
内容の詳細 資源名称 場所・住所 電話番号

佐用郡佐用町佐用2611-1（事務局）

上月・南光で実施

② 認知症予防啓発資料

佐用郡佐用町佐用2611-1（事務局）

上月・南光で実施

健康体操（健生会） 町内

太極拳 佐用町円応寺233-1　佐用町コミュニティ防災センター　 ０７９０－８２－３８７２

デンマーク体操教室 佐用町福吉681-1　幕山地区センター ０７９０－８７－００２０

健康体操（生命の貯蓄体操） 佐用郡佐用町佐用

いきいき百歳体操 佐用郡佐用町佐用2611-1（事務局） ０７９０－８2－２０７９

ウオーキングができる場所 町内の河川周辺 佐用町内

ふれあい町民プール・あめんぼ 佐用郡佐用町佐用287 ０７９０－８２－０１２３

笹ヶ丘公園 佐用郡佐用町円光寺423-1 ０７９０－８８－０１４９

西はりま天文台公園 佐用郡佐用町西河内407-2 ０７９０－８８－０５９８

大いちょう公園 佐用郡佐用町佐用3140

三方里山公園 佐用郡佐用町乃井野1720

南光スポーツ公園（若あゆランド） 佐用郡佐用町林崎839 ０７９０－７８－１１４６

上月体育館（ホタルドーム） 佐用郡佐用町上月1080 ０７９０－８６－０４４１

石井介護予防館 佐用郡佐用町上石井757-１

上月介護予防施設 佐用郡佐用町久崎803-89

南光生きがいドーム 佐用郡佐用町東徳久1943

体験デイ 佐用郡佐用町平福138-8　社会福祉協議会佐用支所 ０７９０－８３－２９４６

自立デイサービス 佐用郡佐用町志文515 ０７９０－７９－３１４５

佐用町シルバー人材センター生活支援事業 佐用郡佐用町佐用1035-14 ０７９０－８２－３６３０

高齢者生活支援サービス 佐用郡佐用町円應寺450　JA兵庫西佐用介護センター ０７９０－８２－３５３３

高齢者のつどい 佐用郡佐用町東徳久1946　社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

おしゃべりクッキング 佐用郡佐用町東徳久1946　社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

０７９０－８2－２０７９

０７９０－８2－２０７９頭と体の健康教室

頭と体の健康教室

③ 資源

予防教室

体操教室

生きがいと健康づくり事業
（体験デイサービス事業）

              佐用町オレンジライフサポート社会資源整理表　H28.10.1

ケアパス項目 内容

A
予
防

①

体育館・公園・プールなど

④ 独自の取り組み

認知症介護予防事業
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内容の詳細 資源名称 場所・住所 電話番号

              佐用町オレンジライフサポート社会資源整理表　H28.10.1

ケアパス項目 内容

認知症サポーター養成講座 佐用郡佐用町佐用2611-1 ０７９０－８2－２０７９

認知症サポーター養成講座 佐用郡佐用町東徳久1946　社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

② 認知症啓発資料 認知症サポーター養成講座テキスト 佐用郡佐用町東徳久1946　社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

佐用町地域包括支援センター 佐用郡佐用町佐用2611-1 ０７９０－８2－２０７９

佐用町地域包括支援センター・ブランチ 佐用郡佐用町平福138-8　社会福祉協議会佐用支所 ０７９０－８３－２９４６

佐用郡佐用町久崎283-2　社会福祉協議会上月支所 ０７９０－８８－０００１

佐用郡佐用町東徳久1946　社会福祉協議会南光本所 ０７９０－７８－１２１２
佐用郡佐用町下本郷647ー1　社会福祉協議会三日月支所 ０７９０－７９－２９９４

各居宅介護支援事業所

もの忘れ健康相談（要予約　※年間９回） 佐用郡佐用町佐用2611-1 ０７９０－８2－２０７９

高齢者福祉相談事業（弁護士相談） 佐用郡佐用町東徳久1946　社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

