
R5.4.1時点事業所数
認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護

東灘 4 4

灘 1 1

中央 1 1

兵庫 0 0

北 9 8

⾧田 2 1

須磨 5 5

垂水 6 6

西 4 3

総計 32 29

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 2890100072 ディサービスつむぎ 認知症対応型通所介護 東灘区本庄町１丁目２番21号 平成19年5月1日 078-411-7620 株式会社けあ・ナビ 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目２番21号

東灘 2890100072 ディサービスつむぎ 介護予防認知症対応型通所介護 東灘区本庄町１丁目２番21号 平成19年5月1日 078-411-7620 株式会社けあ・ナビ 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目２番21号

東灘 2890100262 協同の苑 魚崎中町デイサービス 認知症対応型通所介護 東灘区魚崎中町4丁目3-18 平成27年7月1日 078-452-3562 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 2890100262 協同の苑 魚崎中町デイサービス 介護予防認知症対応型通所介護 東灘区魚崎中町4丁目3-18 平成27年7月1日 078-452-3562 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 2890100288 コープは～とらんどふれあいデイ本山 認知症対応型通所介護 東灘区田中町２丁目９−１０ハイム本山１階 平成28年10月1日 078-431-0366 生活協同組合コープこうべ 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１ー３ー１９

東灘 2890100288 コープは～とらんどふれあいデイ本山 介護予防認知症対応型通所介護 東灘区田中町２丁目９−１０ハイム本山１階 平成28年10月1日 078-431-0366 生活協同組合コープこうべ 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１ー３ー１９

東灘 2890100296 協同の苑 六甲アイランド認知症対応型デイサービス 認知症対応型通所介護 東灘区向洋町中３丁目２−２ 平成29年4月1日 078-855-9029 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 2890100296 協同の苑 六甲アイランド認知症対応型デイサービス 介護予防認知症対応型通所介護 東灘区向洋町中３丁目２−２ 平成29年4月1日 078-855-9029 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

灘 2890200013 デイサービスセンターオリンピア灘 認知症対応型通所介護 灘区灘北通３丁目１−１５ 平成18年5月1日 078-871-7227 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

灘 2890200013 デイサービスセンターオリンピア灘 介護予防認知症対応型通所介護 灘区灘北通３丁目１−１５ 平成18年5月1日 078-871-7227 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 2875100873 アクティブライフ神戸 認知症対応型通所介護 中央区籠池通２丁目２−１０ 平成18年4月1日 078-271-0500 株式会社アクティブライフ 大阪府大阪市中央区備後町３−６−１４アーバネックス備後町ビル６階

中央 2875100873 アクティブライフ神戸 介護予防認知症対応型通所介護 中央区籠池通２丁目２−１０ 平成18年4月1日 078-271-0500 株式会社アクティブライフ 大阪府大阪市中央区備後町３−６−１４アーバネックス備後町ビル６階

北 2875000560 神港園しあわせの家デイサービスセンター 認知症対応型通所介護 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丸ヶ岡１１８８−３４５

北 2875000560 神港園しあわせの家デイサービスセンター 介護予防認知症対応型通所介護 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丸ヶ岡１１８８−３４５

北 2895000178 つどい 認知症対応型通所介護 北区藤原台中町5丁目1番2号 平成25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 2895000178 つどい 介護予防認知症対応型通所介護 北区藤原台中町5丁目1番2号 平成25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 2895000236 生活協同組合コープこうべデイサービス百合が丘 認知症対応型通所介護 北区緑町二丁目３−１３ 平成27年4月1日 078-581-1272 生活協同組合コープこうべ 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１ー３ー１９

北 2895000236 生活協同組合コープこうべデイサービス百合が丘 介護予防認知症対応型通所介護 北区緑町二丁目３−１３ 平成27年4月1日 078-581-1272 生活協同組合コープこうべ 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１ー３ー１９

北 2895000277 デイサービスそらの家 認知症対応型通所介護 北区緑町七丁目11番13号 平成28年4月1日 078-581-2299 株式会社ユメゾウ 兵庫県神戸市北区緑町五丁目２番７号

北 2895000277 デイサービスそらの家 介護予防認知症対応型通所介護 北区緑町七丁目11番13号 平成28年4月1日 078-581-2299 株式会社ユメゾウ 兵庫県神戸市北区緑町五丁目２番７号

北 2895000301 モンファミーユ北六甲デイサービスセンター 認知症対応型通所介護 北区谷上南町２９−３ 平成28年10月1日 078-586-5450 社会医療法人社団正峰会 兵庫県西脇市黒田庄町田高３１３番地

