区役所・支所等
区役所・支所

連絡先一覧

住所

電話

東灘区役所

東灘区住吉東町５−２−１

078-841-4131(代)

灘区役所

灘区桜口町４−２−１

078-843-7001(代)

中央区役所

中央区雲井通５−１−１

078-232-4411(代)

兵庫区役所

兵庫区荒田町１−２１−１

078-511-2111(代)

北区役所

北区鈴蘭台西町１−２５−１

078-593-1111(代)

北神担当保健福祉課

北区藤原台中町１−２−１

078-981-8870

長田区役所

長田区北町３−４−３

078-579-2311(代)

須磨区役所

須磨区中島町１−１−１

078-731-4341(代)

北須磨支所市民課

須磨区中落合２−２−５

北須磨支所保健福祉課

078-793-1212
078-793-1313

垂水区役所

垂水区日向１−５−１

078-708-5151(代)

西区役所

西区玉津町小山字川端１８０−３

078-929-0001(代)

ひまわり収集とは
クリーンステーションまでごみを出すことができない、ひとり暮らしのお年寄りや障害のある人などを対象
に、職員が玄関先までごみを取りに伺うサービスです。収集時にごみが出されていない場合などは、声
かけをするなどして安否確認を行います。→申し込み・問い合わせは各区の環境局事業所へ

各区環境局事業所

住所

電話

東灘事業所

東灘区魚崎西町３−５−３

078-841-0161

灘事業所

灘区琵琶町２−１−２

078-871-1081

中央事業所

中央区脇浜町３−２−３０

078-251-3521

兵庫事業所

兵庫区浜崎通２−２３

078-652-0981

北事業所

北区山田町下谷上字五郎本１−１

078-581-0462

長田事業所

長田区真野町９−２４

078-652-1441

須磨事業所

須磨区小寺町２−５−１６

078-731-2041

垂水事業所

垂水区本多聞７−１−１

078-783-0333

西事業所

西区平野町向井字祇園尾１００

078-961-1414
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あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）一覧
あんしんすこやかセンター名

電話番号
Fax番号

住所

管 轄 区 域

◆東灘区◆
東灘区本山中町４−２−３

フェニックスあんしんすこやかセンター サンコー神戸本山ビル３階
おおぎの郷あんしんすこやかセンター 東灘区北青木１−１−３
協同の苑は〜とらんど甲南
あんしんすこやかセンター

東灘区甲南町２−１−２０
コープリビング甲南内

神鋼ケアライフ岡本
あんしんすこやかセンター

東灘区岡本２−７−１３

魚崎高齢者介護支援センター
（サンライフ魚崎あんしんすこやかセンター）

東灘区魚崎中町
４−１０−５０

東灘ほくらあんしんすこやかセンター

東灘区魚崎中町４−３−１８

住吉・御影あんしんすこやかセンター

東灘区住吉本町３−７−４１

東灘在宅福祉センター
（あんしんすこやかセンター）

東灘区住吉宮町３−４−１７

ライフケアーみかげ
あんしんすこやかセンター

東灘区御影中町２−３
−２３−１０７

協同の苑六甲アイランド
あんしんすこやかセンター

東灘区向洋町中３−１−２

451-0054
451-0153
431-8181
431-2000
413-2650
413-1085
435-1855
435-1880
435-6677
435-6689
452-6830
436-2675
851-1155
851-1157
842-3894
842-6115
854-2180
854-2181
857-7381
857-5208

森北町、森南町、甲南台、本山北町、本山中町、本山町
深江北町、深江本町、深江南町、深江浜町、本庄町、
北青木１・２丁目、青木１・４丁目
本山南町、甲南町１・２丁目、田中町１・２丁目、岡本１・５丁目

