
区 介護保険事業所番号 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-直通電話番号事業所-FAX番号 申請者-法人名
北 2855080046 老人保健施設桃源の郷 居宅介護支援 北区有野中町４丁目１８番２１号 平成12年4月1日 078-987-2521 078-987-2524 医療法人社団恵秀会
北 2855080053 老人保健施設らぽーと 居宅介護支援 北区大沢町中大沢字向井新田2238番３ 平成12年4月1日 078-950-7070 078-954-0778 医療法人社団⻘⼭会
北 2865090068 訪問看護ステーションなでしこ 居宅介護支援 北区鈴蘭台東町１丁目９−１５ 平成12年4月1日 078-594-7611 078-594-7618 医療法人神⼾健康共和会
北 2875000024 八多の里居宅介護支援事業所 居宅介護支援 北区八多町中６８１番地 平成12年4月1日 078-951-1130 078-951-1688 社会福祉法人吉祥会
北 2875000065 居宅介護支援事業所ほくと 居宅介護支援 北区⼭田町下谷上字門口１０番３号 平成12年4月1日 078-583-0440 078-583-9900 医療法人社団健心会

北 2875000115 社会福祉法人盛雲会大池サンホーム 居宅介護支援 北区⼭田町上谷上字ヤンゲン３ 平成12年4月1日 078-581-0230 078-581-0270 社会福祉法人盛雲会

北 2875000149 すずらんケアプランセンター 居宅介護支援 北区鈴蘭台⻄町１丁目２６−２ 平成12年4月1日 078-592-1294 078-592-5170 社会福祉法人神⼾市社会福祉協議会

北 2875000156
社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵
庫県済生会済生会ふじの里

居宅介護支援 北区藤原台中町５丁目1番2号 平成12年4月1日 078-984-5110 078-984-5119
社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫
県済生会

北 2875000180
⼀般財団法人 神⼾在宅医療・介護
推進財団 しあわせの村在宅支援セ
ンター

居宅介護支援 北区しあわせの村1番19号 平成12年4月1日 078-743-8512 078-743-8305
⼀般財団法人神⼾在宅医療・介護推進
財団

北 2875000198
独立行政法人地域医療機能推進機構
神⼾中央病院附属居宅介護支援セン
ター

居宅介護支援 北区惣⼭町２丁目１−９ 平成12年4月1日 078-596-2385 078-596-2446 独立行政法人地域医療機能推進機構

北 2875000206
居宅介護支援事業所 やすらぎの里道
場

居宅介護支援 北区道場町塩田３０８０番地 平成12年4月1日 078-985-6581 078-985-6580 社会福祉法人翔美会

北 2875000214
生活協同組合コープこうべ居宅介護
支援センターデイズ神⼾北町

居宅介護支援
北区日の峰２−７コープデイズ神⼾北町３
階

平成12年4月1日 078-582-2937 078-582-3197 生活協同組合コープこうべ

北 2875000222 ⻄すず安心センター 居宅介護支援
北区北五葉１丁目１３−１レ・アールビル
３Ｆ

平成12年4月1日 078-596-1398 078-595-2801
特定⾮営利活動法人⻄すず安心セン
ター

北 2875000248
神⼾アドベンチスト病院介護支援三
育センター

居宅介護支援 北区有野台８丁目４番１号 平成12年4月1日 078-981-4050 078-981-1140 セブンスデー・アドベンチスト教団

北 2875000487 神鉄ケアサービスセンター 居宅介護支援 北区鈴蘭台南町６丁目１−１ 平成13年7月13日 078-596-0232 078-596-1651 神⼾電鉄株式会社

北 2875000552 ニチイケアセンター鈴蘭台 居宅介護支援
北区鈴蘭台北町１−１３−２０サンハイツ
北町Ｂ棟１０１

平成12年4月1日 078-596-0952 078-596-0953 株式会社ニチイ学館

北 2875000578 聖隷ケアプランセンター北神⼾ 居宅介護支援 北区谷上⻄町２７番６-201号 平成12年4月1日 078-582-3064 078-582-2505 社会福祉法人聖隷福祉事業団
北 2875000644 居宅介護支援事業所梅香園 居宅介護支援 北区⼭田町⼩部字南⼭２−３５ 平成12年4月1日 078-595-2555 078-595-2003 社会福祉法人やすらぎ福祉会

