
項
目

資源名称 場所・住所・連絡先 電話番号

のびのび健康教室（体操・認知症の話等） 長寿介護課 0790-42-8728

こつこつ転倒骨折予防教室(体操・レクリエーション・食
事等）

長寿介護課 0790-42-8728

貯筋体操 健康福祉会館 0790-42-6700

ヒップホップダンス アスティアかさい 0790-42-6900(代)

サーキットトレーニング　※女性限定 カーブス（イオンモール加西北条） 0790-42-5005

アクアス加西 加西市西上野町17
0790-42-3465（午前
中）

丸山公園 加西市北条町西高室591-15 0790-35-8872

玉丘史跡公園 加西市玉野町76 079-431-8182

イオンモール 加西市北条町北条308-1 0790-45-3500

各小中学校 教育委員会（各小中学校）

北条小学校 加西市北条町北条1274 0790-42-0062

北条東小学校 加西市北条町西高室595-15 0790-42-5052

富田小学校 加西市窪田町22 0790-42-0262

賀茂小学校 加西市福住町840 0790-46-0010

下里小学校 加西市西笠原町172-1 0790-48-2009

九会小学校 加西市中野町5 0790-49-0009

富合小学校 加西市別府町2664-2 0790-47-0006

日吉小学校 加西市和泉町56 0790-45-0019

宇仁小学校 加西市田谷町784 0790-45-0017

西在田小学校 加西市上道山町80 0790-44-0049

泉小学校 加西市殿原町54 0790-44-0029

北条中学校 加西市北条町北条618 0790-42-6300

善防中学校 加西市両月町484-2 0790-48-2188

加西中学校 加西市上宮木町524 0790-49-0200

泉中学校 加西市満久町685-11 0790-45-0151

公民館（北部、善防、南部） 教育委員会（公民館）

善防公民館 加西市戸田井町388-10 0790-48-2643

南部公民館 加西市上宮木町524-2 0790-49-0041

北部公民館 加西市満久町233-10 0790-45-0103

オークタウン加西 鴨谷町159-40 0790-44-2595

勤労者体育センター 玉野町1124-5 0790-47-1420

都市公園 都市整備部 0790-42-8753

丸山総合公園 加西市北条町西高室591-15

ハイツ第1公園 加西市北条町古坂1丁目23-1

ハイツ第2公園 加西市北条町古坂1丁目176

さつき公園 加西市北条町古坂3丁目42

朝妻公園 加西市朝妻町1144-2

曽根公園 加西市北条町北条452-2

吉本公園 加西市北条町古坂1419

網引公園 加西市網引町2001-15

常吉ふれあい公園 加西市常吉町647-16

井ノ岡公園 加西市北条町栗田728

大坪公園 加西市北条町横尾1303

網引緑地 加西市網引町2001-18

玉丘史跡公園 加西市玉丘町76
079-431-8182（指定
管理者）

いこいの村はりま 加西市笹倉町823-1 0790-44-1750

サンスポーツクラブ加西 加西市北条町横尾346 0790-43-0006

かさいいきいき体操
市内各所（R2.4月現在42グループ　別紙一覧
参照　）　　長寿介護課（事務局）

0790-42-8728

認知症サポーター養成講座

健康教室

認知症サポーター養成講座冊子 長寿介護課 0790-42-8728

兵庫県リーフレット 兵庫県

認知症疾患医療センター（北播磨） 西脇市下戸田652-1　西脇市立西脇病院 0795-25-2006

やすらぎ 加西市役所内（1Ｆ西） 0790-42-6708

加西市地域包括支援センター 健康福祉会館（北条町古坂1072-14） 0790-42-7522

加西市長寿介護課 加西市役所（2Ｆ） 0790-42-8728

加西白寿苑（北条地区） 加西市北条町東高室1231-1 0790-43-9800

加西の里（善防地区） 加西市段下町848-14 0790-48-2552

加西市地域包括支援センター（加西地区） 健康福祉会館（北条町古坂1072-14） 0790-42-7522

第二サルビア荘（泉地区） 加西市国正町1931-2 0790-45-8922

0790-42-8728

加西市　認知症ケアネット（社会資源表）　令和２年8月31日現在

予
防

体育館・公園
プールなど

神戸市中央区坂口通2丁目1-1
