
R5.4.1時点事業所数

短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護

東灘 14 14

灘 7 7

中央 6 6

兵庫 12 9

北 26 25

⾧田 11 11

須磨 11 11

垂水 18 17

西 20 19

総計 125 119

区 事業所番号 事業所-名称 ｻｰﾋﾞｽ種類 事業所-所在地 指定年月日 事業所-直通電話番号 申請者-法人名 申請者-所在地

東灘 2870100142 協同の苑六甲アイランドショートステイ 短期入所生活介護 東灘区向洋町中３丁目１−２ 平成12年4月1日 078-857-5088 社会福祉法人協同の苑 兵庫県神戸市東灘区向洋町中3丁目１−２

東灘 2870100142 協同の苑六甲アイランドショートステイ 介護予防短期入所生活介護 東灘区向洋町中３丁目１−２ 平成18年4月1日 078-857-5088 社会福祉法人協同の苑 兵庫県神戸市東灘区向洋町中3丁目１−２

東灘 2870100225 特別養護老人ホームセ・ラ・ヴィ 短期入所生活介護 東灘区住吉宮町３−４−１７ 平成12年4月1日 078-811-2344 社会福祉法人二人同心会 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町３丁目４−１７

東灘 2870100225 特別養護老人ホームセ・ラ・ヴィ 介護予防短期入所生活介護 東灘区住吉宮町３−４−１７ 平成18年4月1日 078-811-2344 社会福祉法人二人同心会 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町３丁目４−１７

東灘 2870100241 特別養護老人ホームおおぎの郷 短期入所生活介護 東灘区北青木１丁目１−３ 平成12年4月1日 078-431-0001 社会福祉法人千種会 兵庫県神戸市東灘区北青木１丁目１番３号

東灘 2870100241 特別養護老人ホームおおぎの郷 介護予防短期入所生活介護 東灘区北青木１丁目１−３ 平成18年4月1日 078-431-0001 社会福祉法人千種会 兵庫県神戸市東灘区北青木１丁目１番３号

東灘 2870100258 特別養護老人ホーム光明苑 短期入所生活介護 東灘区住吉本町３−７−４１ 平成12年4月1日 078-851-2560 社会福祉法人神戸老人ホーム 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目7番41号

東灘 2870100258 特別養護老人ホーム光明苑 介護予防短期入所生活介護 東灘区住吉本町３−７−４１ 平成18年4月1日 078-851-2560 社会福祉法人神戸老人ホーム 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目7番41号

東灘 2870100498 魚崎高齢者介護支援センター 短期入所生活介護 東灘区魚崎中町４丁目１０−５０ 平成12年5月1日 078-435-6688 社会福祉法人ささゆり会 兵庫県姫路市御立東５丁目1番1号

東灘 2870100498 魚崎高齢者介護支援センター 介護予防短期入所生活介護 東灘区魚崎中町４丁目１０−５０ 平成18年4月1日 078-435-6688 社会福祉法人ささゆり会 兵庫県姫路市御立東５丁目1番1号

東灘 2870100639 特別養護老人ホームロングステージＫＯＢＥ岡本 短期入所生活介護 東灘区西岡本２−２５−４−１０１ 平成13年11月1日 078-414-0789 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

東灘 2870100639 特別養護老人ホームロングステージＫＯＢＥ岡本 介護予防短期入所生活介護 東灘区西岡本２−２５−４−１０１ 平成18年4月1日 078-414-0789 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

東灘 2870101363 特別養護老人ホーム友愛苑 短期入所生活介護 東灘区鴨子ケ原2丁目14-17 平成17年3月1日 078-845-3660 社会福祉法人神戸老人ホーム 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目7番41号

東灘 2870101363 特別養護老人ホーム友愛苑 介護予防短期入所生活介護 東灘区鴨子ケ原2丁目14-17 平成18年4月1日 078-845-3660 社会福祉法人神戸老人ホーム 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目7番41号

東灘 2870101389 特別養護老人ホーム ロングステージ御影 短期入所生活介護 東灘区御影石町１−２−１８ 平成17年4月1日 078-822-5620 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１



東灘 2870101389 特別養護老人ホーム ロングステージ御影 介護予防短期入所生活介護 東灘区御影石町１−２−１８ 平成18年4月1日 078-822-5620 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

東灘 2870101702 特別養護老人ホーム甲南山手 短期入所生活介護 東灘区本庄町１丁目１０−２ 平成19年5月15日 078-441-0001 社会福祉法人千種会 兵庫県神戸市東灘区北青木１丁目１番３号

東灘 2870101702 特別養護老人ホーム甲南山手 介護予防短期入所生活介護 東灘区本庄町１丁目１０−２ 平成19年5月15日 078-441-0001 社会福祉法人千種会 兵庫県神戸市東灘区北青木１丁目１番３号

東灘 2870101736 高齢者ケアセンター甲南ショートステイ 短期入所生活介護 東灘区森北町６丁目１−１ 平成19年6月1日 078-436-0567 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

東灘 2870101736 高齢者ケアセンター甲南ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 東灘区森北町６丁目１−１ 平成19年6月1日 078-436-0567 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

東灘 2870103385 特別養護老人ホーム かもこの風 短期入所生活介護 東灘区鴨子ケ原３丁目１９−３０ 平成31年4月1日 078-858-5070 社会福祉法人神戸老人ホーム 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目7番41号

東灘 2870103385 特別養護老人ホーム かもこの風 介護予防短期入所生活介護 東灘区鴨子ケ原３丁目１９−３０ 平成31年4月1日 078-858-5070 社会福祉法人神戸老人ホーム 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目7番41号

東灘 2870103476 特別養護老人ホーム 芦屋すみれ園 短期入所生活介護 東灘区深江南町１−１−２０ 令和2年4月1日 078-862-9994 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２−９−４３

東灘 2870103476 特別養護老人ホーム 芦屋すみれ園 介護予防短期入所生活介護 東灘区深江南町１−１−２０ 令和2年4月1日 078-862-9994 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２−９−４３

東灘 2870103641 介護老人福祉施設ケアホーム住吉 短期入所生活介護 東灘区住吉山手７丁目１番２号 令和3年4月1日 078-858-7588 社会福祉法人平成記念会 徳島県徳島市勝占町松成４６番

東灘 2870103641 介護老人福祉施設ケアホーム住吉 介護予防短期入所生活介護 東灘区住吉山手７丁目１番２号 令和3年4月1日 078-858-7588 社会福祉法人平成記念会 徳島県徳島市勝占町松成４６番

東灘 2870103658 特別養護老人ホームうみのほしルルド 短期入所生活介護 東灘区魚崎西町1丁目7番14号 令和3年6月1日 078-822-0272 社会福祉法人神戸海星会 兵庫県神戸市灘区篠原北町三丁目１１番１５号

東灘 2870103658 特別養護老人ホームうみのほしルルド 介護予防短期入所生活介護 東灘区魚崎西町1丁目7番14号 令和3年6月1日 078-822-0272 社会福祉法人神戸海星会 兵庫県神戸市灘区篠原北町三丁目１１番１５号

