日常生活圏域別 事業所一覧
圏域
番号

1

平成31年4月１日現在

あんしんすこやかセンター名

管 轄 区 域

特別養護老人ホーム(小規模特
養含)

本山東部あんしんすこやかセン 森北町、森南町、甲南台、本山北町、本山中町、本
・高齢者ケアセンター甲南
ター
山町

2 本庄あんしんすこやかセンター

老人保健施設

・老人保健施設あずさ

深江北町、深江本町、深江南町、深江浜町、本庄 ・甲南山手
・おおぎの郷
町、北青木１・２丁目、青木１・４丁目
・深江すみれ園（整備中）

3

本山南部あんしんすこやかセン
本山南町、甲南町１・２丁目、田中町１・２丁目
ター

4

本山西部あんしんすこやかセン
西岡本、岡本
ター

ケアハウス・軽費老人ホーム
（一般型は介護サービスなし）

・ケアハウスこうべ甲南

有料老人ホーム
（住宅型は介護サービスなし）

・グランドビュー甲南

6

・エレガーノ甲南
・リハビリホームグランダ摂津本 ・グループホームアネシスもとやま
山

・光明苑
・介護老人福祉施設ケアホーム
住吉山手（仮称・整備中）

住吉南部あんしんすこやかセン
住吉東町、住吉宮町、住吉南町、住吉浜町
ター（東灘在宅福祉センター）

9

御影北部あんしんすこやかセン 鴨子ヶ原、御影山手、御影１～３丁目、御影郡家１・ ・友愛苑
ター
・かもこの風
２丁目

・セ・ラ・ヴィ

御影南部あんしんすこやかセン 御影中町、御影本町、御影石町、御影塚町、御影
10
・ロングステージ御影
ター
浜町

六甲アイランドあんしんすこやか
向洋町東、向洋町中、向洋町西
センター

※1介護予防サービスは、実施していません。
※2 小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合サービスです。
※3 特定施設入居者生活介護の指定を受けるサービス付き高齢者向け住宅です。

・小規模多機能型居宅介護アネシス
もとやま

・ウッドランド魚崎北町
・ろっこう医療生活協同組合うはら多
・グループホーム サンライフ魚崎中
機能ホーム
町（整備中）

8

11

・高齢者ケアセンター甲南小規模
多機能サービス

・メディカルホームグランダ岡本
（住宅型）

・ロングステージＫＯＢＥ岡本

・サンライフ魚崎
魚崎南部あんしんすこやかセン 魚崎中町、魚崎南町、魚崎西町、魚崎浜町、青木
・介護老人保健施設アトレーユうおざき ・ケアハウスサンライフ魚崎
・うみのほし魚崎西町（仮称・整
ター
・介護老人保健施設すばる魚崎の郷 ・ケアハウスこすもぴあ
２・３・５・６丁目
備中）

住吉北部あんしんすこやかセン
7
住吉台、渦森台、住吉山手、住吉本町
ター

・メディカルグループホーム甲南山
手

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

・メディカルホームグランダ深江
・メディカルケアハウス甲南山手 南
・グランダ甲南山手

魚崎北部あんしんすこやかセン
魚崎北町、北青木３・４丁目、甲南町３・４・５丁目、
5 タ ー （魚 崎高 齢者 介護 支援 セン
田中町３・４・５丁目
ター）
東
灘
区

認知症対応型共同生活介護

・はぴね神戸魚崎
・はぴね神戸魚崎弐番館

・フレール魚崎中町
・アネシス魚崎
・うみのほし魚崎

・こすもぴあ小規模多機能ホーム
・うみのほし魚崎西町（仮称・整備
中） ※2

・チャームプレミア御影※3

・グループホーム紫陽花

・みかげ倶楽部 ※2

・サンライフ住吉川

・ケアハウスゆうあい

・介護老人保健施設アネシス御影

・協同の苑六甲アイランド
・協同の苑六甲アイランドにじの ・甲南介護老人保健施設
家

・グランダ御影山手
・グランダ御影山手弐番館
・グランフォレスト神戸御影
・アルテ石屋川
・グッドタイムリビング御影（住宅 ・グループホーム御影
型）
・アルテ石屋川

・協同の苑六甲アイランドグループ ・小規模多機能型居宅介護協同の
ホーム
苑六甲アイランドにじの家

日常生活圏域別 事業所一覧
圏域
番号

平成31年4月１日現在

あんしんすこやかセンター名

1 高羽あんしんすこやかセンター

管 轄 区 域

特別養護老人ホーム(小規模特
養含)