西岡本、岡本２・３・４・６・７・８・９丁目

魚崎北町、北青木３・４丁目、甲南町３‐５丁目、田中町３‐５丁目

魚崎中町、魚崎南町、魚崎西町、魚崎浜町、青木２・３・５・６丁目
住吉台、渦森台、住吉山手、住吉本町､鴨子ヶ原、御影山手、
御影町郡家、御影町御影、御影町西平野、御影町石屋
住吉東町、住吉宮町、住吉南町、住吉浜町

御影中町、御影本町、御影石町、御影塚町、御影浜町

向洋町東、向洋町中、向洋町西

◆灘区◆
セントケアアデル六甲
あんしんすこやかセンター

灘区高徳町４−１−３
新六甲マンション１０１

うみのほしあんしんすこやかセンター

灘区篠原北町３−１１−１５

灘在宅福祉センター
（あんしんすこやかセンター）

灘区琵琶町２−１−２７

大石高齢者介護支援センター
(あんしんすこやかセンター）

灘区大石東町１−２−１

かなざわあんしんすこやかセンター

灘区神ノ木通３−６−１８

プリンスパーク
あんしんすこやかセンター

灘区王子町１−２−６
プリンスマンション２階

灘の浜高齢者介護支援センター

灘区摩耶海岸通２−３−９

(ＨＡＴ灘の浜あんしんすこやかセンター)

822-2941
822-2947
224-5050
881-2225
882-7859
882-0833
821-3838
821-3812
871-9015
871-9100
801-5441
801-1733
803-3619
803-3629

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
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１‐３丁目、高尾通１‐３丁目、五毛通１‐３丁目、薬師通１‐３丁
目、国玉通１‐３丁目、六甲山町、水車新田、大石、篠原、摩耶山町

赤松町、曽和町、山田町、宮山町、八幡町、日尾町、神前町、
森後町、六甲町、永手町、稗原町、琵琶町、下河原通
大和町、中郷町、徳井町、記田町、深田町、備後町、桜口町、
友田町、浜田町、烏帽子町、鹿ノ下通、新在家北町、新在家南町、
大石東町、大石北町、大石南町、灘浜東町
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１‐５丁目、赤坂通１‐５丁目、畑原通、天城通１‐５丁目、
福住通１‐５丁目、中原通１‐５丁目、倉石通、水道筋、岸地通、
大内通、泉通、灘北通１‐６丁目
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６‐８丁目、赤坂通６‐８丁目、天城通６‐８丁目、
福住通６‐８丁目、中原通６・７丁目、青谷町、王子町、原田通、城内通、
灘北通７‐１０丁目、岩屋、上野

灘南通、船寺通、都通、味泥町、灘浜町、岩屋北町、岩屋中町、
岩屋南町、摩耶海岸通、摩耶埠頭

◆中央区◆
オリンピアあんしんすこやかセンター

中央区生田町１−２−３２

東部高齢者介護支援センター
（真愛あんしんすこやかセンター）

中央区日暮通５−５−８

脇の浜高齢者介護支援センター
（脇の浜あんしんすこやかセンター）

中央区脇浜海岸通３−２−
６

中央在宅福祉センター
（あんしんすこやかセンター）

中央区磯上通３−１−３２

241-3747
241-3745
251-8801
251-8813
221-1661
221-4800
271-9604

こうべ市民福祉交流ｾﾝﾀｰ６階

山手さくら苑あんしんすこやかセンター 中央区下山手通７−１−１６
東川崎真愛あんしんすこやかセンター 中央区東川崎町６−１−１２
みなとじまあんしんすこやかセンター

中央区港島中町５−２

271-5369
367-3890
367-3891
651-7168
651-7169
303-0600
303-0605
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神仙寺通、中島通、籠池通、野崎通、上筒井通、中尾町、熊内町、
坂口通、宮本通、大日通、割塚通、葺合町
熊内橋通、旗塚通、神若通、国香通、若菜通、脇浜町、筒井町、
東雲通、八雲通、日暮通、吾妻通、北本町通、南本町通、真砂通
脇浜海岸通
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、小野柄通、御幸通、磯上通、八幡通、磯辺通、浜辺通、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