灘 2870200033 大石高齢者介護支援センター 短期入所生活介護 灘区大石東町１−２−１ 平成12年4月1日 078-821-3888 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

灘 2870200033 大石高齢者介護支援センター 介護予防短期入所生活介護 灘区大石東町１−２−１ 平成18年4月1日 078-821-3888 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

灘 2870200272 特別養護老人ホームブルーバレイ 短期入所生活介護 灘区青谷町２−１−９ 平成12年4月1日 078-801-1702 社会福祉法人神戸婦人同情会 兵庫県神戸市灘区青谷町2丁目1番6号

灘 2870200272 特別養護老人ホームブルーバレイ 介護予防短期入所生活介護 灘区青谷町２−１−９ 平成18年4月1日 078-801-1702 社会福祉法人神戸婦人同情会 兵庫県神戸市灘区青谷町2丁目1番6号

灘 2870200280 特別養護老人ホームハピータウンKOBE 短期入所生活介護 灘区摩耶海岸通２−３−９ 平成14年4月1日 078-803-3609 社会福祉法人博由社 兵庫県明石市大久保町大窪字高岡２５７３番１６

灘 2870200280 特別養護老人ホームハピータウンKOBE 介護予防短期入所生活介護 灘区摩耶海岸通２−３−９ 令和3年6月1日 078-803-3609 社会福祉法人博由社 兵庫県明石市大久保町大窪字高岡２５７３番１６

灘 2870200298 特別養護老人ホームうみのほし 短期入所生活介護 灘区篠原北町３−１１−１５ 平成12年4月1日 078-881-1345 社会福祉法人神戸海星会 兵庫県神戸市灘区篠原北町三丁目１１番１５号

灘 2870200298 特別養護老人ホームうみのほし 介護予防短期入所生活介護 灘区篠原北町３−１１−１５ 平成18年4月1日 078-881-1345 社会福祉法人神戸海星会 兵庫県神戸市灘区篠原北町三丁目１１番１５号

灘 2870201650 ショートステイロングステージＫＯＢＥ大石 短期入所生活介護 灘区大石南町２丁目４−２２ 平成21年7月1日 078-805-3620 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

灘 2870201650 ショートステイロングステージＫＯＢＥ大石 介護予防短期入所生活介護 灘区大石南町２丁目４−２２ 平成21年7月1日 078-805-3620 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

灘 2870202302 特別養護老人ホームうみのほし⾧峰台 短期入所生活介護 灘区篠原北町４丁目１８番１号 平成26年7月1日 078-881-1374 社会福祉法人神戸海星会 兵庫県神戸市灘区篠原北町三丁目１１番１５号

灘 2870202302 特別養護老人ホームうみのほし⾧峰台 介護予防短期入所生活介護 灘区篠原北町４丁目１８番１号 平成26年7月1日 078-881-1374 社会福祉法人神戸海星会 兵庫県神戸市灘区篠原北町三丁目１１番１５号

灘 2870203029 ショートステイ エル・グレイス六甲 短期入所生活介護 灘区鶴甲１丁目５−２ 令和3年4月1日 078-862-6521 社会福祉法人徳和会 兵庫県美方郡新温泉町湯字焼地蔵３２２番地

灘 2870203029 ショートステイ エル・グレイス六甲 介護予防短期入所生活介護 灘区鶴甲１丁目５−２ 令和3年4月1日 078-862-6521 社会福祉法人徳和会 兵庫県美方郡新温泉町湯字焼地蔵３２２番地

中央 2875100394 特別養護老人ホームオリンピア 短期入所生活介護 中央区生田町１−２−３２ 平成12年4月1日 078-221-7098 社会福祉法人光朔会 兵庫県神戸市中央区生田町１丁目２−３２

中央 2875100394 特別養護老人ホームオリンピア 介護予防短期入所生活介護 中央区生田町１−２−３２ 平成18年4月1日 078-221-7098 社会福祉法人光朔会 兵庫県神戸市中央区生田町１丁目２−３２



中央 2875100931 社会福祉法人明倫福祉会介護老人福祉施設ぽー愛 短期入所生活介護 中央区港島中町５丁目２ 平成13年8月15日 078-303-0600 社会福祉法人明倫福祉会 兵庫県神戸市中央区港島中町５丁目２

中央 2875100931 社会福祉法人明倫福祉会介護老人福祉施設ぽー愛 介護予防短期入所生活介護 中央区港島中町５丁目２ 平成18年4月1日 078-303-0600 社会福祉法人明倫福祉会 兵庫県神戸市中央区港島中町５丁目２

中央 2875101020 山手さくら苑ショートステイ 短期入所生活介護 中央区下山手通７丁目１−１６ 平成14年4月15日 078-367-3780 社会福祉法人神戸中央福祉会 兵庫県神戸市中央区下山手通７丁目１−１６

中央 2875101020 山手さくら苑ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 中央区下山手通７丁目１−１６ 平成18年4月1日 078-367-3780 社会福祉法人神戸中央福祉会 兵庫県神戸市中央区下山手通７丁目１−１６

中央 2875102754 神戸海岸特養ケアセンターショートステイ 短期入所生活介護 中央区磯辺通１丁目１−２８ 平成24年4月1日 078-252-3003 社会福祉法人成晃会 大阪府摂津市学園町２−１０−１５

中央 2875102754 神戸海岸特養ケアセンターショートステイ 介護予防短期入所生活介護 中央区磯辺通１丁目１−２８ 平成24年4月1日 078-252-3003 社会福祉法人成晃会 大阪府摂津市学園町２−１０−１５

中央 2875102812 真愛くもちホーム 短期入所生活介護 中央区熊内町五丁目10番8号 平成24年5月1日 078-241-0081 社会福祉法人イエス団 兵庫県神戸市中央区吾妻通５丁目２−２０

中央 2875102812 真愛くもちホーム 介護予防短期入所生活介護 中央区熊内町五丁目10番8号 平成24年5月1日 078-241-0081 社会福祉法人イエス団 兵庫県神戸市中央区吾妻通５丁目２−２０

中央 2875103521 脇の浜高齢者介護支援センター 短期入所生活介護 中央区脇浜海岸通３丁目２番６号 平成28年4月1日 078-221-5566 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

中央 2875103521 脇の浜高齢者介護支援センター 介護予防短期入所生活介護 中央区脇浜海岸通３丁目２番６号 平成28年4月1日 078-221-5566 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

兵庫 2870500010 中道高齢者介護支援センター 短期入所生活介護 兵庫区中道通６丁目１−３３ 平成12年4月1日 078-575-2500 社会福祉法人報恩会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目１番２１号−２階

兵庫 2870500010 中道高齢者介護支援センター 介護予防短期入所生活介護 兵庫区中道通６丁目１−３３ 平成18年4月1日 078-575-2500 社会福祉法人報恩会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目１番２１号−２階

兵庫 2870500234 特別養護老人ホーム海光園ミラホーム 短期入所生活介護 兵庫区菊水町１０丁目４０番地−１ 平成12年4月1日 078-511-7767 社会福祉法人海光園 兵庫県神戸市兵庫区菊水町１０丁目４０番地

