
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
⻑⽥ 2870600042 高齢者ケアセンターながた 居宅介護支援 ⻑⽥区北町３丁⽬３ 平成12年4月1日 078-575-8777 078-575-8188 社会福祉法人神⼾福⽣会

⻑⽥ 2870600075 高齢者⽣協ケアステーションながた 居宅介護支援 ⻑⽥区⼤橋町９丁⽬４−６ 平成12年4月1日 078-641-9803 078-641-9804 兵庫県高齢者⽣活協同組合

⻑⽥ 2870600083 デイサービスセンターいたやど 居宅介護支援 ⻑⽥区庄⼭町２丁⽬１−５ 平成12年4月1日 078-611-3346 078-611-3345 社会福祉法人駒どり
⻑⽥ 2870600109 ⻑⽥在宅福祉センター 居宅介護支援 ⻑⽥区腕塚町２丁⽬１−２８ 平成12年4月1日 078-611-2015 078-611-2016 社会福祉法人神⼾市社会福祉協議会
⻑⽥ 2870600117 ⻑⽥愛の園居宅介護支援センター 居宅介護支援 ⻑⽥区⼤塚町５丁⽬１番７号 平成12年4月1日 078-611-4165 078-646-0182 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会
⻑⽥ 2870600133 特別養護⽼人ホーム⻑⽥すみれ園 居宅介護支援 ⻑⽥区⿅松町２−９−４３ 平成12年4月1日 078-691-8008 078-691-1777 社会福祉法人すみれ会

⻑⽥ 2870600356 ケアプランセンター故郷の家・神⼾ 居宅介護支援 ⻑⽥区東尻池町７丁⽬４−２１ 平成13年6月29日 078-651-1555 078-651-1115 社会福祉法人こころの家族

⻑⽥ 2870600398 ふれあいホーム 居宅介護支援 ⻑⽥区三番町１丁⽬４−１ 平成14年4月1日 078-515-8200 078-515-8221 社会福祉法人神⼾サルビア福祉会

⻑⽥ 2870600885 ケア２１⻑⽥ 居宅介護支援
⻑⽥区⻑⽥町五丁⽬３番６号神⼾ｽｶｲタ
ワー２Ｆ

平成16年2月1日 078-646-4322 078-621-2621 株式会社ケア２１

⻑⽥ 2870600976 介護相談室ふたば 居宅介護支援 ⻑⽥区⼆葉町５丁⽬１−１−１１４ 平成16年4月1日 078-642-0038 078-647-8188 社会福祉法人駒どり
⻑⽥ 2870600992 介護センターきょうどう 居宅介護支援 ⻑⽥区腕塚町2-2-10 3階 平成16年5月1日 078-621-5677 078-621-5676 株式会社クリエイト兵庫
⻑⽥ 2870601073 菱谷接骨院 居宅介護支援 ⻑⽥区四番町８丁⽬１ 平成16年7月15日 078-576-3555 078-576-3677 有限会社ヒシタニ
⻑⽥ 2870601131 有限会社ケアステーションあずみ 居宅介護支援 ⻑⽥区梅ケ⾹町２丁⽬１０-１１ 平成16年9月1日 078-686-1165 078-686-1164 有限会社ケアステーションあずみ
⻑⽥ 2870601149 小谷ケアステーション 居宅介護支援 ⻑⽥区⼤橋町４丁⽬３−５-303 平成16年9月1日 078-643-0065 078-643-0066 有限会社小谷ケアステーション

⻑⽥ 2870601230 特定非営利活動法人リーフグリーン 居宅介護支援
⻑⽥区海運町３丁⽬３−８たかとりコミュ
ニティセンター

平成25年9月1日 078-731-8577 078-731-8587 特定非営利活動法人リーフグリーン

⻑⽥ 2870601255
介護⽼人保健施設神⼾⻑者町⽩寿苑
居宅介護支援事業所

居宅介護支援 ⻑⽥区⻑者町１９−１ 平成17年5月15日 078-646-9891 078-646-9892 社会福祉法人のじぎく福祉会

⻑⽥ 2870601271 けあさぽーとマリン 居宅介護支援
⻑⽥区北町２丁⽬３８−１北池ビル２−Ｃ
号

平成17年6月1日 078-578-3242 078-578-3245 株式会社マリン

⻑⽥ 2870601370 まどか居宅支援センター 居宅介護支援 ⻑⽥区久保町２−３−１２ 平成17年9月15日 078-642-1289 078-642-1322 株式会社まどか

⻑⽥ 2870601560 株式会社ソフトケア 居宅介護支援
⻑⽥区⼆葉町６丁⽬７番１−２０３ アス
タくにづか６番館 北棟

平成18年7月15日 078-646-9262 078-646-9263 株式会社ソフトケア

⻑⽥ 2870601610 たくと 居宅介護支援 ⻑⽥区⼤塚町６丁⽬１−１池内ビル１階 平成18年10月1日 078-641-6556 078-642-0942 社会福祉法人えんぴつの家

