
施設応援職員派遣協力施設一覧【令和4年1月19日現在】　※施設系94施設（うち非公表１施設）
所在地市町名 サービス種別 法人名 事業所･施設名 電話番号

神戸市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　丸 特別養護老人ホーム　オービーホーム 078-706-9488

神戸市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人すみれ会 特別養護老人ホーム　長田すみれ園 078-691-8008

神戸市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人博由社 ハピータウンKOBE 078-803-3609

神戸市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人昌風会 介護老人福祉施設舞子台ホーム 078-785-8666

神戸市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人松風会 特別養護老人ホーム三芳苑 078-975-0500

神戸市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 特別養護老人ホームふじの里 078-987-2230

神戸市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人こころの家族 故郷の家・神戸 078-651-1555

神戸市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　恩徳福祉会 特別養護老人ホーム　サンビラこうべ 078-964-3838

神戸市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 弘陵福祉会 特別養護老人ホーム 六甲の館 078-594-2451

尼崎市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　あかね 特別養護老人ホームアマルネス・ガーデン 06-6482-4111

尼崎市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 あかね 介護福祉施設　ロータス・ガーデン 06-6428-7111

尼崎市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人みなみの 特別養護老人ホーム南野の月 06-4961-6200

尼崎市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人みなみの 特別養護老人ホーム南野の庭 06-4961-6202

尼崎市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人東香会 特別養護老人ホームはなみずき 06-6481-8855

西宮市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人円勝会 シルバーコースト甲子園 0798-43-0470

西宮市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人円勝会 第２シルバーコースト甲子園 0798-43-0801

西宮市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人甲山福祉センター 特別養護老人ホーム　甲寿園
0798-７１-８２３
６

宝塚市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人晋栄福祉会 中山ちどり 0797-82-0201

川西市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　友朋会 介護老人福祉施設　あいな清和苑　あいなホーム 072-767-1112

川西市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人正和会 特別養護老人ホームやわらぎの里東谷 072-791-6500

川西市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　友朋会 清和苑 072-799-6200

三田市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人三翠会 特別養護老人ホームさんすい園 079-568-1314

猪名川町 特別養護老人ホーム 社会福祉法人あかね 特別養護老人ホーム天河草子 072-765-2225

明石市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 姫路文化福祉会 特別養護老人ホーム ペーパームーン 078-945-0701

加古川市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人カリタスの里 特別養護老人ホーム浜の宮松竹園 079-422-5552

小野市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　逢花 特別養護老人ホーム　粟生逢花苑 0794-65-2800

姫路市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　やながせ福祉会 姫路・勝原ホーム 079-273-1311

姫路市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　やながせ福祉会 第二姫路・勝原ホーム 079-272-5524

姫路市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　やながせ福祉会 大津みやび野ホーム 079-236-7760

姫路市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人姫路社会福祉事業協会 特別養護老人ホーム白鳥園 079-261-3939

姫路市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人あかね 介護福祉施設銀の櫂 079-272-5555



施設応援職員派遣協力施設一覧【令和4年1月19日現在】　※施設系94施設（うち非公表１施設）
所在地市町名 サービス種別 法人名 事業所･施設名 電話番号

姫路市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人本覚寺苑 山彦ホーム 079-253-8168

姫路市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人晃寿会 特別養護老人ホームあさなぎ 079-246-0151

姫路市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人播陽灘 特別養護老人ホームいやさか苑 079-247-1122

姫路市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　慈恵園福祉会 特別養護老人ホーム汐里 079-247-8008

相生市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　みどり福祉会 グリーンハウス 0791-28-1756

赤穂市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人なごみ 特別養護老人ホーム　瀬戸内ホーム 0791-48-8113

宍粟市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人恩徳福祉会 特別養護老人ホームしそうの杜 0790-64-0101

宍粟市 特別養護老人ホーム 恩徳福祉会 やまさき白寿園 0790-62-8833

佐用町 特別養護老人ホーム 社会福祉はなさきむら 特別養護老人ホームはなみずき 0790-78-8003

佐用町 特別養護老人ホーム 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 朝陽ケ丘荘 0790-83-2008

佐用町 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　博愛福祉会 特別養護老人ホーム　サンホームみかづき 0790-79-3145

豊岡市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 特別養護老人ホームたじま荘 0796-44-1730

