兵庫県 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 一覧
令和３年４月１日時点
通番

圏域

1

保険者名

法人名

事業所名

住所

電話番号

社会福祉法人神戸老人ホーム

住吉定期巡回・随時対応型訪問介護看護センター

神戸市東灘区住吉本町３丁目７番４１号

078-851-2560

株式会社やさしい手

やさしい手東灘定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

神戸市東灘区青木３丁目１－４３

078-436-1404

社会福祉法人神戸海星会

うみのほし定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

神戸市灘区篠原北町四丁目15番16号

078-881-8700

コウダイケアサービス株式会社

コウダイケアコールセンター

神戸市中央区八幡通3丁目1番14号サンシポートビル3F 078-271-8246

株式会社ポジティブ

ぷらすてっぷ定期巡回・随時対応型訪問介護看護

神戸市中央区宮本通６丁目１番２８号

078-222-1557

コウダイケアコールセンター 兵庫

神戸市兵庫区水木通２丁目２－17 １階

078-579-8915

社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会

なでしこ藤原台

神戸市北区藤原台中町5丁目1番3号

078-987-2263

社会福祉法人やすらぎ福祉会

さくらホーム定期巡回・随時対応型訪問介護看護

神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の１８

078-596-6622

コウダイケアサービス株式

コウダイケアコールセンター神戸北

神戸市北区鈴蘭台西町１－１６－３

078-597-9955

社会福祉法人神戸福生会

高齢者ケアセンターながたホームヘルプサービス

神戸市長田区北町３丁目３番地

078-575-8777

株式会社Ｈａｐｐｙ

訪問介護事業所 かなえ場

神戸市長田区二葉町３丁目１－１０

078-643-6558

社会福祉法人駒どり

駒どり巡回サービス

神戸市須磨区白川台３丁目63番１号

078-797-7371

社会福祉法人駒どり

駒どり巡回サービス須磨南

神戸市須磨区飛松町３丁目５番１１号

078-733-0090

株式会社エルフ

エルフあんしんセンター・垂水

神戸市垂水区本多聞１－13－４

078-786-6880

社会福祉法人丸

オービーホーム定期巡回

神戸市垂水区名谷町字猿倉２７３-７

078-706-3633

株式会社やさしい手

やさしい手持子定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

神戸市西区持子2丁目122

078-926-1311

社会医療法人社団正峰会

正峰会あんしんケアコールセンター

神戸市西区春日台1丁目6-10

078-915-7761

18

社会福祉法人 恩徳福祉会

定期巡回サービス サンビラこうべ

神戸市西区神出町宝勢７７４－１７３

078-389-4165

19

社会福祉法人きらくえん

定期巡回あんしん２４

尼崎市金楽寺町２丁目７－７

06-6487-5201

20

株式会社スーパー・コート

スーパー・コート猪名寺定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 尼崎市猪名寺１丁目２１－４３－２０２

株式会社スーパー・コート

スーパー・コート武庫之荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 尼崎市南武庫之荘1丁目15-8エランドール南武庫之荘206号 06-6434-4852

22

株式会社シニアスタイル

シニアスタイル定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

尼崎市浜田町３丁目６２ピトレ・スクエア１０１

06-6430-2350

23

社会福祉法人円勝会

第２シルバーコースト甲子園定期巡回随時対応サービス

西宮市枝川町１７－５５

0798-43-0801

24

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

オアシス西宮定期巡回・随時対応型訪問介護看護

西宮市江上町８－２１

0798-61-5222

25

社会医療法人渡邊高記念会

定期巡回・随時対応型訪問介護看護わたなべ

西宮市室川町１１－２３

0798-31-1301

SOMPOケア株式会社

SOMPOケア武庫川定期巡回

西宮市笠屋町17-33

0798-40-8222

SOMPOケア株式会社

SOMPOケア甲東園定期巡回

西宮市段上町8-8-27

0798-57-5472

28

SOMPOケア株式会社

SOMPOケア夙川香櫨園定期巡回

西宮市堀切町5-5

0798-38-1388

29

株式会社エイプレイス

エイプレイス兵庫西宮

西宮市段上町1-10-28

0798-57-3718

30

株式会社シニアスタイル

シニアスタイル西宮北口定期巡回事業所

西宮市大屋町14-15

0798-56-8787

株式会社 ロジケア

ロジケアあしや

芦屋市大原町４番１０号

0797-35-7114

社会福祉法人山の子会

ルミエール

芦屋市高浜町1番7号高浜町ライフポートステーション3階 0797-25-4165

医療法人社団星晶会

星優定期巡回型訪問介護・看護ステーション

伊丹市桜ケ丘１丁目３番２３号

072-772-8186

医療法人社団星晶会

伊丹ゆうあい定期巡回随時対応型訪問介護看護

伊丹市荒牧６丁目１６－２

072-747-2951

35

一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

ステップこはま２４ｈケアステーション

宝塚市小浜４丁目５番６号

0797-86-6008

36

社会福祉法人 ウエル清光会

定期巡回サービス 宝塚清光苑

宝塚市仁川団地４－１５

0798-51-5510

社会福祉法人晋栄福祉会

中山ちどり定期巡回ステーション

宝塚市中山桜台１丁目７番１号

0797-82-0201

社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会 社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会 スミレン小林巡回サービス２４Ｈ

宝塚市小林4丁目7番47号2階

0797-26-7110

東灘区

2
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4

中央区
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兵庫区 コウダイケアサービス株式会社

7
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神戸
長田区
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須磨区

