 勇太

TEL 0773-48-0186
FAX 0773-48-0808

介護老人保健施設綾部さくらﾎｰﾑﾃﾞｲｹｱｾﾝﾀｰ
綾 デイケア（通所リハビリ）
TEL 0773-40-1066
部 〒 623-0045 綾部市高津町遠所１番地６１１
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 田所 賢也
FAX 0773-40-1075
社協の家つどい
綾 デイサービス（通所介護）
部 〒 623-0102 綾部市上杉町宮ノ谷１０番地
リハビリ連携窓口担当者： 居宅支援ｻｰﾋﾞｽ事業部管理者 長岡

TEL 0773-43-2881
FAX 0773-43-2882

高齢支援センター松寿苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
綾 デイサービス（通所介護）
TEL 0773-54-9030
部 〒 623-1122 綾部市八津合町寺町１の１・２５
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 山本 京子
FAX 0773-54-9012
綾部東部デイサービスセンター
綾 デイサービス（通所介護）
TEL 0773-46-0155
部 〒 629-1242 綾部市十倉名畑町欠戸２９番地の１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 田村 直基
FAX 0773-46-0175
綾部デイサービスセンター
綾 デイサービス（通所介護）
部 〒 623-0034 綾部市田野町田野山２番地１６９
リハビリ連携窓口担当者： 介護職員 木﨑 勇樹

TEL 0773-43-1123
FAX 0773-42-5236

どんぐりの家通所介護事業所
綾 デイサービス（通所介護）
部 〒 623-0005 綾部市里町向屋敷３３番地
リハビリ連携窓口担当者： 所長 水嶋 修司

TEL 0773-42-6957
FAX 0773-42-3710

ニチイケアセンター綾部
綾 デイサービス（通所介護）
部 〒 623-0011 綾部市青野町舘ノ後４７
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 小谷 知宏

TEL 0773-40-1405
FAX 0773-40-1406

社協の家 なごみ
綾 デイサービス（通所介護）
部 〒 623-0343 綾部市志賀郷町下町３
リハビリ連携窓口担当者： 居宅支援ｻｰﾋﾞｽ事業部管理者 長岡

TEL 0773-43-2881
FAX 0773-43-2882

あやべ協立診療所
綾 デイサービス（通所介護）
部 〒 623-0066 綾部市駅前通１番地
リハビリ連携窓口担当者： 介護職員 上石 香織

TEL 0773-42-6119
FAX 0773-42-6629

ミストラル介護センター綾部
綾 デイサービス（通所介護）
部 〒 623-0222 綾部市栗町土居ノ内３１
リハビリ連携窓口担当者： 機能訓練指導員 細見 知宏

TEL 0773-47-9100
FAX 0773-47-9101

リリ・ピアサ
綾 デイサービス（通所介護）
部 〒 623-0054 綾部市井倉町東１２番地の１
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 梅垣 嘉代

TEL 0773-43-3339
FAX 0773-42-3966

介護老人福祉施設
特別養護老人ホームいこいの村梅の木寮
綾
TEL 0773-46-0101
部 〒 629-1242 綾部市十倉名畑町久瀬谷２番地
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 阪田 正子
FAX 0773-46-0610
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特別養護老人ホーム第２松寿苑
綾 介護老人福祉施設
TEL 0773-43-1123
部 〒 623-0034 綾部市田野町田野山２番地１６９
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 安方 希望
FAX 0773-42-5236
特別養護老人ホーム松寿苑
綾 介護老人福祉施設
部 〒 623-0034 綾部市田野町田野山２番地１６３
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 山本 博美

TEL 0773-42-0386
FAX 0773-42-1310

特別養護老人ホーム丹の国荘
綾 介護老人福祉施設
部 〒 623-0236 綾部市小畑町埋野６７
リハビリ連携窓口担当者： 事務員 野々垣 雄太

TEL 0773-48-0701
FAX 0773-48-0027

特別養護老人ホーム京都綾部ききょうの郷
綾 介護老人福祉施設
TEL 0773-40-1300
部 〒 623-0045 綾部市高津町遠所1番621
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 渡邊 清華
FAX 0773-40-1310
老人保健施設あやべ
綾 介護老人保健施設
部 〒 623-0236 綾部市小畑町埋野９８の１
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 足立 勇太

TEL 0773-48-0186
FAX 0773-48-0808

介護老人保健施設綾部さくらホーム
綾 介護老人保健施設
TEL 0773-40-1066
部 〒 623-0045 綾部市高津町遠所１－６１１
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 井地 雅彦
FAX 0773-40-1075
複合型サービスきょうりつ
綾 看護小規模多機能型居宅介護
部 〒 623-0066 綾部市駅前通１番地
リハビリ連携窓口担当者： 管理者（所長） 白波瀬 実

TEL 0773-40-5500
FAX 0773-40-5501

山家小規模多機能型居宅介護施設やまぶき
綾 小規模多機能型居宅介護
TEL 0773-45-1234
部 〒 629-1271 綾部市上原町木トラ１番地３
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 尾松 智未
FAX 0773-45-1758
中筋小規模多機能型居宅介護施設 丹都
綾 小規模多機能型居宅介護
TEL 0773-40-5515
部 〒 623-0042 綾部市岡町長田３－１
リハビリ連携窓口担当者： 介護支援専門員 長澤 徹也
FAX 0773-43-0830
小規模多機能 そらいろ
綾 小規模多機能型居宅介護
部 〒 623-0102 綾部市上杉町花の木2番地３
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 四方 裕己

TEL 0773-44-8100
FAX 0773-44-8105

高齢者支援ｾﾝﾀｰ松寿苑小規模特養あたご
綾 地域密着型介護老人福祉施設
TEL 0773-54-0202
部 〒 623-1122 綾部市八津合町寺町1番地１・25番地
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 西村 泰尚
FAX 0773-54-0617
デイサービスプラトーあやべ
綾 地域密着型通所介護
部 〒 623-0045 綾部市高津町１番地の５
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 四方 規子

TEL 0773-45-3297
FAX 0773-45-3298

地域密着型通所介護
活き活きクラブ
綾
部 〒 623-0063 綾部市広小路２丁目１２－１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者（生活相談員） 赤尾 光教

TEL 0773-40-2312
FAX 0773-40-2310
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地域密着型通所介護事業所けんさぽ
綾 地域密着型通所介護
TEL 0773-21-1872
部 〒 623-0026 綾部市神宮寺町西谷22
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 内田 円香
FAX 0773-21-1872
綾 地域密着型特定施設入居者生活介護 特定施設ｹｱﾊｳｽたのやま
部 〒 623-0034 綾部市田野町田野山2番地183
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 佐々木 明彦

TEL 0773-40-1185
FAX 0773-43-3505

養護老人ホーム松寿苑
綾 特定施設入居者生活介護
部 〒 623-0034 綾部市田野町田野山2番地163
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 永田 智之

TEL 0773-42-0386
FAX 0773-42-1310

どんぐりの家 絆
綾 認知症対応型デイ
部 〒 623-0005 綾部市里町向屋敷３３番地
リハビリ連携窓口担当者： 所長 今西 敏正

TEL 0773-42-6957
FAX 0773-42-3710

ミストラル とよさと
綾 認知症対応型デイ
部 〒 623-0222 綾部市栗町土居ノ内３１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 佐藤 重男

TEL 0773-47-5100
FAX 0773-47-5522

グループホームたのやま
綾 認知症対応型デイ
部 〒 623-0034 綾部市田野町田野山2番地157
リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-43-1123
FAX 0773-42-5236

グループホームたのやま
綾 認知症対応型共同生活介護
部 〒 623-0034 綾部市田野町田野山２番地１８３
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 村田真理子

TEL 0773-40-1237
FAX 0773-43-1160

いこいの村 とくらの家
綾 認知症対応型共同生活介護
部 〒 629-1242 綾部市十倉名畑町欠戸２０－１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 谷垣 毅

TEL 0773-46-0771
FAX 0773-46-0771

ミストラル とよさと
綾 認知症対応型共同生活介護
部 〒 623-0222 綾部市栗町土居ノ内３１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 芦田 加奈子

TEL 0773-47-5511
FAX 0773-47-5522

ニチイケアセンター ゆらの里
綾 認知症対応型共同生活介護
部 〒 623-0223 綾部市豊里町福垣243番地
リハビリ連携窓口担当者： 介護スタッフ 森谷 彩奈

TEL 0773-47-5002
FAX 0773-47-5003

グループホーム京都綾部こすもすの郷2号館
綾 認知症対応型共同生活介護
TEL 0773-40-1230
部 〒 623-0045 綾部市高津町遠所１の６２１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 大林 康浩
FAX 0773-40-1310
グループホーム京都綾部こすもすの郷1号館
綾 認知症対応型共同生活介護
TEL 0773-40-1230
部 〒 623-0045 綾部市高津町遠所１の６２１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 藤山 幸博
FAX 0773-40-1310
福祉用具貸与
イン・ザ・ルーム綾部店
綾
部 〒 623-0015 綾部市若松町１4（市役所前）
リハビリ連携窓口担当者： 営業 村田 工
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TEL 0773-42-1052
FAX 0773-42-9352