兵庫県福祉センター４階

078-242-0601

気
づ
き

認知症啓発事業

気づきの後の
相談先資源

認知症の人と家族の会による相談（月・金）
看護師等による相談（水・木）

神戸市中央区東川崎町1丁目1-3 078-360-8477

若年性認知症についての相談窓口
（若年性認知症専門の相談員がいます）

長寿介護課

認知症啓発資料

内容

介護予防教室

体操教室

ウォーキングができる場所

体育館

公園

プール

独自の取り組み

市役所出前講座

認知症疾患センター

加西市基幹相談支援センター

認知症相談窓口

一時相談窓口

兵庫県県民総合相談センター

ひょうご若年性認知症生活相
談支援センター



項
目

資源名称 場所・住所・連絡先 電話番号内容

市立加西病院 加西市北条町横尾1丁目13 0790-42-2200

北条田仲病院 加西市北条町北条391-3 0790-42-4950

あだち眼科 加西市北条町古坂7丁目23 0790-43-7007

いまだ眼科 加西市北条町北条28-1ｱｽﾃｨｱかさい２Ｆ 0790-43-3933

おりた外科胃腸科医院 加西市北条町古坂6丁目17 0790-42-6000

かがわクリニック 加西市北条町西高室５９５-１１ 0790-43-8887

きし医院 加西市北条町横尾1091 0790-43-8811

さかいこどもｸﾘﾆｯｸ 加西市北条町北条28-1ｱｽﾃｨｱかさい２Ｆ 0790-43-0415

坂部整形外科 加西市北条町西高室533-1 0790-43-1444

佐竹医院 加西市北条町北条16 0790-42-4057

さたけ小児科 加西市北条町横尾857 0790-43-1717

たまだ泌尿器科クリニック 加西市北条町古坂7丁目117 0790-42-5900

なるせ皮膚科 加西市北条町古坂７丁目12 0790-42-6767

西村耳鼻咽喉科 加西市北条町北条28-1ｱｽﾃｨｱかさい2Ｆ 0790-42-6020

安田内科・循環器内科クリニック 加西市北条町古坂671 0790-43-7931

やまもと内科クリニック 加西市北条町横尾1240 0790-43-7775

横田内科医院 加西市北条町東南116-1 0790-42-5715

米田病院 加西市尾崎町字野田10-1 0790-48-3591

安積医院 加西市西剣坂町9-1 0790-46-0361

小野寺医院 加西市王子町77-3 0790-48-3737

なかじま整形外科 加西市段下町８４７－３０ 0790-48-2800

大杉内科医院 加西市別府町乙11-2 0790-47-0023

西村医院 加西市中野町48-1 0790-49-0001

堀井内科医院 加西市網引町518番地 0790-49-0150

みのりクリニック 加西市下宮木町547-1 0790-49-8470

医療福祉センターきずな 加西市若井町字猪野83-31 0790-44-2881

あさじ医院 加西市若井町2841-4 0790-44-0225

まえだ内科神経内科クリニック 加西市野上町274 0790-45-2050

小野寺歯科クリニック 加西市北条町古坂7丁目102-1 0790-43-1182

かしわら歯科医院 加西市北条町横尾1031 0790-42-0378

クボタ歯科クリニック 加西市北条町北条917 0790-42-0464

たかせ歯科クリニック 加西市北条町東南101-23 0790-43-2588

竹中歯科クリニック 加西市北条町横尾304-1 0790-43-0043

西村歯科医院 加西市北条町北条887 0790-42-2292

畑中歯科医院 加西市北条町東高室670-12 0790-43-0285

原歯科診療所 加西市北条町栗田78-1 0790-42-0002

久枝歯科医院 加西市北条町古坂2丁目160 0790-43-0351

ブランデンタルクリニック加西
加西市北条町北条308-1イオンモール加西北
条1F

0790-42-3888

宮﨑歯科医院 加西市北条町北条16-5 0790-43-1888

やなせ歯科医院 加西市北条町北条28-1アスティアかさい2Ｆ 0790-43-7031

塩谷歯科医院 加西市西笠原町47-3 0790-48-3690

神戸歯科 加西市中野町53 0790-49-0314

初田歯科医院 加西市朝妻町1218-18 0790-47-1260

ふじわら歯科医院 加西市中野町677-2 0790-49-1755

