
内容の詳細 資源名称 場所・住所・連絡先 電話番号

高田地区公民館、鞍居地区公民館、船坂地区公民館

中野公民館、赤松公民館、小山公民館、佐用谷公民館

上町公民館、大酒公民館、大枝公民館、大枝新公民館

東町総合センター、休治公民館、与井公民館

高田台自治会館、井上公民館（駒山・隈見）

細野公民館、野桑公民館、竹万南公民館、岩木公民館

山野里老人憩の家、苔縄老人憩の家、段町公民館

デイサービスさくらの家

リバーサイドウオーク 千種川河川敷

小野豆高原コース 小野豆周辺

皆坂コース 皆坂周辺

白旗城コース 白旗城周辺

ボランティア活動を通して健
康増進・介護予防を図る。

介護ボランティア事業 役場健康福祉課　上郡町大持２７８ ５２－１１５２

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　電話受付：９時～１６時

0791-58-1050

民生委員による独居高齢者声掛け訪問 役場健康福祉課　上郡町大持２７８ ５２－１１５２

GPSによる居場所検索サービ
ス

徘徊高齢者家族支援サービス 役場健康福祉課　上郡町大持２７８ ５２－１１５２

カフェひるがお 上郡町中野１１１８－１   (月1回　第3日曜日) ５２－５９００

かふぇどきよね 上郡町与井42-１　（第１，３水曜日） ５２－７０２０

船坂ふれあいサロン 上郡町八保甲２５３－１　（第２，４月曜日） ５５－１０６０
オレンジカフェ　のぐわのさと（菊森さんの家）※休
止中

上郡町上郡８１５   (第４日曜日) ５７－７０００

A

② その他の資源

介護予防事業①

５２－１１５２

地域包括支援センター

③ 独自の取り組み

役場健康福祉課　上郡町大持２７８

認知症の理解についての話

５２－２９１０

物忘れ相談 ５２－１１５２

５２－１１５２

健康ポイント制度 保健センター　上郡町上郡５００－１ ５２－２１８８

認知症サポータ養成講座 役場健康福祉課　上郡町大持２７８ ５２－１１５２

上郡町認知症ケアネット

上郡町　オレンジライフサポート社会資源整理表　H31．1．7

認知症啓発資料

③
気づきの後の
相談先資源

認知症啓発事業

②

スポーツセンター 上郡町竹万２９

役場健康福祉課　上郡町大持２７８

５２－４４３３

ケアパス項目 内容

健康づくり活動に参加するこ
とでポイントがえられ、健康
増進・介護予防を図る。

体育館・公園・プールなど

ウオーキングができる場所

５２－１１５２いきいき百歳体操体操教室・集い

予
防

５２－１１５２

認知症の方と一緒に参加し、
身近な相談窓口です。

行方不明時登録事業所に協力
えながら捜索する。

役場健康福祉課　上郡町大持２７８

④ 独自の取り組み 役場健康福祉課　上郡町大持２７８

社会福祉協議会　上郡町上郡５００－５
上町、旭町、仲町、東町、宿東、竹万北・土井、川
原、丹東、松の尾、平野、佐用谷、神明寺、与井、西
野山、高田台、高田台４南、小山、中村・広根、大枝
新、赤松、河野原、名村、大持、野桑、中野、高山

ふれあいいきいきサロン
見
守
り
支
え
合
う

C

②

①

認知症カフェ

Ｂ
気
づ
き

①

徘徊高齢者等SOSネットワーク
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内容の詳細 資源名称 場所・住所・連絡先 電話番号

上郡町　オレンジライフサポート社会資源整理表　H31．1．7

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

日時の変更あり。ホームペー
ジにてご確認ください。

相談時間：13：00～16：00（予約優先）

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

C

見
守
り
支
え
合
う

事前予約が必要です。

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（12～13は休憩時間）

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

兵庫県社会保険労務士

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

0120-956-119

電話での問い合わせはできま
せん。
相談は兵庫支部まで電話をお
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）③