スマイル・サポート
綾 福祉用具貸与
部 〒 623-0054 綾部市井倉町東１２番地の１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 植和田 雅樹

TEL 0773-45-3587
FAX 0773-45-8357

小谷整形外科医院通所リハビリテーション
舞 デイケア（通所リハビリ）
TEL 0773-78-2286
鶴 〒 624-0816 舞鶴市字伊佐津５１の３
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 木村 亮
FAX 0773-78-2275
荒木クリニック通所リハビリセンター
舞 デイケア（通所リハビリ）
TEL 0773-77-1700
鶴 〒 624-0823 舞鶴市字京田小字大角１８番地の１
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 市瀬 真
FAX 0773-77-1999
介護老人保健施設すこやかの森
舞 デイケア（通所リハビリ）
TEL 0773-78-3001
鶴 〒 624-0841 舞鶴市字引土６３０番地
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 加藤 直子
FAX 0773-78-3005
さくらプラザ通所リハビリテーション
舞 デイケア（通所リハビリ）
TEL 0773-64-2566
鶴 〒 625-0036 舞鶴市字浜７８２番地
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 碓井 達朗
FAX 0773-64-3838
アザレア舞鶴
舞 デイケア（通所リハビリ）
鶴 〒 625-0085 舞鶴市大字和田小字中田１０５５－１
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 田邉 麻美

TEL 0773-66-6680
FAX 0773-66-6686

岸本病院
舞 デイケア（通所リハビリ）
鶴 〒 625-0036 舞鶴市字浜１１３１番地
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 伊藤 清弘

TEL 0773-63-3993
FAX 0773-62-1137

介護老人保健施設エスペラル東舞鶴
舞 デイケア（通所リハビリ）
TEL 0773-66-6700
鶴 〒 625-0007 舞鶴市字大波下小字前田７６５番地１６
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 北川 勇希
FAX 0773-66-6703
舞鶴赤十字病院
舞 デイケア（通所リハビリ）
鶴 〒 624-0906 舞鶴市字倉谷４２７
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 久保 綾子

TEL 0773-75-4175
FAX 0773-76-3724

舞鶴市南デイサービスセンター
舞 デイサービス（通所介護）
TEL 0773-63-0951
鶴 〒 625-0052 舞鶴市大字行永小字青山１０９０－３０番地
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 森本 理
FAX 0773-63-0960
デイサービスセンター安寿
舞 デイサービス（通所介護）
鶴 〒 624-0912 舞鶴市字上安小字吉口４８１番地
リハビリ連携窓口担当者： 看護職 戸塚 弥生

TEL 0773-75-8982
FAX 0773-78-2270

舞鶴市中デイサービスセンター
舞 デイサービス（通所介護）
TEL 0773-65-0075
鶴 〒 625-0087 舞鶴市字余部下１１６７番地
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 嶋田 優子
FAX 0773-65-0080
デイサービス（通所介護）
デイサービスセンター真愛の家
舞
TEL 0773-78-2773
鶴 〒 624-0912 舞鶴市字上安小字中ノ脇１６９７番３６
リハビリ連携窓口担当者： 管理者生活相談員 坪倉 貴之
FAX 0773-75-1755
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岸本病院デイサービスセンターハーティー
舞 デイサービス（通所介護）
TEL 0773-65-2103
鶴 〒 625-0057 舞鶴市南浜町１－３
リハビリ連携窓口担当者： 管理者生活相談員 水上 光子
FAX 0773-66-3202
デイサービスあっぷる
舞 デイサービス（通所介護）
鶴 〒 625-0024 舞鶴市字田中町１５－１１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 南 利彦

TEL 0773-62-5868
FAX 0773-62-2278

デイサービスセンターグリーンプラザ博愛
舞 デイサービス（通所介護）
TEL 0773-65-3706
鶴 〒 625-0025 舞鶴市字市場３９０番地
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 林 利明
FAX 0773-63-1250
デイサービスセンターやすらぎ
舞 デイサービス（通所介護）
鶴 〒 625-0021 舞鶴市字安岡小字中山１０７６番地
リハビリ連携窓口担当者： 柔道整復師 山端 翔哉

TEL 0773-64-6222
FAX 0773-64-2608

舞鶴市加佐ディサービスセンター
舞 デイサービス（通所介護）
TEL 0773-82-1921
鶴 〒 624-0954 舞鶴市字八田９６２番地
リハビリ連携窓口担当者： 管理者生活相談員 岡地 敏則
FAX 0773-60-9024
デイサービスセンターグレイスヴィルまいづる
舞 デイサービス（通所介護）
TEL 0773-75-7150
鶴 〒 624-0806 舞鶴市布敷中島５２－１
リハビリ連携窓口担当者： メディカルチーム看護師 仲井 なるみ
FAX 0773-78-3322
ニチイケアセンター舞鶴
舞 デイサービス（通所介護）
鶴 〒 624-0945 舞鶴市字喜多１１０５番地１舞鶴21ビル１F・３F
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 生活相談員 甲盛 直美

TEL 0773-78-9206
FAX 0773-78-9208

リハプライド 東舞鶴
舞 デイサービス（通所介護）
鶴 〒 625-0062 舞鶴市字森２１７－３
リハビリ連携窓口担当者： 相談員 本間 幸子

TEL 0773-77-5999
FAX 0773-77-5998

デイサービス粋生倶楽部 東舞鶴
舞 デイサービス（通所介護）
TEL 0773-77-8888
鶴 〒 625-0067 舞鶴市字森本町２４番地１
リハビリ連携窓口担当者： 機能訓練士 鈴木 和行
FAX 0773-77-8881
デイサービスセンターせいほう
舞 デイサービス（通所介護）
鶴 〒 624-0841 舞鶴市字引土19-5
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 乾 慶次郎

TEL 0773-78-3255
FAX 0773-78-3258

デイサービスセンターこころ
舞 デイサービス（通所介護）
鶴 〒 624-0822 舞鶴市字七日市小字北安349-1
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 野々下 イツミ

TEL 0773-77-8050
FAX 0773-77-8051

岸本病院
舞 介護療養型医療施設
鶴 〒 625-0036 舞鶴市字浜１１３１
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 伊藤 清弘

TEL 0773-63-3993
FAX 0773-62-1137

介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム真愛の家寿荘
舞
TEL 0773-75-1333
鶴 〒 624-0912 舞鶴市字上安１６９７-３６
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 上野 直哉
FAX 0773-76-7004
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特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑
舞 介護老人福祉施設
TEL 0773-65-3700
鶴 〒 625-0025 舞鶴市字市場３９０番地
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 久保 寛明
FAX 0773-63-1250
特別養護老人ホーム安寿苑
舞 介護老人福祉施設
鶴 〒 624-0912 舞鶴市字上安小字吉口４８１番地
リハビリ連携窓口担当者： 施設福祉課長 山根 比佐子

TEL 0773-75-8981
FAX 0773-75-9006

特別養護老人ホームやすらぎ苑
舞 介護老人福祉施設
TEL 0773-64-6060
鶴 〒 625-0050 舞鶴市北浜町3-10
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 小林 博
FAX 0773-64-2603
グレイスヴィルまいづる
舞 介護老人福祉施設
鶴 〒 624-0806 舞鶴市布敷中島５２－１
リハビリ連携窓口担当者： メディカルチーム看護師 仲井 なるみ

TEL 0773-75-7121
FAX 0773-78-3322

介護老人保健施設すこやかの森
舞 介護老人保健施設
TEL 0773-78-3001
鶴 〒 624-0841 舞鶴市字引土６３０番地
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 加藤 直子
FAX 0773-78-3005
アザレア舞鶴
舞 介護老人保健施設
鶴 〒 625-0085 舞鶴市大字和田小字中田１０５５－１
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 田邉 麻美

TEL 0773-66-6680
FAX 0773-66-6686

介護老人保健施設エスペラル東舞鶴
舞 介護老人保健施設
TEL 0773-66-6700
鶴 〒 625-0007 舞鶴市字大波下小字前田７６５番地１６
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 北川 勇希
FAX 0773-66-6703
ふれあいホーム真愛
舞 小規模多機能型居宅介護
鶴 〒 624-0855 舞鶴市北田辺４１番地－１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 中島 正行

TEL 0773-75-0115
FAX 0773-75-0115

やすらぎ苑 丸山の家
舞 小規模多機能型居宅介護
鶴 〒 625-0066 舞鶴市丸山口町２３－１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 藤田 佐織

TEL 0773-77-5890
FAX 0773-77-5891

やすらぎ苑 余部の家
舞 小規模多機能型居宅介護
鶴 〒 625-0087 舞鶴市字余部下９２１番２
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 上野 博美

TEL 0773-77-5371
FAX 0773-77-5372

オンブラージュ矢之助
舞 小規模多機能型居宅介護
鶴 〒 625-0040 舞鶴市矢之助町28-7
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 渡邊 拓馬

TEL 0773-77-8077
FAX 0773-77-8078

やすらぎ苑 引土の家
舞 小規模多機能型居宅介護
鶴 〒 625-0087 舞鶴市字引土１８２－１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 臼井 行雄