⻑⽥ 2870601834
ＳＯＭＰＯケア 神⼾ 居宅介護支
援

居宅介護支援 ⻑⽥区⼤橋町４丁⽬１−１０ 平成20年4月15日 078-621-0818 078-621-0819 SOMPOケア株式会社

⻑⽥ 2870601909 ハナ介護サービス 居宅介護支援
⻑⽥区若松町４丁⽬４−１０アスタクエス
タ北棟５０２

平成21年4月1日 078-646-8671 078-612-3052
特定非営利活動法人神⼾定住外国人支
援センター

⻑⽥ 2870601982 メッセケアサービス 居宅介護支援
⻑⽥区庄⼭町１丁⽬４−２１ドルフィンズ
マンション１Ｆ

平成12年4月1日 078-621-5758 078-621-5755 メッセユニバース株式会社

⻑⽥ 2870602089 介護支援センター七福神 居宅介護支援 ⻑⽥区上池⽥４丁⽬５番９号 平成22年5月1日 078-201-1455 078-201-9249 株式会社うらべ
⻑⽥ 2870602139 居宅介護支援事業所けんと 居宅介護支援 ⻑⽥区松野通１丁⽬５-16国際ビル203号 平成22年9月1日 078-646-1267 078-646-1268 有限会社健人
⻑⽥ 2870602733 神⼾⼤⼭ケアプランセンター 居宅介護支援 ⻑⽥区三番町２丁⽬２番１５ 平成26年8月1日 078-595-9324 078-595-9325 社会医療法人社団正峰会
⻑⽥ 2870602758 そらケアステーション 居宅介護支援 ⻑⽥区⼾崎通三丁⽬10番13号1F 平成26年10月1日 078-798-5493 078-798-5495 株式会社SONA

⻑⽥ 2870602782 ケア・ホワイト 居宅介護支援
⻑⽥区日吉町2-1-2 アスタピア新⻑⽥公
園通り111

平成29年7月1日 078-754-7093 078-754-7094 株式会社ホワイト

⻑⽥ 2870602816 在宅ケアサービス ソラスト新⻑⽥ 居宅介護支援
⻑⽥区松野通三丁⽬3番3号 キャッツビル
101号室

平成26年11月1日 078-647-6155 078-647-6156 株式会社ソラスト

⻑⽥ 2870602832 湊川ケア・居宅介護支援事業所 居宅介護支援 ⻑⽥区房王寺町６丁⽬１−４５−２０１ 平成26年10月1日 078-611-2773 078-381-9292 ロイヤルハウス有限会社

⻑⽥ 2870602907
医療法人社団十善会 居宅介護支援
事業所つながり

居宅介護支援 ⻑⽥区久保町３丁⽬９−１ 平成27年6月1日 078-641-2222 078-641-3333 医療法人社団十善会

⻑⽥ 2870602915 居宅介護支援事業所 かりん 居宅介護支援 ⻑⽥区御蔵通６丁⽬１７番地 平成27年6月1日 078-578-4166 078-578-4167 特定非営利活動法人信親

⻑⽥ 2870602980 ＯＲさくら居宅介護支援事業所 居宅介護支援
⻑⽥区北町1丁⽬４５番地小⻄ビル２０３
号

平成28年1月1日 078-599-8272 078-599-8273 株式会社ＯＲさくら

⻑⽥ 2870603046 適寿えがおの窓口 居宅介護支援
⻑⽥区丸⼭町２丁⽬２−１３ ＡＭＫビル
１Ｆ

平成28年3月1日 078-612-5537 078-612-5563 医療法人社団康人会

⻑⽥ 2870603178 池⽥宮川居宅介護支援事業所 居宅介護支援 ⻑⽥区⻑⽥町7丁⽬2-4 平成29年4月1日 078-335-6651 078-631-9666 社会福祉法人神⼾福⽣会
⻑⽥ 2870603251 本町まちづくり工房 居宅介護支援 ⻑⽥区駒ケ林町3−14−8 平成30年4月1日 078-643-6558 078-643-6553 株式会社Happy
⻑⽥ 2870603343 ひかるケアサービス⻑⽥ 居宅介護支援 ⻑⽥区北町⼀丁⽬39番地の1 令和2年10月1日 078-531-5505 078-531-5506 株式会社ひかるケアサービス
⻑⽥ 2870603384 トラストミーえがおの窓口 居宅介護支援 ⻑⽥区⽚⼭町2丁⽬6番25号 令和2年4月1日 078-797-5945 078-797-5946 合同会社トラストミー
⻑⽥ 2870603491 介護相談室くもん 居宅介護支援 ⻑⽥区梅ケ⾹町２丁⽬１１−１０ 令和3年9月1日 078-777-0049 078-652-3211 医療法人楠和会
⻑⽥ 2870603608 神⼾まどか園居宅介護支援事業所 居宅介護支援 ⻑⽥区⼤丸町１丁⽬５番１号 令和4年4月1日 078-646-3111 078-646-3112 社会福祉法人正久福祉会
⻑⽥ 2870603665 みどり介護支援センター⻑⽥ 居宅介護支援 ⻑⽥区房王寺町６丁⽬２番１３号 令和4年10月1日 078-647-6123 078-691-3480 医療法人社団せんだん会


