
認証番号 法人名
代表事業所名

（事業所単位の場合）
法人住所

（上位認証）

10006
社会福祉法人　同和園 京都市伏見区

（上位認証）

10008
社会福祉法人　南山城学園 城陽市

（上位認証）

10018
社会福祉法人　成光苑 大阪府摂津市

（上位認証）

10019
社会福祉法人　大樹会 舞鶴市

（上位認証）

10023
社会福祉法人　嵐山寮 京都市右京区

（上位認証）

10028
社会福祉法人　みねやま福祉会 京丹後市

（上位認証）

10034
社会福祉法人　リガーレ暮らしの架け橋 京都市北区

（上位認証）

10042
社会福祉法人　福知山学園 福知山市

（上位認証）

10077
社会福祉法人　くらしのハーモニー 宇治市

（上位認証）

10078
社会福祉法人　京都府社会福祉事業団 京都市中京区

（上位認証）

10100
社会福祉法人　よつば会 滋賀県草津市

（上位認証）

10120
社会福祉法人　レモングラス 京都市山科区

10002 社会福祉法人　十条龍谷会 京都市南区

10003 公益社団法人　京都市身体障害児者父母の会連合会 京都市右京区

10004 一般財団法人　京都地域医療学際研究所 京都市中京区

10005 社会福祉法人　花ノ木 亀岡市

10007 社会福祉法人　柊野福祉会 京都市北区

10009 社会福祉法人　七野会 京都市北区

10010 アーバンスタイルケア株式会社（柊野福祉会グループ） 京都市北区

10011 株式会社　アールアイエス（洛和会ヘルスケアシステム） 京都市中京区

10012 有限会社　アールエムシー（洛和会ヘルスケアシステム） 京都市中京区

10013 株式会社　ウエルネット（洛和会ヘルスケアシステム） 京都市中京区

10014 株式会社　トランスポート（洛和会ヘルスケアシステム） 京都市中京区

10015 医療法人社団　洛和会（洛和会ヘルスケアシステム） 京都市中京区

10016 社会福祉法人　洛和福祉会（洛和会ヘルスケアシステム） 京都市伏見区

10017 社会福祉法人　松寿苑 綾部市

10020 社会福祉法人  富士園 京都市右京区

10021 医療法人　啓信会 城陽市

10022 社会医療法人社団　正峰会 舞鶴市

10024 社会福祉法人　京都老人福祉協会 京都市伏見区

10025 社会福祉法人　青谷福祉会（武田病院グループ） 京都市伏見区

10026 医療法人　医仁会（武田病院グループ） 京都市伏見区

10027 社会福祉法人　京都福祉サービス協会 京都市下京区

10029 社会福祉法人　悠仁福祉会（武田病院グループ） 宇治市

10030 社会福祉法人　清和会みわ 福知山市

10031 株式会社　ソラスト　福祉事業本部　介護事業部　関西支社 大阪府大阪市

10032 社会福祉法人　宇治明星園 宇治市

10033 社会福祉法人　みつみ福祉会 福知山市

10035 社会福祉法人　カトリック京都司教区カリタス会 東九条のぞみの園 京都市中京区

10036 社会福祉法人　こころの家族 京都市南区

10037 社会福祉法人　京都社会事業財団 高齢者総合福祉施設　京都厚生園 京都市西京区

10038 有限会社　ラ・ポールおとくにケアサービス 大山崎町
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10039 社会福祉法人　京都社会事業財団 介護老人福祉施設　にしがも舟山庵 京都市北区