豊岡市 特別養護老人ホーム 社会福祉法但馬福祉園 特別養護老人ホーム出石荘 0796-52-6611

養父市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人但馬福祉園 特別養護老人ホーム妙見荘 079-662-7700

養父市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人かるべの郷福祉会 特別養護老人ホームかるべの郷さざんか 079-664-1875

養父市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人関寿会 特別養護老人ホームはちぶせの里 079-667-3107

養父市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人あそう 特別養護老人ホームおおやの郷 079-669-2100

朝来市 特別養護老人ホーム 社会法人あそう 特別養護老人ホーム緑風の郷 079-676-3411

丹波市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 特別養護老人ホーム　丹寿荘 0795-85-3251

洲本市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 特別養護老人ホームくにうみの里 0799-22-3344

洲本市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 特別養護老人ホーム　五色サルビアホール 0799-33-0503

淡路市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 特別養護老人ホームあわじ荘 0799-82-1950

神戸市 介護老人保健施設 医療法人社団創生会 カネディアンヒル介護老人保健施設 078-801-1111

神戸市 介護老人保健施設 医療法人社団創生会 介護老人保健施設アネシス兵庫 078-652-8666

神戸市 介護老人保健施設 医療法人社団創生会 オラージュ須磨 747-1136

尼崎市 介護老人保健施設 尼崎医療生活協同組合 介護老人保健施設ひだまりの里 06-4962-5920

伊丹市 介護老人保健施設 医療法人社団緑心会 グリーンアルス伊丹 072-779-6600

三田市 介護老人保健施設 医療法人財団愛野会 介護老人保健施設アルカディア 079-568-5879

三木市 介護老人保健施設 医療法人社団仁恵会 介護老人保健施設サンビラ三木 0794-83-8118

多可町 介護老人保健施設 日本赤十字社 多可赤十字老人保健施設 0795-32-1265

相生市 介護老人保健施設 社会福祉法人　みどり福祉会 ハイマート 0791-28-1735
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豊岡市 介護老人保健施設 社会福祉法人　ぶどうの枝福祉会 介護老人保健施設出石愛の園 0796-52-7001

朝来市 介護老人保健施設 医療法人社団 俊仁会 介護老人保健施設　あさご長寿苑 079-678-1181

多可町 養護老人ホーム 社会福祉法人　楽久園会 養護老人ホーム楽久園 0795-37-0174

たつの市 養護老人ホーム 社会福祉法人栗栖の荘 養護老人ホーム　栗栖の荘 0791-75-0385

豊岡市 養護老人ホーム 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 養護老人ホーム　ことぶき苑 0796-42-0430