障害年金

病気や負傷によって一定程度
の障がい状態になった者に対

して支給される公的年金

健康保険　傷病手当金

病気休業中に被保険者とその
家族の生活を保障するために
設けられた制度で被保険者が
病気や負傷のため会社を休み
事業主から十分な報酬が受け
られない場合に支給されま

す。
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内容の詳細 資源名称 場所・住所・連絡先 電話番号

上郡町　オレンジライフサポート社会資源整理表　H31．1．7

ケアパス項目 内容

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

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

相談受付時間：
月～金　9：00～12：00　13：00～16：00

若年性認知症専門の相談員設置

地域包括支援センター

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

若年性認知症の生活支援に
関する相談窓口

ひょうご若年性認知症生活支援相談センター

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。

来所の場合は、電話でご予約
ください．（年末年始・土日祝日を除きます）

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

078-881-6776

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。

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。

雇用保険　失業給付
（基本手当）

対象者：当事者とそのご家族、担当ケアマネジャー、
地域包括支援センター等

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

③

見
守
り
支
え
合
う

C
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内容の詳細 資源名称 場所・住所・連絡先 電話番号

上郡町　オレンジライフサポート社会資源整理表　H31．1．7

ケアパス項目 内容

① 地域包括支援センター 地域包括支援センター 役場健康福祉課　上郡町大持２７８ ５２－１１５２

愛心高齢者センター 上郡町山野里２７４９－４８ ５２－４６５８

上郡町社会福祉協議会 上郡町上郡５００－５ ５２－５７４６

ケアマネオフィスしずく 上郡町駅前８５ ５７－２９２０

高嶺の郷 上郡町大持２０２－２ ５２－６０５０

ほうらいの里 上郡町中野１１１８－１ ５２－５９００

夢リハ 上郡町山野里２３４９－５ ５２－２４４２

リリーライフ 上郡町駅前２１ ５７－３０００

大岩診療所 上郡町上郡１６４５－５ ５２－５０００

岡田整形外科・眼科 上郡町與井３９－１ ５２－５６００

河原クリニック 上郡町竹万２１６７ ５７－２１６７

黒田内科クリニック 上郡町駅前９５ ５２－０２３５

光都プラザクリニック 上郡町光都２－２３－１ ５８－２７２７

苔縄医院 上郡町苔縄１０４２－２ ５２－５６１１

高嶺診療所 上郡町大持２０２０－２ ５２－６３６９

半田産婦人科医院 上郡町大持３５０ ５２－１０００

三浦医院 上郡町駅前２３１ ５２－００４５

総合病院

病院

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 たつの市新宮町光都1ー7ー1 0791-58-1092

