
兵庫県　看護小規模多機能型居宅介護事業所　一覧
令和5年3月1日時点

通番 圏域 保険者名 法人名 事業所名 住所 電話番号

1 株式会社ニッコー・ケイサービス みかげ倶楽部 神戸市東灘区住吉山手2丁目11番26号 078-811-3380

2 株式会社やさしい手 やさしい手看護小規模多機能型居宅介護かえりえ東灘 神戸市東灘区青木3丁目1－43 078-436-1401

3 中央区 有限会社アスカケアライフ 看護小規模多機能型居宅介護　つついの杜 神戸市中央区宮本通3－1－30 078-221-3139

4 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 看護小規模多機能型居宅介護なでしこ神戸 神戸市北区藤原台南町3丁目18番4号 078-984-3211

5 社会福祉法人やすらぎ福祉会 看護小規模多機能型居宅介護さくらホーム 神戸市北区山田町小部字惣六畑山8番地の18 078-596-6622

6 コウダイケアサービス株式会社 うさぎの丘鈴蘭台 神戸市北区鈴蘭台西町1丁目16－3 078-596-6371

7 社会福祉法人あすか福祉会 看護小規模多機能ホームなるこ 神戸市北区鳴子3丁目1番 078-595-7732

8 長田区 医療法人社団せんだん会 看護小規模多機能みどり 神戸市長田区房王寺町6丁目2番13号 078-647-6123

9 須磨区 医療法人社団思葉会 MEIN HAUS 看護小規模多機能型居宅介護 神戸市須磨区大手町6丁目2番11号 078-731-0055

10 株式会社ニッコー・ケイサービス たるみな倶楽部 神戸市垂水区宮本町1番28号　ジョイビル4階 078-707-6669

11 株式会社ニッコー・ケイサービス みょうだに倶楽部 神戸市垂水区名谷町1874 078-798-5960

12 株式会社ニッコー・ケイサービス たるみな倶楽部　サテライト　まなび倶楽部 神戸市垂水区学が丘1丁目7番2 078-707-6669

13 医療法人社団友幸会 ガーデンライフファミリー神戸西 神戸市西区玉津町出合220－1 078-926-1237

14 株式会社やさしい手 やさしい手看護小規模多機能型居宅介護かえりえ伊川谷有瀬 神戸市西区伊川谷町有瀬558－6 078-385-1761

15 アイビーメディカル株式会社 看護小規模多機能型居宅介護　伊川谷すみれハウス 神戸市西区白水1丁目2－25 078-975-5366

16 インテリジェントヘルスケア株式会社 かんたき尼崎 尼崎市次屋1丁目9－1 06-6498-0888

17 インテリジェントヘルスケア株式会社 かんたき武庫之荘 尼崎市武庫豊町2丁目12－6 06-6431-5535

18 コウダイケアサービス株式会社 看護小規模多機能型居宅介護桜うさぎ 尼崎市稲葉元町2丁目1－12 06-6430-6618

19 西宮市 社会福祉法人博愛福祉会 看護小規模多機能型居宅介護ゆとり庵甲陽園 西宮市上ケ原十番町2-45 0798-61-1310

20 医療法人社団星晶会 看護小規模多機能型居宅介護ホーム伊丹ゆうあい 伊丹市荒牧6丁目16－11 072-747-2952

21 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 看護小規模多機能居宅介護さくら 伊丹市中野西1丁目141 072-785-3365

22 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 サテライト型看護小規模多機能居宅介護さくら 伊丹市行基町1丁目98 072-775-2884