10040 医療法人社団　行陵会 京都市左京区

10041 社会福祉法人　はしうど福祉会 京丹後市

10043 株式会社　ニチイ学館 東京都千代田区

10044 社会福祉法人　行風会 京都市左京区

10045 社会福祉法人　丹後大宮福祉会 おおみや苑 京丹後市

10046 社会福祉法人　若竹福祉会 八幡市

10047 社会福祉法人　ふくちやま福祉会 福知山市

10048 社会福祉法人　北丹後福祉会 京丹後市

10049 社会福祉法人　堀川健康会 京都市下京区

10050 社会福祉法人　成相山青嵐荘 宮津市

10051 社会福祉法人　松光会 京都市左京区

10052 社会福祉法人　同胞会 宇治市

10053 社会福祉法人　カトリック京都司教区カリタス会 高齢者総合福祉施設　神の園 精華町

10054 社会福祉法人　京都社会事業財団 介護付有料老人ホームライフ・イン京都 京都市西京区

10055 社会福祉法人　市原寮 京都市左京区

10056 社会福祉法人　京都光彩の会 京都市中京区

10057 社会福祉法人　洛南福祉会 京都市伏見区

10058 社会福祉法人　友々苑 京都市左京区

10059 社会福祉法人　和光会 城陽市

10060 社会福祉法人　清和園 京都市南区

10061 医療法人社団　恵心会 綾部市

10062 社会福祉法人　青谷学園 城陽市

10063 社会福祉法人　芳梅会 木津川市

10064 社会福祉法人　与謝郡福祉会 与謝野町

10065 社会福祉法人　洛西福祉会 京都市西京区

10066 社会福祉法人　丹後大宮福祉会 あゆみが丘学園 京丹後市

10067 社会福祉法人　健光園 京都市右京区

10068 医療法人社団　医聖会 八幡市

10069 社会福祉法人　八幡福祉協会 八幡市

10070 社会福祉法人　弥勒会 井手町

10071 医療法人社団　蘇生会 京都市伏見区

10072 社会福祉法人　向陽福祉会 向日市

10073 社会福祉法人　フジの会 京都市伏見区

10074 医療法人　葵会 京都市北区

10075 社会福祉法人　永山会 京都市伏見区

10076 社会福祉法人　倣襄会 亀岡市

10079 株式会社　アドナース（まごのて　グループ） 京都市西京区

10080 グリーンライフ株式会社（まごのて　グループ） 京都市右京区

10081 株式会社　こみつ（まごのて　グループ） 京都市東山区

10082 セルフサポート株式会社（まごのて　グループ） 京都市上京区

10083 社会福祉法人　緑寿会 京都市山科区

10084 社会福祉法人　綾部市社会福祉協議会 綾部市

10085 マイクロ株式会社 宇治市

10086 社会福祉法人　みずなぎ学園 舞鶴市

10087 社会福祉法人　香東園 香川県高松市

10088 社会福祉法人　七施会 京都市右京区

10089 一般財団法人　長岡記念財団 長岡京市

10090 社会福祉法人　和楽会 和束町

10091 社会福祉法人　伏見にちりん福祉会 京都市伏見区

10092 株式会社　ジャストライフ（まごのて　グループ） 京都市伏見区

10093 社会福祉法人　空心福祉会 福知山市

10094 社会福祉法人　幸生福祉会 京田辺市

10095 社会福祉法人　みみづく福祉会 京田辺市

10096 医療法人　清水会 京都市伏見区

10097 医療法人社団　千春会 長岡京市

10098 特定非営利活動法人　ゆう・さぽーと 城陽市

10099 社会福祉法人　アイリス福祉会 南丹市



10101 株式会社　日本シューター 東京都千代田区

10102 社会福祉法人　えのき会 京都市伏見区

10103 社会福祉法人　マイクロ福祉会 宇治市

10104 社会福祉法人　京都眞生福祉会 亀岡市

10105 社会福祉法人　真愛の家 舞鶴市

10106 日本ケアサポート株式会社 京都市北区

10107 社会福祉法人　共生福祉会 京田辺市

10108 社会福祉法人　秀孝会 八幡市

10110 社会福祉法人　京都市社会福祉協議会 京都市下京区

10111 公益社団法人　信和会 京都市左京区