諏訪山町、再度筋町、山本通３‐５丁目、中山手通３‐８丁目、
下山手通３‐９丁目、北長狭通３‐８丁目、花隈町、神戸港地方、
元町高架通（宇治川線以東）
楠町、橘通、多聞通、中町通、古湊通、相生町、元町通、栄町通、
海岸通（鯉川筋以西）、波止場町、弁天町、東川崎町、
元町高架通（宇治川線以西）
港島、港島中町、港島南町、神戸空港

あんしんすこやかセンター名

電話番号
Fax番号

住所

管 轄 区 域

◆兵庫区◆
高齢者生協ひらの
あんしんすこやかセンター

兵庫区下三条町８−２０

みなとがわあんしんすこやかセンター

兵庫区菊水町５−４−６

アースサポート兵庫
あんしんすこやかセンター

兵庫区荒田町３−６８−５

兵庫区医師会
あんしんすこやかセンター

兵庫区大開通１−１−１
神鉄ビル１０階

兵庫在宅福祉センター
(あんしんすこやかセンター)

兵庫区菊水町１０−４０

中道高齢者介護支援センター
（中道あんしんすこやかセンター）

兵庫区中道通６−１−３３

キャナルタウン高齢者介護支援センター

（あんしんすこやかセンター）
浜山高齢者介護支援センター
(あんしんすこやかセンター）

574-4812
574-4813
521-9138
521-9177
511-1900
511-4311
577-1445
577-1441
521-1308
521-1433
575-9300
575-7791
681-1515

兵庫区駅南通５−１−２

681-6780
671-8731
671-8732

兵庫区浜中町１−１６−１８

平野町、楠谷町、梅元町、矢部町、五宮町、神田町、馬場町、
上祇園町、下祇園町、上三条町、下三条町
烏原町、天王町、湊山町、雪御所町、山王町、千鳥町、都由乃町、
石井町、大同町、北山町、氷室町、熊野町１・２丁目、
夢野町１・２丁目、菊水町１‐５丁目、湊川町１‐４丁目
荒田町、東山町１・２丁目
西上橘通、西橘通、福原町、新開地、西多聞通、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、永沢町、
西柳原町、門口町、兵庫町、西出町（阪神高速以西）
里山町、鵯越筋、清水町、小山町、滝山町、熊野町３‐５丁目、
鵯越町、菊水町６‐１０丁目、夢野町３・４丁目、湊川町５‐１０丁目
東山町３丁目・４丁目の一部、会下山町、大井通、松本通、
上沢通、下沢通、中道通、水木通、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、南仲町、西仲町、神明町、西宮内町、北逆瀬川町、東柳原町、
築地町、中之島、出在家町、切戸町、南逆瀬川町、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

今出在家町、和田崎町、三石通、上庄通、和田宮通、笠松通、
小松通、遠矢町、御崎本町、浜山通、遠矢浜町、材木町、御崎町、
吉田町、浜中町、金平町、高松町

◆北区◆
やすらぎの里道場
あんしんすこやかセンター

北区道場町塩田３０８０

ふじの里あんしんすこやかセンター

北区藤原台中町５−１−２

JA兵庫六甲神戸北
あんしんすこやかセンター

北区淡河町野瀬７１５

セントケア北六甲
あんしんすこやかセンター

北区唐櫃台２丁目２３−８

ほくとあんしんすこやかセンター

北区山田町下谷上字門口
１０−３

コープデイズ神戸北町
あんしんすこやかセンター

北区日の峰２−７
コープデイズ神戸北町3階

神戸社会保険
あんしんすこやかセンター

北区惣山町２−１−９

北在宅福祉センター
（あんしんすこやかセンター）

北区鈴蘭台西町１−２６−２

神港園しあわせの家
あんしんすこやかセンター

北区南五葉１−２−２８
サンロイヤル清水２０１号

しあわせの村
あんしんすこやかセンター

北区山田町下谷上
字中一里山１４−１

985-1165
985-6580
984-5118
984-5119
950-9165
950-9166
983-1611
983-1623
583-2666
583-9900
582-2874
582-3197
596-2386
596-2446
592-9604
592-5170
596-5315
596-5316
743-8512
743-8305

