小野市
ケアパス
項目

認知症ケアネット社会資源整理表

内容

（平成28年6月30日時点）

資源名称

場所・住所・連絡先

電話番号

ＦＡＸ

0794-63-2575

0794-63-5191

高齢介護課介護保険係

0794-63-1509

0794-64-2735

小野市地域包括支援センター

0794-63-2174

0794-64-2735

③小野市地域の見守り活動に関する協定

高齢介護課長寿福祉係

0794-63-1060

0794-64-2735

お出かけ見守りＱＲコードシール

小野市地域包括支援センター

0794-63-2174

0794-63-2575

元気生きがいステーション

小田町429-11

0794-62-1111

西本町572

0794-63-5101

ふれあいおうか

粟生町3610-1

0794-65-2800

クラブオパール～生きる人のチカラになりたい～

復井町916-1

0794-66-0951

絆カフェ

天神町973

0794-62-1803

ふたばカフェ

二葉町80番123

0794-70-0200

こみなみカフェ

市場町255

0794-62-1515

絆カフェ

黒川町126-1

0794-64-6500

復井町1741

0794-66-2020

（事務局）小野市社会福祉協議会
ふれあいサロン

ふれあいいきいきサロン

～高齢者等と地域の方のふれあい交流の場～
小野市王子町801

介護マーク普及

『介護マーク』入り名札を配布

①高齢者外出見守り事前登録届出書

はいかい高齢者等ＳＯＳネットワーク

はいかい高齢者支援事業

C

見
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り
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え
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う

②小野市認知症高齢者等・SOSネットワーク

地域交流カフェ

認知症カフェ

楓

BPSD（行動・心理症状）パス

専門職向け研修

おだの里

栄宏会

～結～

小野病院

グッドタイムリビング小野

備考

ケアパス
項目

内容

資源名称

場所・住所・連絡先

電話番号

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
加古川年金事務所内
姫路年金事務所内

健康保険

傷病手当金

協会けんぽ窓口
協会けんぽ窓口
協会けんぽ窓口

明石市鷹匠町12-12
加古川市加古川町北在家2602

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。

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

若年性 認知症相談窓口

全国健康保険協会

各年金事務所内

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

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。

協会けんぽ窓口

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
神戸市中央区下山手通7-10-4
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）

☎ 078-360-4864
事前予約が必要です。
日時の変更あり。ホームペー
ジにてご確認ください。

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

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7-10-4
毎月第１・第３水曜日 13：00～16：30

☎ 078-360-4864
事前予約が必要です。

ＮＰＯ法人

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

兵庫県社会保険労務士

総合労働相談（予約制）

C
申請先
年金事務所

障害年金

相談先
上記の年金事務所

障害年金支援ネットワーク

ケアパス
項目

内容

資源名称

場所・住所・連絡先

電話番号

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

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

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

☎

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・土日祝日を除きます）
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．

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。

職業安定所（ハローワーク）

雇用保険 失業給付
（基本手当）

C

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

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

兵庫県民総合相談センター
若年性認知症の生活支援に関す 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
る相談窓口
に関する相談窓口です。

もの忘れコールセンター
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方
法を紹介する相談窓口です。

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

月～金 年末年始・土日祝日を除きます．
＃7070（なぜなぜダイヤ
10：00～12：00 13：00～16：00
ル）
＃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
0791-58-1106
の際は下段の番号におかけください．
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．

＃7272（なになにダイヤ
ル）
078-360-9161