TEL 0773-77-5963
FAX 0773-77-5964

地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ舞夢
舞
TEL 0773-83-0221
鶴 〒 624-0125 舞鶴市字桑飼上小字深田１０８８番地１
リハビリ連携窓口担当者： 事業課長 大垣 智義
FAX 0773-83-0155
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特別養護老人ホーム グリーンパーク愛宕
舞 地域密着型介護老人福祉施設
TEL 0773-65-2350
鶴 〒 625-0033 舞鶴市愛宕浜町３－５
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 廣田 美矢子
FAX 0773-65-2352
地域密着型特別養護老人ホーム やすらぎの郷
舞 地域密着型介護老人福祉施設
TEL 0773-64-6235
鶴 〒 625-0021 舞鶴市字安岡小字中山１０７６番地
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 末村亜紗美
FAX 0773-64-6236
地域共生型総合福祉施設 ライフステージ夢咲
舞 地域密着型介護老人福祉施設
TEL 0773-78-3131
鶴 〒 624-0841 舞鶴市字引土小字河原田４７０番地
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 野村 和真
FAX 0773-78-2233
ハーモニーデイサービスセンター
舞 地域密着型通所介護
TEL 0773-78-3719
鶴 〒 624-0928 舞鶴市竹屋竹屋町９８－１
リハビリ連携窓口担当者： 看護職 足立 絵理
FAX 0773-78-3744
デイサービスセンターふれあい
舞 地域密着型通所介護
鶴 〒 625-0133 舞鶴市大字平小字堂ケ角１５８８－１
リハビリ連携窓口担当者： 施設長 丸山 睦美

TEL 0773-68-1170
FAX 0773-68-1177

西村内科デイサービスさくらプラザ
舞 地域密着型通所介護
TEL 0773-65-2111
鶴 〒 625-0055 舞鶴市倉梯中町３番地の２
リハビリ連携窓口担当者： 機能訓練指導員 山下 奈美子
FAX 0773-65-2050
荒木クリニックデイサービスセンターなごみ
舞 地域密着型通所介護
TEL 0773-77-1700
鶴 〒 624-0823 舞鶴市字京田小字大角１８番地の１
リハビリ連携窓口担当者： 看護職 織田 里香
FAX 0773-77-1999
みぢかなデイサービス田園
舞 地域密着型通所介護
鶴 〒 624-0102 舞鶴市字志高５５３番地の５
リハビリ連携窓口担当者： 看護職員 佐藤 明美

TEL 0773-60-1020
FAX 0773-60-4298

リハプライド 西舞鶴
舞 地域密着型通所介護
鶴 〒 624-0823 舞鶴市京田６３番地
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 瀬戸 真菜美

TEL 0773-76-6900
FAX 0773-76-6901

デイサービス粋生倶楽部 舞鶴
舞 地域密着型通所介護
TEL 0773-60-1067
鶴 〒 624-0929 舞鶴市寺内８８
リハビリ連携窓口担当者： 機能訓練指導員 鈴木 和行
FAX 0773-60-1071
デイサービス・コクア
舞 地域密着型通所介護
鶴 〒 625-0025 舞鶴市市場６０
リハビリ連携窓口担当者： 管理者・生活相談員 原田 寛

TEL 0773-60-2874
FAX 0773-62-1222

ケアハウスグリーンプラザ博愛
舞 特定施設入居者生活介護
鶴 〒 625-0025 舞鶴市字市場３９０番地
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 板橋 淑子

TEL 0773-65-3702
FAX 0773-63-1250

特定施設入居者生活介護
グランマーレせいほう
舞
鶴 〒 624-0841 舞鶴市字引土19-5
リハビリ連携窓口担当者： 介護支援専門員 田上 純子

TEL 0773-78-3253
FAX 0773-78-3258
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舞 特定施設入居者生活介護
鶴 〒 625-0024 舞鶴市田中町３－３
リハビリ連携窓口担当者：

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅 ココ・ガーデン
TEL 0770-72-3373
FAX 0770-72-3393

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅 あっぷるハウス
舞 特定施設入居者生活介護
TEL 0773-62-2455
鶴 〒 625-0024 舞鶴市田中町15-11
リハビリ連携窓口担当者： 看護職 山田 綾子
FAX 0773-64-1800
デイ・ホーム和夢
舞 認知症対応型デイ
鶴 〒 624-0946 舞鶴市下福井小字大野辺９２８番3
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 長尾 英道

TEL 0773-78-1311
FAX 0773-78-1312

グループデイ いろり
舞 認知症対応型デイ
鶴 〒 625-0052 舞鶴市字行永1792番地
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 阿波 裕史

TEL 0773-64-4562
FAX 0773-77-8870

モンファミーユ舞鶴デイサービスセンター
舞 認知症対応型デイサービス
TEL 0773-66-6723
鶴 〒 625-0085 舞鶴市大字和田小字中田１０６５
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 吉住 翼
FAX 0773-63-2615
モンファミーユ舞鶴
舞 認知症対応型共同生活介護
鶴 〒 625-0085 舞鶴市大字和田小字中田１０６５
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 吉住 翼

TEL 0773-66-6723
FAX 0773-63-2615

西村内科グループホームさくらプラザ
舞 認知症対応型共同生活介護
TEL 0773-64-2267
鶴 〒 625-0050 舞鶴市北浜町７番地の２
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 森川 靖彦
FAX 0773-64-2267
真愛の家 恵の里
舞 認知症対応型共同生活介護
鶴 〒 624-0912 舞鶴市字上安１６９７番３６
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 上野 直哉

TEL 0773-78-1221
FAX 0773-78-1222

西村内科グループホームさくらプラザ倉梯
舞 認知症対応型共同生活介護
TEL 0773-65-2130
鶴 〒 625-0055 舞鶴市倉梯中町３番地の２
リハビリ連携窓口担当者： 西村 亜希子
FAX 0773-65-2050
やすらぎ苑しょうちゃんの家
舞 認知症対応型共同生活介護
鶴 〒 625-0021 舞鶴市岡安小字中山１０７６番地
リハビリ連携窓口担当者： 山添 信明

TEL 0773-77-7877
FAX 0773-77-7188

グループホーム舞夢
舞 認知症対応型共同生活介護
鶴 〒 624-0125 舞鶴市字桑飼上小字深田１０８８番地１
リハビリ連携窓口担当者： 事業課長 大垣 智義

TEL 0773-83-0221
FAX 0773-83-0155

オリエンタル株式会社
舞 福祉用具貸与
鶴 〒 625-0052 舞鶴市字行永２０３６番地２
リハビリ連携窓口担当者： 藤本 光廣

TEL 0773-65-1165
FAX 0773-65-1123

福祉用具貸与
舞
鶴 〒 625-0035 舞鶴市字溝尻１１２１－１
リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-65-2600
FAX 0773-65-3344

株式会社三笑堂舞鶴支店
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イン・ザ・ルーム舞鶴店
舞 福祉用具貸与
鶴 〒 6250050 舞鶴市北浜町６－３
リハビリ連携窓口担当者： 福祉用具専門相談員 中江 悠

TEL 0773-66-7055
FAX 0773-66-7066

福 デイケア（通所リハビリ）
老人保健施設第一緑風苑
知 〒 620-0856 福知山市土師宮町２丁目１７３番地
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 濵田 彩乃
山

TEL 0773-27-6100
FAX 0773-27-2783

福 デイケア（通所リハビリ）
老人保健施設さくら苑
知 〒 620-0879 福知山市字堀小字大岩谷３３７４番地
山
リハビリ連携窓口担当者： 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ長 今田 宗良

TEL 0773-22-2120
FAX 0773-22-2353

福 デイケア（通所リハビリ）
通所リハビリテーションあすろ
知 〒 620-0879 福知山市字堀小字大岩谷３３７４番地
山
リハビリ連携窓口担当者： 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ長 今田 宗良

TEL 0773-23-7177
FAX 0773-23-7187

福 デイケア（通所リハビリ）
ふくちやま協立診療所通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝきずな
知 〒 620-0807 福知山市字土１番地
TEL 0773-20-2666
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 今井 昌之
山
FAX 0773-20-2667
福 デイサービス（通所介護）
福知山市三和町高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
知 〒 620-1442 福知山市三和町字千束３７５番地
TEL 0773-58-3801
山
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 梅原 茂美
FAX 0773-58-3803
福 デイサービス（通所介護）
夜久野デイサービスセンター
知 〒 629-1322 福知山市夜久野町平野１０３０番地
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 竹下 浩司

TEL 0773-38-1031
FAX 0773-38-1037

福 デイサービス（通所介護）
大江デイサービスセンター
知 〒 620-0324 福知山市大江町二俣１６０７
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 織田 貴之
山

TEL 0773-56-1981
FAX 0773-56-1983

福 デイサービス（通所介護）
岩戸ホーム
知 〒 620-0984 福知山市字猪野々３１番地の１
山
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 照岡 真

TEL 0773-33-3155
FAX 0773-33-3724

福 デイサービス（通所介護）
サンヒルズ紫豊館
知 〒 620-0962 福知山市字榎原小字平１８０番地の２
山
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 荒賀 鉄也

TEL 0773-34-0557
FAX 0773-34-0404

福 デイサービス（通所介護）
福知山ｼﾙﾊﾞｰﾆｺﾆｺﾊｳｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
知 〒 620-0913 福知山市字牧小字狭間２５０－５
TEL 0773-33-3770
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 井上 大貴
山
FAX 0773-33-2820
福 デイサービス（通所介護）
三愛荘指定通所介護事業所
知 〒 620-0017 福知山市字猪崎２５番地の１
山
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 廣瀬 雅尚

