
 

番号 施設種 施設名 種別 名称 住所 

1 特別養護老人ホーム 岩岡の郷 社会福祉法人 六甲福祉会 神戸市西区岩岡町岩岡656-2 

2 介護老人保健施設 エスポアール遙 医療法人 久仁会 明石市魚住町清水2183 

3 特別養護老人ホーム ふれあいホーム 社会福祉法人 神戸サルビア福祉会 神戸市長田区三番町1-4-1 

4 特別養護老人ホーム あいハート須磨 社会福祉法人 全電通近畿社会福祉事業団 神戸市須磨区松風町4-2-26 

5 介護老人保健施設 兵庫みどり苑 医療法人社団 せんだん会 神戸市兵庫区大開通2-2-1 

6 特別養護老人ホーム ファボール星陵 社会福祉法人 神戸協和会 神戸市垂水区星陵台4-4-43 

7 介護老人保健施設 ライフ明海 医療法人社団 弘成会 明石市藤江201 

8 介護老人保健施設 コスモス苑 医療法人社団 つかさ会 神戸市須磨区妙法寺字荒打308-1 

9 介護老人保健施設 緑寿苑 医療法人 達磨会 加古川市平岡町新在家1197-3 

10 介護老人保健施設 すま松の郷 医療法人社団 松善会 神戸市須磨区妙法寺字樫原2-1 

11 特別養護老人ホーム こすもす園 社会福祉法人 のじぎく福祉会 加古川市神野町神野136の8 

12 特別養護老人ホーム セ・ラ・ヴィ 社会福祉法人 二人同心会 神戸市東灘区住吉宮町3-4-17 

13 特別養護老人ホーム せいりょう園 社会福祉法人 はりま福祉会 加古川市野口町長砂95-20 

14 介護老人保健施設 あさぎりむつみ荘 医療法人社団 なごみ会 明石市朝霧台1120-ﾉ4 

15 特別養護老人ホーム ペーパームーン 社会福祉法人 姫路文化福祉会 明石市二見町西二見1601-1 

16 特別養護老人ホーム 万亀園 社会福祉法人 万亀会 加古川市野口町水足107-1 

17 特別養護老人ホーム ふたば 社会福祉法人 駒どり 神戸市長田区二葉町5-1-1-101 

18 特別養護老人ホーム 須磨シニアコミュニティ 社会福祉法人 弘英会 神戸市須磨区外浜町3-3-18 

19 特別養護老人ホーム 大慈弥勒園 社会福祉法人 大慈厚生事業会 神戸市西区櫨谷町長谷13-1 

20 特別養護老人ホーム 明石愛老園 社会福祉法人 明石愛老園 明石市魚住町清水3208 

21 特別養護老人ホーム オービーホーム 社会福祉法人 丸 神戸市垂水区名谷町字猿倉273-7 

22 特別養護老人ホーム 大池サンホーム 社会福祉法人 盛雲会 神戸市北区山田町上谷上字ﾔﾝｹﾞﾝ3 

23 特別養護老人ホーム オリンピア神戸西 社会福祉法人 光朔会 神戸市西区玉津町上池315-10 

24 グループホーム ひまわり 有限会社 日本健康管理システム 神戸市須磨区行幸町4-4-8 

25 デイサービス CHIAKIほおずき明石西 有限会社 ほおずき 明石市二見町東二見574-8 

26 デイサービスセンター 二見の家 医療法人 伯鳳会 明石市二見町西二見駅前2-56 

27 デイサービスセンター ふれんど玉津 医療法人社団 すすむ会 神戸市西区丸塚1-22-17 

28 介護付有料老人ホーム フォレスト垂水 株式会社 ファインフォレスト

株式会社 

神戸市垂水区旭が丘1-9-60 

29 グループホーム 花の風 医療法人 八十嶋病院 神戸市西区伊川谷町有瀬556-1 

30 グループホーム つつじの丘 医療法人社団 典永会 神戸市西区岩岡町岩岡654-284 

31 デイサービス 鈴の音リハビリテーションセンター 有限会社 フェニックス 神戸市北区山田町小部字大脇山17-1 

32 グループホーム カサブランカ魚住 有限会社 エイプラスアール 明石市魚住町中尾221-1 

33 デイサービスセンター えがお 医療法人社団 西村医院 加古川市野口町水足1857 

34 グループホーム 芦屋ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム華 株式会社 華 神戸市西区玉津町新方551 