老人保健施設

ケアハウス・軽費老人ホーム
（一般型は介護サービスなし）

土山町、桜ヶ丘町、高羽、一王山町、寺口町、高羽
町、楠丘町、高徳町、弓木町

有料老人ホーム
（住宅型は介護サービスなし）

認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

・トラストグレイス御影

・ケアウイング弓の木

・新翠光園
・コンフォートヒルズ六甲
・六甲台翠光園
・翠光ドール（住宅型）
・SOMPOケアラヴィーレ六甲

・グループホーム六甲
・グループホーム まんてん伯母野
山（仮称・整備中）

・グランフォレスト神戸六甲
・メディカルホームグランダ御影
西

・グループホームケアウイング六甲
・ゆうとぴ庵石屋川

5 篠原あんしんすこやかセンター

篠原本町、篠原中町、篠原南町、将軍通、神ノ木
通、千旦通、上河原通、上野通１・２・３・４・５丁目、
赤坂通１・２・３・４・５丁目、畑原通、天城通１・２・３・
４・５丁目、福住通１・２・３・４・５丁目、中原通１・２・
３・４・５丁目、倉石通、水道筋、岸地通、大内通、泉
通、灘北通１・２・３・４・５・６丁目

・イリーゼ神戸六甲

・グループホームオリンピア灘
・グループホームオリンピア篠原
・中井病院ケアホーム
・まんてん堂グループホームなだ上
野

6 王子あんしんすこやかセンター

箕岡通４丁目、高尾通４丁目、五毛通４丁目、薬師
通４丁目、国玉通４丁目、城の下通、上野通６・７・８
丁目、赤坂通６・７・８丁目、天城通６・７・８丁目、福
・ブルーバレイ
住通６・７・８丁目、中原通６・７丁目、青谷町、王子
町、原田通、城内通、灘北通７・８・９・１０丁目、岩
屋、上野、原田、摩耶山

・チャームスイート神戸摩耶

鶴甲、大月台、篠原台、六甲台町、篠原伯母野山
町、大土平町、篠原北町、長峰台、箕岡通１・２・３
六甲摩耶あんしんすこやかセン
2
丁目、高尾通１・２・３丁目、五毛通１・２・３丁目、薬
ター
師通１・２・３丁目、国玉通１・２・３丁目、六甲山町、
水車新田、大石、篠原、畑原、五毛、摩耶山町

・きしろ荘
・うみのほし
・うみのほし長峰台

・カネディアンヒル介護老人保健施設
・まんてん六甲の丘（仮称・整備中） ・すばる六甲
・鶴甲（仮称・整備中）

・きしろ長寿の里

・エル・グレイス六甲(仮称・整備中)

赤松町、曽和町、山田町、宮山町、八幡町、日尾
3 六 甲 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー 町、神前町、森後町、六甲町、永手町、稗原町、琵
（灘在宅福祉センター）
琶町、下河原通

大和町、中郷町、徳井町、記田町、深田町、備後
大 石 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー 町、桜口町、友田町、浜田町、烏帽子町、鹿ノ下 ・ロングステージＫＯＢＥ大石
4
（大石高齢者介護支援センター） 通、新在家北町、新在家南町、大石東町、大石北 ・ロングステージ灘

町、大石南町、灘浜東町

灘
区

西灘あんしんすこやかセンター
灘南通、船寺通、都通、味泥町、灘浜町、岩屋北
7 （灘の浜高齢者介護支援セン
・ハピータウンＫＯＢＥ
町、岩屋中町、岩屋南町、摩耶海岸通、摩耶埠頭
ター）

※1介護予防サービスは、実施していません。

・介護老人保健施設神戸日の出苑
・ケアハウスロングステージ
・介護老人保健施設ケアホームすばる ＫＯＢＥ大石

・エレガーノ摩耶
・ニチイケアセンター神戸摩耶

・グループホームひまわりの家

・ろっこう医療生活協同組合小規模
多機能とががわ

日常生活圏域別 事業所一覧
圏域
番号

平成31年4月１日現在

あんしんすこやかセンター名

管 轄 区 域

特別養護老人ホーム(小規模特
養含)

老人保健施設

ケアハウス・軽費老人ホーム
（一般型は介護サービスなし）

神仙寺通、中島通、籠池通、野崎通、上筒井通、中
1 新神戸あんしんすこやかセンター 尾町、熊内町、坂口通、宮本通、大日通、割塚通、 ・真愛くもちホーム

有料老人ホーム
（住宅型は介護サービスなし）

・ロングライフ神戸青谷
・ハーモニーＯＪＩ

・介護老人保健施設プリエール

葺合町

認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

・アクティブライフ神戸

熊内橋通、旗塚通、神若通、国香通、若菜通、脇浜

2

春日野あんしんすこやかセンター
・東部高齢者介護支援センター
町、筒井町、東雲通、八雲通、日暮通、吾妻通、北 ・真愛ホーム
（東部高齢者介護支援センター）

・グループホームはたつか

本町通、南本町通、真砂通

脇の浜あんしんすこやかセンター
3 （ 脇 の 浜 高 齢 者 介 護 支 援 セ ン 脇浜海岸通
ター）

中
央
区

・ケアポート神戸

・サンシティタワー神戸

生田町、二宮町、琴ノ緒町、布引町、北野町、山本
通１・２丁目、中山手通１・２丁目、加納町、下山手
通１・２丁目、北長狭通１・２丁目、旭通、雲井通、小
三宮あんしんすこやかセンター
・オリンピア
4
野柄通、御幸通、磯上通、八幡通、磯辺通、浜辺 ・神戸海岸特養ケアセンター
（中央在宅福祉センター）
通、三宮町、東町、伊藤町、江戸町、京町、浪花
町、播磨町、明石町、西町、前町、海岸通（鯉川筋
以東）、新港町、小野浜町