杉井歯科医院 加西市和泉町625 0790-45-1688

増田歯科医院 加西市殿原町100-1 0790-44-1807

あさひ調剤薬局　古坂店 加西市北条町古坂888-1 0790-43-2700

あすなろ薬局 加西市北条町古坂7-118 0790-43-3876

アルカドラッグ（加西店） 加西市北条町町北条77-1 0790-43-7077

イオン薬局　加西北条店 加西市北条町北条308-1 0790-42-1530

かもめ薬局加西病院店 加西市北条町横尾1-11 0790-43-8880

かもめ薬局北条店 加西市北条町北条11-5 0790-43-3210

キリン堂（古坂店） 加西市北条町古坂6-174 0790-43-1261

キリン堂（横尾店） 加西市北条町横尾825 0790-43-7071

クオール薬局　加西店 加西市北条町横尾1-13-5 0790-43-7389

ゴダイドラッグ（加西北条店） 加西市北条町東南138-1 0790-43-2555

小林薬局 加西市北条町北条28-1アスティアかさい1Ｆ 0790-42-0349

さんさん薬局 加西市北条町東南101-20 0790-20-7505

ティエス調剤薬局　加西店 加西市北条町北条28-1アスティアかさい2Ｆ 0790-42-3344

トップ調剤薬局 加西市北条町古坂6-14 0790-42-5935

ファミリードラッグ　とまと 加西市北条町横尾870-1 0120-099-515

北条薬局 加西市北条町北条390-1 0790-43-0605

ミクチ調剤薬局　古坂店 加西市北条町古坂1253-1 0790-42-5622

ミクチ調剤薬局　北条店 加西市北条町横尾861 0790-43-9300

ミクチ調剤薬局　横尾店 加西市北条町横尾1101 0790-42-3001

あさひ薬局　剣坂店 加西市西剣坂町9-3 0790-46-1855

ミクチ薬局　王子店 加西市王子町79-1 0790-48-4511

加西・神野調剤薬局 加西市別府町北の芝小丙2-1 0790-47-0741

繁田薬局　中野店 加西市中野町53-2 0790-49-2280

ヒロタ薬局　加西店 加西市下宮木町550-1 0790-49-3304

在田薬局 加西市殿原町644-5 0790-44-0041

三光堂繁田薬局 加西市殿原町372-1 0790-44-1193

ミクチ薬局　野上店 加西市野上町272-7 0790-45-1699

市立加西病院（精神科、神経内科） 北条町横尾1丁目13 0790-42-2200

西脇市立西脇病院（認知症疾患医療センター） 西脇市下戸田652-1 0795-25-2006

大村病院 三木市大村町200番地 0794-82-1132

加茂病院 加東市北野713番地 0795-48-3208

きし医院 加西市北条町横尾1091 0790-43-8811

まえだ内科神経内科クリニック 加西市野上町274 0790-45-2050

加西市地域包括支援センター 加西市北条町古坂1072-14 0790-42-7522

弥栄の園居宅介護支援事業所 加西市北条町西高室５９５－１１ 0790-43-7770

オリーブ加西土井病院居宅介護支援事業所 加西市北条町横尾１５０－１ 0790-43-7755

加西白寿苑居宅介護支援センター 加西市北条町東高室１２３１－１ 0790-43-9800

協栄居宅介護支援事業所 加西市北条町古坂1-72 0790-42-7233

居宅介護支援事業所　健康塾 加西市北条町北条348-1 0790-42-0100

ラヴィかさい居宅介護支援センター
加西市北条町古坂１０７２－１４(加西市健康
福祉会館内）

0790-42-6722

加西の里居宅介護支援事業所 加西市段下町８４８－１４ 0790-48-8118

加西ｼﾆｱｺﾐｭﾆﾃｨ居宅介護支援事業所 加西市中西町６１６－１ 0790-48-8820

春夏秋冬居宅介護支援事業所 加西市坂本町１０２７－５ 0790-48-8888

そら 加西市福住町1172-1 0790-46-8020

ナイトウメディックス居宅介護支援事業所 加西市三口町１２５７－３ 0790-48-4801

米田病院居宅介護支援センター 加西市尾崎町１０－１ 0790-48-3591

香楽園介護支援センター 加西市鶉野町1750 0790-49-2900

ＪＡ兵庫みらい加西ケアセンター 加西市玉野町１１５６－１ 0790-47-1683

なごやか居宅介護支援事業所 加西市下宮木町512 0790-49-0081