兵庫 2870500259 特別養護老人ホーム ラグナケア中道 短期入所生活介護 兵庫区中道通6丁目１−３３ 令和2年12月1日 078-575-2500 社会福祉法人報恩会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目１番２１号−２階

兵庫 2870500382 キャナルタウン高齢者介護支援センター 短期入所生活介護 兵庫区駅南通５−１−２ 平成12年4月1日 078-681-0080 社会福祉法人フジの会 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町３７−１

兵庫 2870500382 キャナルタウン高齢者介護支援センター 介護予防短期入所生活介護 兵庫区駅南通５−１−２ 平成18年4月1日 078-681-0080 社会福祉法人フジの会 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町３７−１

兵庫 2870500689 高齢者ケアセンターひょうごショートステイ 短期入所生活介護 兵庫区里山町１−４８ 平成13年6月1日 078-612-3335 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

兵庫 2870500689 高齢者ケアセンターひょうごショートステイ 介護予防短期入所生活介護 兵庫区里山町１−４８ 平成18年4月1日 078-612-3335 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

兵庫 2870501240 ショートステイオリンピア兵庫 短期入所生活介護 兵庫区小松通５丁目１番１４号 平成16年8月1日 078-671-7065 社会福祉法人光朔会 兵庫県神戸市中央区生田町１丁目２−３２

兵庫 2870501240 ショートステイオリンピア兵庫 介護予防短期入所生活介護 兵庫区小松通５丁目１番１４号 平成18年4月1日 078-671-7065 社会福祉法人光朔会 兵庫県神戸市中央区生田町１丁目２−３２

兵庫 2870501646 浜山高齢者介護支援センター 短期入所生活介護 兵庫区浜中町１−１６−１８ 平成18年7月1日 078-652-8731 社会福祉法人神戸千ヶ峰会 兵庫県神戸市兵庫区浜中町１−１６−１８

兵庫 2870501646 浜山高齢者介護支援センター 介護予防短期入所生活介護 兵庫区浜中町１−１６−１８ 平成18年7月1日 078-652-8731 社会福祉法人神戸千ヶ峰会 兵庫県神戸市兵庫区浜中町１−１６−１８

兵庫 2870501661 特別養護老人ホーム 花みさき 短期入所生活介護 兵庫区浜中町１−１６−１８ 平成18年4月1日 078-682-8731 社会福祉法人神戸千ヶ峰会 兵庫県神戸市兵庫区浜中町１−１６−１８

兵庫 2870501745 ラグナケア千鳥山荘 短期入所生活介護 兵庫区千鳥町３丁目５−１ 平成19年4月1日 078-579-6200 社会福祉法人報恩会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目１番２１号−２階

兵庫 2870501745 ラグナケア千鳥山荘 介護予防短期入所生活介護 兵庫区千鳥町３丁目５−１ 平成19年4月1日 078-579-6200 社会福祉法人報恩会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目１番２１号−２階

兵庫 2870503048 真愛たきやまホーム 短期入所生活介護 短期入所生活介護 兵庫区滝山町511番地 平成27年7月1日 078-595-9403 社会福祉法人イエス団 兵庫県神戸市中央区吾妻通5-2-20 賀川記念館３F

兵庫 2870503048 真愛たきやまホーム 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 兵庫区滝山町511番地 平成27年7月1日 078-595-9403 社会福祉法人イエス団 兵庫県神戸市中央区吾妻通5-2-20 賀川記念館３F

兵庫 2870503196 真愛たきやまホーム 空床型短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 短期入所生活介護 兵庫区滝山町５１１番地 平成28年7月1日 078-595-9403 社会福祉法人イエス団 兵庫県神戸市中央区吾妻通５丁目２−２０

兵庫 2870503196 真愛たきやまホーム 空床型短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 兵庫区滝山町５１１番地 平成28年7月1日 078-595-9403 社会福祉法人イエス団 兵庫県神戸市中央区吾妻通５丁目２−２０



兵庫 2870503592 真愛あらたホーム 空床型短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 短期入所生活介護 兵庫区荒田町３丁目４７番１号 令和2年8月1日 078-335-8120 社会福祉法人イエス団 兵庫県神戸市中央区吾妻通５丁目２−２０

兵庫 2870503592 真愛あらたホーム 空床型短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 兵庫区荒田町３丁目４７番１号 令和2年8月1日 078-335-8120 社会福祉法人イエス団 兵庫県神戸市中央区吾妻通５丁目２−２０

北 2875000057 特別養護老人ホーム六甲の館 短期入所生活介護 北区山田町小部字妙賀山１３−１７ 平成12年4月1日 078-594-2451 社会福祉法人弘陵福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字妙賀山１３−１７

北 2875000057 特別養護老人ホーム六甲の館 介護予防短期入所生活介護 北区山田町小部字妙賀山１３−１７ 平成18年4月1日 078-594-2451 社会福祉法人弘陵福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字妙賀山１３−１７

北 2875000230 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会特別養護老人ホームふじの里 短期入所生活介護 北区藤原台中町５丁目１−２ 平成12年4月1日 078-987-2230 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 兵庫県神戸市北区藤原台中町５丁目１番１号

北 2875000230 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会特別養護老人ホームふじの里 介護予防短期入所生活介護 北区藤原台中町５丁目１−２ 平成18年4月1日 078-987-2230 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 兵庫県神戸市北区藤原台中町５丁目１番１号

北 2875000347 特別養護老人ホームやすらぎの里道場 短期入所生活介護 北区道場町塩田３０８０番地 平成12年4月1日 078-985-1165 社会福祉法人翔美会 兵庫県神戸市北区道場町塩田字東山岡３０８０番地

北 2875000347 特別養護老人ホームやすらぎの里道場 介護予防短期入所生活介護 北区道場町塩田３０８０番地 平成18年4月1日 078-985-1165 社会福祉法人翔美会 兵庫県神戸市北区道場町塩田字東山岡３０８０番地

北 2875000354 つくし園ショートステイ 短期入所生活介護 北区山田町東下字野田南３０ 平成12年4月1日 078-582-0041 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875000354 つくし園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区山田町東下字野田南３０ 平成18年4月1日 078-582-0041 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875000370 社会福祉法人盛雲会大池サンホーム・ケアセンター 短期入所生活介護 北区山田町上谷上字ﾔﾝｹﾞﾝ３ 平成12年4月1日 078-581-0230 社会福祉法人盛雲会 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン３

北 2875000370 社会福祉法人盛雲会大池サンホーム・ケアセンター 介護予防短期入所生活介護 北区山田町上谷上字ﾔﾝｹﾞﾝ３ 平成18年4月1日 078-581-0230 社会福祉法人盛雲会 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン３

北 2875000388 八多の里老人短期入所事業所 短期入所生活介護 北区八多町中６８１番地 平成12年4月1日 078-951-1130 社会福祉法人吉祥会 兵庫県神戸市北区八多町中６８１番地

北 2875000388 八多の里老人短期入所事業所 介護予防短期入所生活介護 北区八多町中６８１番地 平成18年4月1日 078-951-1130 社会福祉法人吉祥会 兵庫県神戸市北区八多町中６８１番地