・神戸海岸特養ケアセンター

・パーマリィ･イン新神戸
・グランダ北野
・グループホームあかね雲
・ライフ＆シニアハウス神戸北野
・チャームスイート神戸北野

諏訪山町、再度筋町、山本通３・４・５丁目、中山手
元町山手あんしんすこやかセン 通３～８丁目、下山手通３～９丁目、北長狭通３～８
5
・山手さくら苑
ター
丁目、花隈町、神戸港地方、元町高架通（宇治川線

・介護老人保健施設いつでも夢を

以東）
楠町、橘通、多聞通、中町通、古湊通、相生町、元

6

ハーバーランドあんしんすこやか
町通、栄町通、海岸通（鯉川筋以西）、波止場町、
センター

・介護老人保健施設サニーピア

・エレガリオ神戸

・小規模多機能型居宅介護「ゆうき」

弁天町、東川崎町、元町高架通（宇治川線以西）

7 港島あんしんすこやかセンター

港島、港島中町、港島南町、神戸空港

※1介護予防サービスは、実施していません。

・ぽー愛

・介護老人保健施設神戸ポートピアス
テイ
・ポート愛ランド。老健
・ポート愛ランド。老健ムーチョ

・ポートピアシルバーホーム

日常生活圏域別 事業所一覧
圏域
番号

平成31年4月１日現在

あんしんすこやかセンター名

管 轄 区 域

特別養護老人ホーム(小規模特
養含)

老人保健施設

ケアハウス・軽費老人ホーム
（一般型は介護サービスなし）

有料老人ホーム
（住宅型は介護サービスなし）

認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

平野町、楠谷町、梅元町、矢部町、五宮町、神田

1

兵庫平野あんしんすこやかセン
町、馬場町、上祇園町、下祇園町、上三条町、下三
ター

・グループホームたのしい家大倉山

条町

烏原町、天王町、湊山町、雪御所町、山王町、千鳥
みなとがわあんしんすこやかセン 町、都由乃町、石井町、大同町、北山町、氷室町、
2
・パーマリィ・イン千鳥山荘
ター
熊野町１・２丁目、夢野町１・２丁目、菊水町１～５丁

・憩いの家 オレンジ

・パーマリィ・イン千鳥山荘
・小規模多機能ホーム オレンジ

目、湊川町１～4丁目

3 荒田あんしんすこやかセンター

荒田町、東山町、西上橘通、西橘通、福原町、西多
聞通、新開地１・２丁目、中道通１丁目（１・２番）、水 ・真愛あらたホーム（整備中）
木通１丁目（１～３番）

新開地３～６丁目、湊町、佐比江町、大開通１～７
丁目、塚本通１～６丁目、羽坂通、三川口町、永沢
4 新開地あんしんすこやかセンター
町、西柳原町、門口町、兵庫町、西出町（阪神高速
以西）
兵
庫
区

5

里山町、鵯越筋、清水町、小山町、滝山町、熊野町 ・海光園ミラホーム
夢野の丘あんしんすこやかセン
３～５丁目、鵯越町、菊水町６・７・８・９・１０丁目、夢 ・高齢者ケアセンターひょうご
ター（兵庫在宅福祉センター）
・真愛たきやまホーム
野町３・４丁目、湊川町５・６・７・８・９・１０丁目

・まんてん堂グループホーム
ひょうご湊

・老人保健施設静耕
・介護老人保健施設兵庫みどり苑

・そんぽの家兵庫柳原

・小規模多機能型居宅介護
・グループホームきらら神戸（整備 フリーダム※1
中）

・介護老人保健施設ドリームヒルズ滝 ・ケアハウスこうべ
山
・イルマーレ

・エクセレント神戸

・グループホームたのしい家湊川

・グラツィエ愛（住宅型）

・グループホーム愛

会下山町、大井通、松本通、上沢通、下沢通、中道
中 道 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー 通１丁目（１・２番を除く）・２～９丁目、水木通１丁目
6
・パーマリィ・イン中道
（中道高齢者介護支援センター） （１～３番を除く）・２～１０丁目、大開通８～１０丁

目、塚本通７・８丁目、駅前通
東出町、西出町１・２丁目（阪神高速以東）、七宮
町、鍛冶屋町、島上町、船大工町、本町、磯之町、
キャナルタウンあんしんすこやか
南仲町、西仲町、神明町、西宮内町、北逆瀬川町、
7 センター（キャナルタウン高齢者介
・モーツァルト兵庫駅前
東柳原町、築地町、中之島、出在家町、切戸町、南
護支援センター）
逆瀬川町、入江通、小河通、須佐野通、松原通、浜
崎通、駅南通、芦原通、明和通、御所通、和田山通