ふきのとう 加西市別府町甲2664-169 0790-47-2077

第二サルビア荘居宅介護支援事業所 加西市国正町１９３１－２ 0790-45-8922

北条地区

加西地区

精
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科

医

療

機

関

等

介
護
・
生
活
・
相
談
先

介護事業所（居宅介護
支援事業所）

地域包括支援センター

精神科病院

精神科クリニック

鑑別診断ができる医療機関

善防地区

医
療
・
相
談
先

かかりつけ医

歯科医院

薬　　局

北条地区

物忘れ外来

泉地区

北条地区

善防地区

加西地区

泉地区

北条地区

善防地区

加西地区

泉地区

善防地区

加西地区

泉地区
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ふれあいいきいきサロン
各町(R2.3月現在103町1地区）
社協地域福祉課（事務局）

0790-43-1281

加西市高齢者等見守りＳＯＳネットワーク事業（事前登
録等）

長寿介護課（事務局） 0790-42-8728

協力事業所 平成31年4月現在62事業所（別紙一覧参照）

あったか・声かけ作戦 長寿介護課、社協地域福祉課
0790-42-8728・43-
1281

絆カフェ　なの花かさい 鎮岩町482-1　小規模多機能事業所 0790-46-1787

絆カフェ　なごやか 下宮木町512　特別養護老人ホーム 0790-49-0080

絆カフェ　笑日（わらび） 若井町２７６４　下若井町公民館 0790-44-8010

絆カフェ　ほっこり 福住町1172-1　通所介護事業所 0790-46-8020

絆カフェ　みつば（笑日と合同実施）
連絡先住所：殿原町225　　　通所介護事業
所

0790-44-8717

絆カフェ　ももこのサロン 別府町甲2664-2（富合会館） 0790-47-2077

介護安心ノート 長寿介護課 0790-42-8788

地域包括支援センター研修 地域包括支援センター 0790-42-7522

申請先

全国健康保険協会　　兵庫支部 神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST 078-252-8701（代）

年金事務所内窓口

尼崎年金事務所内　　協会けんぽ窓口
　

尼崎市東難波町2-17-55

西宮年金事務所内　　協会けんぽ窓口 西宮市津門大塚町8-26

明石年金事務所内　  協会けんぽ窓口 明石市鷹匠町12-12

加古川年金事務所内　　協会けんぽ窓口 加古川市加古川町北在家2602

姫路年金事務所内　　協会けんぽ窓口 姫路市北条1-250

＊支部・年金事務所内とも郵送で申請可。

在職の場合は勤務先の担当部門へ提出してください。

相談先

在職の場合は勤務先の担当部門

全国健康保険協会　　兵庫支部 （健康保険給付の関連業務担当部門） 078-252-8701（代）

加入している健康保険組合

兵庫県社会保険労務士　総合労働相談（予約制）

兵庫県社会保険労務士会館5階
神戸市中央区下山手通7丁目10-4
相談時間：13：00～16：00（予約優先）
毎月第1・第3金曜日、第2・第4月・水・金
曜日

078-360-4864
事前予約が必要です。
日時の変更あり。ホーム
ページでご確認くださ
い。

申請先

年金事務所

加古川年金事務所 加古川市加古川町北在家2602 079-427-4740

相談先

上記の年金事務所

兵庫県社会保険労務士

兵庫県社会保険労務士会館5階
神戸市中央区下山手通7丁目10-4
13：00～16：30
毎月第1・第3水曜日

078-360-4864
 事前予約が必要です。

相談先（失業給付に関する内容）

兵庫労働局（職業安定部）
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号　神戸ク
リスタルタワー14・15Ｆ

078-367-0800

職業安定所（ハローワーク）

姫路 姫路市北条中道250 079-222-8609

加古川 加古川市野口町良野1742 079-421-8609

西脇 西脇市西脇885-30　西脇地方合同庁舎 0795-22-3181

相談先（障害・高齢者の雇用に関する内容）
独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫県障害者職業セン
ター