10112 一般社団法人　愛生会 京都市山科区

10113 社会福祉法人　南丹市社会福祉協議会 南丹市

10114 社会福祉法人　大原野児童福祉会 京都市西京区

10115 一般財団法人　宇治市福祉サービス公社 宇治市

10116 社会福祉法人　本願寺龍谷会 城陽市

10117 社会福祉法人　よさのうみ福祉会 与謝野町

10118 社会福祉法人　博愛福祉会 舞鶴市

10119 社会福祉法人　長岡京せいしん会 長岡京市

10121 社会福祉法人　向日春秋会 向日市

10122 社会福祉法人　京都ライトハウス 京都市北区

10123 社会福祉法人　京都障害者福祉センター 京都市南区

10126 有限会社　オハナ 京都市北区

10127 社会福祉法人　乙の国福祉会 長岡京市

10128 社会福祉法人　やましなの里 京都市山科区

10129 明日香ケアサービス株式会社 京都市伏見区

10130 有限会社　ホワイティー 城陽市

10131 医療法人　清仁会 京都市西京区

10132 社会福祉法人　北星会 宮津市

10133 株式会社　スーパー・コート 大阪府大阪市

10134 社会福祉法人　丹後福祉会 京丹後市

10135 一般財団法人　日本バプテスト連盟医療団 バプテスト老人保健施設 京都市左京区

10136 社会福祉法人　仁恵会 京都市北区

10137 社会福祉法人　いづみ福祉会 木津川市

10138 特定非営利活動法人　音希 京都市北区

10139 社会福祉法人　わち福祉会 京丹波町

10140 社会福祉法人　宇治東福祉会 宇治市

10141 社会福祉法人　京都社会事業財団 総合福祉施設　京都桂川園 京都市西京区

10142 社会福祉法人　うめの木福祉会 城陽市

10144 アサヒケアサービス株式会社 京都市伏見区

10145 社会福祉法人　京都総合福祉協会 京都市左京区

10146 社会福祉法人　京都山城福祉会 木津川市

10147 社会福祉法人　京都基督教福祉会 介護老人福祉施設　シオンの里 京都市西京区

10148 医療法人　啓友会 大阪府高槻市

10149 メディカルケア御所ノ内株式会社 京都市下京区

10150 社会福祉法人　海印寺徳寿会 長岡京市

10151 社会福祉法人　バプテストめぐみ会 京都市左京区

10152 社会福祉法人　北野健寿会 京都市上京区

10153 社会福祉法人　端山園 京都市伏見区

10154 医療法人社団　都会 京都市北区

10155 株式会社　都会メディカルケアシステム 京都市北区

10156 特定非営利活動法人　加音 京都市右京区

10157 社会医療法人　美杉会 大阪府枚方市

10158 社会福祉法人　浩照会 京都市伏見区

10159 社会福祉法人　ゆたか会 宇治市

10160 特定非営利活動法人　水度坂友愛ホーム 城陽市

10161 社会福祉法人　あしぎぬ福祉会 京丹後市

10162 社会福祉法人　山城福祉会 宇治市

10163 社会福祉法人　八康会 久御山町



10164 社会福祉法人　久美の浜福祉会 京丹後市

10165 社会福祉法人　優応会 京都市南区

10166 医療法人　平盛会 京都市右京区

10167 社会福祉法人　不動園 宇治市

10168 社会福祉法人　洛東園 京都市東山区

10169 社会福祉法人　グレイスまいづる 舞鶴市

10170 社会福祉法人　栄光会 京都市山科区

10171 社会福祉法人　あらぐさ福祉会 長岡京市

10172 社会福祉法人　アイアイハウス 京都市北区

10173 株式会社　サクセスフルエイジング（まごのて　グループ） 京都市北区

10175 社会福祉法人　三福福祉会 木津川市

10176 社会福祉法人　京都聴覚言語障害者福祉協会 京都市中京区

10177 特定非営利活動法人　自立支援センターいかるがの郷 綾部市

10178 社会福祉法人　しあわせネットワーク 福知山市

10179 医療法人社団　紀洋会 兵庫県篠山市

10180 社会福祉法人　修光学園 京都市左京区

10181 ヤマト株式会社 宇治市

10182 医療法人　トキワ会 京都市右京区