TEL 0773-23-2346
FAX 0773-23-4021

福 デイサービス（通所介護）
駅南ニコニコハウス
知 〒 620-0941 福知山市駅南町２丁目２７０
山
リハビリ連携窓口担当者： 看護職 横川 久美子

TEL 0773-23-2166
FAX 0773-23-2245
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福 デイサービス（通所介護）
清水の園デイサービスセンター
知 〒 620-0933 福知山市東羽合１２７－２
TEL 0773-25-4460
山
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 衣川 英和
FAX 0773-25-4460
福 デイサービス（通所介護）
福知山市デイサービスセンターほほえみの里
知 〒 620-0845 福知山市字長田２３８－４
TEL 0773-27-0800
リハビリ連携窓口担当者： 課長 森田 直孝
山
FAX 0773-27-4100
福 デイサービス（通所介護）
デイサービスセンターかなや三丁目
知 〒 620-0303 福知山市大江町金屋７２４
TEL 0773-56-5000
山
リハビリ連携窓口担当者： センター長 大月 英幸
FAX 0773-56-2003
福 デイサービス（通所介護）
厚デイサービスセンター
知 〒 620-0059 福知山市厚東町７４－１
山
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 桐村 修二

TEL 0773-22-5000
FAX 0773-22-3000

福 デイサービス（通所介護）
土ニコニコハウスデイサービスセンター
知 〒 620-0808 福知山市字土小字山ノ下６０
TEL 0773-20-2515
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 大用 由美
山
FAX 0773-27-5501
福 デイサービス（通所介護）
ミストラルもえぎの里
知 〒 620-0801 福知山市字戸田７４３－４
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 村上 恵子

TEL 0773-27-4844
FAX 0773-27-4866

福 デイサービス（通所介護）
デイサービスセンターみわの里
知 〒 620-1424 福知山市三和町字友渕小字大原野７９番地１３２
TEL 0773-59-2525
山
リハビリ連携窓口担当者： 機能訓練指導員 稗田 彩乃
FAX 0773-59-2526
福 デイサービス（通所介護）
デイサービス豊の郷
知 〒 620-0952 福知山市字大門９００番地
リハビリ連携窓口担当者： 看護職員 吉田 良子
山

TEL 0773-23-4082
FAX 0773-23-4073

福 デイサービス（通所介護）
リハプライド福知山
知 〒 620-0000 福知山市字堀小字草木２３１１番地の４
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 阿部 智

TEL 0773-45-8915
FAX 0773-45-8916

福 介護療養型医療施設
翠生会松本病院
知 〒 620-0856 福知山市土師宮町２丁目１７３番地
山
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 大下 祥章

TEL 0773-27-1588
FAX 0773-27-2783

福 介護老人福祉施設
特別養護老人ホームグリーンビラ夜久野
知 〒 629-1322 福知山市夜久野町平野１０３０番地
TEL 0773-38-1031
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 足立 智保子
山
FAX 0773-38-1037
福 介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム五十鈴荘
知 〒 620-0324 福知山市大江町二俣１６０７
山
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 岡本 三千代

TEL 0773-56-1981
FAX 0773-56-1983

福 介護老人福祉施設
岩戸ホーム
知 〒 620-0984 福知山市字猪野々３１番地の１
山
リハビリ連携窓口担当者： 理学療法士 徳留 弥

TEL 0773-33-3155
FAX 0773-33-3724
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福 介護老人福祉施設
サンヒルズ紫豊館
知 〒 620-0962 福知山市字榎原小字平１８０番地の２
山
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 片岡 知弘

TEL 0773-34-0557
FAX 0773-34-0404

福 介護老人福祉施設
特別養護老人ホームにれの木園
知 〒 620-0000 福知山市字天田小字大塚１４－２
TEL 0773-24-1015
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 虎谷 マツヨ
山
FAX 0773-24-1016
福 介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム三愛荘
知 〒 620-0017 福知山市猪崎２５－１
山
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 西山 晃子

TEL 0773-23-1436
FAX 0773-23-2857

福 介護老人福祉施設
特別養護老人ホームみわの里
知 〒 620-1424 福知山市三和町字友渕小字大原野７９番地１３２
山
リハビリ連携窓口担当者： 機能訓練指導員 浦井 明美

TEL 0773-59-2525
FAX 0773-59-2526

福 介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム 六人部晴風
知 〒 620-0836 福知山市字大内3173-1
TEL 0773-20-2750
リハビリ連携窓口担当者： 特養部長 井上 伸也
山
FAX 0773-20-2780
福 介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム豊の郷
知 〒 620-0952 福知山市字大門９００番地
山
リハビリ連携窓口担当者： 看護職員 姫野 絵梨

TEL 0773-23-4072
FAX 0773-23-4073

福 介護老人保健施設
介護老人保健施設さくら苑
知 〒 620-0879 福知山市字堀小字大岩谷３３７４番地
山
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 猪野 由美

TEL 0773-22-2120
FAX 0773-22-2353

福 介護老人保健施設
老人保健施設第一緑風苑
知 〒 620-0856 福知山市土師宮町２丁目１７３番地
リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 濵田 彩乃
山

TEL 0773-27-6100
FAX 0773-27-2783

福 看護小規模多機能型居宅介護
こもれび
知 〒 620-0846 福知山市字長田７８５
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 大槻 知美

TEL 0773-27-6508
FAX 0773-45-3399

福 小規模多機能型居宅介護
あっとホーム らく楽
知 〒 620-0987 福知山市字鴨野町５７
山
リハビリ連携窓口担当者： 介護支援専門員 日和 美智代

TEL 0773-33-0250
FAX 0773-33-3724

福 小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護事業 おとなせ
知 〒 620-0017 福知山市字猪崎７５４番地の５３
TEL 0773-23-8222
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 松井 悠介
山
FAX 0773-23-8233
福 小規模多機能型居宅介護
土ニコニコハウスにっこり村
知 〒 620-0808 福知山市字土小字山ノ下６０
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 芦田 翔

TEL 0773-20-2520
FAX 0773-27-5501

福 小規模多機能型居宅介護
今安ニコニコハウスにっこり村
知 〒 620-0953 福知山市字今安小字前田1004番地の１
山
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 霜澤 光子

TEL 0773-25-2520
FAX 0773-25-2530
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福 地域密着型介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム えるむ
知 〒 620-0947 福知山市旭が丘９２－２
山
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 松野 秀隆

TEL 0773-45-3651
FAX 0773-25-5300

福 地域密着型介護老人福祉施設
介護老人福祉施設きらら
知 〒 620-0212 福知山市字行積１４１番地
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 田中 啓子
山

TEL 0773-36-0255
FAX 0773-36-0257

福 地域密着型介護老人福祉施設
橘
知 〒 620-1442 福知山市三和町千束８２４
山
リハビリ連携窓口担当者： 副施設長 小中 秀樹

TEL 0773-58-3339
FAX 0773-58-3360

福 地域密着型通所介護
にれの木園デイサービスセンター
知 〒 620-0000 福知山市字天田小字大塚１４－２
TEL 0773-24-0189
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 荻野 直也
FAX 0773-24-1016
福 地域密着型通所介護
デイサービス プラトー
知 〒 620-0855 福知山市土師新町二丁目８６番地の２
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 安田 尚子
山

TEL 0773-20-1077
FAX 0773-20-1078

福 地域密着型通所介護
南風デイサービスセンター
知 〒 620-0940 福知山市駅南町２丁目２６５番地
山
リハビリ連携窓口担当者： 准看護師 和田 朝子

TEL 0773-22-3306
FAX 0773-23-8639

福 地域密着型通所介護
リハビリデイサービスたけのこ福知山店
知 〒 620-0055 福知山市篠尾新町２丁目８５番地
TEL 0773-22-8900
山
リハビリ連携窓口担当者： 施設長（管理者） 小林 弘明
FAX 0773-22-8008
福 地域密着型通所介護
茶話本舗デイサービス花信風おさだ
知 〒 620-0843 福知山市字長田小字島ヶ下１９００番地の６
TEL 0773-45-8311
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 迫沼 亜矢
山
FAX 0773-45-8312
福 地域密着型通所介護
フィットネス型デイサービス えむずケア
知 〒 620-0055 福知山市篠尾新町1-75 ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ篠尾新町1F
TEL 0773-24-3939
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 達川 実佐江
FAX 0773-24-3940
福 地域密着型特定施設入居者生活介護 社会福祉法人みつみ福祉会ケアハウスとだ
知 〒 620-0801 福知山市字戸田小字宮ノ段１１５６番地
TEL 0773-20-2111
山
リハビリ連携窓口担当者： 看護師・機能訓練指導員 冨重 佐代子
FAX 0773-20-2110
福 特定施設入居者生活介護
メゾンパルテール福知山
知 〒 620-0041 福知山市字天田１０７－１（北本町１区）
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 森本 敬子
山