神戸市灘区大内通5-2-2 078-881-6776

ひょうご若年性認知症生活支援相談センター
　ご本人・ご家族の相談をお受けします。
　担当ケアマネジャーや地域包括支援センターなどから
の相談も受けします。
　若年性認知症専門の相談員がおります。

兵庫県福祉センター４階
神戸市中央区坂口通2-1-1
相談受付時間：月～金  （年末年始・祝日を除
きます）
 
9：00～12：00　13：00～16：00

078-242-0601
（通話料がかかります）
来所の場合は、電話でご
予約ください．

兵庫県民総合相談センター
  介護の経験による介護の悩みや心配事の相談、看護師
による介護方法などに関する相談窓口です。

認知症・高齢者相談（年末年始、土日祝日は
休み）
家族会会員による相談　　月・金曜日
看護師等による相談　　水・木曜日
10：00～12：00　13：00～16：00

078-360-8477

きずなカフェ（認知症カフェ）

あんしんネットワーク

専門職向け研修

問合せは兵庫支部まで電
話をお願いいたします。
078-252-8701（代）

各年金事務所内　協会けんぽ窓口

ＮＰＯ法人　障害年金支援ネットワーク
無料電話相談（日・祝を除く）
10：00～16：00（12：00～13：00は
休憩時間）

フリーコール
0120-956-119

見
守
り
支
え
合
う

若年性認知症
相談窓口

　
出典：若年性認知症の
方が使える社会保険ガ
イドブック　傷病手当
金・障害年金・失業給
付編

雇用保険
失業給付
（基本手当）

若年性認知症の
生活支援に関する
相談窓口

ふれあいサロン

高齢者等見守りＳＯＳネットワーク

認知症声かけ模擬訓練

健康保険
傷病手当金

障害年金



項
目

資源名称 場所・住所・連絡先 電話番号内容

訪問介護 協栄ホームヘルパーステーション 加西市北条町古坂1―７２  0790-42-7233

（ホームヘルプ）

ヘルパーステーション訪問介護ニカサ加西店 加西市北条町東南101-20 0790-20-0734

弥栄の園訪問介護事業所 加西市北条町西高室595-11 0790-43-7770

　 ヘルパーステーションミクチ 加西市三口町１２５７―３ 0790-48-4555

コケコッコースマイル 加西市尾崎町字野田10-1（米田病院内） 0790-48-3591

　 （加西） ＪＡ兵庫みらい加西ケアセンター 加西市玉野町１１５６―1 0790-47-1683

　 （泉） 第二サルビア荘訪問介護事業所 加西市国正町１９３１―２ 0790-45-1801

訪問看護 （北条） 市立加西病院訪問看護ステーション 加西市北条町横尾1-13 0790-42-5325

訪問看護ステーションサークル 加西市北条町北条43―４ 0790-43-1311

　 （善防） こうえい訪問看護ステーション 加西市尾崎町10-1 0790-48-3780

訪問入浴介護 (北条） ラヴィかさい訪問入浴ステーション 加西市北条町古坂１０７２―１４ 0790-42-6656

通所介護 （北条） 元気あっぷ加西デイサービスセンター 加西市北条町横尾150-1 0790-43-8585

（デイサービス） デイサービスセンターであい 加西市北条町栗田704 0790-20-0029

デイサービスセンターひだまり 加西市北条町北条384-6 0790-35-8121

デイサービスセンターふたは 加西市北条町東南溝西216-13 0790-43-2303

デイサービスリーフリハトレセンター 加西市北条町横尾字寿860-1 0790-43-1319

　 （善防） 加西の里デイサービスセンター 加西市段下町848-14 0790-48-4460

春夏秋冬デイサービスセンター 加西市坂本町1027-5 0790-48-8888

デイサービスセンター愛 加西市牛居町445-2 0790-20-7265

デイサービスセンター華暖 加西市福住町1172-1 0790-46-8020

　 （加西） 香楽園デイサービスセンター 加西市鶉野町1750 0790-49-2900

デイサービスセンターなごやか 加西市下宮木町576 0790-49-0080

通所介護事業所まどいせんーあびき 加西市網引町828-1 0790-49-1819

くつろぎ 加西市玉野町1131-62 0790-47-0883

リハビリティなごみ庵 加西市下宮木町512 0790-49-0081

　 （泉） 第二サルビア荘デイサービスセンター 加西市国正町1931-2 0790-45-1801

みつば 加西市殿原町225 0790-44-8717

