
個室 多床室

丹後 伊根町 従来型 長寿苑短期入所生活介護 8名 ○ ○
自然豊かな伊根町にあり、ご利用者とのふれあいを大切に考えて頑
張っています。質問等あればいつでもご連絡ください。 0772-32-1280

丹後 京丹後市 従来型 いちがお園短期入所施設 20名 × ○ 0772-75-2496

丹後 京丹後市 従来型 おおみや苑 23名 ○ ○ 朝食：280円、昼食550円、夕食550円 0772-68-1525

丹後 京丹後市 従来型 ショ-トステイ海山園 12名 × ○ 0772-83-2111

丹後 京丹後市 ユニット型
総合老人福祉施設
弥栄はごろも苑

10名 ○ ×
ユニット型個室の特徴を活かしたケアを中心に「利用して良かった」
「また利用したい」と思っていただけるよう、一人ひとりのプライバシ-
を大切にしたサ-ビスを提供しています。

0772-65-0131

丹後 京丹後市 ユニット型 特別養護老人ホ-ム 満寿園　 20名 ○ ×
お一人お一人の想いを大切に気遣い、そっと傍で寄り添います。そ
の方の生活リズムに添い、自立を支援する、あたたかくて優しいケア
を目指しています。

0772‐65‐0222

丹後 京丹後市 ユニット型
特別養護老人ホ-ム
第二丹後園

10名 ○ ×

個室10床のユニットケアを取り組んでいます。高齢な方だけでなく、
障害のある方もご利用いただいてます。
月に１度、近くの散髪屋さんに来ていただき、ご希望のある方の散
髪をしていただいています。

0772-74-9888

丹後 京丹後市 従来型 はごろも苑 20名 ○ ○ 多床室4部屋（うち男性は1部屋）、個室4部屋。 0772-62-7001

丹後 京丹後市 従来型 久美浜苑 4名 × ○ 一般浴槽には温泉を引き入れています 0772-82-1555

丹後 京丹後市 ユニット型 久美浜苑くまのの里 （空床型） ○ × インターネット環境あり　1ケ月500円 0772-82-1556

丹後 宮津市 従来型 短期入所老人ホーム青嵐荘 　10名 ○ ○ 平成30年10月22日より再開 0772-27-1733

丹後 宮津市 従来型 天橋園短期入所生活介護事業所 ○ ○ 空床利用型の短期入所。 0772-22－0320

丹後 宮津市 ユニット型
特別養護老人ホ-ム夕凪の里
短期入所生活介護

20名 ○ × 電気器具の使用料（税込）1日54円、おやつ代（税込）1日108円。 0772-22-0428

丹後 与謝野町 従来型 ショ-トステイ岩滝あじさい苑 10名 ○ ○
　“笑顔をとどけます”をモット-に笑顔に満ちあふれた場の提供に努
めています。 0772-46-5761

丹後 与謝野町 ユニット型
特別養護老人ホーム虹ヶ丘
（ショートステイ）

20名 ○ ×
全室個室。ご自宅に近い環境作りに努めています。畳対応も可能で
居室にはテレビ、タンスが常備してあります。食レクや手作り
おやつをご利用者と作っています。

0772-43-2394

丹後 与謝野町 従来型
与謝の園
短期入所生活介護事業所

10名 ○ ○

当事業所では訪問看護ステ-ションとの連携のもと、中重度の受け
入れを行っています。また緊急ショ-トステイも柔軟に対応し、在宅生
活を送るご利用者とご家族が安心して日-を過ごせるよう、鋭意努め
ています。

0772-42-0051

個室 多床室

中丹東 綾部市 ユニット型 いこいの村梅の木寮 14名 ○ ×
聴覚障害者については綾部市外からの送迎をして受け入れて
いる。(移送費用別途必要)テレビやこたつなど、電化製品の持ち
込みは可。ただし、日割りで電気代をいただいている。

0773-46-0101

中丹東 綾部市 従来型 特別養護老人ホ-ム松寿苑 15名 × ○
長期入所と短期入所ご利用者が同じフロアーで生活していた
だくことで、顔見知りから友達へと人間関係が広がり楽しみや
生きがいづくりとなっています。

