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電話番号 所在地

向日市南地域包括支援センター 075-921-0061 上植野町五ノ坪1-2

向日市北地域包括支援センター

向日市内介護予防事業所一覧
※この一覧には、原則として医療サービス（介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導）
の「みなし指定」は含んでいませんが、複数サービスを提供している事業所については掲載しています。

●介護予防ヘルプサービス

ホームヘルパーなどが訪問し、入浴・排せつ・食事の支援などの「身体介護」や、調理・洗濯などの「生活援助」を行
います。

名称 電話番号 所在地

有限会社正光 075-932-0118 寺戸町笹屋20-19

ヘルパーステーション栞 075-203-9934 物集女町北ノ口55-29
訪問介護事業所ハナミズキ 075-925-7961

保健師等、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどが中心となって、住み慣れた地域で高齢者の生活を支える総合機
関です。

名称

物集女町南条16第１向日ﾊｲﾂ102号

075-934-6887 物集女町中海道19-5

向日市中地域包括支援センター 075-921-1550 寺戸町西野辺1-7

訪問介護やまゆり 075-934-0888 物集女町北ノ口65-9

ＳＯＭＰＯケア京都東向日訪問介護 075-925-1374 寺戸町殿長15-1
向日市社協ホームヘルプセンター

寺戸町殿長37乙訓医療生活協同組合医誠会訪問介護ステーション 075-931-2398

ヘルパーステーションヴィケア 075-924-1110 寺戸町向畑53-42

寺戸町西野辺1-7075-932-1968

介護保険事業所（居宅サービス）

☆物集女町
☆寺戸町北部
 八反田・石田、正田、東御泥、七ノ坪、八ノ坪、志賀見、三ノ坪、寺田、蔵ノ町、永田、修理式、
 二ノ坪（永田通以北・阪急電鉄京都線以西）芝山・大牧・西野（大原野通以北）、乾垣内、里垣内、
 北前田、新田、向畑・小佃（駅前通以北）、飛龍・笹屋・西田中瀬（阪急電鉄京都線以西）、寺山、
 北野、中村垣内、北垣内・中垣内（物集女街道以西）、西垣内

☆寺戸町南部
 二ノ坪（永田通以南・阪急電鉄京都線以東）、瓜生、飛龍・笹屋・西田中瀬（阪急電鉄京都線以東）、
 山縄手、東田中瀬、久々相、初田、渋川、芝山・大牧・西野（大原野通以南）、古城、
 北垣内・中垣内（物集女街道以東）、南垣内、殿長、向畑・小佃（駅前通以南）、梅ノ木、二枚田、
 辰巳、岸ノ下、中野、西野辺、東野辺、西ノ段（19番地を除く）、中ノ段、東ノ段、天狗塚
☆森本町
☆向日台団地、向日町北山50-5

☆鶏冠井町
☆上植野町
☆寺戸町西ノ段19番地
☆向日町（北山50-5、向日台団地を除く）
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3 上植野町円山12-5

075-754-7407 寺戸町南垣内6番地 岡崎ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ107

●介護予防通所リハビリテーション

デイサービスセンター向陽苑 075-921-0026

訪問看護ステーション白樺

075-925-8125

075-922-2077 上植野町円山12-5

上植野町五ノ坪1-2

名称

●介護予防デイサービス

向日市社協デイサービスセンター

上植野町北淀井5-12
せんしゅんかいデイサービスセンター一文橋 075-924-1140 上植野町吉備寺9-1

所在地
デイサービスセンターサニーリッジ 075-921-0032 物集女町池ノ裏18-1

物集女町中海道19-5

介護老人保健施設や病院、診療所などで、機能訓練やリハビリテーション、食事、入浴などの日常生活上の支援を日
帰りで行います。

名称 電話番号 所在地

ホームヘルプセンター向陽苑 075-921-0026 上植野町五ノ坪1-2
介護サービスステーションこころ 075-921-1717 上植野町吉備寺8 ﾊﾟﾈﾌﾘ第二ﾋﾞﾙ4Ｆ

●介護予防訪問リハビリテーション

医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、居宅での生活機能の維持・向上のためのリハビ
リテーションを行います。