北 2875000719
生活協同組合コープこうべ居宅介護
支援センター鈴蘭台

居宅介護支援
北区鈴蘭台北町１−１２−５コープ鈴蘭台
東内

平成13年3月15日 078-592-3073 078-592-3091 生活協同組合コープこうべ

北 2875000909 居宅介護支援事業所まごころ 居宅介護支援 北区⼭田町下谷上字門口９−４ 平成15年3月1日 078-582-3636 078-582-3692 株式会社エイチ・ジー
北 2875001030 向陽りんどう苑 居宅介護支援 北区有野町有野１４８４−１ 平成12年4月1日 078-981-5252 078-981-7805 社会福祉法人向陽福祉会

北 2875001089
居宅介護支援事業所ケアセンターサ
ンカトレア

居宅介護支援 北区鈴蘭台⻄町２丁目２１−５ 平成15年12月1日 078-591-7058 078-591-7051 医療法人社団顕修会

北 2875001105 ナンバーワン・プランニング 居宅介護支援 北区鈴蘭台北町４丁目２−９ 平成15年1月1日 078-595-2643 078-595-2618 有限会社ナンバーワン・プランニング

北 2875001212 居宅介護支援事業所さくらの家 居宅介護支援 北区八多町中１３６７ 平成16年5月15日 078-952-1088 078-952-1020 有限会社健幸会
北 2875001352 ありまの湯居宅介護支援事業所 居宅介護支援 北区有⾺町字⼭田⼭１８１９−２ 平成16年8月1日 078-904-2520 078-904-2521 医療法人甲風会
北 2875001428 居宅介護支援事業所うらら 居宅介護支援 北区淡河町淡河574 平成16年10月1日 078-950-5166 078-950-5188 医療法人社団康明会

北 2875001527
なごみ介護センターなごみ居宅介護
支援事業所

居宅介護支援 北区⼭田町下谷上かんじゃ７−３ 平成17年2月1日 078-586-0755 078-586-0754 医療法人社団恕和会

北 2875001642 居宅介護支援事業所ひだまり 居宅介護支援 北区有野町有野2073-42 平成17年7月15日 078-982-8366 078-982-8366 有限会社陽だまり

北 2875001758 神港園⻄鈴蘭台ケアプランセンター 居宅介護支援
北区南五葉１丁目２−２８サンロイヤル清
水２０５号

平成18年3月15日 078-596-5325 078-596-5326 社会福祉法人神港園

北 2875001832
陽光介護企業組合ケアセンターひよ
どり

居宅介護支援 北区ひよどり台２丁目１−２ 平成18年7月15日 078-743-7771 078-743-7773 陽光介護企業組合

北 2875002038
医療法人社団六心会指定居宅介護支
援事業所ケアメイト神⼾

居宅介護支援 北区鹿の子台北町８丁目１１番１号 平成19年12月1日 078-950-2780 078-950-2781 医療法人社団六心会

北 2875002111 まほし居宅介護支援事業所コスモス 居宅介護支援 北区⼭田町上谷上字古々谷１２−３ 平成20年5月1日 078-581-9094 078-581-0622 医療法人社団まほし会

北 2875002285 ケア２１こうべきた 居宅介護支援 北区鈴蘭台北町1丁目2番4号 田和ビル1階 平成21年11月1日 078-596-1322 078-596-0321 株式会社ケア２１

北 2875002350 あさひケア居宅介護支援事業所 居宅介護支援 北区鈴蘭台南町３−１１−１１ 平成22年4月1日 078-596-4141 078-596-4140 あさひケアサービス株式会社
北 2875002376 アースサポート神⼾北 居宅介護支援 北区谷上⻄町２７−６ 平成24年1月1日 078-586-2411 078-586-2410 アースサポート株式会社
北 2875002848 居宅介護支援事業所 花の里 居宅介護支援 北区藤原台中町6丁目9番1号 平成25年5月1日 078-982-7580 078-982-7581 株式会社ROFAcare
北 2875002897 居宅介護支援事業所ハルカス 居宅介護支援 北区菖蒲が丘⼀丁目５３４番地５９ 平成25年10月1日 078-907-6770 078-952-0664 株式会社新菱ファシリティ