・PLUMの里※1
・小規模多機能型居宅介護事業所
スリール兵庫上沢

・グループホームモーツァルトいのり
・まんてん堂小規模多機能ホーム
・まんてん堂グループホーム
ひょうご須佐野
ひょうご須佐野

今出在家町、和田崎町、三石通、上庄通、和田宮
浜 山 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー 通、笠松通、小松通、遠矢町、御崎本町、浜山通、 ・花みさき
8
（浜山高齢者介護支援センター） 遠矢浜町、材木町、御崎町、吉田町、浜中町、金平 ・花みさき（Ⅱ）

町、高松町
※1介護予防サービスは、実施していません。

・介護老人保健施設アネシス兵庫

・グループホームオリンピア兵庫

・小規模多機能花みさき

日常生活圏域別 事業所一覧
圏域
番号

平成31年4月１日現在

あんしんすこやかセンター名

管 轄 区 域

特別養護老人ホーム(小規模特
養含)

老人保健施設

1 道場あんしんすこやかセンター

道場町、長尾町、鹿の子台北町、鹿の子台南町、 ・愛寿園
・やすらぎの里道場
上津台、赤松台、大沢町
・やすらぎの里神戸赤松台

・老人保健施設青い空の郷
・老人保健施設らぽーと

2 ありのあんしんすこやかセンター

菖蒲が丘、西山、京地、藤原台北町、藤原台中町、
・なでしこ神戸
藤原台南町、有野台、有野中町、東有野台、有野 ・ふじの里
町二郎、有野町有野

・老人保健施設向陽りんどう苑
・老人保健施設桃源の郷

3

八多淡河あんしんすこやかセン
ター

八多町、淡河町

有馬町、唐櫃台、唐櫃六甲台、東大池、有野町唐
櫃

5 谷上あんしんすこやかセンター

西大池、大池見山台、花山中尾台、幸陽町、花山
台、花山東町、小倉台、広陵町、筑紫が丘、山田町 ・大池サンホーム
上谷上、山田町下谷上の一部、山田町与左衛門新 ・駒どりの郷
田、谷上西町、谷上東町、谷上南町、桜森町
緑町、大原、桂木、日の峰、松が枝町、青葉台、柏

6

・ケアハウスストロベリー

有料老人ホーム
（住宅型は介護サービスなし）

・きずなホームふなせ

・八多の里
・介護老人保健施設うらら
・小規模特別養護老人ほわいえ

4 有馬あんしんすこやかセンター

北
区

ケアハウス・軽費老人ホーム
（一般型は介護サービスなし）

神戸北町あんしんすこやかセン
尾台、山田町下谷上の一部、山田町坂本・衝原・ ・つくし園
ター

中・西下・原野・東下・福地

大脇台、若葉台、惣山町、甲栄台、泉台（７丁目２番 ・さつき園
北鈴蘭台あんしんすこやかセン
・さつき園「あきの荘」
7
の一部を除く）、山田町小部（前記を取り巻く地域）、 ・六甲の館
ター
杉尾台、松宮台
・恵風園

・介護老人保健施設あすなろ旭

・ケアハウス南風

・ハーモニアス谷上
・ソーシャルコート神戸北※3

・さつきホーム（一般型）
・ケアハウスカトレア神戸

・リバティーベル六甲※2

・ニチイケアセンター神戸松宮台
・グループホームめぐみの丘５

・看護小規模多機能型居宅介護さく
らホーム※1 ※2

・グループホームありがとう
・夢うさぎ鈴蘭台

・小規模多機能型居宅介護施設
梅香園
・看護小規模多機能型居宅介護うさ
ぎの丘鈴蘭台

・老人保健施設シルバーステイあじさ
い

・神戸社会保険老人保健施設

・ケアハウスカトレアすずらん台

・グループホームめぐみの丘Ⅲ

鳴子、星和台、ひよどり北町、ひよどり台、ひよどり ・ひよどりホーム

※1介護予防サービスは、実施していません。
※2 小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合サービスです。
※3 特定施設入居者生活介護の指定を受けるサービス付き高齢者向け住宅です。

・イノセントケア有野※1
・看護小規模多機能型居宅介護な
でしこ神戸※1 ※2

・グループホーム大池
・モンファミーユ北六甲※1
・カルム箕谷
・いろどりの家・大池
・グループホームあかね雲大池山荘
・丘の風

北五葉、南五葉、鈴蘭台南町２～５丁目、君影町、
山田町藍那・しあわせの村の一部・小河、泉台７丁
目２番（戸建）

田町小部字西両畑

・グループホームももの花

・有馬温泉郷グループホームくらく園
・グループホームまごころ

南山を含む）

しあわせの村あんしんすこやかセ
台南町、しあわせの村、山田町下谷上の一部、山
ンター

・小規模多機能型居宅介護 こころ

・グループホームさくらの家

鈴蘭台西町、鈴蘭台北町、鈴蘭台南町１・６・７・８・

10

・神港園しあわせの家
・万寿の家（移転増床整備中）

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

・グループホームこころ

・介護老人保健施設カトレア六甲

鈴蘭台あんしんすこやかセンター
・梅香園
8
９丁目、鈴蘭台東町、中里町、山田町下谷上（小部 ・カトレア鈴蘭台
（北在宅福祉センター）

9 五葉あんしんすこやかセンター

認知症対応型共同生活介護

・介護老人保健施設リハ・神戸

(仮称)ひよどりハウス（整備中）

・神戸ゆうゆうの里

日常生活圏域別 事業所一覧
圏域
番号

あんしんすこやかセンター名

平成31年4月１日現在
管 轄 区 域

特別養護老人ホーム(小規模特
養含)