道場町、長尾町、鹿の子台北町、鹿の子台南町、上津台、
赤松台、大沢町
菖蒲が丘、西山、京地、藤原台北町、藤原台中町、藤原台南町、
有野台、有野中町、東有野台、有野町二郎、有野町有野
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
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、山田町上谷上、山田町下谷上の一部、
谷上西町、谷上東町、谷上南町
緑町、大原、桂木、日の峰、松が枝町、青葉台、柏尾台、
山田町下谷上の一部、山田町坂本・衝原・中・西下・原野
・東下・福地・与左衛門新田
筑紫が丘、大脇台、若葉台、惣山町、甲栄台、泉台、
山田町小部（前記を取り巻く地域）、杉尾台、松宮台
鈴蘭台西町、鈴蘭台北町、鈴蘭台南町１・６・７・８・９丁目、
鈴蘭台東町、中里町、山田町下谷上（小部南山を含む）
北五葉、南五葉、鈴蘭台南町２‐５丁目、君影町、
山田町藍那・小河
鳴子、星和台、ひよどり北町、ひよどり台、ひよどり台南町、
しあわせの村周辺（山田町下谷上の一部）

◆長田区◆
適寿あんしんすこやかセンター

長田区丸山町３−１−４９

愛の園あんしんすこやかセンター

長田区大塚町５−１−７

クローバーあんしんすこやかセンター

長田区長田町８−１−９

西部高齢者介護支援センター
(あんしんすこやかセンター)

長田区北町３−３

駒どりあんしんすこやかセンター

長田区庄山町２−１−５

長田在宅福祉センター
（あんしんすこやかセンター）

長田区腕塚町２−１−２８

高齢者生協ながた
あんしんすこやかセンター

長田区大橋町９−４−６

612-5530
612-5526
646-0151
646-0181
631-9690
631-9630
575-8777
575-8188
643-4700
611-3345
611-2020
611-2016
641-9816
641-9804
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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、西丸山町、堀切町、花山町、鹿松町、高東町、
長者町
滝谷町、長田天神町、明泉寺町、名倉町、房王寺町、重池町、
大丸町、前原町、寺池町、片山町、大塚町
林山町、長田町、宮川町、西山町、池田宮町、池田惣町、宮丘町、
高取山町１丁目、上池田、池田谷町、池田広町、池田寺町、
池田経町、池田新町、池田塩町、池田上町、蓮宮通
一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、七番町、
北町、御蔵通、菅原通、御船通、蓮池町、大道通、川西通、
細田町、神楽町
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
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１‐４丁目、大橋町１‐４丁
目、腕塚町１‐４丁目、久保町１‐４丁目、二葉町１‐４丁目

日吉町、若松町５‐１１丁目、大橋町５‐１０丁目、腕塚町５‐１０丁目、
久保町５‐１０丁目、二葉町５‐１０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

あんしんすこやかセンター名

電話番号
Fax番号

住所

管 轄 区 域

◆須磨区◆
白川高齢者介護支援センター
（神港園白川あんしんすこやかセンター）

793-8075
793-8073
797-7988
797-7473
747-2521
747-2560
795-8181
795-8088
731-6700
733-0834
731-4164
739-5751
731-8165
736-2294
737-2525
737-1165

