
（１）身体障害者のために

身体障害者のうち、施設に入所（通所）することを希望される方（18歳以上）に、次のような施設があります。
入所（通所）を希望される方は、市福祉事務所、町村役場でご相談ください。
なお、施設により入所者本人の収入又は、その主たる扶養義務者の所得により一部負担があります。

1. 身体障害者福祉ホーム

2. 身体障害者福祉センター

身体障害者の各種相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上、スポーツ、レクリエーションなどの便宜を供与する施設。

3. 点字図書館

点字刊行物、視覚障害者用の録音物の貸出及び閲覧等の視覚障害者の利用に供することを目的とする施設。

亀岡市総合福祉センター 亀岡市内丸町45-1　（〒621-0864）
0771-24-3071

0773-62-9546

京都ライトハウス情報ステーション 京都市北区紫野花ノ坊町11　（〒603-8302）

（丹後視力障害者福祉センター）
丹後視力障害者福祉センター 京丹後市綱野町綱野3081　（〒629-3101）

社会福祉法人

075-462-4579

075-462-4434

0772-72-0609

宇治市総合福祉会館 宇治市宇治琵琶45　（〒611-0021）

設置主体　（経営主体）

宇治市社会福祉法人

FAX番号

075-956-1590

FAX共用

名　　称

身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対して適した居室等の設備を備え、自立生活
を支援することを目的とする施設。

京都市山科身体障害者福祉会館 京都市山科区竹鼻四丁野町34-1　（〒607-8086）

京都市洛南身体障害者福祉会館 京都市南区吉祥院西定成町35　（〒601-8321）

京都市みぶ身体障害者福祉会館 京都市中京区壬生坊城町19-4　（〒604-8804）
京都市社会福祉法人

電話番号

電話番号

ハイツ竹とんぼ

京都福祉ホーム「ひまわり」

（京都国際社会福祉協力会）

京都市社会福祉法人

　（京都身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ）

京都市社会福祉法人

（京都身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ）

名　　称 所　　在　　地

所　　在　　地 設置主体　（経営主体）
FAX番号

075-681-1380

075-681-1473

（宇治市社会福祉協議会）

075-691-2468

075-691-9226

075-822-0548

075-822-0455

075-591-8821

075-591-8831

0774-22-0600

―

舞鶴市字余部下1183-9　（〒625-0083）

FAX共用

名　　称 所　　在　　地 設置主体　（経営主体）
FAX番号

舞鶴市身体障害者福祉センター

社会福祉法人
（京都ライトハウス）

電話番号

0773-63-3008
舞鶴市

0771-24-0294

長岡京市金ヶ原平井24　（〒617-0856）

京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37-2
（〒601-8155）

社会福祉法人（乙訓福祉会）

社会福祉法人（太陽の家）

亀岡市財団法人
（亀岡市福祉事業団）

18. 身体・知的・精神障害者のための施設サービス、施設等への入所・通所・訓練
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4. 点字出版施設

点字刊行物を出版することを目的とする施設。

5. 聴覚障害者情報提供施設

字幕（手話）入りビデオカセットの製作及び貸出等の聴覚障害者の利用に供することを目的とする施設。

6. 盲人ホーム

（京都聴覚言語障害者福祉協会）

美鈴治療院 京都市北区小山北大野町61　（〒603-8161）
社会福祉法人

（京都視覚障害者支援センター）

075-491-0184

―

075-462-4446

075-462-4449

075-333-0171

075-333-0172

京都府聴覚言語障害センター 城陽市寺田林ノ口11-64　（〒610-0121）
社会福祉法人

（京都聴覚言語障害者福祉協会）

名　　称 所　　在　　地 設置主体　（経営主体）
FAX番号

075-841-8336

075-841-8311

0774-30-9000

0774-55-7708

京都市聴覚言語障害センター 京都市中京区西ノ京東中合町2　（〒604-8437）

京都市

社会福祉法人

所　　在　　地 設置主体　（経営主体）

社会福祉法人

FAX番号

電話番号

あんま師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営し、又は雇用されることの困難な者に対し利用さ
せるとともに必要な技術の指導を行い、視覚障害者の自立更生を図ることを目的とする施設。