北 2875000586 神港園しあわせの家ショートステイ 短期入所生活介護 北区しあわせの村1番10号 平成12年4月1日 078-743-8291 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

北 2875000586 神港園しあわせの家ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区しあわせの村1番10号 平成18年4月1日 078-743-8291 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

北 2875000594 さつき園ショートステイ 短期入所生活介護 北区山田町小部杉ノ木３−２ 平成12年4月1日 078-594-7711 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875000594 さつき園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区山田町小部杉ノ木３−２ 平成18年4月1日 078-594-7711 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875002079 さくらホームショートステイ 短期入所生活介護 北区山田町小部字惣六畑山８−１８ 平成20年1月1日 078-596-6622 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875002079 さくらホームショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区山田町小部字惣六畑山８−１８ 平成20年1月1日 078-596-6622 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875002228 小規模特別養護老人ホームなでしこ神戸ショートステイ 短期入所生活介護 北区藤原台南町３丁目１８−４ 平成21年9月1日 078-984-3211 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 兵庫県神戸市北区藤原台中町５丁目１番１号

北 2875002228 小規模特別養護老人ホームなでしこ神戸ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区藤原台南町３丁目１８−４ 平成28年2月1日 078-984-3211 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 兵庫県神戸市北区藤原台中町５丁目１番１号

北 2875002251 梅香園ショートステイ 短期入所生活介護 北区山田町小部字南山２−３５ 平成21年10月1日 078-595-2001 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875002251 梅香園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区山田町小部字南山２−３５ 平成21年10月1日 078-595-2001 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875002335 さつき園「あきの荘」ショートステイ 短期入所生活介護 北区山田町小部字杉ノ木３−２ 平成22年2月1日 078-594-7711 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875002335 さつき園「あきの荘」ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区山田町小部字杉ノ木３−２ 平成22年2月1日 078-594-7711 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875002665 八多の里老人短期入所事業所 短期入所生活介護 北区八多町中６８１番地 平成26年4月1日 078-951-1130 社会福祉法人吉祥会 兵庫県神戸市北区八多町中６８１番地

北 2875002665 八多の里老人短期入所事業所 介護予防短期入所生活介護 北区八多町中６８１番地 平成24年4月1日 078-951-1130 社会福祉法人吉祥会 兵庫県神戸市北区八多町中６８１番地

北 2875002673 神港園しあわせの家ショートステイ 短期入所生活介護 北区しあわせの村1番10号 平成26年4月1日 078-743-8291 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５



北 2875002673 神港園しあわせの家ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区しあわせの村1番10号 平成24年4月1日 078-743-8291 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

北 2875002681 特別養護老人ホームふじの里 西館ショートステイ 短期入所生活介護 北区藤原台中町５丁目１−２ 平成26年4月1日 078-987-2230 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 兵庫県神戸市北区藤原台中町５丁目１番１号

北 2875002681 特別養護老人ホームふじの里 西館ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区藤原台中町５丁目１−２ 平成24年4月1日 078-987-2230 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 兵庫県神戸市北区藤原台中町５丁目１番１号

北 2875002772 ほわいえ老人短期入所事業所 短期入所生活介護 北区八多町中１３０６番地 平成24年10月1日 078-952-0877 社会福祉法人吉祥会 兵庫県神戸市北区八多町中６８１番地

北 2875002939 やすらぎの里神戸赤松台ショートステイ 短期入所生活介護 北区赤松台１丁目１−７７ 平成25年10月1日 078-986-8228 社会福祉法人翔美会 兵庫県神戸市北区道場町塩田字東山岡３０８０番地

北 2875002939 やすらぎの里神戸赤松台ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区赤松台１丁目１−７７ 平成25年10月1日 078-986-8228 社会福祉法人翔美会 兵庫県神戸市北区道場町塩田字東山岡３０８０番地

北 2875003382 ショートステイ駒どりの郷 短期入所生活介護 北区西大池２丁目７番41号 平成28年4月1日 078-583-3100 社会福祉法人駒どり 兵庫県神戸市⾧田区二葉町五丁目1番1-101号

北 2875003382 ショートステイ駒どりの郷 介護予防短期入所生活介護 北区西大池２丁目７番41号 平成28年4月1日 078-583-3100 社会福祉法人駒どり 兵庫県神戸市⾧田区二葉町五丁目1番1-101号

北 2875003432 恵風園ショートステイ 短期入所生活介護 北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８ 平成28年12月1日 078-592-7100 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875003432 恵風園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８ 平成28年12月1日 078-592-7100 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875003481 ひよどりホーム ショートステイ 短期入所生活介護 北区ひよどり北町３丁目２番地 平成29年2月1日 078-743-6100 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875003481 ひよどりホーム ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区ひよどり北町３丁目２番地 平成29年2月1日 078-743-6100 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875003499 ひよどりホーム ショートステイ 短期入所生活介護 北区ひよどり北町３丁目２番地 平成29年2月1日 078-743-6100 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875003499 ひよどりホーム ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区ひよどり北町３丁目２番地 平成29年2月1日 078-743-6100 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875003507 ネオライフサポート ショートステイ 短期入所生活介護 北区八多町中８８８番地 平成29年2月1日 078-951-1327 株式会社ネオライフサポート 兵庫県神戸市北区八多町中８９４番地

北 2875003507 ネオライフサポート ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区八多町中８８８番地 平成29年2月1日 078-951-1327 株式会社ネオライフサポート 兵庫県神戸市北区八多町中８９４番地

北 2875003598 短期入所生活介護カトレア鈴蘭台 短期入所生活介護 北区鈴蘭台北町１丁目２１番１０ 平成29年10月1日 078-592-0077 社会福祉法人まなの会 兵庫県三木市福井字鷲尾１９８１−１

北 2875003598 短期入所生活介護カトレア鈴蘭台 介護予防短期入所生活介護 北区鈴蘭台北町１丁目２１番１０ 平成29年10月1日 078-592-0077 社会福祉法人まなの会 兵庫県三木市福井字鷲尾１９８１−１

北 2875003952 特別養護老人ホーム 万寿の家 短期入所生活介護 北区鳴子３丁目１番１８号 令和2年10月1日 078-595-7010 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 兵庫県神戸市西区曙町１０７０番地

北 2875003952 特別養護老人ホーム 万寿の家 介護予防短期入所生活介護 北区鳴子３丁目１番１８号 令和2年10月1日 078-595-7010 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 兵庫県神戸市西区曙町１０７０番地

北 2875004042 さくらガーデン ショートステイ 短期入所生活介護 北区⾧尾町上津４６５８番地の６ 令和3年9月1日 078-986-6571 社会福祉法人愛寿会 兵庫県神戸市北区⾧尾町上津４６５８−６

北 2875004042 さくらガーデン ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 北区⾧尾町上津４６５８番地の６ 令和3年9月1日 078-986-6571 社会福祉法人愛寿会 兵庫県神戸市北区⾧尾町上津４６５８−６

北 2875004216 ショートステイ鈴蘭台西 短期入所生活介護 北区鳴子３丁目１番 令和5年3月1日 078-595-7725 社会福祉法人あすか福祉会 ⾧崎県対馬市厳原町田渕933番地