高齢者実態把握訪問事業 佐用郡佐用町東徳久1946　社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

＃7070（なぜなぜダイヤ
ル）

0791-58-1106

＃7272（なになにダイヤ
ル）

078-360-9161

⑥
もの忘れ専門医療相談

（西播磨認知症疾患医療センター）
保健師・看護師による，
もの忘れ専門医療相談

専門医療相談（電話・面談（面談は予約制））
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院
認知症疾患医療センター

0791-58-1050(代表)
電話受付：９時～１６時

兵庫県もの忘れコールセンター

月～金　10:00～12:00、13:00～16:00
年末年始、祝日除く
＃ダイヤルが繋がらない時は
下段の番号におかけ直し下さい

月、水～金　10:00～12:00、13:00～16:00
年末年始、祝日除く
＃ダイヤルが繋がらない時は
下段の番号におかけ直し下さい

Ｂ
気
づ
き

① 認知症啓発事業 認知症サポーター養成講座

④

⑤
兵庫県もの忘れ
コールセンター

独自の取り組み

③
気づきの後の
相談先資源
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内容の詳細 資源名称 場所・住所 電話番号

              佐用町オレンジライフサポート社会資源整理表　H28.10.1

ケアパス項目 内容

高年クラブ活動高齢者見守り活動 佐用郡佐用町佐用2611-1　高年介護課 ０７９０－８２－２０７９

民生委員による独居高齢者声掛け訪問 佐用郡佐用町佐用2611-1　健康福祉課 ０７９０－８２－０６６１

② ふれあいサロン ふれあいいきいきサロン（各地域） 佐用町社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

オレンジカフェ 佐用郡佐用町東徳久1946　社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

オレンジカフェひだまり（朝陽ヶ丘荘） 佐用郡佐用町平福138-1 ０７９０－８３－２００８
オレンジカフェみかづきんちゃん（サンホームみかづき） 佐用郡佐用町志文515 ０７９０－７９－３１４５

