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月～日
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9:00～17:00

月～金

9:00～17:00
ケアプラン心音 猪名川町伏見台4-3-55 072-747-9162

玻璃（はり）
居宅介護支援事業所

猪名川町伏見台1-1-40 072-744-0221

ケアプランのどか 猪名川町伏見台5-1-71 072-766-3111

タウン サポート
猪名川町若葉1-39-1
パークプラザA棟

072-767-7033

介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー（介護
支援専門員）が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、居宅サービス計画を作
成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行いま
す。そのケアマネジャーがいるのが、居宅介護支援事業所です。

所在地順

ひまわりケアプランセンター 猪名川町柏梨田字ハザマ188-11 072-765-1564

居宅介護支援事業所

猪名川町北田原字屏風岳3 072-766‐0023

ケアプラン観月（かんげつ）
猪名川町若葉1-2-6
三栄ﾊﾟｰｸﾀｳﾝﾋﾞﾙ103

072-776-0057

事業所名 所在地 電話番号

居宅介護支援事業所
せいふう猪名川

武田ケアマネージオフィス 猪名川町若葉2‐50   B‐103 072-765-2190

猪名川町若葉2-41-2 072-767‐2131ケアプランかがやき

居宅介護支援事業所
天河草子（てんがそうし）

猪名川町伏見台1-1-70 072-765‐2225

ケアプランセンターみずき 猪名川町広根字九十九8 072-767-3888
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ヘルパーステーション観月 猪名川町若葉1‐2‐6‐103 072-776-0057

ケアサービスかがやき

所在地

072-767-2131

天河草子 猪名川町伏見台1-1-70 072-765-2225

猪名川町若葉2-41

訪問看護

事業所名 電話番号

所在地順

看護師等が自宅を訪問し、主治医の指示や連携によって、療養上の世話や診療の補助を
行います。

訪問介護 (ホームヘルプ）

ゆうあいヘルパーステーション 猪名川町北田原字南山14-2 072-764-5816

事業所名 所在地 電話番号
所在地順

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯等の生
活援助を行います。

こたけ整形外科クリニック 072-767-2221

所在地

猪名川町広根字中突田17-1

訪問リハビリテーション

事業所名 電話番号
所在地順

自宅内での生活機能の維持回復を行うために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が
自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。

訪問リハビリテーションせいふう
猪名川

猪名川町北田原字屏風岳3 072-766-0002

訪問看護ステーション
かなえる

猪名川町伏見台2-3-54 072-744-3681

そよかぜ介護 猪名川町差組字六石山1-18 072-765-1022

猪名川町北田原字屏風岳3

猪名川町若葉1-2-6-209

訪問看護ステーション
せいふう猪名川

072-765-3855

ホープホーム
訪問看護リハビリステーション

072-767-2228
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事業所名

所在地

ゆうあいデイサービスセンター 猪名川町北田原字南山14-2

072-744-2894

電話番号

猪名川町若葉1-4-4

こたけ整形外科クリニック
きぼうリハセンター

猪名川町広根字中突田17-1

せいふう猪名川 猪名川町北田原字屏風岩岳3

せいふう若葉 猪名川町柏梨田字イハノ谷250

ふれあい大島 猪名川町鎌倉字横大道20-2

通所リハビリテーション (デイケア）

デイサービスなごみ

通所介護 (デイサービス）

072-767-2221

072-769-0021

072-766-7410

072-766-0002

電話番号

072-769-1753

072-765-2225

072-765-3355
なでしこコンディショニング
デイサービス

猪名川町松尾台3-1-2

天河草子（てんがそうし） 猪名川町伏見台1-1-70

所在地

通所介護施設にて日帰りで、食事や入浴などの介護や、生活機能の維持回復を行う
ための支援を行います。

事業所名 所在地

072-764-5819

ホープホームデイサービス
リハビリセンター猪名川

電話番号

地域密着型通所介護

猪名川町島字川向2-4

所在地順

所在地順

介護老人保健施設や医療機関等で、食事や入浴などの生活機能の維持回復のため
に、リハビリテーションを行います。

定員が１８人以下の小規模な通所介護です。
内容は、通所介護と同じサービス内容となってます。

事業所名

072-744-3111

デイサービス   かがやき 猪名川町若葉2-41-2
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短期入所生活介護（ショートステイ）