北 2875004216 ショートステイ鈴蘭台西 介護予防短期入所生活介護 北区鳴子３丁目１番 令和5年3月1日 078-595-7725 社会福祉法人あすか福祉会 ⾧崎県対馬市厳原町田渕933番地

⾧田 2810605242 いたやどクリニック 短期入所生活介護 ⾧田区庄山町１丁目９−１２ 平成16年6月1日 078-611-3681 神戸医療生活協同組合 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町２丁目２−１０

⾧田 2810605242 いたやどクリニック 介護予防短期入所生活介護 ⾧田区庄山町１丁目９−１２ 平成18年4月1日 078-611-3681 神戸医療生活協同組合 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町２丁目２−１０

⾧田 2870600125 特別養護老人ホーム⾧田ケアホーム 短期入所生活介護 ⾧田区北町３−３ 平成29年4月1日 078-575-8777 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

⾧田 2870600125 特別養護老人ホーム⾧田ケアホーム 介護予防短期入所生活介護 ⾧田区北町３−３ 平成29年4月1日 078-575-8777 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

⾧田 2870600133 特別養護老人ホーム⾧田すみれ園 短期入所生活介護 ⾧田区鹿松町２−９−４３ 平成12年4月1日 078-691-8008 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２−９−４３



⾧田 2870600133 特別養護老人ホーム⾧田すみれ園 介護予防短期入所生活介護 ⾧田区鹿松町２−９−４３ 平成18年4月1日 078-691-8008 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２−９−４３

⾧田 2870600216 西部高齢者介護支援センター（高齢者ケアセンターながたショートステイ） 短期入所生活介護 ⾧田区北町３−３ 平成12年4月1日 078-575-8777 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

⾧田 2870600216 西部高齢者介護支援センター（高齢者ケアセンターながたショートステイ） 介護予防短期入所生活介護 ⾧田区北町３−３ 平成18年4月1日 078-575-8777 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

⾧田 2870600315 ショートステイ故郷の家・神戸 短期入所生活介護 ⾧田区東尻池町７丁目４−２１ 平成13年2月1日 078-651-1555 社会福祉法人こころの家族 大阪府堺市南区檜尾３３６０−１２

⾧田 2870600315 ショートステイ故郷の家・神戸 介護予防短期入所生活介護 ⾧田区東尻池町７丁目４−２１ 平成18年4月1日 078-651-1555 社会福祉法人こころの家族 大阪府堺市南区檜尾３３６０−１２

⾧田 2870600984 特別養護老人ホームふたば 短期入所生活介護 ⾧田区二葉町５丁目１−１−１０１ 平成16年4月1日 078-642-8628 社会福祉法人駒どり 兵庫県神戸市⾧田区二葉町五丁目1番1-101号

⾧田 2870600984 特別養護老人ホームふたば 介護予防短期入所生活介護 ⾧田区二葉町５丁目１−１−１０１ 平成18年4月1日 078-642-8628 社会福祉法人駒どり 兵庫県神戸市⾧田区二葉町五丁目1番1-101号

⾧田 2870601925 サテライト宮丘ショートステイ 短期入所生活介護 ⾧田区宮丘町１丁目３−１１ 平成21年5月1日 078-641-1222 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

⾧田 2870601925 サテライト宮丘ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 ⾧田区宮丘町１丁目３−１１ 平成21年5月1日 078-641-1222 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

⾧田 2870603293 神戸まどか園ショートステイ 短期入所生活介護 ⾧田区大丸町１丁目５−１ 平成30年11月1日 078-646-3111 社会福祉法人正久福祉会 兵庫県宍粟市一宮町福知５７１番地

⾧田 2870603293 神戸まどか園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 ⾧田区大丸町１丁目５−１ 平成30年11月1日 078-646-3111 社会福祉法人正久福祉会 兵庫県宍粟市一宮町福知５７１番地

⾧田 2870603616 特別養護老人ホーム雲雀丘すみれ園 短期入所生活介護 ⾧田区雲雀ケ丘１丁目１−２ 令和4年4月1日 078-631-9908 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２丁目９番４３号

⾧田 2870603616 特別養護老人ホーム雲雀丘すみれ園 介護予防短期入所生活介護 ⾧田区雲雀ケ丘１丁目１−２ 令和4年4月1日 078-631-9908 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２丁目９番４３号

⾧田 2870603681 ふれあいホーム 短期入所生活介護 ⾧田区三番町１丁目４−１ 令和5年1月1日 078-515-8200 社会福祉法人神戸サルビア福祉会 兵庫県神戸市⾧田区三番町１丁目４−１

⾧田 2870603681 ふれあいホーム 介護予防短期入所生活介護 ⾧田区三番町１丁目４−１ 令和5年1月1日 078-515-8200 社会福祉法人神戸サルビア福祉会 兵庫県神戸市⾧田区三番町１丁目４−１

⾧田 2870603749 ⾧田すみれ園ショートステイサービス 短期入所生活介護 ⾧田区雲雀ケ丘１丁目１番３号 令和5年4月1日 078-691-8008 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２丁目９番43号

⾧田 2870603749 ⾧田すみれ園ショートステイサービス 介護予防短期入所生活介護 ⾧田区雲雀ケ丘１丁目１番３号 令和5年4月1日 078-691-8008 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２丁目９番43号

須磨 2870700040 あいハート須磨 短期入所生活介護 須磨区松風町４丁目２−２６ 平成12年4月1日 078-737-2525 社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団 大阪府大阪市福島区福島３丁目１番７３号

須磨 2870700040 あいハート須磨 介護予防短期入所生活介護 須磨区松風町４丁目２−２６ 平成18年4月1日 078-737-2525 社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団 大阪府大阪市福島区福島３丁目１番７３号

須磨 2870700271 ショートステイ友が丘ＹＵＡＩ 短期入所生活介護 須磨区友が丘3丁目１２６番地 平成12年4月1日 078-792-2340 社会福祉法人北須磨保育ｾﾝﾀｰ 兵庫県神戸市須磨区友が丘３−１０７

須磨 2870700271 ショートステイ友が丘ＹＵＡＩ 介護予防短期入所生活介護 須磨区友が丘3丁目１２６番地 平成18年4月1日 078-792-2340 社会福祉法人北須磨保育ｾﾝﾀｰ 兵庫県神戸市須磨区友が丘３−１０７

須磨 2870700347 神港園ショートステイ白川 短期入所生活介護 須磨区白川台１丁目３５−３ 平成12年4月1日 078-793-8071 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

須磨 2870700347 神港園ショートステイ白川 介護予防短期入所生活介護 須磨区白川台１丁目３５−３ 平成18年4月1日 078-793-8071 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

須磨 2870700370 愛の園ショートステイ 短期入所生活介護 須磨区妙法寺字野路山１０５３ 平成12年4月1日 078-741-8750 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字野路山１０５３

須磨 2870700370 愛の園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 須磨区妙法寺字野路山１０５３ 平成18年4月1日 078-741-8750 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字野路山１０５３