23 川西市 医療法人　協和会 看護小規模多機能型居宅介護　スミスの母里 川西市火打1丁目21番14-2号 072-764-7119

24 株式会社やさしい手 かえりえ西明石 明石市野々上2－6－17 078-929-8172

25 社会福祉法人　博愛福祉会 看護小規模多機能型居宅介護　ゆとり庵大久保 明石市大久保町西脇字谷田519 078-936-8080

26 株式会社　ＭｅＲＩＳＥ ミライズ 明石市大久保町大窪1375－１ 079-425-3320

27 株式会社セラピット ステディホームリハ・リハ 明石市大久保町茜3丁目15-4 078-937-1537

28 株式会社　元 看護小規模多機能型居宅介護　よつは 明石市魚住町住吉1丁目7-10 078-947-8890

29 社会福祉法人博愛福祉会 看護小規模多機能型居宅介護　ゆとり庵　石守 加古川市神野町石守301－4－1 079-451-7739

30 社会福祉法人博愛福祉会 看護小規模多機能型居宅介護　ゆとり庵　別府 加古川市別府町中島町26 079-441-0081

31 社会福祉法人博愛福祉会 看護小規模多機能型居宅介護　ゆとり庵　米田 加古川市米田町平津413-1 079-433-8660

32 社会医療法人社団順心会 順心会看護小規模多機能型居宅介護別府 加古川市別府町別府861-5 079-451-5544

33 一般社団法人やよい会 看護小規模多機能型居宅介護施設あるふぁ 加古川市野口町水足2052番地の1 079-455-1007

34 社会福祉法人福陽会 看多機こみなみ日岡の家 加古川市加古川町大野1416 079-422-2222

35 株式会社KIRA 看護小規模多機能型居宅介護みづき 加古川市野口町古大内67-1 079-490-4822

36 高砂市 社会福祉法人　　常寿会 ナーシングホーム常寿園 高砂市中島1丁目6-8 079-442-8220

37 小野市 株式会社こみなみ 看護小規模多機能こみなみの家 小野市天神町1183－79 0794-62-1111

38 加西市 ナイトウメディックス株式会社 看護小規模多機能えんじゅ 加西市三口町1257-2 0790-48-8885

39 社会福祉法人よい子の広場福祉会 看護小規模多機能書写ひまわりホーム 姫路市書写634番地50 079-267-8511

40 有限会社ヤマト・ＲＩＮ 看護小規模多機能ケアぬくもり 姫路市勝原区宮田190－1 079-272-8508

41 姫路医療生活協同組合 姫路医療生協看護小規模多機能てがら 姫路市飯田472番地1 079-243-3253

42 姫路医療生活協同組合 姫路医療生協看護小規模多機能すずかぜ 姫路市砥堀630番地 079-265-3865

43 社会福祉法人　博愛福祉会 看護小規模多機能型居宅介護ゆとり庵今在家 姫路市飾磨区今在家北3丁目105番地 079-230-5900

44 社会福祉法人よい子の広場福祉会 看護小規模多機能夢前ひまわりホーム 姫路市夢前町置本439番地1 079-335-5601

45 相生市 有限会社親和 さくらホーム　おおの家 相生市大谷町1番20号 0791-24-3620

46 有限会社　プラスアルファ たつのケアサービス たつの市揖保川町正條448番地1 0791-72-8101

47 社会福祉法人　栗栖の荘 看護小規模多機能型居宅介護事業所　ゆう たつの市新宮町平野30－1 0791-75-5500

48 社会福祉法人　桑の実園福祉会 庵みつ たつの市御津町釜屋99－21 079-322-3381

49 社会福祉法人　桑の実園福祉会 ひだま里 たつの市神岡町東觜崎543 0791-61-9012

50 合同会社ＭａｗＭｅｃ安心 地域密着複合型サービス安心 たつの市揖西町中垣内甲267－1 0791-72-8175

51 太子町 看護小規模多機能ほがらか 看護小規模多機能ほがらか 揖保郡太子町矢田部176－4－2 079-277-0525

52 佐用町 株式会社　岡尾医院　松寿会 看護小規模多機能型　ほほえみ 佐用郡佐用町米田103番地 0790-78-8088

53 但馬 豊岡市 一般社団法人ソーシャルデザインリガレッセ 看護小規模多機能型居宅介護事業所リガレッセ 豊岡市日高町荒川310 0796-44-1500

54 丹波 丹波篠山市 医療法人社団　紀洋会 看護小規模多機能型居宅介護事業所ひまわり 丹波篠山市東吹980番1 079-556-7530
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