オレンジカフェ祐あい（祐あいホーム上月） 佐用郡佐用町福吉721 ０７９０－８７－００１１
①事前登録制度（ピカッとシューズステッカー配布等）

②緊急時ネットワーク

③見守りネットワーク

江川地区愛育班 佐用郡佐用町佐用2611-1　（事務局） ０７９０－８２－２０７９

24時間見守りサービス 特別養護老人ホーム　サンホームみかづき ０７９０－７９－３１４５

食の自立支援事業 佐用郡佐用町佐用2611-1 ０７９０－８２－２０７９

高齢者口腔ケア地域定着事業 佐用郡佐用町下徳久1005ー1　南光歯科保健センター ０７９０－７８－１１８０

ボランティア活動 佐用町社協ボランティアセンター ０７９０－７８－０８３０

タクシー助成事業 佐用町社会福祉協議会 ０７９０－７８－８０３４

外出支援　さよさよサービス 佐用町社会福祉協議会 ０７９０－７８－８０３４

江川ふれあい号 江川地域づくり協議会　地域交通部会 ０９０－１２４８－００３４

佐用町移送サービス事業 佐用町社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

家族介護者交流事業 佐用町社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

家族介護教室 佐用町社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

寝具類洗濯乾燥消毒サービス 佐用郡佐用町佐用2611-1　高年介護課 ０７９０－８２－２０７９

家族介護用品支給事業 佐用郡佐用町佐用2611-1　高年介護課 ０７９０－８２－２０７９

訪問理美容サービス 佐用郡佐用町佐用2611-1　高年介護課 ０７９０－８２－２０７９

緊急通報装置の設置 佐用郡佐用町佐用2611-1　高年介護課 ０７９０－８２－２０７９

在宅老人介護手当の支給 佐用郡佐用町佐用2611-1　高年介護課 ０７９０－８２－２０７９

長寿祝金の支給 佐用郡佐用町佐用2611-1　高年介護課 ０７９０－８２－２０７９

老人日常生活用具給付事業 佐用郡佐用町佐用2611-1　高年介護課 ０７９０－８２－２０７９

高齢者住宅改造費助成事業 佐用郡佐用町佐用2611-1　高年介護課 ０７９０－８２－２０７９

レインボーカード 佐用郡佐用町佐用2611-1　高年介護課 ０７９０－８２－２０７９

介護マーク名札目印配布事業 佐用郡佐用町佐用2611-2　高年介護課 ０７９０－８２－２０７９

日常生活自立支援事業 佐用郡佐用町東徳久1946　社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

生活福祉資金貸付制度 佐用郡佐用町東徳久1946　社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

福祉車両・福祉機器・イベント機器各種備品貸出 佐用郡佐用町東徳久1946　社会福祉協議会 ０７９０－７８－０８３０

オレンジカフェ
（認知症カフェ）

③

見守り・声掛け

C

⑤

見
守
り
支
え
合
う

①

０７９０－８２－２０７９

その他

④ 見守り・ＳＯＳネットワーク

認知症高齢者等の見守りや
行方不明時等の早期発見
ネットワーク

佐用郡佐用町佐用2611-1　高年介護課
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内容の詳細 資源名称 場所・住所 電話番号

              佐用町オレンジライフサポート社会資源整理表　H28.10.1

ケアパス項目 内容

申請先

全国健康保険協会　兵庫支部　業務グループ 神戸市中央区御幸通6-1-12　三宮ビル東館２階 ０７８－２５２－８７０３

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 業務グループ （健康保険給付の関連業務担当部門） 078-252-8703

加入している健康保険組合

兵庫県社会保険労務士会館5階 ０７８－３６０－４８６４

神戸市中央区下山手通7-10-4 事前予約が必要です。

相談日：毎月第1、第3金曜日、第2、第4、月・水・
金曜日

相談時間：13：00～16：00（予約優先）

健
康
保
険
　
傷
病
手
当
金

電話での問い合わせはできま
せん。
問合せは兵庫支部まで電話を
お願いいたします。

各年金事務所内　協会けんぽ窓口

電話での問い合わせはできま
せん。
相談は兵庫支部　業務グルー
プまで電話をお願いいたしま
す。

兵庫県社会保険労務士　総合労働相談（予約制）
日時の変更あり。ホームペー
ジにてご確認ください。

若年性認知症相談窓口

　
出展：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

C ④

見
守
り
支
え
合
う
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内容の詳細 資源名称 場所・住所 電話番号

              佐用町オレンジライフサポート社会資源整理表　H28.10.1

ケアパス項目 内容

申請先

年金事務所

三宮年金事務所 神戸市中央区江戸町93栄光ビル３Ｆ ０７８－３３２－５７９３

須磨年金事務所 神戸市須磨区磯馴町4-2-12 ０７８－７３１－４７９７

東灘年金事務所 神戸市東灘区住吉宮町1-11-17 ０７８－８１１－８４７５

兵庫年金事務所 神戸市兵庫区駅前通1-3-1 ０７８－５７７－０２９４

姫路年金事務所 姫路市北条1-250 ０７９－２２４－６３８５

尼崎年金事務所 尼崎市東難波町2-17-55 ０６－６４８２－４５９４

明石年金事務所 明石市鷹匠町12-12 ０７８－９１２－４９８３

西宮年金事務所 西宮市津門大塚町8-26 ０７９８－３３－２９４４

豊岡年金事務所 豊岡市泉町4-20 ０７９６－２２－０９４６

加古川年金事務所 加古川市加古川町北在家2602 ０７９－４２７－４７４３

相談先

上記の年金事務所

兵庫県社会保険労務士会館5階 ０７８－３６０－４８６４

神戸市中央区下山手通7-10-4

毎月第１・第３水曜日　13：00～16：30

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1-1-3　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）