北 2895000301 モンファミーユ北六甲デイサービスセンター 介護予防認知症対応型通所介護 北区谷上南町２９−３ 平成28年10月1日 078-586-5450 社会医療法人社団正峰会 兵庫県西脇市黒田庄町田高３１３番地

北 2895000319 ほっこりデイサービス 認知症対応型通所介護 北区東有野台２丁目１１−７ 平成28年10月1日 078-907-6611 CGIケアマネジメント株式会社 兵庫県神戸市北区東有野台２丁目１１−７

北 2895000319 ほっこりデイサービス 介護予防認知症対応型通所介護 北区東有野台２丁目１１−７ 平成28年10月1日 078-907-6611 CGIケアマネジメント株式会社 兵庫県神戸市北区東有野台２丁目１１−７

北 2895000343 デイサービス 結の家 認知症対応型通所介護 北区広陵町1丁目１６２−１ クレア山の街２０２ 平成30年6月1日 078-586-5562 有限会社結 兵庫県神戸市北区広陵町1丁目１６２−１クレア山の街２０２

北 2895000384 デイサービスきみどり 認知症対応型通所介護 北区緑町７丁目１番２６号 ラムール山の街ビル１階 平成30年12月1日 078-581-8077 株式会社ユメゾウ 兵庫県神戸市北区緑町五丁目２番７号

北 2895000384 デイサービスきみどり 介護予防認知症対応型通所介護 北区緑町７丁目１番２６号 ラムール山の街ビル１階 平成30年12月1日 078-581-8077 株式会社ユメゾウ 兵庫県神戸市北区緑町五丁目２番７号

北 2895000392 ほっこりデイサービス東有野台１丁目 認知症対応型通所介護 北区東有野台１丁目１８-１ 平成31年2月1日 078-595-7777 CGIケアマネジメント株式会社 兵庫県神戸市北区東有野台２丁目１１−７

北 2895000392 ほっこりデイサービス東有野台１丁目 介護予防認知症対応型通所介護 北区東有野台１丁目１８-１ 平成31年2月1日 078-595-7777 CGIケアマネジメント株式会社 兵庫県神戸市北区東有野台２丁目１１−７

⾧田 2890600139 Ａｔデイサービス 認知症対応型通所介護 ⾧田区宮川町９丁目５‐２ 平成28年4月1日 078-691-5330 ＫＯＢＥ・ＫＩＲＡＫＵ株式会社 兵庫県神戸市⾧田区宮川町９丁目５−２

⾧田 2890600279 認知症対応型デイサービス ソラストひばりが丘 認知症対応型通所介護 ⾧田区雲雀ケ丘１丁目２−５ 令和2年9月1日 078-646-9502 株式会社ソラスト 東京都港区港南１丁目７番18号

⾧田 2890600279 認知症対応型デイサービス ソラストひばりが丘 介護予防認知症対応型通所介護 ⾧田区雲雀ケ丘１丁目２−５ 令和2年9月1日 078-646-9502 株式会社ソラスト 東京都港区港南１丁目７番18号

須磨 2870702848 離宮高齢者介護支援センター 認知症対応型通所介護 須磨区離宮西町２丁目２−３ 平成28年1月1日 079-731-4164 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 2870702848 離宮高齢者介護支援センター 介護予防認知症対応型通所介護 須磨区離宮西町２丁目２−３ 平成28年1月1日 079-731-4164 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 2890700079 デイサービスセンター すこやか友が丘 認知症対応型通所介護 須磨区友が丘５−５−１９１ 平成23年10月1日 078-797-8036 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 2890700079 デイサービスセンター すこやか友が丘 介護予防認知症対応型通所介護 須磨区友が丘５−５−１９１ 平成23年10月1日 078-797-8036 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 2890700103 KOBE 須磨きらくえん認知症対応型デイサービス 認知症対応型通所介護 須磨区車字菅ノ池1351-14 平成24年7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 2890700103 KOBE 須磨きらくえん認知症対応型デイサービス 介護予防認知症対応型通所介護 須磨区車字菅ノ池1351-14 平成24年7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 2890700137 デイサービス かぐや 認知症対応型通所介護 須磨区車字口中ノ尾737-1 平成27年1月1日 078-384-4438 LIBERA株式会社 兵庫県神戸市須磨区車字口中ノ尾737-1

須磨 2890700137 デイサービス かぐや 介護予防認知症対応型通所介護 須磨区車字口中ノ尾737-1 平成27年1月1日 078-384-4438 LIBERA株式会社 兵庫県神戸市須磨区車字口中ノ尾737-1