（北条） 加西白寿苑 加西市北条町東高室1231-1 0790-43-9800

（善防） 加西シニアコミュニティ 加西市中西町616-1 0790-48-8190

短期入所生活介護
（ショートステイ）

（善防） 加西の里 加西市段下町848-14 0790-48-2552

（ショートステイ） 春夏秋冬 加西市坂本町1027-5 0790-48-8888

　 （加西） なごやか 加西市下宮木町512 0790-49-0081

　 （泉） 第二サルビア荘 加西市国正町1931-2 0790-45-1801

短期入所療養型介護
（医療型ショートステ
イ）

（北条） 加西白寿苑 加西市北条町東高室1231-1 0790-43-9800

　 （善防） 加西シニアコミュニティ 加西市中西町616-1 0790-48-8190

米田病院 加西市尾崎町10-1 0790-48-3591

（加西）

福祉用具貸与 （北条） オレンジ 加西市吉野町137-2 0790-42-4228

ジョイあおやま有限会社 加西市北条町古坂5-13 0790-42-6100

　 （善防） ウェルビー 加西市鎮岩町482-1 0790-46-0735

　 （加西） JA兵庫みらい加西ケアセンター 加西市玉野町1156-1 0790-47-1683

特定福祉用具販売 （北条） オレンジ 加西市吉野町137-2 0790-42-4228

ジョイあおやま有限会社 加西市北条町古坂5-13 0790-42-6100

　 （善防） ウェルビー 加西市鎮岩町482-1 0790-46-0735

　 （加西） JA兵庫みらい加西ケアセンター 加西市玉野町1156-1 0790-47-1683

　 （泉） 有限会社梶原電器 加西市殿原町826 0790-44-0476

限定なし（工務店もOK）

（善防） 加西の里 加西市段下町848-14 0790-48-2552

春夏秋冬 加西市坂本町1027-5 0790-48-8888

（泉） 第二サルビア荘 加西市国正町1931-1 0790-45-1801

（北条） 加西白寿苑 加西市北条町東高室1231-1 0790-43-9800

（善防） 加西シニアコミュニティ 加西市中西町616-1 0790-48-8190

米田病院 加西市尾崎町10-1 0790-48-3591

（北条） 銀の鈴 加西市畑町2289-59 0790-43-7015

第二銀の鈴 加西市畑町千軒寺46-1 0790-43-0721

なの花たかむろ 加西市北条町東高室933-1 0790-35-8088

（善防） なの花かさい 加西市鎮岩町482-1 0790-46-1787

（加西） ひとやすみ 加西市別府町甲2353-1 0790-47-2228

（泉） どっこいしょ 加西市若井町1001-1 0790-44-8010

えんじゅ 加西市三口町1257-3 0790-48-8885

ミクチサポートセンター 加西市三口町1257-3 0790-48-8080

（北条） グループホーム銀の鈴 加西市畑町2289-59 0790-43-7001

第二グループホーム銀の鈴 加西市畑町千軒寺46-1 0790-43-0821

グループホームしらゆりの家 加西市北条町東高室1231-1 0790-43-9804

（善防） 加西の里認知症老人生活介護事業所 加西市段下町848-14 0790-48-2552

（加西） 認知症高齢者グループホームなごやか 加西市下宮木町576 0790-49-0080

なごやか 加西市下宮木町512 0790-49-0081

香楽園 加西市鶉野町1750 0790-49-2900

ラヴィかさいホームヘルパーステーション
加西市北条町古坂１０７２―１４
加西市健康福祉会館内

0790-42-6722

通所リハビリテー
ション（デイケ
ア）

介
護
サ
ー
ビ
ス

居
宅
サ
ー

ビ
ス

訪問サービス

その他

施
設
サ
ー

ビ
ス

介護老人福祉施
設

介護老人保健施
設

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

通所サービス

短期入所サービ
ス

入居型
居宅サービス

特定施設入居者生活介
護

認知症対応型共同生活介護（グループ
ホーム）

小規模多機能型居宅介護

老人保健施設

特別養護老人ホー
ム

住宅改修

介護療養型医療施設

地域密着型介護老人福祉施設（特別養護老人
ホーム）

看護小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（北条）

（善防）