老人保健施設

1 丸山あんしんすこやかセンター

雲雀ヶ丘、鶯町、大日丘町、萩乃町、一里山町、源
平町、檜川町、東丸山町、丸山町、長田天神町７丁
・長田すみれ園
目、西丸山町、堀切町、花山町、鹿松町、高東町、
長者町

2 名倉あんしんすこやかセンター

滝谷町、長田天神町１～６丁目、明泉寺町、名倉
町、房王寺町、重池町、大丸町、前原町、寺池町、 ・神戸まどか園
片山町、大塚町１～４丁目、長田町１～４丁目

池田宮川あんしんすこやかセン
3
ター

林山町、長田町５～９丁目、宮川町、西山町、池田
宮町、池田惣町、宮丘町、高取山町１丁目、上池
・高齢者ケアセンターながたサテ
・フェニックス長田キュアセンター
田、池田谷町、池田広町、池田寺町、池田経町、池
ライト宮丘
田新町、池田塩町、池田上町、蓮宮通、大塚町５～
９丁目

4

御蔵あんしんすこやかセンター
（西部高齢者介護支援センター）

長
田
区
5 西代あんしんすこやかセンター

6

真野真陽あんしんすこやかセン
ター（長田在宅福祉センター）

一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番 ・長田ケアホーム
町、七番町、北町、御蔵通、菅原通、御船通、蓮池 ・西部高齢者介護支援センター
・ふれあいホーム
町、大道通、川西通、細田町、神楽町

・介護老人保健施設サニーヒル
・介護老人保健施設ヴィラ光陽
・介護老人保健施設神戸長者町白寿
苑

ケアハウス・軽費老人ホーム
（一般型は介護サービスなし）

有料老人ホーム
（住宅型は介護サービスなし）

認知症対応型共同生活介護

・グリーンウェル花山（増床整備中）
・小規模多機能居宅介護施設いこい
・街かどケアホームのどか
の丘
・グループホームいこいの丘

・ケアハウス松寿園（一般型）
・ケアハウス丸山の郷

・長田すみれビレッジ

・グループホーム紅葉（もみじ）

・まんてん堂グループホームながた
池田
・グループホーム こころあい林山
（仮称・整備中）

・ゆうとぴ庵西神戸
・グループホームいろり
・ニチイケアセンター神戸西代

梅ヶ香町、東尻池新町、東尻池町、浜添通、苅藻島
町、真野町、苅藻通、西尻池町、庄田町、駒栄町、
南駒栄町、若松町１・２・３・４丁目、大橋町１・２・３・ ・故郷の家・神戸
４丁目、腕塚町１・２・３・４丁目、久保町１・２・３・４丁
目、二葉町１・２・３・４丁目

・グループホーム ハナ
・グループホーム スリール長田

※1介護予防サービスは、実施していません。
※2 特定施設入居者生活介護の指定を受けるサービス付き高齢者向け住宅です。

・サテライト宮丘小規模多機能
サービス
・小規模多機能居宅介護フリーダム
長田

・神戸長田ケアパークそよ風※2 ・長田さくらホーム

高取山町２丁目、長尾町、平和台町、大谷町、五位
ノ池町、庄山町、山下町、戸崎通、西代通、御屋敷
通、水笠通、松野通、高取山町

日吉町、若松町５・６・７・８・９・１０・１１丁目、大橋町
５・６・７・８・９・１０丁目、腕塚町５・６・７・８・９・１０丁
7 新長田あんしんすこやかセンター 目、久保町５・６・７・８・９・１０丁目、二葉町５・６・７・ ・ふたば
８・９・１０丁目、駒ヶ林町、野田町、海運町、本庄
町、長楽町、浪松町、駒ヶ林南町

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

・グループホーム更紗

・小規模多機能型居宅介護 ハナ

・小規模多機能 かけはし
・小規模多機能施設 更紗

日常生活圏域別 事業所一覧
圏域
番号

平成31年4月１日現在

あんしんすこやかセンター名

管 轄 区 域

特別養護老人ホーム(小規模特
養含)

白川、東白川台、若草町、車、白川台１・２丁目、３・

1

白川あんしんすこやかセンター
・神港園サニーライフ白川
４丁目（落合橋道路北）、５～７丁目、北落合２・３丁 ・KOBE須磨きらくえん
（白川高齢者介護支援センター）