電話番号
名　　称 所　　在　　地 設置主体　（経営主体）

FAX番号

紫野点字社

電話番号

（京都視覚障害者支援センター）
京都市西京区大枝東長町1-67　（〒610-1111）

社会福祉法人
（京都ライトハウス）

京都ライトハウス情報製作センター 京都市北区紫野花ノ坊町11　（〒603-8302）

名　　称
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（２）精神障害者のために

1. 精神障害者福祉ホーム

※障害者総合支援法第77条に定める市町村の行う地域生活支援事業として実施

2. こころのふれあい交流サロン

京都市上京区丸太町通堀川西入西丸太町185番地　京都二条ハイツ2階

（〒602-8148）

（〒605-0863）

075-813-0504

075-813-0520

075-551-4849

075-723-9449

075-333-5802

FAX共用

075-392-1088

075-392-0268

こころのふれあい交流サロン
るまんやましな

京都市山科区東野門口町1番地2　（〒607-8154）

京都市右京区常盤窪町18　にしがきビル2階　（〒616-8224）

075-611-2515

075-611-2509

075-873-1776

075-353-2145

075-353-2165

075-671-0709

075-671-3840

075-644-5148

FAX共用

075-862-4061

FAX共用
ふれあい交流サロンなごみ 京都市左京区田中里ノ内町74番地　クローネマキ1階　（〒606-8212）

ふれあいサロンつばさ 京都市伏見区京町6丁目61　（〒612-8083）

ふれあいサロンたんぽぽ 京都市西京区大原野東境谷町2-5-9　洛西センタービル501　（〒610-1143）

ふれあい交流サロン「にしきょう」 京都市西京区上桂宮ノ後町39　（〒615-8227）

ふれあい交流サロンてあとろ

京都市南区吉祥院西定成町32　（〒601-8321）

電話番号

ふれあいサロンぽれぽれ 京都市北区小山下初音町14-4　（〒603-8173）

こころのふれあい交流サロン
“ふらっと♭すぺぇす”

京都市東山区五条通大和大路東入五丁目梅林町576「やすらぎ・ふれあい館」内

名　　称 所　　　在　　　地
FAX番号

075-755-7017

FAX共用

075-495-6082

075-495-6095

ふれあいサロン円町 京都市中京区西ノ京北円町10　円町ビル2階　（〒604-8462）

こころのふれあい交流サロン
「なごやかサロン」

京都市中京区壬生仙念町30　京都市地域リハビリテーション推進センター1階
（〒604-8854）

075-465-1179

FAX共用

上京こころのふれあい交流サロン
「はんなり上京」

075-551-4858

下京こころのふれあい交流サロン
「コミュニティーサロンふぅ」

京都市下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町534　ジョイント・ほっと内
（〒600-8033）

ふれあいサロン“みなみ”

名　　称 所　　在　　地 設置主体　（経営主体）
FAX番号

一定程度の自活能力があり、家庭環境等により住居の確保が困難な精神障害者等に対し、一定期間利用させることにより、生活
の場を与えるとともに社会復帰のための必要な指導等を行う施設。

電話番号

精神障害のある方と地域住民が共に利用でき自由に過ごすことができるくつろぎの場として、事業を実施しています。
期間、定員、申込方法などはなく、京都市民であればいつでも誰でも気軽に利用できます。

聖荘 京都市右京区西院東今田町27-4　（〒615-0002）
社会福祉法人
（京都ハチの会）

ひびあらた 京都市伏見区深草泓ノ壺町36-1　（〒612-8435） 社会福祉法人 （フジの会）
075-645-5050

075-645-5095

075-316-4470

FAX共用
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3. 精神科デイケア実施機関（デイ・ナイトケア含む）

※　認知症疾患のみ

075-871-3101

075-641-1890

075-593-1051

075-594-4810

075-344-6016

075-344-6076

075-344-5900

－

075-662-6077

－

075-873-3515

－

075-871-3100

075-781-9892

075-751-3111

075-751-3393

075-771-2972

－

075-751-1141

－

075-711-2171

075-722-7898

075-722-6608

075-575-2121

075-641-1819

075-571-0030

－

075-571-6622

－

075-881-3186

西山病院

桜花会クリニック
京都市伏見区醍醐高畑町30-1-2-23
パセオダイゴロー　西館２階（〒601-1375） －

075-951-9201

－

075-955-2211

075-951-7020

－

安東医院 京都市下京区間之町通下珠数屋町上る西玉水町279　（〒600-8155）

075-706-8500

－

075-791-2137

075-702-2631

京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊前町410　（〒602-0895）

北山通ソウクリニック　※ 京都市左京区松ケ崎小脇町8-2　（〒606-0957）

杉本医院からすま錦メンタルクリニック
復職支援リワークからすま

075-255-0130

075-314-0510

075-314-0504

075-253-1808

－

－

075-222-0450

－

高木神経科医院 京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町546　都ビル2F　（〒604-0845）

