
No 市町 施設名 施設所在地 電話番号

1 神戸市東灘区 かもこの風 神戸市東灘区鴨子ヶ原３丁目１９番３０号 078-858-5070

2 神戸市東灘区 友愛苑 神戸市東灘区鴨子ヶ原２丁目１４－１７ 078-845-3660

3 神戸市東灘区 光明苑 神戸市東灘区住吉本町３丁目７番４１ 078-851-2560

4 神戸市灘区 すばる六甲 神戸市灘区鶴甲１丁目３番１０号 078-843-0501

5 神戸市長田区 長田すみれ園 神戸市長田区鹿松町２丁目９－４３ 078-691-8008

6 神戸市垂水区 メープルホーム 神戸市垂水区名谷町大谷１９０５－１ 078-794-6584

7 神戸市垂水区 ふるさと 神戸市垂水区塩屋町６丁目３８番８号 078-752-8349

8 神戸市北区 ふじの里 神戸市北区藤原台中町５丁目１番２号 078-987-2230

9 神戸市北区 うらら 神戸市北区淡河町淡河574 078-950-5177

10 神戸市中央区 ぽー愛 神戸市中央区港島中町５-２ 078-303-0600

11 神戸市中央区 山手さくら苑 神戸市中央区下山手通７丁目１－１６ 078-367-3780

12 神戸市中央区 サニーピア 神戸市中央区波止場町3-12 078-331-8624

13 神戸市西区 萬寿園 神戸市西区神出町小束野５８－９２ 078-965-2218

14 尼崎市 ほがらか苑 尼崎市東本町４丁目１０３－１１ 06-4868-2533

15 西宮市 セントポーリア愛の郷 西宮市山口町上山口１５８４－１ 078-907-1165

16 西宮市 西宮恵泉 西宮市西宮浜３丁目７番７ 0798-32-6060

17 西宮市 シルバーコースト甲子園 西宮市枝川町１７－４０ 0798-43-0470

18 西宮市 第２シルバーコースト甲子園 西宮市枝川町１７－５５ 0798-43-0801

19 西宮市 にしのみや聖徳園 西宮市段上町６丁目２４－１ 0798-54-8885

20 西宮市 いまづ聖徳園 西宮市今津港町３番１１号 0798-54-8885

21 芦屋市 あしや聖徳園 芦屋市六麓荘町３－５７ 0797-32-7667

22 伊丹市 オアシス千歳 伊丹市中央４丁目５番６号 072-771-1500

23 宝塚市 宝塚栄光園 宝塚市ゆずり葉台３丁目１－２ 0797-71-1151

24 宝塚市 花屋敷栄光園 宝塚市切畑字長尾山５－３２１ 072-740-3388

25 宝塚市 　ケアヴィラ宝塚 宝塚市亀井町10-51 0797-71-6510

26 宝塚市 ステップハウス宝塚 宝塚市小浜４丁目５番６号 0797-86-8823

27 宝塚市 夢御殿山 宝塚市御殿山１－３－３ 0797-85-2951

28 宝塚市 宝塚あいわ苑 宝塚市中筋２丁目１０－１８ 0797-80-4165

29 三田市 ゼフィール三田 三田市富士が丘５丁目１７番３ 079-559-1800

30 三田市 さんすい園 三田市下相野薬師尾１４６０－１ 079-568-1314

31 猪名川町 せいふう若葉 川辺郡猪名川町柏梨田字イハノ谷２５０ 072-766-7410

32 猪名川町 せいふう猪名川 川辺郡猪名川町北田原字屏風岳3 072-766-0002
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33 明石市 恵泉第２特別養護老人ホーム 明石市大久保町大窪２８１３ 078-938-6933

34 加古川市 鹿児の郷 加古川市平荘町山角１０３８－４ 079-428-1765

35 加古川市 万亀園 加古川市野口町水足１０７－１ 079-426-8200

36 加古川市 こすもす園 加古川市神野町神野１３６－８ 079-438-7770

37 加古川市 せいりょう園 加古川市野口町長砂９５－２０ 079-421-7156

38 高砂市 常寿園 高砂市北浜町牛谷７２１－１ 079-446-1165

39 多可町 ゆりの荘 多可郡多可町八千代区俵田１１１－２７ 0795-37-0174

40 姫路市 サン・ビレッジ姫路 姫路市町坪４６８ 079-335-2332

41 姫路市 サン・ビレッジ夢前 姫路市夢前町又坂４０５ 079-335-2332

42 姫路市 ネバーランド 姫路市船津町５２７１－１６ 079-232-8311

43 姫路市 清住園 姫路市飾東町清住５５５ 079-262-1555

44 姫路市 老人ケアセンター緑ヶ丘 姫路市西今宿5-3-8 079-293-3211

45 姫路市 キャッシル真和 姫路市山田町西山田７２６－１ 079-263-2325

46 姫路市 姫路・勝原ホーム 姫路市勝原区下太田５７３ 0792-73-1311

47 姫路市 第二姫路・勝原ホーム 姫路市勝原区下太田２０１ 079-272-5524

48 姫路市 大津みやび野ホーム 姫路市大津区大津町１丁目３１－１１１ 079-236-7760

49 赤穂市 桜谷荘 赤穂市塩屋３４５０－３８ 0791-45-1820

50 上郡町 野桑の里 赤穂郡上郡町野桑３０２７番地 0791-57-7000

51 豊岡市 けやきホール 豊岡市但東町太田６１４ 0796-56-1016

52 豊岡市 出石愛の園 豊岡市出石町福住１３３２ 0796-53-1300

53 豊岡市 介護老人保健施設出石愛の園 豊岡市出石町福住1313 0796-52-7001

54 朝来市 あさがおホール 朝来市新井１４８ 079-677-1901

55 新温泉町 ささゆり 美方郡新温泉町二日市177 0796-83-2311

56 丹波篠山市 山ゆりホーム 丹波篠山市福住字平石７４０ 079-557-1158

57 洲本市 淡路ふくろうの郷 洲本市中川原町中川原字東山２８番地１ 0799-25-8550

58 洲本市 洲本たちばなプラス 洲本市宇原３５８番地５ 0799-25-3601

59 洲本市 たちばな苑 洲本市由良１丁目６－７ 0799-27-0146

61 淡路市 ゆうらぎ 淡路市育波字西地５５８－２ 0799-84-1717

61 南あわじ市 すいせんホーム 南あわじ市賀集野田７６４ 0799-53-0030

62 淡路市 ほほえみ 淡路市久留麻２８番地４１ 0799-74-3330

63 淡路市 千鳥会ゴールド 淡路市大町畑字丈尺５９７－４ 0799-62-5100

64 淡路市 淡路栄光園 淡路市岩屋３３７３ 0799-72-2938

65 淡路市 聖隷カーネーションホーム 淡路市久留麻１８６３ 0799-74-6175
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