35 特別養護老人ホーム 浜の宮松竹園 社会福祉法人 カリタスの里 加古川市別府町新野辺538-9 

36 特別養護老人ホーム さつき園 社会福祉法人 やすらぎ福祉会 神戸市北区山田町小部字杉ﾉ木3-2 

37 特別養護老人ホーム 鹿児の郷 社会福祉法人 福竹会 加古川市平荘町山角1038-4 

38 特別養護老人ホーム ラガール 社会福祉法人 弘道福祉会 明石市林崎町3-542-37 

39 介護老人保健施設 エスコート船場 医療法人 真和会 姫路市東雲町4-1-20 

40 特別養護老人ホーム 万寿の家 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 神戸市西区曙町1070 

41 特別養護老人ホーム みどり園 社会福祉法人 太子福祉会 加古川市平岡町土山423-9 

42 特別養護老人ホーム 塩屋さくら苑 社会福祉法人 神戸中央福祉会 神戸市垂水区塩屋町4-25-11 

43 特別養護老人ホーム 愛の園 社会福祉法人 ぶどうの枝 神戸市須磨区妙法寺字野路山1053 



 

番号 施設種 施設名 種別 名称 住所 

44 特別養護老人ホーム 舞子台ホーム 社会福祉法人 昌風会 神戸市垂水区舞子台7-2-1 

45 特別養護老人ホーム ふじの里 社会福祉法人 恩賜財団済生会 神戸市北区藤原台中町5-1-2 

46 介護老人福祉施設 らいふあかり 社会福祉法人 あかり福祉会 加古川市加古川町中津557-1 

47 特別養護老人ホーム モーツァルト兵庫駅前 社会福祉法人 フジの会 神戸市兵庫区駅南通5-1-2 

48 特別養護老人ホーム ﾊﾟｰﾏﾘｨ･ｲﾝ西神春日台 社会福祉法人 報恩会 神戸市西区春日台7-45-2 

49 介護老人保健施設  名谷すみれ苑 医療法人社団 董会 神戸市垂水区名谷町字梨原2350-1 

50 介護老人保健施設 あすなろ旭 医療法人社団 旭診療所 神戸市北区西大池1-31-28 

51 障害者支援施設 神戸愛生園 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 神戸市須磨区友が丘1-1 

52 就労継続支援B型 ワークセンターわかまつ 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 神戸市長田区若松町5-5-1 

53 就労継続支援B型 神戸聖生園 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 神戸市須磨区友が丘1-1 

54 障害者支援施設 博由園 社会福祉法人 博由社 明石市大久保町大窪2573-16 

55 障害福祉サービス事業所 玉津むつみの家 社会福祉法人 新緑福祉会 神戸市西区玉津町水谷字ｾﾘ谷400-7 

56 障害者支援施設 自立生活訓練センター 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 神戸市西区曙町1070 