まるいクリニック 京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町493　（〒604-8165）

075-256-2151

075-256-8417

おくい診療所 京都市右京区嵯峨野開町8-60　（〒616-8313）

第二上田リハビリテーション診療所※ 京都市南区唐橋堂ノ前町49-2　（〒601-8452）

京都市右京区太秦森ヶ西町12-3　（〒616-8106）

長岡ヘルスセンター（長岡病院） 長岡京市友岡4丁目18-1　（〒617-0843）

京都市伏見区竹田流池町120　（〒612-8416）

三幸会うずまさクリニック

京都ならびがおか病院 京都市右京区常盤古御所町2番地（〒616-8214）

長岡京市今里5丁目1-1　（〒617-0814）

里地会クリニック 京都市伏見区醍醐高畑町57-8　（〒601-1375）

京都府精神保健福祉総合センター

栄仁会京都駅前メンタルクリニック 京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町195 福井ビル5F　（〒600-8211）

桜花会醍醐病院 京都市伏見区石田大山町72　（〒601-1433）

なかのうクリニック 京都市北区紫竹上梅ノ木町17-5　（〒603-8179）

ウエノ診療所 京都市左京区田中上柳町2-1　（〒606-8205）

稲門会いわくら病院 京都市左京区岩倉上蔵町101　（〒606-0017）

京都市こころの健康増進センター
京都市中京区壬生仙念町30　京都市地域リハビリテーション推進センター建
物内　（〒604-8854）

上田リハビリテーション診療所　※ 京都市左京区岡崎徳成町20-6　（〒606-8351）

竹村診療所 京都市山科区御陵封ジ山町7-71　（〒607-8422）

三幸会第二北山病院 京都市左京区岩倉上蔵町161　（〒606-0017）

京都民医連あすかい病院 京都市左京区田中飛鳥井町89　（〒606-8226）

京都市左京区聖護院川原町54　（〒606-8397）

川越病院 京都市左京区浄土寺馬場町48　（〒606-8412）

京都大学医学部附属病院
ディ・ケア診療部

075-722-9400

075-495-2346

－

075-411-1011

075-411-1020

075-701-6111

FAX番号

京都博愛会病院 京都市北区上賀茂ケシ山1　（〒603-8041）
075-781-1131

名　　称 所　　　在　　　地
電話番号

つばき医院

ひろこ心の診療所
京都市上京区烏丸通上立売下る御所八幡町110番地14
烏丸今出川ビル5階

075-415-5151

075-415-5152

075-255-7176
（直通）

はせがわこどもクリニック
京都市中京区三条通油小路東入塩屋町49
JSPビル3階

075-254-8626

075-254-8627

京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町652 烏丸ハイメディックコート2F
（〒604-8152）
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※　認知症疾患のみ

0773-62-3606

0774-32-8111

－

0774-33-3691

0774-33-3647

0774-68-2201

0773-22-6123

－

0773-63-5332

東舞鶴医誠会病院 舞鶴市字大波下小字前田765-16　（〒625-0007）

京田辺市河原神谷7-1　2F　（〒610-0361）

独立行政法人国立病院機構
舞鶴医療センター

舞鶴市字行永2410　（〒625-8502）

クリニック「まほら」 福知山市駅南町2-188　（〒620-0940）

0773-63-8107

－

0771-22-7516

0771-22-7666

0773-22-2288

0773-22-0175

0773-22-6212

0773-62-2680

五十嵐こころのクリニック
精神科デイケア　リサーフ

0774-68-2203

0771-22-0802

0774-32-5900

FAX共用

電話番号

FAX番号

京都府立洛南病院 宇治市五ケ庄広岡谷2　（〒611-0011）

名　　称 所　　　在　　　地

宇治市五ケ庄三番割32-1　（〒611-0011）

もみじヶ丘病院　※ 福知山市荒木3374　（〒620-0879）

瀬尾医院 亀岡市篠町見晴1丁目8-3　（〒621-0824）

クリニック「もみじ」 亀岡市余部町清水26番地1　（〒621-0806）

近藤精神科診療所 宇治市木幡南山畑37-5　（〒611-0002）

宇治おうばく病院
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