
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
⻄ 2815201419 医療法人社団よしだ内科診療所 居宅介護支援 ⻄区春日台３丁⽬３番地の２０ 平成12年4月1日 078-961-0825 078-961-1250 医療法人社団よしだ内科診療所

⻄ 2875200012
ハーベスピア⻄神居宅介護支援セン
ター

居宅介護支援
⻄区糀台５丁⽬６−１⻄区⽂化センタービ
ル６階

平成12年4月1日 078-996-2350 078-996-2351 医療法人社団仁有会

⻄ 2875200038
指定居宅介護支援事業所 サンホー
ム神⼾⻄

居宅介護支援 ⻄区平野町印路８８７−８ 平成12年4月1日 078-961-5335 078-961-5227 社会福祉法人神⼾日の出会

⻄ 2875200046
社会福祉法人 恩徳福祉会 居宅介
護支援事業 サンビラこうべ

居宅介護支援 ⻄区神出町宝勢字⼤歳⾕７７４番地の３９ 平成12年4月1日 078-965-0933 078-965-0933 社会福祉法人恩徳福祉会

⻄ 2875200061 永栄園居宅介護支援事業所 居宅介護支援 ⻄区伊川⾕町⻑坂８００ 平成12年4月1日 078-974-4863 078-978-0577 社会福祉法人神⼾福⽣会

⻄ 2875200103 神港園シルビアケアプランセンター 居宅介護支援 ⻄区神出町東１１８８−７０ 平成12年4月1日 078-965-1550 078-965-1856 社会福祉法人神港園

⻄ 2875200111 ⼤慈園 居宅介護支援 ⻄区井吹台東町１丁⽬１−１ 平成12年4月1日 078-992-3365 078-990-4166 社会福祉法人⼤慈厚⽣事業会
⻄ 2875200129 なでしこケアセンター 居宅介護支援 ⻄区春日台5丁⽬174-10 平成12年4月1日 078-961-1294 078-961-2140 社会福祉法人神⼾市社会福祉協議会

⻄ 2875200145
ケアーサービス⻄神指定居宅介護支
援事業所

居宅介護支援 ⻄区押部⾕町福住５０２番地の１ 平成12年4月1日 078-995-1205 078-995-1053 有限会社ケアーサービス⻄神

⻄ 2875200178 神出シニアケアプランセンター 居宅介護支援 ⻄区神出町南字⾕畑３６８番地１１９ 平成12年4月1日 078-965-3955 078-965-3956 社会福祉法人弘英会
⻄ 2875200194 グリーンホームはくあい 居宅介護支援 ⻄区北⼭台３丁⽬１−１ 平成12年4月1日 078-994-5861 078-994-1398 医療法人博愛会

⻄ 2875200202 指定居宅介護支援事業所ケアクラブ 居宅介護支援 ⻄区枝吉１丁⽬１２番地 平成12年4月1日 078-925-4568 078-928-1705 ヒューマンライフサービス株式会社

⻄ 2875200277 ケアプランセンターたまつ 居宅介護支援 ⻄区持⼦３丁⽬３持⼦ビル２０１号 平成12年4月1日 078-926-0985 078-926-0986 特定医療法人誠仁会

⻄ 2875200400
⽣活協同組合コープこうべ居宅介護
支援センター⻄神南

居宅介護支援
⻄区井吹台東町１−１−３コープ⻄神南２
階

平成12年4月1日 078-992-2034 078-992-1629 ⽣活協同組合コープこうべ

⻄ 2875200509 ハーベスピア 居宅介護支援 ⻄区伊川⾕町有瀬字屋敷前１４３２−１ 平成12年4月1日 078-976-2677 078-976-2633 医療法人社団仁有会
⻄ 2875200566 ケアプランセンターいわおか 居宅介護支援 ⻄区⻯が岡1丁⽬３−３ 平成12年4月1日 078-969-2838 078-969-2839 特定医療法人誠仁会
⻄ 2875200905 ⻄神の⾥ 居宅介護支援 ⻄区岩岡町古郷２８８８ 平成13年4月1日 078-967-7151 078-967-7152 社会福祉法人⼤樹会
⻄ 2875201218 いかわ居宅介護支援事業所 居宅介護支援 ⻄区平野町向井９３−１ 平成15年6月1日 078-963-3077 078-963-3056 有限会社在宅介護しえん
⻄ 2875201333 ひめゆり居宅介護支援事業所 居宅介護支援 ⻄区伊川⾕町有瀬１２６９−４ 平成15年9月1日 078-976-8723 078-976-8773 有限会社ミルキーウェイ
⻄ 2875201341 ⻄神中央えがおの窓⼝ 居宅介護支援 ⻄区⽵の台６丁⽬４−２ 平成15年9月1日 078-993-6662 078-993-6660 株式会社ユイックス