TEL 0773-22-3677
FAX 0773-22-1677

福 特定施設入所者生活（外部ｻｰﾋﾞｽ利用） 三愛荘（養護老人ホーム）
知 〒 620-0017 福知山市字猪崎２５番地の１
山
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 川口 順子

TEL 0773-23-1436
FAX 0773-23-2857

福 認知症対応型デイ
福知山市社会福祉協議会三和支所ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｲﾎｰﾑ
知 〒 620-1442 福知山市三和町千束６６の６
TEL 0773-59-2025
山
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 阪本 和代
FAX 0773-59-2026
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福 認知症対応型デイ
土ニコニコハウスりんご村
知 〒 620-0808 福知山市字土小字山ノ下６０
山
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 赤穂 亜矢子

TEL 0773-20-2411
FAX 0773-27-5501

福 認知症対応型デイ
えるむデイサービス
知 〒 620-0947 福知山市旭が丘92-2
リハビリ連携窓口担当者： ケアマネジャー 細川 和導
山

TEL 0773-45-3652
FAX 0773-25-5300

福 認知症対応型デイ
でいけあほーむかなや三丁目
知 〒 620-0303 福知山市大江町金屋７２４番地
山
リハビリ連携窓口担当者： センター長 大月 英幸

TEL 0773-56-5000
FAX 0773-56-2003

福 認知症対応型デイ
厚ニコニコハウスりんご村
知 〒 620-0056 福知山市厚中町２００番地
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 塩見 浩子

TEL 0773-23-2515
FAX 0773-22-7333

福 認知症対応型デイ
駅南ニコニコハウスりんご村
知 〒 620-0941 福知山市駅南町２丁目２７０番地
リハビリ連携窓口担当者： 生活相談員 西村 安代
山

TEL 0773-23-2166
FAX 0773-23-2245

福 認知症対応型デイ
ひだまりデイサービスセンター
知 〒 629-1322 福知山市夜久野町平野８３４番地
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 森下 勇一

TEL 0773-38-1125
FAX 0773-38-1126

福 認知症対応型デイ
ニコニコハウス りんご村
知 〒 620-0913 福知山市字牧小字狭間２５０－５
山
リハビリ連携窓口担当者： 機能訓練指導員 笹田 文子

TEL 0773-33-3770
FAX 0773-33-2820

福 認知症対応型デイ
ハートケアデイサービスセンター
知 〒 629-1304 福知山市夜久野町額田１３９４－１
TEL 0773-37-0063
リハビリ連携窓口担当者： 看護師・機能訓練指導員 衣川 清美
山
FAX 0773-37-0092
福 認知症対応型デイ
デイサービスセンター庵
知 〒 620-0017 福知山市字猪崎２５番地の１
山
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 吉良 和子

TEL 0773-25-5577
FAX 0773-25-5578

福 認知症対応型共同生活介護
グループホームえるむ
知 〒 620-0947 福知山市旭が丘92-2
山
リハビリ連携窓口担当者： ケアマネジャー 細川 和導

TEL 0773-45-3652
FAX 0773-25-5300

福 認知症対応型共同生活介護
グループホームすこやかの家
知 〒 620-1424 福知山市三和町字友渕小字大原野７９番地１３２
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 垣谷 真由美
山

TEL 0773-59-2525
FAX 0773-59-2526

福 認知症対応型共同生活介護
認知症高齢者グループホームとだ
知 〒 620-0801 福知山市字戸田小字宮ノ段８２
TEL 0773-20-1788
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 山本 実
FAX 0773-20-1789
福 認知症対応型共同生活介護
グループホーム風花
知 〒 620-0212 福知山市字行積１４１番地
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 荒木 早苗

- 37 -

TEL 0773-36-0255
FAX 0773-36-0257

福 認知症対応型共同生活介護
ぐるーぷほーむ 森の家
知 〒 629-1321 福知山市夜久野町直見4-7
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 衣川 小百合

TEL 0773-38-2525
FAX 0773-38-2526

福 福祉用具貸与
（株）石坪
知 〒 620-0055 福知山市篠尾新町２丁目８８番地
リハビリ連携窓口担当者： 営業職 余田 大輝
山

TEL 0773-22-4181
FAX 0773-22-4440

福 福祉用具貸与
コスモライフ北京都
知 〒 620-0933 福知山市東羽合町１７３番地
山
リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-25-1877
FAX 0773-25-2626

福 福祉用具貸与
株式会社三笑堂福知山営業所
知 〒 620-0867 福知山市字前田小字池部４３番１４
TEL 0773-20-3410
山
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 渡邉 剛
FAX 0773-20-1223
福 福祉用具貸与
ダスキンヘルスレント福知山ステーション
知 〒 620-0062 福知山市和久市町１９５
TEL 0773-45-3735
リハビリ連携窓口担当者： 店長 辰巳 誠幸
山
FAX 0773-45-3734
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＜障害児･者の地域生活支援を担当するセンター＞
【相談系サービス】

より

事業所の名称
住所・電話・FAX
中丹広域障害者総合相談支援センター 620-0035 福知山市内記100番地（ハピネス福知山２Ｆ）
「青空」
TEL：0773-24-4439 FAX：0773-45-8585
社会福祉法人みつみ福祉会
620-0017 福知山市字堀345
福 生活サポートセンターとも
TEL：0773-23-1245 FAX：0773-22-9150
地域生活支援センターふきのとう
620-0928 福知山市中ノ100番地の12
知
TEL：0773-24-1417 FAX：0773-24-6233
福知山市児童発達支援センター
620-0845 福知山市長田上松２７０７－１
山 すきっぷ
TEL：0773-27-6768 FAX：0773-27-8388
福知山市聴覚言語障害センター
620-0035 福知山市内記１０－１８福知山市総合福祉会館
市
TEL：0773-24-4439 FAX：0773-24-4459
ぱんさぽ
620-0940 福知山市駅南町1丁目１３６番地
TEL：0773-24-0075 FAX：
福知山市子ども発達支援相談
620-0051 福知山市昭和新町１６８番地
ステーションくりのみ園
TEL：0773-23-1933 FAX：0773-23-1933
生活支援センター
623-0011 綾部市青野町西青野１８番地
綾 「えがお」
TEL：0773-43-3553 FAX:0773-43-3556
綾部市聴覚言語障害者支援センター
623-0011 綾部市青野町西青野１８番地
部
TEL：0773-40-1260 FAX:0773-40-1261
就労生活支援センター いかるが
623-0031 綾部市味方町アミダジ１２－１
市
TEL：0773-40-5388 FAX:0773-40-5390
あやべ生活サポートセンター
623-0012 綾部市川糸町南古屋敷５－１
TEL：0773-43-2881 FAX:0773-43-2882
舞鶴市障害者生活支援センター
625-0087 舞鶴市余部下1183-9身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ内
TEL：0773-63-3008・65-4100 FAX:0773-62-9546
こひつじの苑舞鶴相談支援事業所
625-0021 舞鶴市字安岡１０７６－２
TEL：0773-62-6005 FAX:0773-62-5978
地域生活支援センターみずなぎ
625-0014 舞鶴市鹿原７７２－１
舞
TEL：0773-64-3766 FAX:0773-64-3658
障害者地域生活支援センター
625-0007 舞鶴市大字大波下小字滝ヶ浦２０２番地５６
鶴 ほのぼの屋
TEL：0773-66-7707 FAX:0773-64-0002
舞鶴市聴覚言語障害者支援センター
625-0083 舞鶴市余部上2の9 障害者総合支援ｾﾝﾀｰ内
市
TEL：0773-64-3911 FAX:0773-64-3912
京都府立舞鶴こども療育センター
625-0052 舞鶴市字行永２４１０番地の３７
TEL：0773-63-4865 FAX:0773-63-4867
舞鶴市社会福祉協議会さくらんぼ園
625-0083 舞鶴市余部上８２１番地
TEL：0773-64-5798 FAX:0773-62-9171
どんぐりひろば
625-0083 舞鶴市余部上１８６ 大橋医院２階
TEL：0773-77-5631 FAX:0773-77-5641
相談支援事業所 あいあい
624-0946 舞鶴市下福井２－１０
TEL：0773-75-9155 FAX:0773-75-9157
みらいコンパスまいづる
624-0841 舞鶴市引土１９－５
TEL：0773-78-3256 FAX:0773-78-3258
相談支援事業所 もくもくハウス
624-0814 舞鶴市万願寺９７ コーポ藤Ⅰ-101・102
もくもくケア
TEL：080-2412-5547 FAX:0773-60-1991
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◎その他の障害者・障害児の相談窓口一覧
「障害者福祉のてびき」より
●市福祉事務所（各種手帳、公費負担、補装具、日常生活用具、ヘルパー派遣等の相談）
福知山市福祉事務所
TEL 0773-24-7017
FAX 0773-22-9073
綾部市福祉事務所
TEL 0773-42-4254
FAX 0773-42-8953
舞鶴市障害福祉・国民年金課 TEL 0773-66-1033
FAX 0773-62-7957
（西支所）
TEL 0773-77-2253
FAX 0773-77-1800
●保健所（広域振興局保健福祉部）
京都府中丹西保健所福祉課
TEL 0773-22-5744
京都府中丹東保健所福祉課
TEL 0773-75-0805