57 障害者支援施設 ライフガーデン加古川 社会福祉法人 祉栄会 加古川市八幡町上西条1355 

58 障害者支援施設 なでしこの里 社会福祉法人 かがやき神戸 神戸市西区櫨谷町長谷字渋谷83-26 

59 障害者支援施設 てらだ 社会福祉法人 滋宏福祉会 加古川市平岡町新在家2509-1 

60 デイサービスセンター よろこびデイサービス姫路 有限会社 サポート光陽 姫路市北条永良町115 

61 デイサービスセンター ケアネット 明石 株式会社  ケアネット 明石市大久保町大窪1826-14 

62 デイサービスセンター 尾上の郷 デイサービス 社会福祉法人 太子福祉会 加古川市尾上町池田830-1 

63 デイサービスセンター 友が丘ＹＵＡＩ 社会福祉法人 北須磨保育センター 神戸市須磨区友が丘3-126 

64 デイサービスセンター 神鉄デイサービスセンター 株式会社 神戸電鉄 神戸市北区鈴蘭台南町6-1-1 

65 小規模多機能型介護 陽だまりの家 社会福祉法人 太子福祉会 加古川市平岡町土山字川池423-9 

66 デイサービスセンター 高砂げんき村 医療法人 共立会 高砂市伊保港町1-1-7 

67 デイサービスセンター しあわせ家族 株式会社 しあわせ家族 神戸市垂水区桃山台7-1-17 

68 デイサービスセンター グループリビングてのひら 特定非営利活動法人 てのひら 高砂市荒井町小松原1-7-13 

69 デイサービスセンター ベストケア・王塚台 株式会社 ベストケア 神戸市西区王塚台2-74 

70 デイサービスセンター ふるさと有瀬 社会福祉法人 絆福祉会 神戸市西区伊川谷町有瀬31-1-101 

71 デイサービスセンター 芦原デイサービスセンター 社会福祉法人 甲山福祉センター 西宮市芦原町1-20 

72 デイサービスセンター 和気あいあい 株式会社 株式会社ライフサポ

ーター 

加古川市別府町石町81-1 

73 特別養護老人ホーム 花みさき 社会福祉法人 神戸千ヶ峰会 神戸市兵庫区浜中町1-16-18 

74 特別養護老人ホーム メープルホーム 社会福祉法人 波賀の里福祉会 神戸市垂水区名谷町大谷1905-1 

75 介護老人保健施設 オラージュ須磨 医療法人社団 甲有会 神戸市須磨区若草町3-622-11 

76 特別養護老人ホーム おおぎの郷 社会福祉法人 千種会 神戸市東灘区北青木1-1-3 

77 介護老人保健施設 いつでも夢を 医療法人社団 伍仁会 神戸市中央区下山手通7-17-1 

78 特別養護老人ホーム 泰生 社会福祉法人 あかり福祉会 加古川市神野町石守238-1 

79 特別養護老人ホーム 本多聞ケアホーム 社会福祉法人 報恩感謝会 神戸市垂水区本多聞7-2-2 

80 特別養護老人ホーム プライム江井ヶ島 社会福祉法人 山輝会 明石市大久保町江井島1693-2 

81 特別養護老人ホーム 神港園サニーライフ白川 社会福祉法人 神港園 神戸市須磨区白川台1-35-3 

82 特別養護老人ホーム 稲美苑 社会福祉法人 日の出福祉会 兵庫県加古郡稲美町国安1256 

83 特別養護老人ホーム 友愛園 社会福祉法人 友愛の里 明石市大久保町大窪2603-550 

84 特別養護老人ホーム うおずみ 社会福祉法人 誠和会 明石市魚住町金ヶ崎1609-9 

85 特別養護老人ホーム 桃山台ホーム 社会福祉法人 恵生会 神戸市垂水区桃山台5-1139-3 

86 介護老人保健施設 四季の郷 医療法人社団 山崎内科医院 神戸市垂水区南多聞台2-9-3 
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87 介護老人保健施設 清華苑養力センター 社会福祉法人 三幸福祉会 明石市大久保町大窪3107-5 

88 特別養護老人ホーム 梅香園 社会福祉法人 やすらぎ福祉会 神戸市北区山田町小部字南山2-35 

89 特別養護老人ホーム ライフサポートひめじ 社会福祉法人 姫路弘寿会 姫路市城東町竹之門6 

90 介護老人保健施設 サンライズ 医療法人社団 奉志会 兵庫県加古郡稲美町国安1237 

91 特別養護老人ホーム 友が丘ＹＵＡＩ 社会福祉法人 北須磨保育センター 須磨区友が丘3-107 

92 特別養護老人ホーム 尾上の郷 小規模特養 社会福祉法人 太子福祉会 加古川市尾上町池田830-1 

93 介護老人保健施設 陽喜な家 医療法人社団 樹徳会 西宮市上ヶ原十-町1-85 

94 多機能型事業所 手柄ひまわりホーム 社会福祉法人 よい子の広場福祉会 姫路市手柄95  

95 デイサービス そよ風 株式会社 兵庫福祉サービス 神戸市須磨区大池町5-16-4 

96 グループホーム レラティブ別府 有限会社 シリウス 神戸市西区北別府5-31-4 

97 デイサービスセンター CHIAKIほおずき加古川 有限会社 ほおずき 加古川市加古川町稲屋890-4 

98 小規模多機能型居宅介護 大久保苑 社会福祉法人 三幸福祉会 明石市大久保町大窪544-1 

99 デイサービスセンター ＪＡはなかご 社会福祉法人 稲穂会 兵庫県加古郡稲美町加古2335-3 

100 介護老人保健施設 舞子台 医療法人 浩生会 神戸市垂水区舞子台7-2の1 

101 介護老人保健施設 白寿苑 医療法人社団 順心会 加古川市神野町石守1632 

102 特別養護老人ホーム ケアポート神戸 社会福祉法人 やすらぎ福祉会 神戸市中央区脇浜海岸通3-2-6 

103 特別養護老人ホーム シルバーコースト甲子園 社会福祉法人 円勝会 西宮市枝川町17-40 

104 介護老人福祉施設 神港園しあわせの家 社会福祉法人 神港園 神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1 