10183 社会福祉法人　なづな学園 京都市東山区

10184 社会福祉法人　舞鶴学園 舞鶴市

10185 社会福祉法人　松花苑 亀岡市

10186 公益社団法人　京都保健会 京都市中京区

10187 社会福祉法人　京都基督教福祉会 桂ぶどうの木こども園 京都市西京区

10189 社会福祉法人　宇治福祉園 宇治市

10190 特定非営利活動法人　地域の家 京都市北区

10191 あかり株式会社 京都市東山区

10192 社会福祉法人　五十鈴会 福知山市

10193 社会福祉法人　久御山町社会福祉協議会 久御山町

10194 社会福祉法人　安寿会 舞鶴市

10196 社会福祉法人　京都長尾会 精華町

10197 医療法人社団　テイ医院 京都市左京区

10198 株式会社　サポートセンターめぐみ 京都市山科区

10199 社会福祉法人　松井ヶ丘福祉会 京田辺市

10200 有限会社　パイン・コーン 京都市北区

10201 株式会社　ケアトラスト 宇治市

10202 社会福祉法人　ヤマト福祉会 京都市伏見区

10203 社会福祉法人　心華会 宇治市

10204 社会福祉法人　るんびに苑 綾部市

10205 社会福祉法人　乙訓福祉会 長岡京市

10206 社会福祉法人　岩蔵の郷 京都市左京区

10207 株式会社　びりーぶ（まごのて　グループ） 京都市左京区

10208 社会福祉法人　奈良福祉会 奈良県橿原市

10209 株式会社　東山 京都市山科区

10210 株式会社　ケア・サポート 京都市中京区

10211 ディバイングレース株式会社 京都市右京区

10212 社会福祉法人　香南会 高知県香南市

10213 株式会社　チャーム・ケア・コーポレーション 大阪府大阪市

10214 国民健康保険山城病院組合 介護老人保健施設　やましろ 木津川市

10215 社会福祉法人　希望の丘福祉会 福知山市

10216 オアシス株式会社（まごのて　グループ） 京都市西京区

10217 社会福祉法人　太陽福祉会 京丹後市

10218 社会福祉法人　城陽福祉会 城陽市

10219 社会福祉法人　京都ライフサポート協会 京田辺市

10221 社会福祉法人　勧修福祉会 京都市山科区

10222 社会福祉法人　向陵会 向日市

10223 特定非営利活動法人　ENDEAVOR JAPAN 向日市

10225 社会福祉法人　美郷会 大阪府枚方市

10226 医療法人　真生会 向日市



10227 社会福祉法人　向日市社会福祉協議会 向日市

10228 医療法人　回生会 京都市下京区

10230 社会福祉法人　保健福祉の会 京都市中京区

10231 社会福祉法人　聖ヨゼフ会 京都市北区

10232 株式会社　ケア２１ 大阪府大阪市

10233 医療法人　永原診療会 京都市上京区

10234 株式会社　和道文化サービス 京都市中京区

10235 社会福祉法人　宮津市社会福祉協議会 宮津市

10236 社会福祉法人　京都ワークハウス 京都市上京区

10237 社会福祉法人　丹の国福祉会 綾部市

10238 社会福祉法人　北桑会 京都市右京区

10239 社会福祉法人　京都杉の木会 京都市右京区

10240 社会福祉法人　丹陽福祉会 福知山市

10241 医療法人　健康会 京都市下京区

10242 医療法人　和行会 京都市中京区

10243 株式会社　ＨＬＣ 京都市中京区

10244 社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会 木津川市

10245 社会福祉法人　イエス団 愛隣デイサービスセンター 京都市伏見区

10246 社会福祉法人　京都太陽の園 南丹市

10247 社会福祉法人　徳雲福祉会 亀岡市

10248 株式会社　ハーフ・センチュリー・モア 東京都港区

10249 社会福祉法人　大江福祉会 福知山市

10250 京都生活協同組合 京都市南区

10252 社会福祉法人　積慶園 京都市西京区

10256 株式会社　ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 東京都港区