須磨 2870700461 離宮高齢者介護支援センター 短期入所生活介護 須磨区離宮西町２丁目２−３ 平成12年6月30日 078-731-4164 社会福祉法人きたはりま福祉会 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋７６３−３

須磨 2870700461 離宮高齢者介護支援センター 介護予防短期入所生活介護 須磨区離宮西町２丁目２−３ 平成18年4月1日 078-731-4164 社会福祉法人きたはりま福祉会 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋７６３−３

須磨 2870700867 須磨浦の里 短期入所生活介護 須磨区一ノ谷町３丁目３-２１ 平成15年4月1日 078-732-4165 社会福祉法人あんず会 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町３丁目４７-４

須磨 2870700867 須磨浦の里 介護予防短期入所生活介護 須磨区一ノ谷町３丁目３-２１ 平成18年4月1日 078-732-4165 社会福祉法人あんず会 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町３丁目４７-４



須磨 2870701352 須磨シニアコミュニティ 短期入所生活介護 須磨区外浜町３丁目３-１８ 平成17年4月1日 078-737-3737 社会福祉法人弘英会 兵庫県神戸市西区神出町南字谷畑３６８番地１１９

須磨 2870701352 須磨シニアコミュニティ 介護予防短期入所生活介護 須磨区外浜町３丁目３-１８ 平成18年4月1日 078-737-3737 社会福祉法人弘英会 兵庫県神戸市西区神出町南字谷畑３６８番地１１９

須磨 2870701725 ショートステイやまもも 短期入所生活介護 須磨区白川台３丁目６３−１ 平成19年9月1日 078-792-2210 社会福祉法人駒どり 兵庫県神戸市⾧田区二葉町五丁目1番1-101号

須磨 2870701725 ショートステイやまもも 介護予防短期入所生活介護 須磨区白川台３丁目６３−１ 平成19年9月1日 078-792-2210 社会福祉法人駒どり 兵庫県神戸市⾧田区二葉町五丁目1番1-101号

須磨 2870702053 ショートステイサービス宙 短期入所生活介護 須磨区神の谷５丁目２−２ 平成22年5月1日 078-797-7002 社会福祉法人友朋会 兵庫県川西市久代6丁目1番90号

須磨 2870702053 ショートステイサービス宙 介護予防短期入所生活介護 須磨区神の谷５丁目２−２ 平成22年5月1日 078-797-7002 社会福祉法人友朋会 兵庫県川西市久代6丁目1番90号

須磨 2870702350 KOBE 須磨きらくえんショートステイ 短期入所生活介護 須磨区車字菅ノ池1351-14 平成24年5月1日 078-747-3001 社会福祉法人きらくえん 兵庫県尼崎市⾧洲西通２−８−３

須磨 2870702350 KOBE 須磨きらくえんショートステイ 介護予防短期入所生活介護 須磨区車字菅ノ池1351-14 平成24年5月1日 078-747-3001 社会福祉法人きらくえん 兵庫県尼崎市⾧洲西通２−８−３

須磨 2870703549 シオンの丘ショートステイ 短期入所生活介護 須磨区妙法寺字野路山1053 令和5年3月1日 078-741-8750 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字野路山1053

須磨 2870703549 シオンの丘ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 須磨区妙法寺字野路山1053 令和5年3月1日 078-741-8750 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字野路山1053

垂水 2870800055 本多聞高齢者介護支援センター 短期入所生活介護 垂水区本多聞７丁目２−２ 平成12年4月1日 078-783-5001 社会福祉法人報恩感謝会 兵庫県神戸市⾧田区東尻池町３−６−２７

垂水 2870800055 本多聞高齢者介護支援センター 介護予防短期入所生活介護 垂水区本多聞７丁目２−２ 平成18年4月1日 078-783-5001 社会福祉法人報恩感謝会 兵庫県神戸市⾧田区東尻池町３−６−２７

垂水 2870800345 オービーホームショートステイ 短期入所生活介護 垂水区名谷町字猿倉２７３−７ 平成12年4月1日 078-706-9488 社会福祉法人丸 兵庫県神戸市垂水区名谷町字猿倉２７３−７

垂水 2870800345 オービーホームショートステイ 介護予防短期入所生活介護 垂水区名谷町字猿倉２７３−７ 平成18年4月1日 078-706-9488 社会福祉法人丸 兵庫県神戸市垂水区名谷町字猿倉２７３−７

垂水 2870800394 特別養護老人ホームファボール星陵 短期入所生活介護 垂水区星陵台４−４−４３ 平成13年2月1日 078-787-7377 社会福祉法人神戸協和会 兵庫県神戸市灘区鶴甲１−５−１

垂水 2870800394 特別養護老人ホームファボール星陵 介護予防短期入所生活介護 垂水区星陵台４−４−４３ 平成18年4月1日 078-787-7377 社会福祉法人神戸協和会 兵庫県神戸市灘区鶴甲１−５−１

垂水 2870800444 桃山台ホームショートステイサービス 短期入所生活介護 垂水区桃山台５丁目１１３９番地３ 平成12年4月1日 078-751-0006 社会福祉法人恵生会 兵庫県神戸市垂水区桃山台５丁目１１３９−３

垂水 2870800444 桃山台ホームショートステイサービス 介護予防短期入所生活介護 垂水区桃山台５丁目１１３９番地３ 平成18年4月1日 078-751-0006 社会福祉法人恵生会 兵庫県神戸市垂水区桃山台５丁目１１３９−３

垂水 2870800493 特別養護老人ホームふるさと 短期入所生活介護 垂水区塩屋町６丁目３８−８ 平成12年5月1日 078-752-8349 社会福祉法人絆福祉会 兵庫県神戸市垂水区塩屋町６丁目３８−８

垂水 2870800493 特別養護老人ホームふるさと 介護予防短期入所生活介護 垂水区塩屋町６丁目３８−８ 平成18年4月1日 078-752-8349 社会福祉法人絆福祉会 兵庫県神戸市垂水区塩屋町６丁目３８−８

垂水 2870800592 舞子台ホームショートステイ 短期入所生活介護 垂水区舞子台７丁目２番１号 平成13年1月4日 078-785-8666 社会福祉法人昌風会 兵庫県神戸市垂水区舞子台７丁目２番１号

垂水 2870800592 舞子台ホームショートステイ 介護予防短期入所生活介護 垂水区舞子台７丁目２番１号 平成18年4月1日 078-785-8666 社会福祉法人昌風会 兵庫県神戸市垂水区舞子台７丁目２番１号

垂水 2870802069 特別養護老人ホームメープルホーム 短期入所生活介護 垂水区名谷町大谷１９０５−１ 平成19年8月1日 078-794-6584 社会福祉法人波賀の里福祉会 兵庫県宍粟市波賀町安賀４５０−２

垂水 2870802069 特別養護老人ホームメープルホーム 介護予防短期入所生活介護 垂水区名谷町大谷１９０５−１ 平成19年8月1日 078-794-6584 社会福祉法人波賀の里福祉会 兵庫県宍粟市波賀町安賀４５０−２