105 特別養護老人ホーム 山手さくら苑 社会福祉法人 神戸中央福祉会 神戸市中央区下山手通7-1-16 

106 介護老人保健施設 ハーべスピア 医療法人社団 仁有会 神戸市西区伊川谷町有瀬字屋敷前1432-1 

107 特別養護老人ホーム 離宮しあわせ荘 社会福祉法人 きたはりま福祉会 神戸市須磨区離宮西町2-2-3 

108 特別養護老人ホーム 須磨浦の里 社会福祉法人 あんず会  神戸市須磨区一ﾉ谷町3-3-21 

109 特別養護老人ホーム サンライフ御立 社会福祉法人 ささゆり会 姫路市御立東5-1-1 

110 特別養護老人ホーム ウェルフェア・グランデ明石 社会福祉法人 山輝会 明石市北王子町13-41 

111 特別養護老人ホーム のじぎくの里 社会福祉法人 のじぎく福祉会 高砂市北浜町西浜773-3 

112 デイサービスセンター 明石愛老園 社会福祉法人 明石愛老園 明石市魚住町錦が丘2-6-8 

113 デイサービスセンター こころ 有限会社 エムツウ・ダッシュ 明石市朝霧代1162-6 

114 デイサービス カサブランカデイサービス 有限会社 エイプラスアール 明石市大久保町西島839-1 

115 介護老人保健施設 神戸長者町白寿苑 社会福祉法人 のじぎく福祉会 神戸市長田区長者町19-1 

116 特別養護老人ホーム こころ広畑 社会福祉法人 長和福祉会 姫路市広畑区小松町2-66-28 

117 介護老人保健施設 播磨高砂苑 医療法人 閑谷会 高砂市伊保1-6-

16 

 

118 特別養護老人ホーム 星陽 社会福祉法人  仁寿福祉会 姫路市別所町別所1131 

119 特別養護老人ホーム 彩葉 社会福祉法人  友愛の里 明石市大久保町大窪2603-205 

120 特別養護老人ホーム 大津みやび野ホーム 社会福祉法人 やながせ福祉会 姫路市大津区大津町1-31-111 

121 介護老人保健施設 シルバーランド 医療法人 光邦会 小野市本町254-1  

122 特別養護老人ホーム りんどうの里 社会福祉法人 寿光会 三木市志染町四合谷字伊賀ﾉ垣341 

123 特別養護老人ホーム 加古川さくら園 社会福祉法人 恕心福祉会 加古川市東神吉町神吉字北山1844-5 

124 特別養護老人ホーム 甲南山手 社会福祉法人 千種会 神戸市東灘区本庄町1-10-2 

125 特別養護老人ホーム パーマリィ イン中道 社会福祉法人 報恩会 神戸市兵庫区中道通6-1-33 

126 特別養護老人ホーム 真愛ホーム 社会福祉法人 イエス団 神戸市中央区日暮通5-5-8 

127 多機能型障害者施設 書写ひまわりホーム 社会福祉法人 よい子の広場福祉会 姫路市書写634-198 

128 障害者施設 神戸市立ﾜｰｸｾﾝﾀｰひょうご 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 神戸市兵庫区駅南通5-1-1 

129 障害者施設 神戸市立自立ｾﾝﾀｰひょうご 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 神戸市兵庫区駅南通5-1-1 



 

番号 施設種 施設名 種別 名称  住所 

130 障害者施設 神戸光生園 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 神戸市垂水区南多聞台8-23-15 