13
14

垂水区
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16

西区

17

尼崎市

21

26

阪神南
西宮市

27

31

芦屋市

32
33

伊丹市

34

37

阪神北

宝塚市

38
39

川西市 株式会社スーパー・コート

40

三田市 有限会社タナベメディカルサービス ユピテル三田

41
42

明石市

43
44
45
46

東播磨
加古川市

47
48

スーパー・コート南花屋敷 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 川西市南花屋敷1丁目5-11-101

06-6491-9977

072-758-2000

三田市中町７－３４

079-565-2220

株式会社 やさしい手

やさしい手和坂定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

明石市和坂１－１５－３８

078-922-9008

社会福祉法人博愛福祉会

それいゆ定期巡回・随時対応型訪問介護看護 朝霧

明石市東野町1910-6 ビアンコディモーラ107

078-915-1233

医療法人 公仁会

明石仁十病院ホームヘルプステーション

明石市魚住町清水1628-1 清水の家・仁十内

078-941-2670

有限会社エイプラスアール

カサブランカ定期巡回訪問介護ステーション

明石市魚住町住吉4-4-3

078-944-5888

社会福祉法人 博愛福祉会

それいゆ定期巡回・随時対応型訪問介護看護別府

加古川市別府町中島町26

079-441-0102

社会福祉法人はりま福祉会

せいりょう園ホームヘルパーステーション

加古川市野口町長砂95-32

079-421-7156

社会福祉法人のじぎく福祉会

やすらぎ定期巡回サービス

加古川市神野町石守1632-1

079-438-5770

株式会社こみなみ

定期巡回随時対応型訪問介護看護こみなみ北在家

加古川市加古川町北在家361-2

079-421-9000

高砂市阿弥陀町北池102

079-447-0660

49

高砂市 兵庫南農業協同組合

ＪＡ兵庫南ケアセンター高砂

50

稲美町 社会福祉法人 博愛福祉会

スマイルサポートセンター国岡定期巡回・随時対応型訪問介護看護 加古郡稲美町国岡6-183エイシンパレス107号室

079-497-1121

ナイトウメディックス株式会社

あさひサポートセンター

西脇市西脇931

0795-38-7166

社会医療法人社団 正峰会

桜丘あんしんケアコールセンター

西脇市黒田庄町田高313-126

0795-28-5006

社会福祉法人逢花

粟生逢花苑定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

小野市粟生町字前田３６１０番１

0794-65-2800

株式会社こみなみ

定期巡回こみなみ小野

小野市天神町字後山1183-79

0794-62-1111

加西市 ナイトウメディックス株式会社

ミクチサポートセンター

加西市三口町1257番地の3

0790-48-8080

みのり農業協同組合

みのり農業協同組合 加東ケアセンター

加東市沢部613

0795-42-4583

株式会社こみなみ

定期巡回こみなみうれし野

加東市山国574

0795-42-7777

58

姫路医療生活協同組合

中部

姫路市双葉町2

079-285-3470

59

姫路医療生活協同組合

東部

姫路市別所町別所２丁目１７９番地１

079-251-7030

60

有限会社LEBEN

定期巡回Ｌｉｆｅ

姫路市大津区天満２９０－６

079-240-8272

姫路医療生活協同組合

あぼし

姫路市網干区垣内本町５５３番地２０

079-271-3460

姫路医療生活協同組合

北部

姫路市砥堀６３０番地

079-265-3555

63

社会福祉法人やながせ福祉会

定期巡回かつはら

姫路市勝原区下太田５７３

079-240-6260

64

社会福祉法人博愛福祉会

それいゆ定期巡回・随時対応型訪問介護看護今在家

姫路市飾磨区今在家北三丁目１０５番地

079-230-5901

65

社会福祉法人慈恵園福祉会

定期巡回サービス汐里

姫路市的形町的形１７６８－２５ ｐｒｅｎｄｒｅ的形１０１

079-247-8011

51

西脇市

52
53
54

北播磨

55
56

加東市

57

61
62

小野市

中播磨

姫路市

66

福崎町 有限会社愛の里

愛の里安心サポートセンター

神崎郡福崎町大貫2321-1

0790-22-1332

67

相生市 社会福祉法人みどり福祉会

定期巡回・随時対応型訪問介護看護グリーンハウス

相生市双葉２丁目19-4

0791-23-1382

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 祇園

たつの市龍野町北龍野419番地

0791-61-9024

宍粟市 社会福祉法人恩徳福祉会

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 しそうの杜

宍粟市山崎町川戸1821番地

0790-64-0101

70

太子町 社会福祉法人博愛福祉会

スマイルサポートセンター太子定期巡回・随時対応型訪問介護看護 揖保郡太子町蓮常寺69番地1

079-277-6200

71

佐用町 兵庫県社会福祉事業団

ラウンド・ケア・サービス あさひ

佐用郡佐用町平福１３８－１

0790-83-2008

豊岡市 兵庫県社会福祉事業団

ラウンド・ケア・サービスことぶき

豊岡市日高町祢布１３０４

0796-42-0430

68
69

72
73
74
75

たつの市 社会福祉法人 桑の実園福祉会
西播磨

但馬
丹波
淡路

丹波篠山市

学校法人兵庫医科大学

兵庫医科大学ささやま定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所「デカンショ」 篠山市黒岡１０４７番地１

079-555-6155

丹波市 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 ラウンド・ケア・サービス丹寿

丹波市市島町上竹田２３３６-１

0795-85-4341

洲本市 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 ラウンド・ケア・サービス 五色

洲本市五色町都志大日707番地

0799-33-0503