目（１番を除く）・５・６丁目

2 名谷あんしんすこやかセンター

ケアハウス・軽費老人ホーム
（一般型は介護サービスなし）

・介護老人保健施設すみれ苑
・介護老人保健施設オラージュ須磨

有料老人ホーム
（住宅型は介護サービスなし）
・ゼフィール白川
・ゼフィール白川Ⅱ

清水台、東落合、白川台３・４丁目（落合橋 道路
南）、北落合１丁目、３丁目（１番）、４丁目、中落合、 ・宙カミーノ
西落合、神の谷、緑台、弥栄台
緑が丘、妙法寺、横尾、多井畑の一部（北須磨団地

3 妙法寺あんしんすこやかセンター 入り口、横尾西交差点の入り口、地獄谷、東山ノ ・愛の園

上）、桜の杜

須
磨
区

老人保健施設

4 名谷南あんしんすこやかセンター

菅の台、竜が台、友が丘、南落合、道正台、多井畑
・友が丘ＹＵＡＩ
の一部（渋人谷上）

5 板宿あんしんすこやかセンター

禅昌寺町、永楽町、神撫町、明神町、板宿、川上
町、養老町、宝田町、菊池町、前池町、飛松町、板
宿町、大手、大手町、平田町（山陽電鉄以北）、権
現町、堀池町、東町、戸政町、中島町、若木町、奥
山畑町、上細沢町、東須磨東部

多井畑、多井畑東町、多井畑南町、高倉台、東須
離 宮 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー 磨の一部、高尾台、水野町、離宮西町、離宮前町、
6
・離宮しあわせ荘
（離宮高齢者介護支援センター） 月見山町、桜木町、須磨寺町、高倉町、西須磨の
一部

・老人保健施設コスモス苑
・介護老人保健施設すま松の郷

・老人保健施設いきいきの郷

・エリーネス須磨

・コンフォート須磨の森
・なのはな高倉台
・あいハート離宮前

・介護老人保健施設グリーンリーフ高
倉

・すこやか友が丘

・まんてん堂グループホームすま飛
・看護小規模多機能型居宅介護 Ｍ
松
ＥＩＮ ＨＡＵＳ
・グループホーム町の風（整備中）

・ケアハウス和光園（一般型）

・フレール離宮西町
・グループホームたんぽぽ
・小規模多機能型居宅介護
・グループホームたかくらの夢
たかくらの夢
・神戸須磨 グル ープ ホー ムそよ風
（整備中）
・グループホームマーガレット
・グループホーム花ちとせ
・グループホームだいこく

町、鷹取町、古川町、小寺町、外浜町

※1介護予防サービスは、実施していません。

・なのはな

・妙法寺すみれホーム
・グループホーム希望の家

たかとりあんしんすこやかセンター
寺田町、大池町、千歳町、常盤町、行平町、青葉 ・須磨シニアコミュニティ
（須磨在宅福祉センター）

北町、南町、月見山本町、稲葉町、松風町、村雨
町、磯馴町、衣掛町、若宮町、行幸町、天神町、須 ・あいハート須磨
8 西須磨あんしんすこやかセンター
磨本町、須磨浦通、千守町、関守町、潮見台町、一 ・須磨浦の里
ノ谷町､西須磨の一部

・ゼフィール白川グループホーム
・グループホームそよかぜ

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

・グループホームふれんど白川台

平田町（山陽電鉄以南）、大黒町、戎町、大田町、

7

認知症対応型共同生活介護

・ケアハウス須磨浦の里
・ケアハウス須磨浦の里みち

・パーマリィ･イン須磨
・エリーネス須磨介護の家
・チャーム須磨海浜公園

・グループホームひまわり
・グループホームキャンディタフト
月見山
・グループホームコスモス

・小規模多機能型居宅介護 花ちと
せ

・小規模多機能ホームひまわり
・小規模多機能須磨(仮称・整備中)

日常生活圏域別 事業所一覧
圏域
番号

平成31年4月１日現在

あんしんすこやかセンター名

管 轄 区 域

名谷町（概ね福田川、バス道以東でかつ、つつじが
1 桃山台あんしんすこやかセンター 丘以北）、つつじが丘、桃山台、清玄町、下畑町（第

二神明以北）

特別養護老人ホーム(小規模特
養含)
・桃山台ホーム
・サテライト特養ももやまだい

2 塩屋あんしんすこやかセンター

朝谷町、松風台、塩屋台、塩屋町、塩屋町１～５丁
目・７～９丁目、塩屋北町、下畑町の一部、東垂水 ・塩屋さくら苑
町（東）、下畑町字西砂山

3

青山台、東垂水町（中、西）、塩屋町６丁目、美山
・ふるさと
台、乙木、王居殿、城が山、泉が丘、東垂水１・３丁 ・ファボール泉が丘
目、山手８丁目
東垂水あんしんすこやかセンター