名称 電話番号

医誠会訪問看護ステーションにじ 075-950-2088 寺戸町殿長37

鈴木内科・外科診療所

電話番号

ビーンズリハビリデイサービス

●介護予防訪問看護

てらど訪問看護ステーション 075-922-5033 寺戸町西田中瀬19-3

乙訓医療生活協同組合医誠会診療所 075-921-1400 寺戸町殿長37

所在地
訪問リハビリテーション向日かいせい 075-924-2777 物集女町中海道92-12

せんしゅんかい訪問介護センター上植野 075-925-1630 上植野町上川原7-1 ﾀﾐｱｷﾋﾞﾙ1F

医師の指示により、看護師などが訪問し、療養上の支援や診療の補助を行います。

名称 電話番号 所在地
訪問看護ステーション第二かいせい 075-934-6886 物集女町中海道19-5

ウィズ訪問看護ステーション 075-924-5353 上植野町地後３メゾン河忠106

075-931-3294 寺戸町西野辺1-7
せんしゅんかいデイサービスセンター東向日 075-924-5121 寺戸町北前田29-1

通所介護施設で、機能訓練や食事、入浴などの日常生活上の支援を日帰りで行います。

電話番号 所在地
デイサービスセンターサニーリッジ 075-921-0032 物集女町池ノ裏18-1

●短時間デイサービス

通所介護施設で、生活機能向上のための運動など短時間で行います。

名称

鈴木内科・外科診療所 さくら並木デイケアセンター 075-922-2077

介護老人保健施設ケアセンター回生 075-934-6888
向日回生病院デイケアセンター 075-934-6881 物集女町中海道92-12
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向日回生病院介護医療院 075-934-6881 物集女町中海道92-12

●介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所した方に、看護や医学的管理下での介護や支援、日常生活上の支援や
機能訓練などを行います。

所在地
老人保健施設ケアセンター回生 075-934-6888 物集女町中海道19-5

名称 電話番号

小規模多機能型居宅介護ソラストかいで 075-935-8080 鶏冠井町秡所67

乙訓調剤薬局 向日町支店 075-925-0668 寺戸町辰巳13-2
株式会社鈴宏 075-963-6700 寺戸町初田12-15

●介護予防小規模多機能型居宅介護

施設への通いを中心に、利用者の選択に応じて居宅への訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスを行い
ます。

名称 電話番号 所在地

名称 電話番号 所在地

●介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している方に、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。

名称 電話番号 所在地
チャームスイート向日町

名称 電話番号 所在地
グループホームソラストかいで

特別養護老人ホーム向陽苑 075-921-0026 上植野町五ノ坪1-2

075-935-6000 寺戸町渋川16

●福祉用具貸与（レンタル）・販売

自立した生活を目指すために、福祉用具のレンタル（貸与）や購入費を支給するサービス、住宅の改修が必要な場合
に、改修費を支給するサービスがあります。

認知症の方へ、食事・入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで行います。

名称 電話番号 所在地
せんしゅんかいデイサービスセンター花車 075-924-5123 寺戸町北前田29-1

●介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の方が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練などを行います。

せんしゅんかいショートステイ東向日

075-935-8080 鶏冠井町秡所67

●介護予防認知症対応型通所介護

●介護予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間入所した方に、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。

名称 電話番号 所在地
特別養護老人ホームサンフラワーガーデン 075-922-1700 物集女町森ノ下12-1

075-924-5122 寺戸町北前田29-1
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その他事業所
◆ケアハウス

低額な料金で、家庭環境、住宅事情などの理由により家庭での生活が困難な方が入所でき、食事や洗濯などの日常生
活上必要な支援を行います。

名称 電話番号 所在地
物集女町池ノ裏18-1

パティーナ一文橋 075-924-1130 上植野町吉備寺9-1

ケアハウス向陽苑 075-921-0026 上植野町五ノ坪1-2

◆サービス付き高齢者向け住宅

バリアフリー構造や一定の面積、設備など高齢者にふさわしい住宅性能と、安否確認や生活相談などの安心できる見
守りサービスを備えた、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。

名称 電話番号 所在地
SOMPOケア そんぽの家Ｓ京都東向日 075-925-1370 寺戸町殿長15-1

ケアハウスサニーリッジ 075-921-0032