垂水 2870802093 塩屋さくら苑ショートステイ 短期入所生活介護 垂水区塩屋町４丁目２５−１１ 平成19年5月1日 078-755-5671 社会福祉法人神戸中央福祉会 兵庫県神戸市中央区下山手通７丁目１−１６

垂水 2870802093 塩屋さくら苑ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 垂水区塩屋町４丁目２５−１１ 平成19年5月1日 078-755-5671 社会福祉法人神戸中央福祉会 兵庫県神戸市中央区下山手通７丁目１−１６

垂水 2870802473 舞子すみれ園ショートステイ 短期入所生活介護 垂水区西舞子６丁目１−１３ 平成21年9月1日 078-782-1151 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２−９−４３

垂水 2870802473 舞子すみれ園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 垂水区西舞子６丁目１−１３ 平成21年9月1日 078-782-1151 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２−９−４３

垂水 2870802911 オービーホームショートステイ 短期入所生活介護 垂水区名谷町字猿倉２７３−７ 平成26年4月1日 078-706-9488 社会福祉法人丸 兵庫県神戸市垂水区名谷町字猿倉２７３−７



垂水 2870802911 オービーホームショートステイ 介護予防短期入所生活介護 垂水区名谷町字猿倉２７３−７ 平成24年4月1日 078-706-9488 社会福祉法人丸 兵庫県神戸市垂水区名谷町字猿倉２７３−７

垂水 2870803257 さん舞子神港園ショートステイ 短期入所生活介護 垂水区五色山７丁目12-38 平成26年2月1日 078-704-2082 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

垂水 2870803257 さん舞子神港園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 垂水区五色山７丁目12-38 平成26年2月1日 078-704-2082 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

垂水 2870803471 老人短期入所事業向陽荘 短期入所生活介護 垂水区福田５丁目２番２１号 平成27年4月1日 078-754-5675 社会福祉法人尚徳会 兵庫県豊岡市香住字朝日１２７２

垂水 2870803471 老人短期入所事業向陽荘 介護予防短期入所生活介護 垂水区福田５丁目２番２１号 平成27年4月1日 078-754-5675 社会福祉法人尚徳会 兵庫県豊岡市香住字朝日１２７２

垂水 2870803802 エクレ小束台ショートステイセンター 短期入所生活介護 垂水区小束台８６８−１１３４ 平成29年4月1日 078-794-2700 社会福祉法人甲有会 兵庫県神戸市東灘区御影石町一丁目１番３２号

垂水 2870803802 エクレ小束台ショートステイセンター 介護予防短期入所生活介護 垂水区小束台８６８−１１３４ 平成29年4月1日 078-794-2700 社会福祉法人甲有会 兵庫県神戸市東灘区御影石町一丁目１番３２号

垂水 2870804107 花の森ショートステイ 短期入所生活介護 垂水区名谷町１９４１−１ 平成31年4月1日 078-791-0608 社会福祉法人みかり会 兵庫県南あわじ市松帆高屋乙１９２番地

垂水 2870804115 特別養護老人ホームオレンジ神戸 短期入所生活介護 垂水区舞子台４丁目９番１１号 平成31年4月1日 078-782-3030 社会福祉法人惠愛園 兵庫県西宮市山口町名来１０７６番地１

垂水 2870804115 特別養護老人ホームオレンジ神戸 介護予防短期入所生活介護 垂水区舞子台４丁目９番１１号 平成31年4月1日 078-782-3030 社会福祉法人惠愛園 兵庫県西宮市山口町名来１０７６番地１

垂水 2870804172 ショートケア神戸垂水ちどり 短期入所生活介護 垂水区高丸６丁目７−２ 令和1年7月1日 078-786-3755 社会福祉法人晋栄福祉会 大阪府門真市北島町１２番２０号

垂水 2870804172 ショートケア神戸垂水ちどり 介護予防短期入所生活介護 垂水区高丸６丁目７−２ 令和1年7月1日 078-786-3755 社会福祉法人晋栄福祉会 大阪府門真市北島町１２番２０号

垂水 2870804636 特別養護老人ホームオレンジ神戸Duo 短期入所生活介護 垂水区美山台３丁目18番12号 令和5年4月1日 078-751-3003 社会福祉法人惠愛園 兵庫県西宮市山口町名来1076番地１

垂水 2870804636 特別養護老人ホームオレンジ神戸Duo 介護予防短期入所生活介護 垂水区美山台３丁目18番12号 令和5年4月1日 078-751-3003 社会福祉法人惠愛園 兵庫県西宮市山口町名来1076番地１

垂水 2870804644 特別養護老人ホームオレンジ神戸弐番館 短期入所生活介護 垂水区美山台３丁目18番12号 令和5年4月1日 078-751-3003 社会福祉法人惠愛園 兵庫県西宮市山口町名来1076番地１

垂水 2870804644 特別養護老人ホームオレンジ神戸弐番館 介護予防短期入所生活介護 垂水区美山台３丁目18番12号 令和5年4月1日 078-751-3003 社会福祉法人惠愛園 兵庫県西宮市山口町名来1076番地１

西 2875200137 特別養護老人ホーム萬寿園 短期入所生活介護 西区神出町小束野５８番地の９２ 平成12年4月1日 078-965-2218 社会福祉法人神戸自興会 兵庫県神戸市西区神出町小束野５８番地の９２

西 2875200137 特別養護老人ホーム萬寿園 介護予防短期入所生活介護 西区神出町小束野５８番地の９２ 平成18年4月1日 078-965-2218 社会福祉法人神戸自興会 兵庫県神戸市西区神出町小束野５８番地の９２

西 2875200327 特別養護老人ホーム透鹿園 短期入所生活介護 西区平野町常本３０９−５ 平成12年4月1日 078-961-2335 社会福祉法人博由社 兵庫県明石市大久保町大窪字高岡２５７３番１６

西 2875200327 特別養護老人ホーム透鹿園 介護予防短期入所生活介護 西区平野町常本３０９−５ 平成19年3月15日 078-961-2335 社会福祉法人博由社 兵庫県明石市大久保町大窪字高岡２５７３番１６

西 2875200343 特別養護老人ホーム サンホーム神戸西 短期入所生活介護 西区平野町印路８８７−８ 平成12年4月1日 078-961-5200 社会福祉法人神戸日の出会 兵庫県神戸市西区平野町印路字下四ッ塚８８７−８

西 2875200343 特別養護老人ホーム サンホーム神戸西 介護予防短期入所生活介護 西区平野町印路８８７−８ 平成18年4月1日 078-961-5200 社会福祉法人神戸日の出会 兵庫県神戸市西区平野町印路字下四ッ塚８８７−８

西 2875200368 特別養護老人ホーム神出シニアコミュニティ 短期入所生活介護 西区神出町南３６８−１１９ 平成12年4月1日 078-965-3080 社会福祉法人弘英会 兵庫県神戸市西区神出町南字谷畑３６８番地１１９

西 2875200368 特別養護老人ホーム神出シニアコミュニティ 介護予防短期入所生活介護 西区神出町南３６８−１１９ 平成18年4月1日 078-965-3080 社会福祉法人弘英会 兵庫県神戸市西区神出町南字谷畑３６８番地１１９