5

老人保健施設

認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

・グループホーム桃山台
・グループホームハッピージョイ
・名谷すみれホーム

・介護老人保健施設フローラルヴィラ
垂水
・介護老人保健施設フェニックス神戸
キュアセンター

・塩屋すみれビレッジ
・ロングライフ・クイーンズ塩屋

・グループホームあさがお
・まんてん堂グループホームたるみ
・フェニックス塩屋北町小規模多機
塩屋
能型居宅介護事業所
・フェニックス塩屋北町グループホー
ム

・美波ホール

・グループホームふるさと桜
・まんてん堂グループホームたるみ ・ファボール泉が丘
東

・そんぽの家神戸名谷
・パールビュー山手（住宅型）

・まんてん堂グループホーム
たるみ中道
・グループホームたのしい家 垂水

・ケアハウスふるさと

東垂水２丁目、山手２・３・４・５・６・７丁目、大町、高
丸３・４丁目、野田通、馬場通、瑞穂通、清水通、御
・向陽荘
霊町、中道２・３・４・５・６丁目、坂上２・３・４・５丁目、
川原２・３・４・５丁目、福田、向陽

・ケアハウスまんてん垂水
・ケアハウス垂水ちどり（仮称・整
備中）
・オービーホーム高丸（仮称・整
備中）

・オービーホーム馬場通
・小規模多機能ホーム向陽荘

・Mボヌール
・SOMPOケアラヴィーレ神戸垂水 ・グループホームMボヌール
・グットタイムリビング神戸垂水 ・ウッドランド垂水山手
（住宅型）

・小規模多機能型居宅介護事業所
ウッドランド垂水山手
・みょうだに倶楽部 ※２
・オービーホーム高丸（仮称・整備
中）

・たるみな倶楽部 ※２

田町、陸ノ町、天ノ下町、旭が丘、仲田

・ジョイ垂水
・そんぽの家神戸垂水
・グループホームわたつみの里
・フォレスト垂水
・たるみグループホーム
・フォレスト垂水 弐番館（住宅型）

学が丘、本多聞、舞多聞東１丁目、小束山本町、小
束山、小束山手、多聞町字小束山、名谷町（概ね小 ・本多聞ケアホーム
束山以北）

・ドマーニ神戸
・ディアージュ神戸
・シーズンフィーﾙ垂水

・グループホームリーベストラウム
・くつろぎの家エルフ・本多聞

・くつろぎの家エルフ・本多聞
・エイジフリー小規模多機能ケア神
戸学が丘

・グループホーム舞子
・グループホームあったか家族

・小規模多機能型居宅介護あったか
家族
・星陵台（仮称・整備中）

・ハートランド舞子台
・ザ・レジデンス神戸舞子
・レイシエスタしらゆり
・サン舞子マンション（住宅型）

・舞子台グループホーム
・ＣＨＩＡＫＩほおずき神戸垂水
・ニチイケアセンター神戸霞ヶ丘

・パナソニック エイジフリーケアセン
ター神戸霞ヶ丘・小規模多機能

・そんぽの家南多聞台

・まんてん堂グループホーム
たるみ神陵台
・くつろぎの家エルフ神陵台
・グループホーム希の丘

高丸１・２丁目、瑞が丘、日向、平磯、山手１丁目、

平磯あんしんすこやかセンター
6
中道１丁目、坂上１丁目、川原１丁目、宮本町、神
（垂水在宅福祉センター）

7

有料老人ホーム
（住宅型は介護サービスなし）

・老人保健施設佐野記念アットホーム
・介護老人保健施設名谷すみれ苑

・オービーホーム
・メープルホーム
・ 小 規 模 特 別 養 護 老 人ホーム
垂水名谷あんしんすこやかセン 名谷町（概ね福田川以西）、神和台、潮見が丘、千 花の森
4
・介護老人保健施設垂水すみれ苑
ター
・ケアホーム垂水ちどり（仮称・
鳥が丘、高丸５～８丁目、上高丸、千代ヶ丘
整備中）
・オービーホーム高丸（仮称・整
備中）
垂
水
区

ケアハウス・軽費老人ホーム
（一般型は介護サービスなし）

本多聞あんしんすこやかセンター

8

星が丘、星陵台、清水が丘、舞子坂、舞子陵

・ファボール星陵

・老人保健施設マイン・レーベン

北舞子、舞子台１・３・７・８丁目、歌敷山、霞ヶ丘、 ・舞子台ホーム
9 舞子台あんしんすこやかセンター
・さん舞子神港園いこいの家
五色山、海岸通

・老人保健施設舞子台

多聞町（バス道以西）、多聞台、舞多聞東２・３丁
10 神陵台あんしんすこやかセンター 目、舞多聞西、西脇、神陵台、南多聞台１・２・３・４・ ・エクレ小束台
５・６丁目、小束台

・介護老人保健施設四季の郷
・介護老人保健施設みどりの丘

11 舞子あんしんすこやかセンター

南多聞台７・８丁目、狩口台、西舞子、舞子台２・４ ・舞子すみれ園
・オレンジ神戸
～６丁目、東舞子町

※1介護予防サービスは、実施していません。
※2 小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合サービスです。