神戸 神戸市中央区相生町1-3-1 ０７８－３６２－８６０９

灘 神戸市灘区大内通5-2-2 ０７８－８６１－８６０９

尼崎 尼崎市名神町3-12-2 ０６－６４２８－０００１

西宮 西宮市青木町2-11 ０７９８－７５－６７１１

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

伊丹 伊丹市昆陽1-1-6　伊丹労働総合庁舎 ０７２－７７２－８６０９

明石 明石市大明石町２-3-37 ０７８－９１２－２２７７

豊岡 豊岡市寿町8-4　豊岡地方合同庁舎 ０７９６－２３－３１０１

西脇 西脇市西脇885-30　西脇地方合同庁舎 ０７９５－２２－３１８１

洲本 洲本市塩屋2-4-5 ０７９９－２２－０６２０

柏原 丹波市柏原町柏原字八之坪1569 ０７９５－７２－１０７０

西神 神戸市西区糀台5-3-8 ０７８－９９１－１１００

龍野 たつの市龍野町富永1005-48 ０７９１－６２－０９８１
相談先（障害・高齢者の雇用に関する内容）

神戸市灘区大内通5-2-2

事業内容

職業準備支援　（１）センター内での作業支援

　 　              （２）職業準備講習カリキュラム
   　　　　　　（３）精神障害者自立支援カリキュラ
ム
精神障害者総合雇用支援

ジョブコーチ支援事業

職業リハビリテーション推進フォーラム

職業支援基礎研修

雇
用
保
険
　
失
業
給
付
（

基
本
手
当
）

障
害
年
金

若年性認知症相談窓口

　
出展：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

見
守
り
支
え
合
う

兵庫県社会保険労務士

ＮＰＯ法人　障害年金支援ネットワーク

事前予約が必要です。

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

０７８－８８１－６７７６

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

④C
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内容の詳細 資源名称 場所・住所 電話番号

              佐用町オレンジライフサポート社会資源整理表　H28.10.1

ケアパス項目 内容

兵庫県福祉センター４階 ０７８－２４２－０６０１

神戸市中央区坂口通2-1-1

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。

地域包括支援センター
認知症や高齢者虐待、介護など高齢者の生活に関する窓口です。

兵庫県民総合相談センター 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

もの忘れコールセンター ＃7070（なぜなぜダイヤル）

０７９１－５８－１１０６

＃7272（なになにダイヤル）

０７８－３６０－９１６１

① 地域包括支援センター 佐用町地域包括支援センター 佐用郡佐用町佐用2611-1 ０７９０－８２－２０７９

佐用共立病院 佐用郡佐用町佐用1111 ０７９０－８２－２３２１

佐用中央病院 佐用郡佐用町佐用３５２９－3 ０７９０－８２－０３２２

朝陽ヶ丘荘居宅介護支援事業所 佐用郡佐用町平福138－1 ０７９０－８３－２００８

祐あいホーム上月居宅介護支援事業所 佐用郡佐用町福吉721 ０７９０－８７－００１１

岡本医院 佐用郡佐用町家内42 ０７９０－８８－１０４１

佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター 佐用郡佐用町東徳久1946 ０７９０－７８－８９７７