須磨 2890700319 愛の園デイサービスひだまり 認知症対応型通所介護 須磨区妙法寺字野路山１０５３番 令和3年9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番

須磨 2890700319 愛の園デイサービスひだまり 介護予防認知症対応型通所介護 須磨区妙法寺字野路山１０５３番 令和4年12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番

垂水 2870800055 本多聞高齢者介護支援センター 認知症対応型通所介護 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 2870800055 本多聞高齢者介護支援センター 介護予防認知症対応型通所介護 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 2870801285 舞子台グループホーム 認知症対応型通所介護 垂水区舞子台７丁目３−６ 平成18年4月1日 078-783-2225 医療法人浩生会 兵庫県神戸市垂水区舞子台７丁目２−１

垂水 2870801285 舞子台グループホーム 介護予防認知症対応型通所介護 垂水区舞子台７丁目３−６ 平成18年4月1日 078-783-2225 医療法人浩生会 兵庫県神戸市垂水区舞子台７丁目２−１

垂水 2870801913 垂水在宅福祉センター 認知症対応型通所介護 垂水区平磯１−２−５垂水年金会館２階 平成18年4月1日 078-751-1294 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 2870801913 垂水在宅福祉センター 介護予防認知症対応型通所介護 垂水区平磯１−２−５垂水年金会館２階 平成18年4月1日 078-751-1294 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 2890800275 デイサービスセンター ふるさと桜 認知症対応型通所介護 垂水区塩屋町６丁目３８番１５号 平成26年7月1日 078-752-3965 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 2890800275 デイサービスセンター ふるさと桜 介護予防認知症対応型通所介護 垂水区塩屋町６丁目３８番１５号 平成26年7月1日 078-752-3965 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 2890800341 グループホーム 希の丘 認知症対応型通所介護 垂水区小束台８６８番地１１２９ 令和2年5月1日 078-795-6100 株式会社メディカルサービス 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目１２

垂水 2890800341 グループホーム 希の丘 介護予防認知症対応型通所介護 垂水区小束台８６８番地１１２９ 令和2年5月1日 078-795-6100 株式会社メディカルサービス 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目１２

垂水 2890800655 くつろぎの家エルフ・神陵台 認知症対応型通所介護 垂水区西脇１丁目４−９−１ 令和5年4月1日 078-784-8902 社会福祉法人正福会 大阪府大阪市鶴見区中茶屋１丁目１番10号くつろぎ・つるみ荘

垂水 2890800655 くつろぎの家エルフ・神陵台 介護予防認知症対応型通所介護 垂水区西脇１丁目４−９−１ 令和5年4月1日 078-784-8902 社会福祉法人正福会 大阪府大阪市鶴見区中茶屋１丁目１番10号くつろぎ・つるみ荘

西 2875200129 なでしこケアセンター 認知症対応型通所介護 西区春日台5丁目174-10 平成18年4月1日 078-961-1294 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 兵庫県神戸市中央区磯上通３丁目１−３２こうべ市民福祉交流センター４階

西 2875200129 なでしこケアセンター 介護予防認知症対応型通所介護 西区春日台5丁目174-10 平成18年4月1日 078-961-1294 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 兵庫県神戸市中央区磯上通３丁目１−３２こうべ市民福祉交流センター４階

西 2895200125 おひさまルーム 認知症対応型通所介護 西区北別府３丁目２２−３ １０５ 平成25年4月1日 078-754-8152 株式会社ＱＯＬ 兵庫県神戸市西区北別府三丁目22番地の3号

西 2895200349 サフィニアデイサービス 認知症対応型通所介護 西区玉津町今津128-2 令和2年2月1日 078-965-9889 サフィニア株式会社 兵庫県神戸市西区玉津町今津128-2

西 2895200349 サフィニアデイサービス 介護予防認知症対応型通所介護 西区玉津町今津128-2 令和2年2月1日 078-965-9889 サフィニア株式会社 兵庫県神戸市西区玉津町今津128-2

西 2895200380 デイサービスセンターさくらさく 認知症対応型通所介護 西区月が丘１丁目４１−１２ 令和2年5月1日 078-994-3220 社会福祉法人桜谷福祉会 兵庫県赤穂市新田１４４４番地

西 2895200380 デイサービスセンターさくらさく 介護予防認知症対応型通所介護 西区月が丘１丁目４１−１２ 令和2年5月1日 078-994-3220 社会福祉法人桜谷福祉会 兵庫県赤穂市新田１４４４番地