豊岡市 軽費老人ホーム 社会福祉法人但馬福祉園 ケアハウスてっせん 0796-52-6611

神戸市 介護付き有料老人ホーム 医療法人社団　創生会 アルテ石屋川 078-811-6811

尼崎市 特定施設入居者生活介護 株式会社　アットホームふじた 介護付有料老人ホーム　アットホームふじた 06-6492-2370

尼崎市 特定施設入居者生活介護 コウダイケアサービス株式会社 介護付有料老人ホームうさぎの里 06-6430-6527

豊岡市 地域密着型特定施設入居者生活介護 医療法人社団　創生会 ケアハウスたいよう 0796-53-5566

神戸市 サービス付き高齢者向け住宅 医療法人社団　創生会 オラージュ須磨 747-1136

宝塚市 サービス付き高齢者向け住宅 株式会社　宝塚ライフケア 株式会社　宝塚ライフケア 0797-86-6002

川西市 サービス付き高齢者向け住宅 かえで住宅販売株式会社 かえでシニアアルヴァンタウンⅠ 072-757-6852

川西市 サービス付き高齢者向け住宅 株式会社 レイクス21 プラチナ・シニアホーム川西中央 072-756-8620

川西市 サービス付き高齢者向け住宅 社会福祉法人　寿楽福祉会 ウエルハウスキセラ 072-756-2101

川西市 サービス付き高齢者向け住宅 かえで住宅販売株式会社 かえでシニアアルヴァンタウン 072-757-6854

三田市 サービス付き高齢者向け住宅 社会福祉法人三翠会 サンヒルズ八景1番館 079-553-3537

神戸市 認知症対応型共同生活介護 コウダイケアサービス株式会社 グループホーム 夢うさぎ鈴蘭台 078-596-6377

神戸市 認知症対応型共同生活介護 医療法人社団　創生会 グループホーム　アルテ石屋川 078-811-6811

神戸市 認知症対応型共同生活介護 医療法人社団　創生会 グループホームアネシスもとやま 078-431-7557

神戸市 認知症対応型共同生活介護 医療法人社団　創生会 アネシス魚崎 078-436-1236

神戸市 認知症対応型共同生活介護 株式会社ライフサポートジャパン ゆうとぴ庵神戸・石屋川 06-6195-2846

神戸市 認知症対応型共同生活介護 株式会社ライフサポートジャパン ゆうとぴ庵西神戸 06-6195-2846

尼崎市 認知症対応型共同生活介護 コウダイケアサービス株式会社 グループホームいなばの夢うさぎ 06-6430-0551

西宮市 認知症対応型共同生活介護 医療法人社団　創生会 グループホームアネシス西宮 0798-70-7451

宝塚市 認知症対応型共同生活介護 医療法人社団創生会 グループホームアンジェリカ 0797-86-6771

三田市 認知症対応型共同生活介護 有限会社タナベメディカルサービス ユピテル三田 079-565-2220

姫路市 認知症対応型共同生活介護 社会福祉法人播陽灘 グループホームいやさか 079-247-1122

豊岡市 地域密着型認知症対応型共同生活介護医療法人社団　創生会 グループホームこころ 0796-56-1166

朝来市 認知症対応型共同生活介護 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 立雲の郷 079-674-0088

朝来市 認知症対応型共同生活介護 但南建設株式会社 グループホームたんなん 079-670-7121



施設応援職員派遣協力施設一覧【令和3年6月28日現在】　※訪問・通所系104事業所（うち非公表1事業所）
所在地市町名 サービス種別 法人名 事業所･施設名 電話番号