居宅介護支援事業所　いこいの家 佐用郡佐用町上三河105－2 ０７９０－７７－８４２１

サンホームみかづき居宅介護支援ステーション 佐用郡佐用町志文515 ０７９０－７９－３１４５

居宅介護支援事業所　ほほえみ 佐用郡佐用町米田410－3 ０７９０－７８－８８７７

佐用共立病院 佐用郡佐用町佐用1111 ０７９０－８２－２３２１

佐用中央病院 佐用郡佐用町佐用3529－3 ０７９０－８２－２１５４

尾﨑病院 佐用郡佐用町上三河141-4 ０７９０－７７－０２２１

織田医院 佐用郡佐用町三日月280-1 ０７９０－７９－２２０６

長田内科クリニック 佐用郡佐用町久崎48 ０７９０－８８－１１１１

岡本医院 佐用郡佐用町家内42 ０７９０－８８－０６０５

岡尾医院 佐用郡佐用町米田52-3 ０７９０－７８ー００３４

C

見
守
り
支
え
合
う

E

医
療
分
野

相
談
先

かかりつけ医
「西播磨認知症医療連携パス
医療機関」もご参照ください

若年性認知症相談窓口

　
出展：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

D

介
護
分
野
相
談
先

② 居宅介護支援事業所

若
年
性
認
知
症
の
生
活
支
援
に
関
す
る
相
談
窓
口

月～金　年末年始・土日祝日を除きます．
10：00～12：00　13：00～16：00
＃ダイヤルは携帯電話・一部のＩＰ電話からつながり
ません。その際は下段の番号におかけください．

もの忘れについて不安に思った時に、お住まいの地
域の相談機関や受診法を紹介する相談窓口です。

月、水～金　年末年始・土日祝日を除きます．
10：00～12：00　13：00～16：00
＃ダイヤルは携帯電話・一部のＩＰ電話からつながり
ません。その際は下段の番号におかけください．

ひょうご若年性認知症生活支援相談センター

兵庫県のホームページに県内の地域包括支援センター
一覧を掲載しています。

０７８－３６０－８４７７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。

来所の場合は、電話でご予約
ください．

相談受付時間：月～金
9：00～12：00　13：00～16：00
（年末年始・土日祝日を除きます）

④
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内容の詳細 資源名称 場所・住所 電話番号

              佐用町オレンジライフサポート社会資源整理表　H28.10.1

ケアパス項目 内容

総合病院

病院

たつの市新宮町光都1丁目7番1号 ０７９１－５８－１０９２

姫路市西庄甲520番地 ０７９－２９５－９１９５

加古川市米田町平津384番地の1 ０７９－４３４－２０５９

西脇市下戸田652番地の１ ０７９５－２５－２００６

豊岡市小牧1094 ０７９６－２２－１０９０

丹波市氷上町絹山513番地 ０７９５－８２－４８７４

洲本市塩屋１丁目１番１３７号 ０７９９－２２－１２００

三田市大原１３１４番地 ０７９－５６３－２１２１

西宮市武庫川町１番１号 ０７９８－４５－６０５０

神戸市東灘区鴨子ヶ原１丁目５－１６ ０７８－８５７－８７２０

神戸市中央区楠町７丁目５－２ ０７８－３８２－５１１１

赤穂市浜市４０８番地 ０７９１－４８－８０８７

たつの市揖保川町半田７０３－１ ０７９１－７２－３０５０

相生市若狭野町若狭野235-26 ０７９１－２８－１３９５

ＪＡ兵庫西佐用介護センター 佐用郡佐用町円応寺450　　　　　　　 ０７９０－８２－３５３３

佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター 佐用郡佐用町東徳久1946 ０７９０－７８－８９５５

サンホームみかづき訪問介護事業所 佐用郡佐用町志文515 ０７９０－７９－３１４５

共立ヘルパーステーション 佐用郡佐用町佐用1111 ０７９０－８２－０３８０

佐用共立病院 佐用郡佐用町佐用1111 ０７９０－８２－２３２１

佐用訪問看護ステーション 佐用郡佐用町佐用3529-3 ０７９０－８２－２１１１

岡本医院 佐用郡佐用町家内42 ０７９０－８８－０６０５

尾﨑病院 佐用郡佐用町上三河141-4 ０７９０－７７－０２２１

織田医院 佐用郡佐用町三日月280-1 ０７９０－７９－２２０６

岡尾医院 佐用郡佐用町米田52-3 ０７９０－７８－００３４

訪問サービス（訪問入浴） 佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター 佐用郡佐用町東徳久1946 ０７９０－７８－８９５５