北 2875002962 砂のあしあと居宅介護支援事業所 居宅介護支援
北区藤原台南町四丁目１１番７号 サンビ
レッジ北神⼾C１０２

平成25年11月1日 078-597-6771 078-597-6787 株式会社フレンズ

北 2875003010 ケアプランセンターきみどり 居宅介護支援
北区緑町７丁目１−２６ ラムール⼭の街
ビル２０１号

平成26年3月1日 078-581-7788 078-581-7677 株式会社ユメゾウ

北 2875003101
オアシス神⼾北 居宅介護支援事業
所

居宅介護支援 北区淡河町野瀬715 平成26年10月1日 078-950-9223 078-950-9236
社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉
会

北 2875003127 ケアプラン笑楽 岡場 居宅介護支援
北区藤原台中町1丁目2番2号 エコールリ
ラ1Ｆ

平成26年11月1日 078-987-3009 078-987-3019 株式会社ビオネスト

北 2875003143 おもいやり 居宅介護支援 北区有野町唐櫃29-6 平成26年11月1日 078-981-5626 078-981-5615 医療法人社団医啓会
北 2875003242 ケアプランかいてき 居宅介護支援 北区南五葉1丁目3番17号 平成27年5月1日 078-594-1531 078-594-1541 株式会社かいてき介護サービス
北 2875003259 さくらホーム居宅介護支援事業所 居宅介護支援 北区⼭田町⼩部字惣六畑⼭8−18 平成27年5月1日 078-596-6622 078-596-6620 社会福祉法人やすらぎ福祉会
北 2875003309 駒どりの郷 介護相談室 居宅介護支援 北区⻄大池２丁目７番４１号 平成27年10月1日 078-586-3350 078-586-3351 社会福祉法人駒どり
北 2875003523 まほし居宅介護支援事業所からと 居宅介護支援 北区唐櫃台２丁目２３番２号 平成29年4月1日 078-595-7778 078-595-7260 医療法人社団まほし会

北 2875003630
フォーライフ神⼾ケアプランセン
ター

居宅介護支援 北区鈴蘭台南町５丁目７番１８号 １階 平成30年2月1日 078-763-0039 078-763-0038 株式会社LifeStep

北 2875003671
しあわせの菜の花畑ケアプランセン
ター神⼾

居宅介護支援 北区菖蒲が丘１丁目１４−２ 平成30年6月1日 078-951-4165 078-951-4168 株式会社日宅

北 2875003739 居宅介護支援事業所ひよこ 居宅介護支援 北区鈴蘭台北町七丁目４番２号 平成31年2月1日 078-591-6400 078-591-6401 合同会社ひよこ
北 2875003747 居宅介護支援事業所いこり 居宅介護支援 北区星和台５丁目７−７０ 平成31年2月1日 078-778-9029 078-763-0051 株式会社クリエーション介護
北 2875003788 ケアプランオフィス オリーブ 居宅介護支援 北区鹿の子台北町7丁目11番11号 令和1年5月1日 078-953-2684 078-953-2688 株式会社FunLife
北 2875003838 ケアプランセンターかえで 居宅介護支援 北区鳴子2丁目17-2 サクセス星和台203 令和1年10月1日 078-595-7071 078-595-7024 株式会社ラフアンドケア

北 2875003861 ぷらすサニーケアプランセンター 居宅介護支援 北区有野中町三丁目１７番８号 令和2年5月1日 078-981-5757 078-981-3539
特定⾮営利活動法人地域社会の健康を
支援する会

北 2875004018
居宅介護支援事業所 神⼾ケアプラ
ンセンター

居宅介護支援 北区緑町１丁目６−１⼭の街ビル１階 令和3年3月1日 078-223-9265 050-3606-6603 株式会社神⼾ヘルスアンドケア

北 2875004026 こうほく居宅介護支援事業所 居宅介護支援 北区有野中町１丁目１８番８号 令和3年4月1日 078-595-8617 078-595-8618 医療法人社団甲北会
北 2875004067 ケアプランセンター助っ人 居宅介護支援 北区鈴蘭台北町５丁目１３番２号 令和3年10月1日 078-220-3423 078-336-3371 株式会社兵庫ケアサービス