西 2875200624 永栄園ショートステイ 短期入所生活介護 西区伊川谷町⾧坂８００番地 平成12年4月1日 078-974-4812 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

西 2875200624 永栄園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 西区伊川谷町⾧坂８００番地 平成18年4月1日 078-974-4812 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

西 2875200723 大慈弥勒園 短期入所生活介護 西区櫨谷町⾧谷１３−１ 平成12年4月1日 078-992-0065 社会福祉法人大慈厚生事業会 兵庫県神戸市中央区東川崎町６−２−６

西 2875200723 大慈弥勒園 介護予防短期入所生活介護 西区櫨谷町⾧谷１３−１ 平成18年4月1日 078-992-0065 社会福祉法人大慈厚生事業会 兵庫県神戸市中央区東川崎町６−２−６

西 2875200731 短期入所生活介護事業サンビラこうべ 短期入所生活介護 西区神出町宝勢字大歳谷７７４番地の３９ 平成12年4月1日 078-964-3838 社会福祉法人恩徳福祉会 大阪府吹田市岸部南１丁目４−２４



西 2875200731 短期入所生活介護事業サンビラこうべ 介護予防短期入所生活介護 西区神出町宝勢字大歳谷７７４番地の３９ 平成18年4月1日 078-964-3838 社会福祉法人恩徳福祉会 大阪府吹田市岸部南１丁目４−２４

西 2875200749 神港園シルビアショートステイ 短期入所生活介護 西区神出町東１１８８−３４５ 平成12年4月1日 078-965-1407 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

西 2875200749 神港園シルビアショートステイ 介護予防短期入所生活介護 西区神出町東１１８８−３４５ 平成18年4月1日 078-965-1407 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

西 2875200905 西神の里 短期入所生活介護 西区岩岡町古郷２８８８ 平成13年4月1日 078-967-7151 社会福祉法人大樹会 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷２８８８

西 2875200905 西神の里 介護予防短期入所生活介護 西区岩岡町古郷２８８８ 平成18年4月1日 078-967-7151 社会福祉法人大樹会 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷２８８８

西 2875201382 花園ショートステイ 短期入所生活介護 西区平野町慶明字花岡７７ 平成15年11月1日 078-924-0300 社会福祉法人慶明会 兵庫県神戸市西区平野町慶明字花岡７７

西 2875201382 花園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 西区平野町慶明字花岡７７ 平成18年4月1日 078-924-0300 社会福祉法人慶明会 兵庫県神戸市西区平野町慶明字花岡７７

西 2875203099 短期入所生活介護オリンピア神戸西 短期入所生活介護 西区玉津町上池３１５−１０ 平成22年9月1日 078-918-7098 社会福祉法人光朔会 兵庫県神戸市中央区生田町１丁目２−３２

西 2875203099 短期入所生活介護オリンピア神戸西 介護予防短期入所生活介護 西区玉津町上池３１５−１０ 平成22年9月1日 078-918-7098 社会福祉法人光朔会 兵庫県神戸市中央区生田町１丁目２−３２

西 2875203172 ラグナケア春日台 短期入所生活介護 西区春日台７丁目４５−２ 平成23年4月1日 078-963-3400 社会福祉法人報恩会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目１番２１号−２階

西 2875203172 ラグナケア春日台 介護予防短期入所生活介護 西区春日台７丁目４５−２ 平成23年4月1日 078-963-3400 社会福祉法人報恩会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目１番２１号−２階

西 2875203412 ショートステイほっと倶楽部 短期入所生活介護 西区伊川谷町別府７１９−１ 平成23年12月1日 078-978-1294 株式会社光栄メディカル 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府７１９−１

西 2875203412 ショートステイほっと倶楽部 介護予防短期入所生活介護 西区伊川谷町別府７１９−１ 平成23年12月1日 078-978-1294 株式会社光栄メディカル 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府７１９−１

西 2875204204 大慈智音園ショートステイ 短期入所生活介護 西区玉津町今津３６４−６１ 平成27年4月1日 078-913-0065 社会福祉法人大慈厚生事業会 兵庫県神戸市中央区東川崎町６−２−６

西 2875204204 大慈智音園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 西区玉津町今津３６４−６１ 平成27年4月1日 078-913-0065 社会福祉法人大慈厚生事業会 兵庫県神戸市中央区東川崎町６−２−６

西 2875204337 ショートステイ 三芳苑 短期入所生活介護 西区伊川谷町潤和1447‐１ 平成28年4月1日 078-975-0500 社会福祉法人松風会 兵庫県加古川市平岡町一色85-1

西 2875204337 ショートステイ 三芳苑 介護予防短期入所生活介護 西区伊川谷町潤和1447‐１ 平成28年4月1日 078-975-0500 社会福祉法人松風会 兵庫県加古川市平岡町一色85-1

西 2875204394 フェニックス月が丘ケアセンター 短期入所生活介護 西区月が丘１丁目６３２番地１４ 平成28年7月1日 078-998-0306 社会福祉法人和光福祉会 兵庫県神戸市西区伊川谷町上脇字平山９５２番１

西 2875204394 フェニックス月が丘ケアセンター 介護予防短期入所生活介護 西区月が丘１丁目６３２番地１４ 平成28年7月1日 078-998-0306 社会福祉法人和光福祉会 兵庫県神戸市西区伊川谷町上脇字平山９５２番１

西 2875204683 大慈ショートステイさくら 短期入所生活介護 西区櫨谷町⾧谷８３−６ 平成30年10月1日 078-993-3965 社会福祉法人大慈厚生事業会 兵庫県神戸市中央区東川崎町６−２−６

西 2875204683 大慈ショートステイさくら 介護予防短期入所生活介護 西区櫨谷町⾧谷８３−６ 平成30年10月1日 078-993-3965 社会福祉法人大慈厚生事業会 兵庫県神戸市中央区東川崎町６−２−６

西 2875204709 特別養護老人ホーム ときわ 短期入所生活介護 西区前開南町２丁目１番１２号 平成31年4月1日 078-974-1515 社会福祉法人洗心会 兵庫県神戸市西区前開南町２丁目１番１２号

西 2875204873 特別養護老人ホーム櫻ホーム西神 短期入所生活介護 西区月が丘１丁目４１−１２ 令和2年4月1日 078-995-7145 社会福祉法人桜谷福祉会 兵庫県赤穂市新田１４４４番地

西 2875204873 特別養護老人ホーム櫻ホーム西神 介護予防短期入所生活介護 西区月が丘１丁目４１−１２ 令和2年4月1日 078-995-7145 社会福祉法人桜谷福祉会 兵庫県赤穂市新田１４４４番地

西 2875205078 特別養護老人ホーム岩岡の郷 短期入所生活介護 西区岩岡町岩岡６５６番地の２ 令和3年4月1日 078-967-5566 社会福祉法人千種会 兵庫県神戸市東灘区北青木１丁目１番３号

西 2875205078 特別養護老人ホーム岩岡の郷 介護予防短期入所生活介護 西区岩岡町岩岡６５６番地の２ 令和3年4月1日 078-967-5566 社会福祉法人千種会 兵庫県神戸市東灘区北青木１丁目１番３号