佐用共立病院 佐用郡佐用町佐用1111 ０７９０－８２－２３２１

岡本医院 佐用郡佐用町家内42 ０７９０－８８－０６０５

尾﨑病院 佐用郡佐用町上三河141-4 ０７９０－７７－０２２１

佐用共立病院 佐用郡佐用町佐用1111 ０７９０－８２－２３２１

岡本医院 佐用郡佐用町家内42 ０７９０－８８－０６０５

尾﨑病院 佐用郡佐用町上三河141-4 ０７９０－７７－０２２１

佐用中央病院 佐用郡佐用町佐用3529-3 ０７９０－８２－２１５４

I

介
護
サ
ー

ビ
ス

　
居宅サービス

訪問サービス（訪問看護）

訪問サービス
（訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）

訪問サービス
（居宅療養管理指導）

訪問サービス（訪問介護）

兵庫医科大学病院

一般財団法人甲南会甲南病院

神戸大学医学部付属病院

H
精
神
科

医
療
機

関
な
ど

精神科病院

赤穂仁泉病院

揖保川病院

魚橋病院

加古川西市民病院

西脇市立西脇病院

公立豊岡病院組合立豊岡病院

医療法人敬愛会大塚病院

兵庫県立淡路医療センター

独立行政法人国立病院機構　兵庫中央病院

F
病院

(入院)
合併症入院の受け入れがある病院

現在検討中です。
各医療機関にお問い合わせ下さい。

G

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー

鑑別診断・治療方針
もの忘れ専門医療相談など

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院　（もの忘れ相談を受け付けています）

兵庫県立姫路循環器病センター
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内容の詳細 資源名称 場所・住所 電話番号

              佐用町オレンジライフサポート社会資源整理表　H28.10.1

ケアパス項目 内容

ともいきの郷 佐用郡佐用町佐用3544-1 ０７８０－８１－３９６５

佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター佐用 佐用郡佐用町平福138-8 ０７９０－８３－２９４７

佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター上月 佐用郡佐用町久崎283-2 ０７９０－８８－０００１

佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター　 佐用郡佐用町東徳久1946 ０７９０－７８－１７１７

祐あいホーム上月 佐用郡佐用町福吉721 ０７９０－８７－００１１

古民家デイひだまり 佐用郡佐用町西下野777 ０７９０－７７－０３８２

サンホームみかづきデイサービスセンター　 佐用郡佐用町志文515 ０７９０－７９－３１４５

サンホームみかづきデイサービスセンター弦谷の里 佐用郡佐用町弦谷145-12 ０７９０－７９－３３１５

佐用共立病院 佐用郡佐用町佐用1111 ０７９０－８２－２３２１

佐用リハビリステーション 佐用郡佐用町佐用3529-3 ０７９０－８２－０３０３

岡本医院 佐用郡佐用町家内42 ０７９０－８８－１０４１

老人保健施設ハイム・ゾンネ　 佐用郡佐用町林崎622-3 ０７９０－７８－０００１

尾﨑病院 佐用郡佐用町上三河141-4 ０７９０－７７－０２２１

岡尾医院 佐用郡佐用町米田410-2 ０７９０－7８－００９５

朝陽ヶ丘荘短期入所生活介護事業所 佐用郡佐用町平福138-1 ０７９０－８３－２００８

特別養護老人ホーム祐あいホーム上月 佐用郡佐用町福吉721 ０７９０－８７－００１１

特別養護老人ホームはなみずき 佐用郡佐用町安川401 ０７９０－７８－８００３

サンホームみかづき短期入所センター 佐用郡佐用町志文515 ０７９０－７９－３１４５

老人保健施設　浩陽園 佐用郡佐用町佐用3529-3 ０７９０－８２－０３２１

老人保健施設　ハイム・ゾンネ 佐用郡佐用町林崎662-3 ０７９０－７８－０００１

入居型居宅サービス 特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与・特定福祉用具購入 佐用自動車株式会社 佐用郡佐用町佐用232-1 ０７９０－８２－３７３７