FAX 0773-22-0429
FAX 0773-76-7746

●児童相談所（障害児の福祉、各種指導、施設入所などの相談）
京都府北部家庭支援センター（福知山児童相談所） TEL 0773-22-3623
●公共職業安定所（ハローワーク）
福知山公共職業安定所
TEL 0773-23-8609
（綾部出張所）
TEL 0773-42-8609
舞鶴公共職業安定所
TEL 0773-75-8609
●障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターわかば

FAX 0773-22-3746

FAX 0773-22-4527
FAX 0773-42-2049
FAX 0773-76-5150

TEL 0773-63-2130

FAX 0773-63-2140

●府立特別支援学校・地域支援センター（発達障害を含む教育相談及び就学等についての相談）
中丹支援学校 中丹教育支援センター
TEL 0773-32-0011 FAX 0773-32-0012
舞鶴支援学校 舞鶴支援学校トータルサポートセンター
（TSC）視覚支援部門・運動発達支援部門 TEL 0773-78-3133 FAX 0773-78-3135
※行永分校 （TSC）病弱支援部門 TEL 0773-63-6700 FAX 0773-63-6701
●高次脳機能障害者に関して
中丹高次脳機能障害者と家族の会「さくら」

福知山
TEL 0773-22-7859
綾部
TEL 0773-49-0584
舞鶴
TEL 0773-76-4733
京都府北部リハビリテーション支援センター TEL 0773-75-7557 FAX 0773-75-7558
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【ワムネット】（http://www.wam.go.jp/）の「障害福祉サービス等提供機関情報検索」より、
サービスの種類＝生活介護、自立訓練、施設入所支援、共同生活援助で検索してます
グループホーム「ゆうゆう荘」
綾 共同生活援助
部 〒 623-0362 綾部市物部町岸田7番地
リハビリ連携窓口担当者：
ケアホーム いこいの村・コスモス寮
綾 共同生活援助
部 〒 629-1242 綾部市十倉名畑町折紙田１８－１
リハビリ連携窓口担当者：
にっこりホーム
綾 共同生活援助
部 〒 623-0011 綾部市青野町西青野21番2
リハビリ連携窓口担当者：
陽だまりの里さんさん上石
綾 共同生活援助
部 〒 623-0033 綾部市寺町上石28番地の6
リハビリ連携窓口担当者：
ゆらりんホーム
綾 共同生活援助
部 〒 623-0037 綾部市並松町寺下7-2
リハビリ連携窓口担当者：
障害者支援施設 いこいの村栗の木寮
綾 施設入所支援
部 〒 629-1242 綾部市十倉名畑町久瀬谷２番地
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 吉田 京子
あんじゅとよさと
綾 児童発達支援
部 〒 623-0222 綾部市栗町土居ノ内３１
リハビリ連携窓口担当者：
綾部市療育教室「あいむ」
綾 児童発達支援
部 〒 623-0011 綾部市青野町東馬場下１５－６
リハビリ連携窓口担当者： 総主任 上田 弥生
障害者支援施設 いこいの村栗の木寮
綾 生活介護
部 〒 629-1242 綾部市十倉名畑町久瀬谷２番地
リハビリ連携窓口担当者： 看護師 吉田 京子
あやべ作業所
綾 生活介護
部 〒 623-0362 綾部市物部町博労坂２６番地
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 大槻 昌喜

綾 放課後等デイサービス あんじゅとよさと
部 〒 623-0222 綾部市栗町土居ノ内３１
リハビリ連携窓口担当者：

綾 放課後等デイサービス らいく
部 〒 623-0043 綾部市上延町岩鼻６８

TEL 0773-49-1182
FAX
TEL 0773-46-0751
FAX 0773-46-0175
TEL 0773-21-1423
FAX 0773-21-1423
TEL 0773-21-2634
FAX 0773-21-2634
TEL 0773-21-7001
FAX
TEL 0773-46-0101
FAX 0773-46-0903
TEL 0773-47-5007
FAX 0773-47-5008
TEL 0773-42-0111
FAX 0773-42-5488
TEL 0773-46-0102
FAX 0773-46-0903
TEL 0773-49-0434
FAX 0773-49-0464
TEL 0773-47-5007
FAX 0773-47-5008
TEL 0773-21-7029
FAX

リハビリ連携窓口担当者：
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【ワムネット】（http://www.wam.go.jp/）の「障害福祉サービス等提供機関情報検索」より、
サービスの種類＝生活介護、自立訓練、施設入所支援、共同生活援助で検索してます
グループホームいぶき
舞 共同生活援助
鶴 〒 625-0021 舞鶴市字安岡１番２
リハビリ連携窓口担当者：
グループホームみずなぎ朝来
舞 共同生活援助
鶴 〒 625-0005 舞鶴市朝来中小字滝ヶ鼻815-8
リハビリ連携窓口担当者： サービス管理責任者 森本 香織
ハウオリ
舞 共同生活援助
鶴 〒 624-0946 舞鶴市下福井1-29

TEL 0773-66-2015
FAX 0773-66-2015
TEL 0773-66-7201
FAX 0773-66-7202
TEL 0773-78-9180
FAX 0773-78-9190

リハビリ連携窓口担当者：
地域共生型総合福祉施設ライフステージ夢咲
舞 共同生活援助
鶴 〒 624-0841 舞鶴市字引土小字河原田４７０番地
リハビリ連携窓口担当者：
障害者支援施設こひつじの苑舞鶴
舞 施設入所支援
鶴 〒 625-0021 舞鶴市大字安岡小字中山１０７６番地の２
リハビリ連携窓口担当者： 訓練担当主任 高橋 美春
障害者支援施設みずなぎ学園
舞 施設入所支援
鶴 〒 624-0955 舞鶴市字丸田小字天神３４０番地
リハビリ連携窓口担当者： ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 田向 康二
舞鶴こども発達支援施設さくらんぼ園
舞 児童発達支援
鶴 〒 625-0083 舞鶴市余部上８２１番地
リハビリ連携窓口担当者： 主任 足立 典子
みらいポケットまいづる
舞 児童発達支援
鶴 〒 624-0841 舞鶴市字引土１９－５
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 村上 雅紀
もくもくケア
舞 児童発達支援
鶴 〒 624-0814 舞鶴市万願寺９７－１４コーポ藤Ⅱ１０２号
リハビリ連携窓口担当者： 児発管（看護師） 西 一代
京都府立舞鶴こども療育センター
舞 児童発達支援
鶴 〒 625-0052 舞鶴市字行永２４１０番地３７
リハビリ連携窓口担当者：

舞 自立訓練（機能訓練） 舞鶴市身体障害者福祉センター
鶴 〒 625-0087 舞鶴市余部下１１８３番地の９
リハビリ連携窓口担当者： 保健師 古澤 静枝
障害者支援施設こひつじの苑舞鶴
舞 生活介護
鶴 〒 625-0021 舞鶴市大字安岡小字中山１０７６番地の２
リハビリ連携窓口担当者： 訓練担当主任 高橋 美春
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TEL 0773-78-3131
FAX 0773-78-2233
TEL 0773-62-6005
FAX 0773-62-5978
TEL 0773-82-9510
FAX 0773-82-9511
TEL 0773-64-5798
FAX 0773-62-9171
TEL 0773-78-3256
FAX 0773-78-3258
TEL 080-1442
FAX
TEL 0773-63-4865
FAX 0773-63-4867
TEL 0773-63-3008
FAX 0773-62-9546
TEL 0773-62-6005
FAX 0773-62-5978

【ワムネット】（http://www.wam.go.jp/）の「障害福祉サービス等提供機関情報検索」より、
サービスの種類＝生活介護、自立訓練、施設入所支援、共同生活援助で検索してます
生活介護「ぽーれ ぽーれ」
舞 生活介護
鶴 〒 625-0087 舞鶴市余部下１１８３番地の９
リハビリ連携窓口担当者： 保健師 古澤 静枝
まいづる作業所
舞 生活介護
鶴 〒 625-0133 舞鶴市大字平小字前田４０９番２
リハビリ連携窓口担当者： 生活支援員 奥野 千誉
もくもくｖｉｌｌａｇｅ
舞 生活介護
鶴 〒 624-0951 舞鶴市上福井１８２３
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 長水 智恵
障害者支援施設みずなぎ学園
舞 生活介護
鶴 〒 624-0955 舞鶴市字丸田小字天神３４０番地
リハビリ連携窓口担当者： ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 田向 康二
みずなぎ鹿原学園
舞 生活介護
鶴 〒 625-0014 舞鶴市鹿原２０９番地の３
リハビリ連携窓口担当者： サービス管理責任者 亀井 義之
みずなぎ高野学園
舞 生活介護
鶴 〒 624-0833 舞鶴市野村寺２００の２
リハビリ連携窓口担当者： サービス管理責任者 藤本 博文
みずなぎ丸田学園
舞 生活介護
鶴 〒 624-0955 舞鶴市丸田小字天神３７５－１
リハビリ連携窓口担当者： 主任･ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 北村 由美
ほっこりステーション
舞 生活介護
鶴 〒 625-0020 舞鶴市小倉３００－７１
リハビリ連携窓口担当者： 施設長 橋本 伸子
まぐらゆるり
舞 生活介護
鶴 〒 62４-0824 舞鶴市字真倉小字四十田３１９－１２
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 北村 有史
地域共生型総合福祉施設ライフステージ夢咲
舞 生活介護
鶴 〒 624-0841 舞鶴市字引土小字河原田４７０番地
リハビリ連携窓口担当者：
舞鶴こども発達支援施設さくらんぼ園
舞 保育所等訪問支援
鶴 〒 625-0083 舞鶴市余部上８２１番地
リハビリ連携窓口担当者： 主任 足立 典子
京都府立舞鶴こども療育センター
舞 保育所等訪問支援
鶴 〒 625-0052 舞鶴市字行永２４１０番地３７
リハビリ連携窓口担当者：
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TEL 0773-63-3008
FAX 0773-62-9546
TEL 0773-68-0600
FAX 0773-68-0598
TEL 0773-60-2083
FAX 0773-60-1991
TEL 0773-82-9510
FAX 0773-82-9511
TEL 0773-63-5030
FAX 0773-63-5094
TEL 0773-75-8800
FAX 0773-75-8850
TEL 0773-82-9500
FAX 0773-82-9501
TEL 0773-77-8110
FAX 0773-77-8108
TEL 0773-60-4578
FAX 0773-60-4578
TEL 0773-78-3131
FAX 0773-78-2233
TEL 0773-64-5798
FAX 0773-62-9171
TEL 0773-63-4865
FAX 0773-63-4867
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舞 放課後等デイサービス どんぐりひろば
鶴 〒 625-0083 舞鶴市余部上１８６大橋医院２F
リハビリ連携窓口担当者： 児童指導員・理学療法士 赤木 健太