神戸市 訪問介護 株式会社C＆C よつ葉ケアサービス 078-861-6091

神戸市 訪問介護 社会福祉法人こころの家族 故郷の家・神戸 078-651-1555

神戸市 訪問介護 一般社団法人アフレル 一般社団法人アフレル 078-261-1531

神戸市 訪問介護 有限会社ワイズケア 介護ステーションもみの木 078-385-5608

神戸市 訪問介護 株式会社　グッドケア ケアサービス　ぐっどけあ 078-381-5407

神戸市 訪問介護 有限会社コスモサービス 有限会社コスモサービス 078-741-7170

神戸市 訪問介護 株式会社ホワイト ケア・ホワイト 078-754-7093

神戸市 訪問介護 株式会社ホワイト ケア・ホワイト　垂水 078-742-6361

尼崎市 訪問介護 尼崎都市美化推進企業組合 アクティブケアくるみ 06-6488-1342

尼崎市 訪問介護 株式会社　ケア・ワーク 株式会社　ケア・ワーク尼崎中央ステーション 06-6412-1851

尼崎市 訪問介護 有限会社サンクエスト 訪問介護ぽけっと 06-6421-9021

西宮市 訪問介護 有限会社サフラン ケアチームサフラン 0798-65-5282

芦屋市 訪問介護 心優合同会社 すみれケアサポート 0797-75-3582

芦屋市 訪問介護 株式会社ロジケア ロジケアあしや 0797-35-7113

宝塚市 訪問介護 合同会社一期介護事務所 ケアセンター・一期 0797-78-6277

宝塚市 訪問介護 合同会社エム エムケア 0797-20-8837

川西市 訪問介護 株式会社おたふく おたふく訪問介護サービス 072-758-1234

猪名川町 訪問介護 社会福祉法人猪名川町社会福祉協議会 ゆうあいヘルパーステーション 072-766-1200

三木市 訪問介護 株式会社あいむ介護サービス あいむ介護サービス 0794-86-6555

三木市 訪問介護 (株)　ハッピーライフサポート ハッピーケアサポート 0794-83-4439

多可町 訪問介護 社会福祉法人　楽久園会 ゆりの荘訪問介護事業所 0795-37-0174

姫路市 訪問介護 株式会社Aio Aioヘルパーステーション 079-269-9230

姫路市 訪問介護 一般社団法人くじら ホームヘルプサービスレインボーくじら 079-262-6716

姫路市 訪問介護 社会福祉法人あかね 訪問介護ステーション杣緑 079-268-3456

姫路市 訪問介護 株式会社コマツ ばんしゅうケアサービス 079-240-7700

姫路市 訪問介護 有限会社　愛和ヒューマンケア ヘルパーステーションあさなぎ 079-245-1641

神戸市 訪問看護 有限会社　梅河 愛のき訪問看護ステーション 078-805-3100

神戸市 訪問看護 株式会社　神戸介護　ケアウイング ケアウイング訪問看護ステーション 078-811-4165

神戸市 訪問看護 医療法人社団慈恵会 北須磨訪問看護・リハビリセンター 078-741-4001

神戸市 訪問看護 医療法人社団思葉会 MEIN HAUS訪問看護ステーション 078-731−0055

神戸市 訪問看護 特定医療法人　誠仁会 たまつ訪問看護ステーション 078-926-0945

神戸市 訪問看護 特定医療法人誠仁会 若草訪問看護ステーション 078-995-3851

神戸市 訪問看護 CUH企画合同会社 アリア訪問看護ステーション 078-811-1687

神戸市 訪問看護 有限会社パール訪問看護センター パール訪問看護センター 078-785-7650

神戸市 訪問看護 有限会社アスカケアライフ 訪問看護ステーションアスカケアライフ 078-221-3139

尼崎市 訪問看護 医療法人　内海慈仁会 訪問看護ステーション　ハナミズキ 06-6430-5220
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西宮市 訪問看護 医療法人 喜望会 訪問看護ステーション おりーぶ 0798-61-1401