兵庫西農業協同組合 たつの市揖西町小神 ０７９１－６３－５０７７

ダスキンヘルスレントたつのステーション たつの市龍野町島田６５５－１ ０７９１－６２－０５１５

株）ライフケアたつの支店 たつの市揖西町小神８７２－１ ０７９１－６４－６６３３

株）ゴトウアズプランニングたつの営業所 たつの市龍野町日山９１－４ ０１２０－８１０－５１０

株）ヤマシタコーポレーション姫路営業所 姫路市飾磨区上野田町２－７３ ０７９－２４３－１３３１

花まるいち 姫路市手柄２－１１７ ０７９－２３４－８４０１

有）和高住宅 姫路市東辻井１－１３－４０ ０７９－２９４－２０７７

パナソニックエイジフリー介護チェーン姫路 姫路市青山５－１０－１９ ０７９－２６７－６３０３

有）ドゥベスト 姫路市網干区浜田７９－３ ０７９－２７３－０６６５

あっぷるレンタル事業所 姫路市神屋町６－７１ ０７９－２８１－１１３３

オレンジ上郡 赤穂郡上郡町竹万２３０３ ０７９１－５７－２５３３

ヒルハウス　ひとは 佐用郡佐用町佐用1122 ０７９０－８１－２３７７

きずな 佐用郡佐用町上月571-1 ０７９０－８６－８０１０

サンホームみかづき　八重の里 佐用郡佐用町志文515 ０７９０－７９－３１４５

通所サービス
（通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）

短期入所サービス
（短期入所生活介護）

短期入所サービス
（短期入所療養型介護）

住宅改修

居宅サービス

通所サービス（通所介護）

I

介
護
サ
ー

ビ
ス

その他

サービス付き高齢者向け住宅
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内容の詳細 資源名称 場所・住所 電話番号

              佐用町オレンジライフサポート社会資源整理表　H28.10.1

ケアパス項目 内容

特別養護老人ホーム　朝陽ヶ丘荘 佐用郡佐用町平福138-1 ０７９０－８３－２００８

特別養護老人ホーム　祐あいホーム上月 佐用郡佐用町福吉721 ０７９０－８７－００１１

特別養護老人ホーム　はなみずき　 佐用郡佐用町安川401 ０７９０－７８－８００３

特別養護老人ホーム　サンホームみかづき　 佐用郡佐用町志文515 ０７９０－７９－３１４５

老人保健施設　浩陽園 佐用郡佐用町佐用3529-3 ０７９０－８２－０３２１

老人保健施設　ハイム・ゾンネ 佐用郡佐用町林崎662-3 ０７９０－７８－０００１

介護療養型医療施設 佐用中央病院 佐用郡佐用町佐用3529-3 ０７９０－８２－２１５４

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護 朝陽ヶ丘荘認知症対応型通所介護事業所 佐用郡佐用町平福138-1 ０７９０－８３－２００８

小規模多機能型居宅介護事業所　やすらぎの家さよう 佐用郡佐用町佐用2838-2 ０７９０－８２－３６８８

小規模多機能型居宅介護事業所　ほほえみ 佐用郡佐用町米田410-3 ０７９０－７８－８８７７

いこいの家　三河 佐用郡佐用町上三河127 ０７９０－７７－０９６０

サンホームみかづき小規模多機能　志文の里 佐用郡佐用町志文515 ０７９０－７９－３１４５

小規模多機能型居宅介護事業所　きずな 佐用郡佐用町上月571-1　　　 ０７９０－８６－８０１０

定期巡回型随時対応型
訪問介護・看護

複合型サービス

認知症対応型共同生活介護
（認知症高齢者向けグループホーム） サンホームみかづきグループホーム 佐用郡佐用町志文515 ０７９０－７９－３１４５

地域密着型特定施設入居者介護
（介護型有料老人ホーム）

地域密着型介護老人福祉施設
入居者生活介護

介
護
サ
ー

ビ
ス

I

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

小規模多機能型居宅介護
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