兵庫県立姫路循環器病センター 姫路市西庄甲520 079-295-9195

加古川西市民病院 加古川市米田町平津384－1 079-434-2059

西脇市立西脇病院 西脇市下戸田652－１ 0795-25-2006

公立豊岡病院組合立豊岡病院 豊岡市小牧1094 0796-22-1090

医療法人敬愛会大塚病院 丹波市氷上町絹山513 0795-82-4874

兵庫県立淡路医療センター 洲本市塩屋１-１-１３７ 0799-22-1200

独立行政法人国立病院機構　兵庫中央病院 三田市大原１３１４ 079-563-2121

兵庫医科大学病院 西宮市武庫川町１-１ 0798-45-6050

一般財団法人甲南会　六甲アイランド甲南病院 神戸市東灘区向洋町中２－１１ 078-857-8720

神戸大学医学部付属病院 神戸市中央区楠町７-５-２ 078-382-5111

赤穂仁泉病院 赤穂市浜市４０８ 0791-48-8087

揖保川病院 たつの市揖保川町半田７０３－１ 0791-72-3050

魚橋病院 相生市若狭野町若狭野235-26 0791-28-1395

みどりクリニック 相生市本郷町1番1号　相生医療ビル3階 0791-56-6330

赤穂市民病院 赤穂市中広1090 0791-43-3222

赤穂中央病院 赤穂市惣門町52-6 0791-45-1111

半田中央病院 相生市旭３-2-18 0791-22-0656

医
療
分
野
相
談
先

F
病院

(入院)
合併症入院の受け入れがある病院

H

精
神
科
医
療
機
関
な
ど

精神科病院

物忘れ外来

G

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー

鑑別診断・治療方針など

精神科クリニック

かかりつけ医

居宅介護支援事業所

現在検討中です。
各医療機関にお問い合わせ下さい。

D

介
護
分
野
相
談
先

②

E
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内容の詳細 資源名称 場所・住所・連絡先 電話番号

上郡町　オレンジライフサポート社会資源整理表　H31．1．7

ケアパス項目 内容

愛心高齢者センター 上郡町山野里２７４９－４８ ５２－４６５８

社会福祉協議会 上郡町上郡５００－５ ５２－５７４６

リリーライフ 上郡町駅前２１ ５７－３０００

駱駝ヘルパーステーション上郡 上郡町山野里５５７－１３ ５７－３５５５

上郡町訪問看護ステーション 上郡町大持２７８ ５２－２４００

訪問看護ステーションひなた 上郡町高田台１丁目８－６ ２５－８８００

訪問サービス（訪問入浴） アサヒサンクリーン（株） たつの市揖保川町神戸北１１５－３ 0791-72-7074

岡田整形外科 上郡町與井３９－１ ５２－５６００

夢リハ 上郡町山野里２３４９－５ ５２－２４４２

半田中央病院 相生市旭3丁目２番18号 0791-22-0656

魚橋病院 相生市若狭野町若狭野２３５－２６ 0791-28-1395

居宅療養管理指導

あすなろリハビリスタジオ 上郡町山野里２３４９－５ ５２－２４４２

上郡の家 上郡町山野里２１００－１ ５２－０１８８

上郡町デイサービスセンター 上郡町山野里２７４９－４８ ５２－４６１４

ちくま 上郡町竹万３８１－５ ５２－０３４７

野桑の里 上郡町野桑３０２７ ５７－７０００

ほうらいの里 上郡町中野１１１８－１ ５２－５９００

さくらの家 上郡町竹万１２０６ ５２－０５１０

デイサービスはなちゃん 上郡町駅前７１ ５２－２０２７

短期入所生活介護　ほうらいの里 上郡町中野１１１８－１ ５２－５９００

　　　　　　　　　野桑の里 上郡町野桑３０２７ ５７－７０００

入居型居宅サービス

福祉用具貸与 オレンジ 上郡町竹万２３０３ ５７－２５３３

特定福祉用具購入 オレンジ 上郡町竹万２３０３ ５７－２５３３

住宅改修

特別養護老人ホーム　ほうらいの里 上郡町中野１１１８－１ ５２－５９００

特別養護老人ホーム　野桑の里 上郡町野桑３０２７ ５７－７０００

介護老人保健施設 老人保健施設　高嶺の郷 上郡町山野里２３０５－１ ５２－３２５０

介護療養型医療施設

住宅型有料老人ホーム シャイン上郡 上郡町竹万３８１-５ ５２－０３４７

サービス付き高齢者向け住宅 ナーシングホーム上郡山野里 上郡町山野里５５７－１３ ５７－３５５５

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護 ほうらいの里デイサービス 上郡町中野１１１８－１ ５２－５９００

小規模多機能型通所介護 いこまの家 上郡町大持２０２－２ ５２－６３８２

定期巡回型随時対応型
訪問介護・看護

複合型サービス

グループホーム グループホーム清音 上郡町與井４２－１ ５２－７０２０

地域密着型特定施設入居者介護
（介護型有料老人ホーム）

訪問サービス（訪問看護）

訪問サービス
（訪問リハビリテーション）

その他の入所施設

通所サービス（通所介護）

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

５７－３２５０

ケアマネジャー、事業者などにお問い合わせください。

介護老人福祉施設

短期入所サービス
（短期入所生活介護）

施設サービス

通所サービス
（通所リハビリテーション）

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ高嶺の郷 上郡町山野里２３０５－１

その他

居宅サービス

訪問サービス（訪問介護）

I

地域密着型サービス
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