須磨区白川台１−３５−３

名谷あんしんすこやかセンター

須磨区中落合２−３−１

つかさあんしんすこやかセンター

須磨区妙法寺字荒打
３０８−１

はればれあんしんすこやかセンター

須磨区友が丘７−１−２５

サポート須磨
あんしんすこやかセンター

須磨区飛松町５−１−２２

離宮高齢者介護支援センター
（離宮あんしんすこやかセンター）

須磨区離宮西町２−２−３

須磨在宅福祉センター
（あんしんすこやかセンター）

須磨区大田町７−３−１５

あいハート須磨
あんしんすこやかセンター

須磨区松風町４−２−２６

白川、東白川台、若草町、車，白川台１・２丁目、
３・４丁目（落合橋道路北）、５・６・７丁目、北落合２・３・５・６丁目
清水台、東落合、白川台３・４丁目（落合橋道路南）、
北落合１・４丁目、中落合、西落合、菅の台、神の谷、緑台、弥栄台
緑が丘、妙法寺、横尾、多井畑の一部（北須磨団地入り口、
横尾西交差点の入り口、地獄谷、東山ノ上）
竜が台、友が丘、南落合、道正台、多井畑の一部（渋人谷上）
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、平田町の一
部（山陽電鉄以北）、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、東須磨の一部、
高尾台、水野町、離宮西町、離宮前町、月見山町、桜木町、
須磨寺町、高倉町、西須磨の一部
平田町（山陽電鉄以南）、大黒町、戎町、大田町、寺田町、
大池町、千歳町、常盤町、行平町、青葉町、鷹取町、
古川町、小寺町、外浜町
権現町、堀池町、東町、戸政町、中島町、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、須磨本町、須
磨浦通、千守町、関守町、潮見台町、一ノ谷町､西須磨の一部

◆垂水区◆
桃山台あんしんすこやかセンター

垂水区桃山台
５−１１３９−３

コムスン塩屋
あんしんすこやかセンター

垂水区塩屋町８−１−２４

ふるさとあんしんすこやかセンター

垂水区塩屋町６−３８−８

オービーホーム
あんしんすこやかセンター

垂水区名谷町字猿倉
２７３−７

垂水在宅福祉センター
(ひらいそあんしんすこやかセンター）

垂水区平磯１−２−５
垂水年金会館２階

本多聞高齢者介護支援センター
（本多聞あんしんすこやかセンター）

垂水区本多聞７−２−２

清水が丘あんしんすこやかセンター

垂水区清水が丘２−５−１

舞子台あんしんすこやかセンター

垂水区舞子台７−３−８

エルフ神陵台
あんしんすこやかセンター

垂水区神陵台
７−１３−１５８

アイリスケアセンター舞子
あんしんすこやかセンター

垂水区舞子台５−１−１９

751-0706
751-7770
755-2280
755-2281
751-4165
755-0320
706-9475
706-4792
751-1299
752-2294
783-5001
786-1465
785-1033
785-1055
787-3303
787-3308
784-8900
784-7272
787-5231
787-3603

名谷町（概ね福田川、バス道以東でかつ、つつじが丘以北）、
つつじが丘、桃山台、清玄町、下畑町（第二神明以北）
朝谷町、松風台、塩屋台、塩屋町１‐５丁目・７‐９丁目、
塩屋北町、青山台２・５・７・８丁目、下畑町の一部、
東垂水町（東）、
青山台１・３・４・６丁目、東垂水町（中、西）、塩屋町６丁目、美山台、乙木、
王居殿、城が山、泉が丘、東垂水１・３丁目、山手8丁目､東垂水２丁目、
山手２‐７丁目、大町、高丸３・４丁目、野田通、馬場通、瑞穂通、清水通、
御霊町、中道２‐６丁目、坂上２‐５丁目、川原２‐５丁目