0773-42-0386

中丹東 綾部市 従来型 第２松寿苑 20名 ○ × ０７７３－４３－１１２３

中丹東 舞鶴市 ユニット型 グレイスヴィルまいづる （空床型） ○ ×

特養の空室利用型です。
特養ユニットの空室で実施しており、入居者と同じ生活空間で
過ごしていただくことでグレイスの暮らしを見て、感じていただけ
ます。

0773-75-7121

中丹東 舞鶴市 従来型 真愛の家寿荘 15名 〇 〇
個室　　3床
多床室（4人）　3室 0773-75-1333

中丹東 舞鶴市 従来型 やすらぎ苑 6名 ○ × 個室代　1500円／日 0773-64-6235

中丹東 舞鶴市 ユニット型 ライフ・ステ-ジ　舞夢 11名 ○ ×

電化製品（テレビ・電気毛布・電気あんか・他）は各自持込み
【電気代10円/1日/1品】
ポ-タブルトイレ【必要な方持込み必要】※全室トイレ完備のため
タオル・バスタオル【施設準備あり】

0773-83-0221

中丹東 舞鶴市 従来型 特別養護老人ホーム安寿苑 10名 ○ ○
個室　3室　　多床室　7床
テレビレンタル代　1日　30円（希望の場合のみ） 0773-75-8981

お部屋のタイプ
電話番号圏域 市町村 形態 施設名(ショ-トステイ) 定員

お部屋のタイプ

その他（特色、留意事項等）

電話番号

【中丹東圏域】

令和元年9月2日現在

圏域 市町村 形態 施設名(ショ-トステイ) 定員 その他（特色、留意事項等）

【丹後圏域】

ショートステイ基本情報



個室 多床室

中丹西 福知山市 従来型 岩戸ホ-ム ７名 ○ ×

介護老人福祉施設80床の併設型として運営。地域に密着した事業
運営を行い、事業所を越えたご利用者同士の交流が活発である。ま
た喫茶ひだまりを運営し、ご利用者・ご家族・地域住民の交流の場と
もなっている。

0773-33-3155

中丹西 福知山市 ユニット型 えるむショ-トステイ 10名 ○ × 0773-45-3651

中丹西 福知山市 従来型 グリーンビラ夜久野 10名 ○ ○
テレビ使用代1日40円  選択飲み物代1日50円
喫茶代1回100円
緊急時の受入をスムーズに行います。

0773-38-1031

中丹西 福知山市 従来型 サンヒルズ紫豊館 20名 ○ ○

食費　1,380円（朝食：280円、昼食：600円、夕食：500円）
居住費　多床室　840円/日、従来型個室　1,150円/日
電気代（テレビ、電気毛布等）　20円/日
社会福祉法人の軽減制度利用可能

0773-34-0557

中丹西 福知山市 ユニット型
特別養護老人ホ-ム　みわの里
ショ-トステイ　みわの里

10名 ○ ×
医療の処置が必要な方（胃ろう・インシュリン注射）認知症状でお困
りの方でも安心して安全にご利用頂けるように、ご家族様・ケアマネ
ジャ-・他のサ-ビス事業所との連携を大切にします。

0773-59-2525

中丹西 福知山市 従来型
特別養護老人ホ-ム三愛荘
短期入所生活介護事業

10名 ○ ○
個室  　2室
多床室 4室（2人部屋） 0773-23-1436

中丹西 福知山市 従来型 にれの木園ショ-トステイ 10名 ○ ○ 0773-24-1015

中丹西 福知山市 ユニット型 晴風ショ-トステイ 10名 ○ × 0773-20-2750

個室 多床室

南丹 亀岡市 ユニット型
特別養護老人ホーム
亀岡たなばたの郷

50名 ○ ×
ユニット型個室　居住費：2,900円/日
空床利用可

0771-29-3150

南丹 亀岡市 従来型 亀岡友愛園 16名 ○ ○ 個室4室、多床室3室12床 0771-26-2115

南丹 亀岡市 従来型 特別養護老人ホーム第二亀岡園 10名 × ○
おやつ代　１日あたり１１０円
電気代　１日あたり５０円 0771-25-9700

南丹 亀岡市 ユニット型 特別養護老人ホーム亀岡園 　20　名 ○ ×
特養・デイ・託児所と一緒に様々な行事や企画を行っています。
いきいき体操等レクリエーションを積極的に取り入れて、楽しんで頂
いています。　（電気代1日50円・おやつ代1日110円）

0771-24-5408

南丹 京丹波町 従来型 特別養護老人ホ-ム長老苑 16名 ○ ○ 家庭的な雰囲気を大切に、心温まるサ-ビスを心掛けています。 0771-84-1748

南丹 京丹波町 ユニット型 金木犀 ７名 ○ × 0771‐88‐0001

南丹 京丹波町 従来型 瑞穂山彦苑 10名 × ○ 0771‐88‐0150

南丹 南丹市 従来型 ヴィラ多国山 20名 ○ ○
おやつ代150円　日用品費150円　教養娯楽費50円
衣類貸出サ-ビス１日300円または200円
理容、美容サ-ビス1回2,000円