舞 放課後等デイサービス ぐるんぱ
鶴 〒 625-0056 舞鶴市倉梯町１８－４

TEL 0773-77-5631
FAX 0773-77-5641
TEL 0773-77-5552
FAX 0773-77-5562

リハビリ連携窓口担当者：

舞 放課後等デイサービス ひだまり
鶴 〒 625-0052 舞鶴市字行永１７９２番地
リハビリ連携窓口担当者： 児童指導員・作業療法士 安田 有沙

舞 放課後等デイサービス みらいポケットまいづる
鶴 〒 624-0841 舞鶴市字引土１９－５
リハビリ連携窓口担当者： 管理者・作業療法士 深澤 千尋

舞 放課後等デイサービス もくもくケア
鶴 〒 624-0814 舞鶴市万願寺９７－１４コーポ藤Ⅱ１０２号
リハビリ連携窓口担当者： 児発管（看護師） 西 一代

舞 放課後等デイサービス あいあい
鶴 〒 624-0946 舞鶴市下福井２－１０
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 大槻 陽子

舞 放課後等デイサービス もくもくハウス
鶴 〒 624-0814 舞鶴市万願寺９７ コーポ藤Ⅰ１０１号・１０２号
リハビリ連携窓口担当者：

舞 放課後等デイサービス 京都府立舞鶴こども療育センター
鶴 〒 625-0052 舞鶴市字行永２４１０番地３７
リハビリ連携窓口担当者：

舞 放課後等デイサービス にこにこ
鶴 〒 625-0052 舞鶴市字行永７６２番地１
リハビリ連携窓口担当者： 管理者 東山 仁美

舞 放課後等デイサービス 舞鶴市聴覚障害児放課後等デイサービス
鶴 〒 625-0083 舞鶴市余部上２－９
リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-68-9130
FAX 0773-68-9131
TEL 0773-78-3256
FAX 0773-78-3258
TEL 080-1442
FAX
TEL 0773-75-9155
FAX 0773-75-9157
TEL 080-2412
FAX 0773-60-1991
TEL 0773-63-4865
FAX 0773-63-4867
TEL 0773-68-9070
FAX 0773-68-9071
TEL 0773-64-3911
FAX 0773-64-3912

グループホームひだまり
福 共同生活援助
知 〒 620-0955 福知山市拝師小字段ノ坂2020番地
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-22-3055
FAX 0773-22-3055

グループホーム「福知山」
福 共同生活援助
知 〒 620-0879 福知山市荒木70番地
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-22-2288
FAX 0773-22-0175
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社会福祉法人みつみ福祉会ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑきらり
福 共同生活援助
知 〒 620-0000 京都府福知山市字堀345-20
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-23-1245
FAX 0773-22-9150

社会福祉法人みつみ福祉会ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑひよし
福 共同生活援助
知 〒 620-0000 京都府福知山市字堀363番地0の2
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-23-1245
FAX 0773-22-9150

ホーム あつなか
福 共同生活援助
知 〒 620-0056 福知山市厚中町198番地
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-22-2233
FAX 0773-22-2233

ホーム いさ
福 共同生活援助
知 〒 620-0804 福知山市石原三丁目75番地
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-27-2666
FAX 0773-27-5255

ホーム にしなかの
福 共同生活援助
知 〒 620-0036 福知山市中ノ100番地の12
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-24-6222
FAX 0773-24-6233

YOU・ゆう
福 共同生活援助
知 〒 620-0000 福知山市字長田宿97-1
山 リハビリ連携窓口担当者： サービス管理責任者 高橋 祥弘

TEL 0773-27-5757
FAX 0773-27-2135

社会福祉法人みつみ福祉会ききょうの杜
福 施設入所支援
知 〒 620-0859 福知山市桔梗が丘６丁目３１番地
山 リハビリ連携窓口担当者： 看護師 済木 亜実

TEL 0773-20-3111
FAX 0773-20-5777

あまだ翠光園
福 施設入所支援
知 〒 620-1442 福知山市三和町千束８３３－１
山 リハビリ連携窓口担当者： 副施設長 矢吹 智彦

TEL 0773-58-2822
FAX 0773-58-2830

おさだの翠光園
福 施設入所支援
知 〒 620-0846 福知山市字長田９８番地の１
山 リハビリ連携窓口担当者： 副施設長 矢吹 智彦

TEL 0773-27-5757
FAX 0773-27-2135

みわ翠光園
福 施設入所支援
知 〒 620-1442 福知山市三和町千束７５９－１
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-58-3300
FAX 0773-58-3031

むとべ翠光園
福 施設入所支援
知 〒 620-0845 福知山市長田上松２７０７－１
山 リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 笛木 菜奈美

TEL 0773-27-0678
FAX 0773-27-6553

福知山市子ども発達支援相談ｽﾃｰｼｮﾝくりのみ
福 児童発達支援
知 〒 620-0051 福知山市昭和新町１６８
TEL 0773-23-1933
山 リハビリ連携窓口担当者：
FAX 0773-23-7070
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児童発達支援きらきら
福 児童発達支援
知 〒 620-0017 福知山市猪崎１８１番地の２２
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-24-2560
FAX 0773-24-2560

福知山市児童発達支援ｾﾝﾀｰすきっぷ
福 児童発達支援
知 〒 620-0051 福知山市字長田小字上松2707-1
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 芦田 文基恵

TEL 0773-27-5333
FAX 0773-27-8388

福 自立訓練（生活訓練） 社会福祉法人みつみ福祉会ききょうの杜
知 〒 620-0859 福知山市桔梗が丘６丁目３１番地
山 リハビリ連携窓口担当者： 看護師 和泉 正人

TEL 0773-20-3111
FAX 0773-20-5777

障害福祉サービス事業所ちくもう
福 生活介護
知 〒 620-0051 福知山市昭和新町１００
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-23-4503
FAX 0773-23-4656

社会福祉法人みつみ福祉会ききょうの杜
福 生活介護
知 〒 620-0859 福知山市桔梗が丘６丁目３１番地
山 リハビリ連携窓口担当者： 看護師 和泉 正人

TEL 0773-20-3111
FAX 0773-20-5777

たんぽぽの家
福 生活介護
知 〒 620-0928 福知山市字奥野部小字三ノ宮２５２番地
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 足立 奈美

TEL 0773-24-5245
FAX 0773-23-2826

あまだ翠光園
福 生活介護
知 〒 620-1442 福知山市三和町千束８３３－１
山 リハビリ連携窓口担当者： 副施設長 蘆田 竜二

TEL 0773-58-2822
FAX 0773-58-2830

おさだの翠光園
福 生活介護
知 〒 620-0846 福知山市字長田９８番地の１
山 リハビリ連携窓口担当者： 副施設長 矢吹 智彦

TEL 0773-27-5757
FAX 0773-27-2135

みわ翠光園
福 生活介護
知 〒 620-1442 福知山市三和町千束７５９－１
山 リハビリ連携窓口担当者： 吉田 浩之

TEL 0773-58-3300
FAX 0773-58-3031

ＪＵＭＰ
福 生活介護
知 〒 620-1442 福知山市三和町千束７５９－１
山 リハビリ連携窓口担当者： 施設長 高根 直哉

TEL 0773-58-3222
FAX 0773-58-3391

友就館
福 生活介護
知 〒 620-0846 福知山市字長田小字市の谷１５６番地１
山 リハビリ連携窓口担当者： サービス管理責任者 飯田 修

TEL 0773-20-3855
FAX 0773-20-3860

むとべ翠光園
福 生活介護
知 〒 620-0845 福知山市長田上松２７０７－１
山 リハビリ連携窓口担当者： 作業療法士 笛木 菜奈美

TEL 0773-27-0678
FAX 0773-27-6553

- 46 -

【ワムネット】（http://www.wam.go.jp/）の「障害福祉サービス等提供機関情報検索」より、
サービスの種類＝生活介護、自立訓練、施設入所支援、共同生活援助で検索してます
社会福祉法人みつみ福祉会 生活介護事業所しんあい
福 生活介護
知 〒 620-0878 福知山市字堀３４７番地
山 リハビリ連携窓口担当者： 看護師 川口 五月