⻄ 2875201895
フェニックス指定居宅介護支援事業
所

居宅介護支援 ⻄区岩岡町岩岡９１７-１3 平成16年12月1日 078-967-0303 078-967-6905 医療法人社団一功会

⻄ 2875201937 居宅介護支援事業所ほっと倶楽部 居宅介護支援 ⻄区伊川⾕町別府７１９−１ 平成13年3月15日 078-978-0403 078-978-0402 株式会社光栄メディカル
⻄ 2875202158 なぎさ居宅サービス 居宅介護支援 ⻄区宮下２丁⽬８−１４−１０３ 平成17年8月15日 078-921-7787 078-921-7776 有限会社夢創工房

⻄ 2875202455 居宅介護支援えがお 居宅介護支援 ⻄区伊川⾕町有瀬８１２−６・２−４０５ 平成18年7月15日 078-975-9205 078-975-9206 株式会社えがお

⻄ 2875203024 めばえ 居宅介護支援 ⻄区前開南町１丁⽬５−１２−１０１ 平成22年5月1日 078-975-5331 078-975-5332 株式会社フジイ
⻄ 2875203032 ゆいケアプランセンター 居宅介護支援 ⻄区前開南町一丁⽬３番８号 平成22年5月1日 078-962-5378 078-958-7781 株式会社結

⻄ 2875203131 居宅介護支援事業所ふるさと有瀬 居宅介護支援
⻄区伊川⾕町有瀬３１−１ ファルファー
ラ伊川⾕205

平成23年2月1日 078-977-1192 078-915-8347 社会福祉法人絆福祉会

⻄ 2875203149 プライムプラン リハ・リハ 居宅介護支援 ⻄区前開南町２丁⽬１３−１４ 平成23年3月1日 078-945-6510 078-945-6511 株式会社セラピット
⻄ 2875203172 ラグナケア春日台 居宅介護支援 ⻄区春日台７丁⽬４５−２ 平成23年4月1日 078-963-2900 078-963-3401 社会福祉法人報恩会

⻄ 2875203297 アンズケアサービス 居宅介護支援
⻄区桜が丘中町３丁⽬２−３ジョイフル４
２号

平成23年8月1日 078-995-1811 078-995-1841 株式会社ＴＯＷＡ

⻄ 2875203438 学園都市居宅介護支援事業所 居宅介護支援
⻄区学園⻄町１丁⽬４番地キャンパススク
エア東館１Ｆ

平成24年1月1日 078-794-3720 078-794-3722 社会福祉法人神⼾福⽣会

⻄ 2875203644
居宅介護支援事業所 エルダービ
レッジ

居宅介護支援 ⻄区櫨⾕町福⾕882番地 平成25年1月1日 078-996-1643 078-996-1645 医療法人社団翌檜会

⻄ 2875203826
やさしい⼿神⼾⻄居宅介護支援事業
所

居宅介護支援 ⻄区糀台5-6-1 ⻄区⽂化センタービル6階 平成25年9月1日 050-1753-6385 078-996-7051 株式会社やさしい⼿

⻄ 2875203875 居宅介護支援事業所燦燦 居宅介護支援
⻄区池上２丁⽬２０番地１ ぬくもりの家
こころ 232号

平成25年10月1日 078-978-1240 078-915-7372 株式会社レオ・ソリューションズ

⻄ 2875204014 カトレア居宅介護支援センター 居宅介護支援 ⻄区南別府2丁⽬15−12 平成26年6月1日 078-995-5193 078-995-5196 医療法人社団阿部医院

⻄ 2875204089
オアシス神⼾⻄ 居宅介護支援事業
所

居宅介護支援 ⻄区伊川⾕町潤和1058 平成26年10月1日 078-974-2805 078-974-0577
社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉
会