西宮市 訪問看護 西宮市社会福祉事業団 西宮市訪問看護センター 0798-68-2711

西宮市 訪問看護 株式会社ビーネ ポップケア訪問看護ステーション 0798-38-1202

芦屋市 訪問看護 芦屋市社会福祉協議会 芦屋市訪問看護ステーション 0797-25-1295

芦屋市 訪問看護 株式会社ロジケア ロジケアあしや 0797-35-7113

宝塚市 訪問看護 株式会社Blooming Smile ここちリハビリ訪問看護センター 0797-81-1781

宝塚市 訪問看護 医療法人　回生会 すみれ訪問看護ステーション 0797-71-2931

宝塚市 訪問看護 株式会社かいな 訪問看護ステーションかいな 0797-99-0008

三田市 訪問看護 株式会社トリニティライフ 訪問看護ステーションそのぎ 079-562-3351

明石市 訪問看護 株式会社G・Iサークル あかり看護センター 078-915-0175

明石市 訪問看護 株式会社メリディアンメディカルサービス あんしん訪問看護ステーション明石 078-945-5731

加古川市 訪問看護 株式会社３ ５ ８ 訪問看護ステーション358 079-490-3581

高砂市 訪問看護 シオンプランニング株式会社 ぬくもり訪問看護ステーション 079-443-2234

西脇市 訪問看護 株式会社　PORTADA 訪問看護ステーションIF 0795-23-6028

三木市 訪問看護 有限会社山陽メディカル 山陽ケアセンター訪問看護ステーション 0794-86-6125

三木市 訪問看護 一般社団自立支援センタースクラム 訪問看護ステーションみなぎの 0794-60-4073

姫路市 訪問看護 ゆう株式会社 訪問看護ステーション　春 079-227-9293

たつの市 訪問看護 株式会社　Withハート 訪問看護ステーション　こころ 079-287-8541

たつの市 訪問看護 有限会社　プラスアルファ 訪問看護ステーション　たつの訪問サービス 0791-72-8102

朝来市 訪問看護 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 立雲の郷 079-674-0088

神戸市 通所介護 株式会社ビオネスト デイサービス笑楽　岡場 078-987-3009

神戸市 通所介護 社会福祉法人こころの家族 故郷の家・神戸 078-651-1555

神戸市 通所介護 ケアパートナー株式会社 ケアパートナー伊川谷 078-977-0898

神戸市 訪問看護、地域密着型通所介護 有限会社パール訪問看護センター パールデイサービスセンター 078-785-7650

尼崎市 通所介護 社会福祉法人 あかね デイサービスセンター　ロータス・オデオン 06-4869-4555

尼崎市 通所介護 株式会社アルスタック ラウレアート 06-6419-4482

尼崎市 通所介護 社会福祉法人東香会 デイサービスはなみずき 06-6481-8855

尼崎市 通所介護 株式会社　ゆめゆめらいふ リハビリデイサービス尼崎武庫之荘の風 06-6420-8511

西宮市 通所介護 セントケア西日本株式会社 セントケア西宮デイサービス 0798-76-1013

西宮市 通所介護 株式会社ビオネスト デイサービス笑楽　西宮名塩 0797-61-3316

芦屋市 地域密着型通所介護 合同会社スマイルケアサービス リハビリデイサービス　スマイル 0797-20-0172

宝塚市 通所介護 株式会社ＳＭＩＬＥ　ＰＬＡＣＥ レコードブック宝塚米谷 0797-61-7585

宝塚市 通所介護 株式会社ビオネスト デイサービス笑楽　宝塚 0797-85-5810

三田市 通所介護 株式会社ビオネスト デイサービス笑楽　三田 079-563-0306

三田市 地域密着型通所介護 ＮＰＯ法人えふ・みんと ディサービスげんき三田 079-506-1425

三田市 認知症対応型通所介護 有限会社タナベメディカルサービス ユピテル三田 079-565-2220
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猪名川町 通所介護 社会福祉法人猪名川町社会福祉協議会 ゆうあいデイサービス 072-766-1200

明石市 通所介護 株式会社ビオネスト デイサービス笑楽　西明石 078-924-3309

明石市 通所介護 株式会社　にしがき 明石大久保の風 078-947-6911

高砂市 通所介護 株式会社T.クレスト デイサービスつくし野 079-254-3596

西脇市 地域密着型通所介護 株式会社ZENN PLUSケア西脇 0795-24-4168

西脇市 地域密着型通所介護 株式会社わらべ デイホームわらべ 0795-28-5575

多可町 地域密着型通所介護 株式会社わらべ はなの家 0795-36-0903

姫路市 通所介護 社会福祉法人あかね デイサービスリゾート杣緑 079-268-3456

姫路市 通所介護 社会福祉法人あかね イーグレットカフェ 079-262-9888

たつの市 通所介護 社会福祉法人　栗栖の荘 新宮町デイサービスセンター　あすかの園 0791-75-3648

たつの市 通所介護 有限会社プラスアルファ たつのデイサービス 0791-66-3361

赤穂市 通所介護 株式会社夢リハ あすなろリハビリスタジオ赤穂店 0791-56-5255

朝来市 通所介護 (有)佐藤タイヤ商会 レッツ倶楽部　朝来 079-672-1220

豊岡市 通所介護 社会福祉法人但馬福祉園 デイサービスセンター出石荘 0796-52-6611

神戸市 療養通所介護 医療法人思葉会 MEIN HAUSデイ 078-731-0055

神戸市 看護小規模多機能型居宅介護 医療法人思葉会 MEIN HAUS看護小規模多機能型居宅介護 078-731-0055

神戸市 小規模多機能型居宅介護 医療法人社団　創生会 小規模多機能居宅介護アネシスもとやま 078-431-7337

加古川市 看護小規模多機能居宅介護 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 079-451-7739

加古川市 看護小規模多機能居宅介護 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 079-441-0081

たつの市 看護小規模多機能型居宅介護 有限会社　プラスアルファ たつのケアサービス 0791-72-8102

加西市 小規模多機能居宅介護 有限会社ウェルビー 小規模多機能施設なの花かさい 0790-46-1787

姫路市 小規模多機能居宅介護 社会福祉法人播陽灘 小規模多機能ホームいやさか 079-247-1122

神戸市 短期入所生活介護 社会福祉法人こころの家族 故郷の家・神戸 078-651-1555

尼崎市 短期入所生活介護 社会福祉法人東香会 ショートステイはなみずき 06-6481-8855

明石市 短期入所生活介護 株式会社　にしがき 明石大久保の風 078-947-6911

姫路市 短期入所生活介護 社会福祉法人播陽灘 いやさか苑 079-247-1122

神戸市 通所リハビリテーション 医療法人社団　創生会 オラージュ須磨 078-747-1136

伊丹市 通所リハビリテーション 医療法人社団星晶会 あおい病院 072-782-5463

三田市 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 有限会社タナベメディカルサービス ユピテル三田 079-565-2220

宝塚市 居宅介護支援 宗教法人　宝塚栄光教会 ケアプラン　オリーブの実 0797-73-6055

姫路市 居宅介護支援 合同会社SW技術研究所 居宅つばめ 070-2323-1280