131 障害者施設 ホーリーツリー西部 社会福祉法人 しんじゅ 神戸市須磨区須磨本町1-1-6 

132 デイサービスセンター ドレミリハビリテーションセンター 営利法人株式会社 セルフ 加古川市別府町新野辺2086 

133 小規模多機能ホーム  オリンピア神戸西   社会福祉法人 光朔会 神戸市西区玉津町上池315-10 

134 デイサービスセンター ライフサポートひめじ 社会福祉法人 姫路弘寿会 姫路市城東町竹之門6 

135 デイサービスセンター キャナルタウン高齢者介護支援センター 社会福祉法人 フジの会 神戸市兵庫区駅南通5-1-2 

136 デイサービスセンター 岩岡の郷 社会福祉法人 六甲福祉会 神戸市西区岩岡町岩岡656-2 

137 デイサービスセンター ふるさと  社会福祉法人 絆福祉会 神戸市垂水区 塩屋町6-38-8 

138 通所リハビリセンター ライフ明海  医療法人社団 弘成会 明石市藤江201  

139 小規模多機能 まんてん加古川 社会福祉法人 三桂会 加古川市西神吉町大国116-1 

140 グループホーム CHIAKIほおずき明石西 有限会社 ほおずき 明石市二見町東二見574-8 

141 デイサービスセンター 山陽ケアセンター デイホームとんとん 有限会社 山陽メディカル 三木市大村1074-159 

142 デイサービスセンター プライム江井ヶ島 社会福祉法人 山輝会 明石市大久保町江井島1693-2 

143 デイサービスセンター 浜の宮松竹園 社会福祉法人 カリタスの里 加古川市別府町新野辺539-9 

144 デイサービスセンター あおたに 社会福祉法人 神戸婦人同情会 神戸市灘区青谷町2-1-9 

145 地域福祉センター  ハーブあしや喜楽苑 社会福祉法人 きらくえん 芦屋市潮見町31-1  

146 デイサービスセンター あいハート須磨 社会福祉法人 全電通近畿社会福祉事業団 神戸市須磨区松風町4-2-26 

147 デイサービスセンター 梅香園  社会福祉法人 やすらぎ福祉会 神戸市北区山田町小部字南山2-35 

148 デイサービスセンター コスモス苑 医療法人社団 つかさ会 神戸市須磨区妙法寺字荒内308-1 

149 デイサービスセンター せいりょう園 社会福祉法人 はりま福祉会 加古川市野口町長砂95-20 

150 デイサービスセンター 塩屋さくら苑 社会福祉法人 神戸中央福祉会 神戸市垂水区塩屋町4-25-11 

151 小規模多機能ホーム  ひまわり 有限会社 日本健康管理システム 神戸市須磨区行幸町4-4-8 

152 高齢者総合ケアセンター  真愛 社会福祉法人 イエス団 神戸市中央区日暮通5-5-8 

153 デイサービスセンター ハーべスピア 医療法人社団 仁有会 神戸市西区伊川谷町有瀬字屋敷前1432-1 

154 デイサービスセンター 山手さくら苑 社会福祉法人 神戸中央福祉会 神戸市中央区下山手通7-1-16 

155 デイサービスセンター 緑寿苑 医療法人 達磨会 加古川市平岡町新在家1197-3 

156 デイサービスセンター オービーホーム 社会福祉法人 丸 神戸市垂水区名谷町字猿倉273-7 

157 デイサービスセンター メープルホーム 社会福祉法人 波賀の里福祉会 神戸市垂水区名谷町大谷1905-1 

158 デイサービスセンター 万亀園 社会福祉法人 万亀会 加古川市野口町水足107-1 

159 就労継続支援 こぐまくらぶ明石 特定非営利活動法人 こぐまくらぶ 明石市本町2-9-6 RS本町ﾋﾞﾙ2F 

160 生活介護事業所 加古川市立つつじ園 社会福祉法人 博由社 加古川市東神吉町神吉1845-16 

161 多機能型生活介護 手柄ひまわりホーム 社会福祉法人 よい子の広場福祉会 姫路市手柄95  

162 生活介護事業所 障がい者デイセンターひょうご 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 神戸市兵庫区駅南通5-1-1 

163 生活介護事業所 明石市立木の根学園 社会福祉法人 明桜会 明石市大久保町大窪2752 

164 就労継続支援 こぐまくらぶ舞子坂 特定非営利活動法人 こぐまくらぶ 神戸市垂水区舞子坂3-17-5 第3春名ﾋﾞﾙB1 

165 就労継続支援B型 サポートセンター双葉 社会福祉法人 明桜会 明石市二見町西二見605-2 

166 特別養護老人ホーム 松が丘 すみれ園 社会福祉法人 すみれ福祉会 明石市松が丘北町1074-1 

167 介護老人福祉施設 愛しや 社会福祉法人 明倫福祉会 芦屋市浜風町31-3  

168 介護老人保健施設 しおさきヴィラ 医療法人社団 汐咲会 姫路市大塩町汐咲1-25 

169 グループホーム ハートアルファ明石 株式会社 ハートケア 明石市松江92  

170 グループホーム ふれあい明石 株式会社 ハートケア 明石市松江75-2  

171 デイサービスセンター さんきゅうあかり 社会福祉法人 あかり福祉会 加古川市神野町石守238-1 

172 デイサービスセンター あっぷるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ加古川 株式会社 あっぷる 加古川市尾上町養田160-1 