TEL 0773-22-8694
FAX 0773-22-2370

ふくちやま作業所
福 生活介護
知 〒 620-0928 福知山市奥野部小字三宮252
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 足立 美加

TEL 0773-24-5245
FAX 0773-23-2826

岩戸ホーム
福 生活介護
知 〒 620-0984 福知山市猪野々31-1
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-33-3155
FAX 0773-33-3724

福知山市児童発達支援ｾﾝﾀｰすきっぷ
福 保育所等訪問支援
知 〒 620-0051 福知山市字長田小字上松2707-1
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 芦田 文基恵

TEL 0773-27-5333
FAX 0773-27-8388

福 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスすまいる
知 〒 620-0017 福知山市猪崎１８１番地の２２
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 河口 琴

TEL 0773-24-2560
FAX 0773-24-2560

福 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスぽかぽか
知 〒 620-0051 福知山市昭和新町5番地
山 リハビリ連携窓口担当者：

TEL 0773-48-9557
FAX 0773-48-9557

福 放課後等デイサービス 福知山市子ども発達支援相談ｽﾃｰｼｮﾝくりのみ
知 〒 620-0051 福知山市昭和新町１６８
TEL 0773-23-1933
山 リハビリ連携窓口担当者：
FAX 0773-23-7070
福 放課後等デイサービス 福知山市児童発達支援ｾﾝﾀｰすきっぷ
知 〒 620-0051 福知山市字長田小字上松2707-1
TEL 0773-27-5333
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 芦田 文基恵
FAX 0773-27-8388
福 放課後等デイサービス ぱんきっず
知 〒 620-0052 福知山市昭和町56番地
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 百木 久美子

TEL 0773-45-8141
FAX 0773-45-3155

福 放課後等デイサービス ぱんでい
知 〒 620-0940 福知山市駅南町１丁目１３６
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 伊東 伸

TEL 0773-24-2220
FAX 0773-45-3155

福 放課後等デイサービス うんぱっぱ
知 〒 620-0041 福知山市字天田小字丸渕94番１０
山 リハビリ連携窓口担当者： 管理者 森下 由美

TEL 0773-24-3244
FAX 0773-24-3458
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＜京都府の地域リハビリテーション支援体制＞

京都市

（令和４年６月現在）
事業所の名称
事業所の所在地
電話・ＦＡＸ番号
京都府リハビリテーション支援セ 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路 電話 075-251-5399
全 ンター
上る梶井町465 京都府立医科大学附属病院 ＦＡＸ 075-251-5389
域 京都府北部リハビリテーション支 〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23
電話 0773-75-7557
援センター
（中丹東保健所内）
ＦＡＸ 0773-75-7558
丹後地域リハビリテーション支援 〒６２７－８５５５
電話 0772-62-8301
丹 センター：丹後中央病院
京丹後市峰山町杉坂158番地の１
ＦＡＸ 0772-62-8302
後 丹後保健所：地域リハビリテーシ 〒６２７－８５７０
電話 0772-62-4312
ョン丹後圏域連絡会事務局
京丹後市峰山町丹波８５５
ＦＡＸ 0772-62-4368
中丹東地域リハビリテーション支 〒６２４－０９０６
電話 0773-75-2094
援センター：舞鶴赤十字病院
舞鶴市字倉谷４２７
ＦＡＸ 0773-75-2094
中丹東保健所：地域リハビリテー 〒６２４－０９０６
電話 0773-75-0806
中 ション中丹東圏域連絡会事務局
舞鶴市字倉谷１３５０－２３
ＦＡＸ 0773-76-7745
丹 中丹西地域リハビリテーション支 〒６２０－８５０５
電話 070-1426-3349
援センター：市立福知山市民病院
福知山市厚中町２３１
ＦＡＸ 0773-22-6334
中丹西保健所：地域リハビリテー 〒６２０－００５５
電話 0773-22-6381
ション中丹西圏域連絡会事務局
福知山市篠尾新町１丁目９１番地
ＦＡＸ 0773-22-0429
南丹地域リハビリテーション支援 〒６２９－０１９７
電話 0773-42-2510
センター：京都中部総合医療ｾﾝﾀｰ
南丹市八木町八木植野２５
ＦＡＸ 0773-42-2096
南 南丹保健所：地域リハビリテーシ 〒６２２－００４１
電話 0771-62-4753
丹 ョン南丹圏域連絡会事務局
船井郡園部町小山東町藤ノ木２１
ＦＡＸ 0771-63-0609
地域支援研究センター：明治国際 〒６２９－０３９２
電話 0771-72-1221
医療大学付属病院
南丹市日吉町保野田ヒノ谷６－１
ＦＡＸ 0771-72-0234
京都市域リハビリテーション支援 〒６０４－８８４５
電話 075-754-7128
センター：がくさい病院
京都市中京区壬生東高田町１番９
ＦＡＸ 075-754-7107
乙訓地域リハビリテーション支援 〒６１７－０８１４
電話 075-955-0111
乙 センター：済生会京都府病院
長岡京市今里南平尾８
ＦＡＸ 075-954-8255
訓 乙訓保健所：地域リハビリテーシ 〒６１７－０００６
電話 075-933-1153
ョン乙訓圏域連絡会事務局
向日市上植野町馬立８
ＦＡＸ 075-932-6910
山 山城北地域リハビリテーション支 〒６１３－００３４
電話 0774-48-5566
城 援センター：京都岡本記念病院
久世郡久御山町佐山西ノ口５８番地
ＦＡＸ 0774-48-5568
北 山城北保健所：地域リハビリテー 〒６１１－００２１
電話 0774-21-2911
ション山城北圏域連絡会事務局
宇治市宇治若森７－６
ＦＡＸ 0774-24-6215
山 山城南地域リハビリテーション支 〒６１９－０２１４
電話 0774-72-0235
城 援ｾﾝﾀｰ：京都山城総合医療ｾﾝﾀｰ
木津川市木津駅前１－２７
ＦＡＸ 0774-72-0299
南 山城南保健所：地域リハビリテー 〒６１９－０２１４
電話 0774-72-0981
ション山城南圏域連絡会事務局
木津川市木津上戸１８－１
ＦＡＸ 0774-72-8412
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＜使って便利な連携ツール集＞
中丹地域で使用されている各種連携ツール、情報を紹介します。
ホームページ http://www.chutan-rh.jp からダウンロードできます。

１）退院時リハビリテーション情報提供書
退院（退所）するときに、リハビリ専門職から、退院後にリハビリ
に関わる方々に対してリハビリ情報を提供するツールです。
必要に応じて「地域リハビリテーション病院連携窓口」に請求してください。
２）地域リハビリテーション情報提供書
在宅や施設のサービス担当者がリハビリ情報を提供をするツールです。
３）リハビリ相談FAX連絡用紙（協力病院用）
協力病院・施設のリハビリテーション専門職がリハビリの相談を受けた時に、
リハビリ訪問指導等を支援センターへ依頼するツールです。
４）リハビリ相談FAX連絡用紙（事業者用）
事業所から中丹地域リハビリテーション支援センターに対して
リハビリ相談やリハビリ訪問指導がFAXで依頼ができるツールです。
５）中丹地域リハビリテーション連携推進ガイド
この冊子です。毎年行うリハビリ資源調査を基に改訂しています。
６）リハビリテーション従事者研修会テキスト
リハビリテーション支援センターが行う研修会で使用したテキストと
資料集です。事業所での伝達学習会などにお役立て下さい。
７）リハビリ支援センターニュース
リハビリテーション支援センターから不定期に発行される情報誌です。
８）テクノエイド（福祉用具）貸します／あげます／もらいますコーナー
評価用に協力病院から短期貸出が可能な福祉用具を紹介しています。
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リハビリ相談ＦＡＸ連絡用紙（事業者様用）
送信先

□中丹東地域リハビリ支援ｾﾝﾀｰ（舞鶴赤十字病院 0773-75-2094）
□中丹西地域リハビリ支援ｾﾝﾀｰ（福知山市民病院 0773-22-6334）
リハビリ相談担当者 行

送信日

令和

年

月

日

送信者
連絡事項
氏
相
談
者

以下の通り、リハビリに関する相談を依頼します
名

事業所名

住

□舞鶴市
連絡先
□綾部市
TEL
所 □福知山市
□在宅でのリハビリ指導 □施設でのリハビリ指導 □住宅改修アドバイス
□福祉用具アドバイス □職員研修会講師 □リハビリ資源情報 □その他

相
談
内
容

備
考

当事者氏名：
かかりつけの医療機関：
現在までのリハビリ歴：
利用中のサーービス（種類・頻度）：
訪問希望日時：
※ FAX 受信後、電話にて確認させていただきます。（休日は翌業務日）
緊急時や担当者から連絡がない場合は、電話連絡(同番号)もお願いします。
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