・ケアハウスさん舞子神港園

・ニチイケアセンター西神戸
・ユトリーム朝霧
・ナチュラル舞子グループホーム
・小規模多機能型居宅介護舞子
・ニチイケアセンター神戸西舞子
・グループホームたのしい家西舞子 すみれ園
・グラディーナ西舞子（住宅型）
・ゆとり庵西舞子

日常生活圏域別 事業所一覧
圏域
番号

あんしんすこやかセンター名

管 轄 区 域

特別養護老人ホーム(小規模特
養含)

老人保健施設

1 押部あんしんすこやかセンター

押部谷町、秋葉台、桜が丘東町、桜が丘中町、桜 ・ フ ェ ニ ッ ク ス 月 が 丘 ケ ア セ ン
・老人保健施設安田記念緑風苑
が丘西町、月が丘、美穂が丘、北山台、富士見が ター
・櫻ホーム西神（仮称・整備中）
丘、高雄台、見津が丘、高塚台

2 西神南あんしんすこやかセンター

櫨谷町、井吹台東町、井吹台西町、井吹台北町、
・大慈弥勒園
伊川谷町井吹

3 伊川谷あんしんすこやかセンター

4

西
区

平成31年4月１日現在

伊川谷町（有瀬、上脇、潤和、長坂、別府）、池上、 ・永栄園
・三芳苑
大津和、今寺、北別府、南別府、天王山、白水

・老人保健施設ハーベスピア
・介護老人保健施設風と緑

神出町

6 岩岡あんしんすこやかセンター

岩岡町、上新地、竜が岡、大沢、福吉台

・岩岡の郷
・西神の里（増床整備中）

8 玉津あんしんすこやかセンター

・透鹿園
・花園ホーム
・西神戸エルダーハウス
・パーマリィ・イン西神春日台

玉津町、水谷、小山、丸塚、二ツ屋、森友、枝吉、持 ・オリンピア神戸西
子、曙町、王塚台、中野、宮下、長畑町、天が岡、 ・万寿の家
・大慈智音園
和井取

学園都市あんしんすこやかセン 伊川谷町（小寺、前開、布施畑）、学園東町、学園
・ときわ
ター
西町、室谷、前開南町

※1介護予防サービスは、実施していません。
※2 特定施設入居者生活介護の指定を受けるサービス付き高齢者向け住宅です。

・老人保健施設たちばな苑

・介護老人保健施設フェニックス神戸
キュアセンター

・老人保健施設ひらの

認知症対応型共同生活介護

・ケアハウス大慈

・やさしい手広野（住宅型）

・ケアハウスシェ・モア

・そんぽの家神戸伊川谷
・パートナー伊川谷
・ほっと倶楽部
・グループホームけやきの家
・ハートピア神戸白水
・レラティブ別府
・SOMPOケアラヴィーレ神戸伊川 ・グループホームふれんど伊川谷
谷
・ＣＨＩＡＫＩほおずき神戸伊川谷
・たのしい家神戸白水（仮称・整 ・グループホーム花の風
備中）※2
・グループホームたのしい家伊川谷
有瀬
・グループホームハートケア水谷

・サニーライフ神戸

5 神出あんしんすこやかセンター

平野西神あんしんすこやかセン
7
春日台、樫野台、平野町
ター（西在宅福祉センター）

有料老人ホーム
（住宅型は介護サービスなし）

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

・グループホームめぐみの丘
・グループホーム陽だまり
・フェニックス月が丘ケアセンター
・フェニックス月が丘ケアセンター
・めぐみの丘レガシィ福住（整備中）

西神中央あんしんすこやかセン
狩場台、糀台、竹の台、美賀多台
ター
・萬寿園
・神港園シルビアホーム
・神出シニアコミュニティ
・サンビラこうべ

9

・老人保健施設エルダービレッジ

ケアハウス・軽費老人ホーム
（一般型は介護サービスなし）

・ケアハウスかんで
・サンビラこうべ（一般型）

・エルダービレッジグループホーム

・ハッピー雅
・くつろぎの家エルフ白水(サテライ
ト)
・小規模多機能型居宅介護たのしい
家伊川谷有瀬
・小規模多機能型居宅介護伊川谷
すみれハウス

・西神中央グループホーム

・グループホーム おっこう山（仮称・
整備中）

・グループホームつつじの丘

・ケアハウスパーマリィ・イン西神
春日台
・パーマリィ・イン西神春日台ケア
ハウス華邸

・よしだ内科診療所グループホーム
・街かどケアホームさやか
・グループホームウッドランド
・ハートケア神戸西（移転増床整 ・グループホームふれあい神 戸西
備中）
（増床整備中）
・ハートケア神戸二ツ屋
・芦屋グループホーム華
・さわやか神戸西館（仮称・整備 ・グループホームありあけ
中）※2
・白水すみれホーム
・ グル ー プ ホー ム CHIAKI ほ お ず き
神戸玉津
・はぴね神戸学園都市

・オリンピア神戸西
・看護小規模多機能型居宅介護
ガーデンライフファミリー神戸西
・ふれんど玉津

・グループホームさくら
・小規模多機能花菜
・スマイルぜんかいグループホーム