10257 株式会社　サポート桂 京都市西京区

10258 社会福祉法人　相愛福祉会 舞鶴市

10259 社会福祉法人　仙人福祉事業会 福知山市

10260 特定非営利活動法人　ソーシャルアクション・パートナーシップ 京田辺市

10261 一般財団法人　仁風会 京都市右京区

10262 社会福祉法人　はるの里 京都市西京区

10263 医療法人　三幸会 京都市左京区

10264 社会福祉法人　京都育成の会 京都市南区

10265 医療法人　稲門会 京都市左京区

10267 社会福祉法人　亀岡福祉会 亀岡市

10268 社会福祉法人　福知山市社会福祉協議会 福知山市

10269 株式会社　ツクイ 神奈川県横浜市

10270 社会福祉法人　育宝会 奈良県奈良市

10271 社会福祉法人　西陣会 京都市上京区

10272 社会福祉法人　京都市右京区社会福祉協議会 京都市右京区

10273 社会福祉法人　大原野福祉会 京都市西京区

10274 社会福祉法人　大山崎町社会福祉協議会 大山崎町

10275 社会福祉法人　樫原福祉会 京都市西京区

10276 社会福祉法人　丹和会 京丹波町

10277 特定非営利活動法人　えがく 京都市右京区

10278 社会福祉法人　永興福祉会 京都市山科区

10279 社会福祉法人　未生会 南丹市

10280 特定非営利活動法人　てくてく 長岡京市

10281 社会福祉法人　洛西永正福祉会 向日市

10282 社会福祉法人　平安徳義会 京都市西京区

10283 社会福祉法人　白百合会 京都市中京区

10284 社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会 亀岡市

10285 株式会社　エクセレントケアシステム 徳島県徳島市

10286 社会福祉法人　物集女福祉会 向日市

10287 社会福祉法人　浄山会 京都市上京区

10288 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 東京都世田谷区

10289 かんでんライフサポート株式会社 大阪府枚方市

10291 社会福祉法人　壬生老人ホーム 京都市中京区



10292 一般財団法人　日本老人福祉財団 東京都中央区

10293 社会福祉法人　あけぼの会 宇治市

10294 社会福祉法人　緑風会 徳島県徳島市

10295 株式会社　かんでんジョイライフ 大阪府大阪市

10296 社会福祉法人　日吉たには会 南丹市

10297 社会福祉法人　上賀茂福祉会 京都市北区

10298 メディカル・ケア・サービス関西株式会社 大阪府泉大津市

10299 社会福祉法人　美山育成苑 南丹市

10300 株式会社　キャビック 京都市右京区

10301 医療法人社団　育生会 京都市東山区

10302 社会福祉法人　京都育和会 京都市東山区

10303 社会福祉法人　利生会 亀岡市

10304 グッドタイムリビング株式会社 東京都港区

10305 社会医療法人　岡本病院（財団） 京都市伏見区

10306 特定非営利活動法人　暖 京都市南区

10307 特定非営利活動法人　京都コリアン生活センターエルファ 京都市南区

10308 社会福祉法人　鏡陵福祉会 京都市山科区

10309 医療法人　同仁会（社団） 京都市南区

10310 リンクナチュラルジャパン株式会社 京都市下京区

10311 社会福祉法人　舞鶴市社会福祉協議会 舞鶴市

10312 ゆるりねっこわーく株式会社 木津川市

10313 社会福祉法人　京都紫明福祉会 京都市右京区

10314 社会福祉法人　福知山シルバー 福知山市

10315 社会福祉法人　黎明会 宇治市

10316 一般社団法人　京都府あおぞら会 京都市下京区

10317 株式会社　銭形 京都市下京区

10318 社会福祉法人　熊千代会 京都市西京区

10319 株式会社　ルネスアソシエイト 福知山市

10320 社会福祉法人　岡田福祉会 舞鶴市

10321 社会福祉法人　正親福祉会 京都市上京区