0771-43-0228

南丹 南丹市 ユニット型 特別養護老人ホ-ムはぎの里 10名 ○ ×
各居室にトイレ・洗面設備あり
10名1ユニット、ユニット専用の個浴あり 0771-72-1500

南丹 南丹市
従来型

ユニット型
美山やすらぎホ-ム 20名 ○ ○

ユニット型個室は10室。従来型多床室は、4人部屋が2室と　2人部
屋が1室ございます。利用者様の状態や希望に沿って利用していた
だいております。
おやつ代　1日　50円

0771-75-1750

個室 多床室

山城南 木津川市 従来型
特別養護老人ホ-ム
加茂の里

20名 ○ ○
個別リハビリを実施しており、外食、外出行事も月に1回実施してお
ります。また、毎日レクリエ-ションを実施することで、利用者と職員、
利用者同士と交流の機会も作っています。

0774-76-7607

山城南 木津川市 ユニット型 ショートステイ　ゆりのき 20名 ○ ×
「笑顔で挨拶」を基本理念とし、季節に応じたレクリエーションを
行い季節感を感じていただくなど、利用者様本位のサービス提供
を心掛けています。

0774-75-1132

山城南 木津川市 従来型 山城ぬくもりの里 20名 ○ ×

・日程があえば理美容利用可（実費）
・電気機器使用料１日１機器につき30円
（テレビ・電気毛布等の貸し出しは行っていますせん）
・喫茶週三回（実費）

0774-86-5460

山城南 木津川市 従来型 木津芳梅園ショートステイ 4名 × ○
居室テレビ視聴  １日３０円(視聴希望のみ)
持込電化製品の電気代  １台１日　３０円
理髪料１，７００円、顔剃１，０００円(予約制)

0774-72-8246

山城南 木津川市 ユニット型 短期入所生活介護きはだの郷 20名 ○ ×
電気代（テレビ等）　1日　３０円
希望により移動散髪利用可 0774-66-2563

山城南 精華町 ユニット型 短期入所生活介護センター神の園 14名 ○ ×
・売店、喫茶店あり買い物などしていただけます。
・ご家族での送迎の場合のみ夕食後の退所も可能です。
・朝食には月替わりで毎日フルーツが付きます。

０７７４－９４－４１２５

山城南 和束町 ユニット型 ショートステイわらく 20名 ○ ×

全室トイレ付個室　電気代（テレビ視聴時）１日50円
理美容サービス（有料）
毎日午後より体操、歌レクなど生活リハビリを実施し、利用者様や
スタッフとの交流、楽しみの機会を大切にしています。

0774-78-0165

【南丹圏域】

圏域 市町村 形態 施設名(ショ-トステイ) 定員 その他（特色、留意事項等）

定員

お部屋のタイプ

その他（特色、留意事項等）

電話番号

【山城南圏域】

圏域 市町村 形態 施設名(ショ-トステイ)

お部屋のタイプ

お部屋のタイプ

電話番号

電話番号

圏域 市町村 形態 施設名(ショ-トステイ) 定員 その他（特色、留意事項等）

【中丹西圏域】



個室 多床室

山城北 井手町 従来型 ショ-トステイいでの里 10名 ○ ○ テレビ代　1日　103円。　祝日送迎有り。 0774－99－4356

山城北 宇治市 従来型
笠取ふれあい福祉センタ-
ショ-トステイ

20 名 ○ ○

ご利用中の楽しみとして、多種多彩な行事企画やボランティアの受
入を行っています。施設裏庭には豊かな自然を生かしたリハビリ遊
歩道を設け、身体面、精神面共に生きがいと希望の持てる環境づく
りを目指しています。

075-573-2002

山城北 宇治市 従来型
宇治明星園白川
特別養護老人ホ-ム
ショ-トステイ

20名 × ○
デイサ-ビスと併設のフロアでお過ごし頂くため、日中帯はデイサ-ビ
スに来ているような感覚でご利用頂けます。 0774-21-6055

山城北 宇治市 従来型
宇治明星園特別養護老人
ホ-ムショ-トステイ

4名 × ○
多床室（4人部屋または2人部屋）でのご利用となります。
　食費　朝；300円、昼；550円、夕；530円　滞在費；840円
　（但し、減額制度により減額となる場合があります。）

0774-23-6922

山城北 宇治市 従来型
宇治明星園養護老人ホ-ム
ショ-トステイ

3名 ○ ×
平成28年11月1日から全室個室（従来型）となりました。
　食費　朝；300円、昼；550円、夕；530円　滞在費；1,900円
　（但し、減額制度により減額となる場合があります。）