⻄ 2875204139 リアルライフ神⼾ 居宅介護支援 ⻄区伊川⾕町有瀬696番地16 平成27年2月1日 078-939-6044 078-939-2452 株式会社いぶきの風
⻄ 2875204154 居宅介護支援事業所ファースト 居宅介護支援 ⻄区美穂が丘5丁⽬101-8-1 平成27年4月1日 078-915-7096 078-915-7097 医療法人社団おばやしクリニック
⻄ 2875204261 ひらの居宅介護支援事業所 居宅介護支援 ⻄区平野町向井９３番地の１ 平成27年10月1日 078-939-3299 078-939-3266 有限会社ひらの

⻄ 2875204378
ケアマネステーションわたぼうし
WEST

居宅介護支援 ⻄区井吹台⻄町３−１８−６ 平成28年6月1日 078-939-6215 078-939-6220 医療法人社団林⼭朝日診療所

⻄ 2875204451 あいのわケアプランセンター 居宅介護支援 ⻄区⾼塚台３丁⽬２番地の４ 平成29年2月1日 078-990-0655 078-990-0658 株式会社ＪＩＮ
⻄ 2875204568 ほおずきケアプランセンター神⼾ 居宅介護支援 ⻄区⼆ツ屋２丁⽬１５−６ 平成29年12月1日 078-922-7300 078-922-7301 有限会社ほおずき
⻄ 2875204600 ベストプレイスケア神⼾⻄ 居宅介護支援 ⻄区池上１丁⽬１４−４−６０７ 平成30年4月1日 078-224-5357 078-224-5358 株式会社ベストプレイスケア
⻄ 2875204667 ラヴィーケアプランセンター 居宅介護支援 ⻄区伊川⾕町有瀬1248-1 平成30年7月1日 078-974-1888 078-974-7880 株式会社ラヴィ−
⻄ 2875204675 ハンド・イン・ハンド福祉相談室 居宅介護支援 ⻄区岩岡町⻄脇909番地の2 平成30年8月1日 078-967-2012 078-967-2013 合同会社ハンド・イン・ハンド

⻄ 2875204808
やさしい⼿伊川⾕居宅介護支援事業
所

居宅介護支援
⻄区⼤津和３−６−４ｼｬﾙﾏﾝﾃﾞｨｱﾝﾄｽ１階１
０１号

令和1年10月1日 050-1753-6384 078-385-7379 株式会社やさしい⼿

⻄ 2875204816 桜が丘⻄居宅支援サービス 居宅介護支援 ⻄区桜が丘⻄町2丁⽬20番地の15 令和1年11月1日 078-994-3448 078-995-7680 桜が丘⻄訪問介護サービス合同会社
⻄ 2875204865 あいの森 居宅介護支援 ⻄区伊川⾕町有瀬1746 明徳ビル2階 令和2年4月1日 078-964-6777 078-978-1378 HealingForest合同会社

⻄ 2875205045
特別養護老人ホーム岩岡の郷（居
宅）

居宅介護支援 ⻄区岩岡町岩岡６５６番地の２ 令和3年4月1日 078-967-5566 078-967-5500 社会福祉法人千種会

⻄ 2875205102 ケアプランセンターすみれWEST 居宅介護支援 ⻄区池上２丁⽬４番地４ 令和3年10月1日 078-978-5500 078-978-5510 医療法人社団菫会

⻄ 2875205128
居宅介護支援センターファミリア神
⼾

居宅介護支援 ⻄区池上２丁⽬３７−１ 令和4年4月1日 078-975-7252 078-975-7253 株式会社S＆S

⻄ 2875205136 ケアプランセンター 三芳苑 居宅介護支援 ⻄区伊川⾕町潤和1447-1 令和4年5月1日 078-975-0500 078-975-0501 社会福祉法人松風会

⻄ 2875205144 ケアグレース神⼾ 居宅支援事業所 居宅介護支援
⻄区伊川⾕町有瀬７１２−１ ラピート⼤
蔵１号棟１０４

令和4年6月1日 078-963-6399 078-940-9299 ＱｕｅｓｅｒａＧｒａｃｅ株式会社

⻄ 2875205193 居宅介護支援事業所はぴする 居宅介護支援 ⻄区春日台３丁⽬１−７−204 令和5年1月1日 078-963-2280 078-963-2234 一般社団法人つなぐ福祉会
⻄ 2875205219 うららケアプランセンター 居宅介護支援 ⻄区⽩⽔２丁⽬３番21号 令和5年3月1日 078-940-9972 078-940-9973 株式会社グット・ケア
⻄ 2875205243 ケアプランセンターおしべ 居宅介護支援 ⻄区押部⾕町栄193-４ 令和5年4月1日 078-998-2051 078-998-2052 医療法人和敬会