 

番号 施設種 施設名 種別 名称 住所 

173 デイサービスセンター あっぷるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽほがらか 株式会社 あっぷる 加古川市尾上町養田160-1 

174 デイサービスセンター JA兵庫南 ﾃﾞｲふぁーみん二見  兵庫南農業協同組合 明石市二見町東二見210-4 

175 デイサービスセンター 明石特別養護老人ホームラガール 社会福祉法人 弘道福祉会 明石市林崎町3-542-37 

176 通所リハビリテーション 清華苑すいすい 社会福祉法人 三幸福祉会 兵庫県明石市大久保町大窪3104-1 

177 特別養護老人ホーム 明石二見特別養護老人ホームラガール 社会福祉法人 弘道福祉会 明石市二見町西二見字土井之内685-8 

178 特別養護老人ホーム 大慈智音園 社会福祉法人 大慈厚生事業団 神戸市西区玉津町今津364-61 

179 特別養護老人ホーム 佰楽苑 社会福祉法人 せいわ福祉会 加古川市別府町新野辺1429-10 

180 障害者支援施設 大地の家 社会福祉法人 明桜会 明石市大久保町大窪2752-1 

181 介護老人保健施設 佐野記念アットホーム 医療法人社団 すすむ会 神戸市垂水区桃山台5-1117-1 

182 高齢者介護支援センター 脇の浜 社会福祉法人 やすらぎ福祉会 神戸市中央区脇浜海岸通3-2-5 

183 デイサービスセンター うらら（ｳｪﾙﾌｪｱ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞ明石） 社会福祉法人 山輝会 明石市北王子町13-41 

184 デイサービスセンター きらら（ｳｪﾙﾌｪｱ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞ明石） 社会福祉法人 山輝会 明石市王子1-15-11 

185 就労継続支援B型 神戸愛生園 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 神戸市須磨区友が丘1-1 

186 デイサービスセンター はくほう会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 医療法人 白鳳会 赤穂市加里屋字岩 290-28 

187 グループホーム グループホームしのべ 社会福祉法人 日の出福祉会 加古川市別府町新野辺 2528 

188 障害者支援施設 赤穂精華園 成人一課 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 赤穂市大津1327 

189 障害者支援施設 三木精愛園 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 三木市緑が丘本町２丁目３番地 

190 就労継続支援B型 にじいろ 一般社団法人 愛福祉会 加古川市加古川町北在家285-1 

191 特別養護老人ホーム 透鹿園 社会福祉法人 博由社 神戸市西区平野町常本309-5 

192 介護老人保健施設 伯鳳会プラザ 医療法人 伯鳳会 赤穂市片浜町232 

193 特別養護老人ホーム えびすの郷 社会福祉法人 一陽会 三木市大塚206-6 

194 特別養護老人ホーム フェニックス月が丘ケアセンタ

ー 

社会福祉法人 和光福祉会 神戸市西区月が丘1丁目632-14 

195 介護老人保健施設 恵泉 社会福祉法人 恵泉福祉会 明石市大久保町大窪3101-1 

196 デイサービス 

ゆとり庵尾上 

ゆとり庵尾上 社会福祉法人 博愛福祉会 加古川市尾上町長田254-1 

197 デイサービス 

 

ニチイケアセンター舞子 株式会社 ニチイ学館 神戸市垂水区舞子台5丁目1-19 

198 デイサービス 

 

ソレアード山之街 株式会社 ニッシンケアサービス 神戸市北区緑町 3 丁目 2-47 

199 小規模多機能型居宅介護

事業所 

ファボール泉が丘 社会福祉法人 神戸協和会 神戸市垂水区泉が丘 5 丁目 8 番 34 号 

200 障害者支援施設 ハピネスさつま 社会福祉法人 博由社 加古川市志方町大沢847-35 

201 障害児入所施設 おおぞらのいえ 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 神戸市西区曙町1070 

202 就労継続支援B型 こころkirari 一般社団法人 こころ 加古川市加古川町大野956-1 

203 就労継続支援B型 ゆとり作業所 特定非営利活動法人 ゆとり 神戸市垂水区城が山5丁目15-1 

204 障害者支援施設 リバティ神戸 社会福祉法人 祉友会 神戸市西区伊川谷町潤和2-2 

 