0774-23-6923

山城北 宇治市 従来型
特別養護老人ホーム
天ヶ瀬苑

10名 ○ ○
胃ろうの方の受け入れは可能です。　鼻腔栄養の方については
事前の相談にて実施させていただきます。 0774-23-0030

山城北 宇治市 ユニット型
特別養護老人ホ-ムまごころ園
短期入所生活介護

20名 ○ ×
テレビ代　1日　50円　／　電気代　1日　50円
日用品費：日常生活に必要な物品を必要に応じて購入できます。
理美容サ-ビス：出張による理美容サ-ビスをご利用頂けます。

0774-28-5751

山城北 宇治市 ユニット型
特別養護老人ホーム
ヴィラ鳳凰

20名 ○ ×

おやつ代（100円）、理美容代、テレビ使用料（カード式）は
別途必要。
宇治市、京都市伏見区向島以外の送迎については片道1,000円
必要です。

0774-25-2577

山城北 宇治田原町 従来型
特別養護老人ホーム
サンビレッジ宇治田原

20　名 ○ ○
季節に応じた行事やレクリエーションを行います。
また理美容サービス（有料）もご利用できます。 0774-88-5311

山城北 京田辺市 従来型 特別養護老人ホ-ム　セピアの園 20名 × ○ 0774-65-4881

山城北 京田辺市 従来型 ショートステイ　つつきの郷 20名 ○ ○ レクリエーションを通じて季節感を味わっていただくことができます。 0774-68-5155

山城北 城陽市 従来型 梅林園 6名 × ○
診療所が施設内にあり、24時間看護師がいます。また、日によって
理髪、買い物、リハビリができます。
土日祝も送迎します。療養食も対応しています。

0774-52-4500

山城北 城陽市
従来型

ユニット型
ひだまり平川

従来型
14名

ユニット型

6名

○ ○
テレビ代　1日100円。　療養食も対応可能。
土日祝日・夕食後の送迎も対応します。 0774-55-5219

山城北 城陽市 ユニット型 ひだまり久世 30名 ○ ×
テレビ代　1日100円。　療養食も対応可能。
土日祝日・夕食後の送迎も対応します。 0774-54-7536

山城北 八幡市 従来型
京都八勝館
短期入所生活介護事業所

14名 × ○
ショートステイだけのフロアに14床ベッドをご用意しております。
体操やレクリエーションも定期的に実施しております。 075-982-3887

山城北 八幡市 従来型 京都ひまわり園 ８名 ☓ 〇
居室料　1日840円
食 　費　 朝食：250円　昼食：600円　夕食530円 075-983-8111

山城北 八幡市 ユニット型 有智の郷 １０名 〇 ☓
居室料　1日1,970円
食　費　  朝食：250円　昼食：600円　夕食530円 075-972-1000

山城北 京田辺市 ユニット型 やすらぎの杜 20名 ○ × テレビ代 日 100円　　　電気代 1日 20円　　　お菓子など持込ＯＫ 0774-68-5800

山城北 宇治市 従来型 ショートステイさわらび園 10名 ○ ○
土・日・祝日送迎あり　衣類の貸出し無料サービス
理美容サービス（有料）・季節に合わせた行事やレク行います。 0774-21-6603

個室 多床室

乙訓 長岡京 従来型
竹の里ホ-ム
短期入所生活介護事業所

10名 ○ ○
個室9床　多床室1床　テレビ代1日：20円、電気アンカ代1日：20円
認知症の状態でフロア分け行っています。見学可能です。
詳しくは、ご連絡下さい。

075-951-2230

乙訓 長岡京市 ユニット型 天神の杜 20名 ○ ×
畳対応もできます。個室のテレビは1日100円で希望者に貸し出しま
す。（台数に限り有） 075-959-1230

乙訓 長岡京市 従来型 特別養護老人ホーム旭が丘ホーム 　8　名 × ○ 075-955-9000

乙訓 向日市 従来型 向陽苑 20名 ○ ○ テレビ貸出無料、送迎本人負担なし。 075-921-0026

乙訓 向日市 ユニット型 サンフラワーガーデン 10名 ○ ×
ボランティアによるイベント（うたの会、ギターの弾き語り等）の充実、
毎週1回（水曜日）の音楽カフェ、月1回のバーの開催。 075-922-1700

【乙訓圏域】

圏域 市町村 形態 施設名(ショ-トステイ) 定員 その他（特色、留意事項等）
お部屋のタイプ

電話番号

【山城北圏域】

市町村 定員施設名(ショ-トステイ)

お部屋のタイプ

形態 その他（特色、留意事項等） 電話番号圏域