短期入所療養介護（ショートステイ）

所在地順

所在地順

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などが常に介護が必要な方の短期
間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練など
を提供します。

医療機関や介護老人保健施設が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓
練などを提供します。 ただし、退所日に使えないサービス（リハビリ関係）
があります。

事業所名 所在地 電話番号

猪名川町伏見台1-1-70 072-765-2225

事業所名 所在地 電話番号

天河草子（てんがそうし）

介護老人保健施設
せいふう若葉

猪名川町柏梨田字イハノ谷
250

072-766-7410

介護老人保健施設
ふれあい大島

猪名川町鎌倉字大道20－2 072-769-0021

介護老人保健施設
せいふう猪名川

猪名川町北田原字屏風岳3 072-766-0002
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住宅改修

猪名川町柏梨田字ハザマ188-11 072-765-1564株式会社Ｌｏｏｐ   ひまわり

住宅に手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行う際に、自己負担分を含む
20万円を上限に費用を支給します。
介護保険の住宅改修の施行業者については、特に制限はありません。
但し、住宅改修の工事完了後に、申請を受付けることはできませんので、工事着工前
に必ず申請してください。

福祉用具貸与・販売

事業所名 所在地 電話番号

福祉用具貸与（レンタル）は、日常生活の自立を援助するために、介護保険の指定を
受けた貸与事業者が、福祉用具を貸与します。福祉用具の対象となる品目は13品目
あり、要介護度に応じて異なるため、ご利用の際は担当のケアマネジャーにご連絡く
ださい。
福祉用具の購入は、入浴や排せつなどに使用する介護保険福祉用具の購入対象となっ
ている福祉用具を購入した場合、1年度自己負担分を含む10万円を上限に、その購入
費の支給を行います。
※介護保険の指定を受けた販売事業者で購入した場合のみ、保険給付の対象となりま
す。
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介護老人保健施設
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケア
を行います。

常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受
けられます。

「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」と
しての機能とを兼ね備えた施設です。

所在地順

所在地順

※要介護１以上の人が対象です。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

072-766-7410

※原則として要介護３以上の人が対象です。

介護医療院

電話番号

介護老人保健施設
ふれあい大島

猪名川町鎌倉字大道20－2 072-769-0021

072-766-0002

介護老人保健施設
せいふう若葉

猪名川町伏見台1-1-70 072-765-2225

※要介護１以上の人が対象です。

事業所名 所在地 電話番号

天河草子（てんがそうし）

072-766-0172

事業所名

生駒病院 猪名川町広根字九十九8

所在地 電話番号

事業所名 所在地

介護老人保健施設
せいふう猪名川

猪名川町北田原字屏風岳3

猪名川町柏梨田字イハノ谷250
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小規模多機能型居宅介護

地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的
に行う機関。在宅介護生活を送る要介護者やその家族の相談窓口です。

通いを中心に利用者の選択に応じて訪問やお泊りのサービスを組み合わせて
提供します。

認知症の方がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。

介護認定がなくても入所できる施設です。

介護認定がなくても入所できる施設です。

所在地 電話番号

所在地順

所在地順

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

サービス付き高齢者向け住宅

地域密着型通所介護   （通所介護のページに記載）

有料老人ホーム・軽費老人ホーム

猪名川町上野字北畑43

認知症対応型通所介護

072-766-8001

猪名川町伏見台1-1-40 072-765-2225

<地域密着型サービス>
※猪名川町に住民票のある方が対象のサービス

072-767-2310

事業所名 所在地 電話番号

事業所名 所在地 電話番号

オアシス猪名川

事業所名 所在地 電話番号

グループホームせいふう北田原

グッド・サマリタン・ホーム 猪名川町若葉2-41-2 072-767-2131

猪名川町北田原字内田230
番地

072-765-2225

認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
事業所名 所在地 電話番号

グループホームせいふう北田原
猪名川町北田原字内田230

番地
072-767-2310

有料老人ホーム
レインボーハイツ

猪名川町伏見台1－1－24 072-766-1188

軽費老人ホーム
ケアハウス天河草子

猪名川町伏見台1－1－70

猪名川町地域包括支援センター
猪名川町北田原字南山14-
2

072-764-5812

事業所名 所在地 電話番号

地域包括支援センター

事業所名

ヴィラ櫟（つるばみ） 猪名川町伏見台1－1－92 072-765-3900

ヴィラ櫟
別邸   玻璃（はり）
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