名谷町（概ね福田川以西）、神和台、潮見が丘、福田、向陽、
千鳥が丘、高丸５‐８丁目、上高丸２・３丁目
高丸１・２・丁目、瑞が丘、日向、平磯、山手１丁目、中道１丁目、
坂上１丁目、川原１丁目、宮本町、神田町、陸ノ町、天ノ下町、
旭が丘
学が丘、本多聞、小束山本町、小束山、多聞町字小束山、
名谷町（概ね小束山以北）
千代ヶ丘、上高丸１丁目、星が丘、星陵台、清水が丘、舞子坂、
舞子陵
北舞子、舞子台１・３・７・８丁目、歌敷山、霞ヶ丘、仲田
多聞町（バス道以西）、多聞台、西脇、神陵台、
南多聞台１‐６丁目、小束台
南多聞台７・８丁目、狩口台、西舞子、舞子台２・４・５・６丁目、
東舞子町、五色山、海岸通

◆西区◆
押部あんしんすこやかセンター

西区押部谷町栄１９１−１

大慈あんしんすこやかセンター

西区井吹台東町１−１−２８
西神南センタービル１階

ながさかあんしんすこやかセンター

西区伊川谷町長坂８００

ハーベスピア西神
あんしんすこやかセンター

西区糀台５丁目６−１
西区民センタービル５階

神港園シルビア
あんしんすこやかセンター

西区神出町東１１８８−３４５

岩岡あんしんすこやかセンター

西区竜が岡１−３−３

西在宅福祉センター
（あんしんすこやかセンター）

西区春日台５−１７４−１０

玉津あんしんすこやかセンター

西区持子３−３−１０2

998-3020
998-3023
990-4165
990-4166
974-8076
974-8176
996-2376
996-2351
964-2481
965-1225
969-2775
969-2776
961-1299
961-2140
926-1813
926-1814
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押部谷町、秋葉台、桜が丘東町、桜が丘中町、桜が丘西町、
月が丘、美穂が丘、北山台、富士見が丘、高雄台、
見津が丘、高塚台
櫨谷町、井吹台東町、井吹台西町、井吹台北町、伊川谷町井吹
伊川谷町（井吹を除く）、学園東町、学園西町、室谷、池上、
大津和、今寺、北別府、南別府、天王山、前開南町、白水
狩場台、糀台、竹の台、美賀多台

神出町

岩岡町、上新地、竜が岡、大沢、福吉台

春日台、樫野台、平野町
玉津町、水谷、小山、丸塚、二ツ屋、森友、枝吉、持子、曙町、
王塚台、中野、宮下、長畑町、天が岡、和井取

関係機関

連絡先一覧

内容

名称

電話

神戸家庭裁判所

078-521-5221

神戸家庭裁判所明石支部（西区は可）

078-912-3233

神戸公証センター

078-391-1180

明石公証役場

078-912-1499

兵庫県弁護士会 高齢者・障害者
綜合支援センター「たんぽぽ」

078-341-0550

兵庫県司法書士会 成年後見センター
リーガルサポート兵庫支部

078-341-2755

成年後見制度、申立て手続き

任意後見制度・公正証書・遺言

成年後見人候補者の紹介

権利擁護相談、成年後見制度
福祉サービス利用援助事業

神戸市社会福祉協議会
「こうべ安心サポートセンター」

認知症ケアマネジメント
に関する相談

神戸市認知症高齢者総合相談窓口

078-271-8255

すまいの相談
高齢者向けすまいの相談

すまいるネット
（神戸市すまいの安心支援センター）

078-222-0187

クーリング・オフや消費生活
に関する相談

神戸市生活情報センター

078-371-1221

こころの健康に関する相談

神戸市こころの健康センター

078-672-6500

神戸市老人性認知症疾患センター
（神戸市立西市民病院内）

078-579-1946

兵庫県老人性痴呆疾患センター
（兵庫医科大学病院内）

0798-45-6050

認知症の鑑別診断

認知症に関わる当事者
を中心とした団体

認知症の人と家族の会
（旧 呆け老人をかかえる家族の会）

078-271-3740
（にないます みんなのしあわせ）

078-741-7707
（神港園しあわせの家 内）

神戸市ケアマネジャー連絡会

078-362-6222

兵庫県介護支援専門員協会

078-367-4102

専門職能団体

※各自ご自由に追加してください
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