組合の概要
組合の概要

名

称

北摂介護サービス事業協同組合

所在地

〒560－0021 大阪府豊中市本町 1 丁目 10 番 18 号 居宅介護サービスすばる内

設

平成２５年１月

立

ＴＥＬ

０６－６８４２－７９８２

ＦＡＸ

０６－６８４２－７９８２

E-Mail

info@hokusetsu-kaigo.net

組合員数

２０社（平成 30 年 1 月 1 日現在）

対象区域

大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市

組合員について

組合員について

組合員の資格は次のいずれにも該当する事業者です。
① 居宅介護支援（ケアプランセンター）
・訪問介護・訪問看護・通所介護（デイサービス）
小規模多機能型居宅・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）・福祉用具貸与を
運営する事業者
② 大阪市・豊中市・池田市・吹田市・高槻市のいずれかに事業所を持つ事業者

沿
沿 革 革

平成２３年１０月

組合の前身となる経営効率化及び人材育成システムの共同化に向けた勉強会
を発足

平成２4 年 ６月

事業協同組合設立準備会を発足

平成２５年 １月

北摂介護サービス事業協同組合を設立

平成２５年 3 月

豊中市末広町へ事務所を移転

平成２８年１０月

豊中市本町へ事務所を移転

事業内容
事業内容

共 同 宣 伝

ホームページやパンフレットを利用し、各組合員の事業所をご紹介
したり、介護保険制度の動向等を研究し広く一般の皆様方に分かり
やすく情報をお伝えします。
また、求人情報を掲載し、人材確保を行うとともに、合同就職面接
会などのイベントも企画いたします。

研

修

外部の専門家講師などを招き、介護職員に対して、より専門的な研
修を行うことにより、介護職員の質の向上を図ります。
また、税務や人事労務など企業運営に必要な経営者向けの研修も行
い、組合員の経営基盤の強化を支援いたします。

I T 化 促 進

多くの書類をデータで保存できるシステムを研究するとともに、ア
イパッドなどを利用した介護サービスの事務管理及び請求事務の効
率化などの研究を行うなど、IT 化を促進します。

相 互 交 流

組合員同士の交流を図り、情報共有し経営の効率化を図ることで安
定した事業経営につなげ、ご利用者の皆様方により良いサービスが
継続してご提供できるように組合員を支援いたします。

福 利 厚 生

組合員事業所の職員に対する福利厚生の向上に役立つ事業を行い、
働き甲斐のある職場づくりの支援を行います

事業所紹介

事業所紹介
法人名

サービス種別

株式会社

アイ C・ライフ

通所介護

株式会社

茜

訪問介護

有限会社

曙介護サービス

居宅介護支援
訪問介護
小規模多機能

有限会社

アシスト・ワン

居宅介護支援
訪問介護
訪問看護

株式会社ウラノ

居宅介護支援
訪問介護
小規模多機能
福祉用具貸与

大阪中央警備保障

株式会社

居宅介護支援

訪問介護

通所介護
福祉用具貸与
有限会社ケアネット大阪ヘルパーセ
ンター

居宅介護支援
訪問介護

事業所名
葵岡町デイサービス
豊中市宝山町 11-15
TEL06-4865-3233
葵緑地公園デイサービス
豊中市若竹町 2-5-5
TEL06-6152-5634
みろくケアサービス
豊中市東豊中町 4-15-29 TEL06-6152-6441
あけぼの介護サービス
豊中市三和町 4-9-3
TEL06-6333-7317
あけぼの介護サービス
豊中市三和町 4-9-3
TEL06-6333-7317
ほのぼの あけぼの
豊中市庄本町 2-1-8
TEL06-6868-9217
キボウ豊中
豊中市中桜塚 3-10-35
TEL06-6844-1180
キボウ豊中
豊中市中桜塚 3-10-35
TEL06-6844-1180
キボウ豊中訪問看護ステーション
豊中市中桜塚 3-10-35
TEL06-6844-1180
株式会社ウラノ
豊中市新千里南町 3-1-24 TEL06-6835-2292
株式会社ウラノ
豊中市新千里南町 3-1-24 TEL06-6835-2297
ウラノ・ハレラマヒナ上野
豊中市上野西 2-4-7
TEL06-4865-0801
株式会社ウラノ福祉用具部 Meister
豊中市新千里南町 3-1-20 TEL06-6155-4800
大阪中央警備保障株式会社中央介護センターサン
豊中市服部元町 2-3-10
TEL06-6867-1331
中央介護センターサン曽根ステーション
豊中市曽根南町 2-11-35 TEL06-6863-1001
大阪中央警備保障株式会社中央介護センターサン
豊中市服部元町 2-3-10
TEL06-6867-1331
中央介護センターサン 庄内ステーション
豊中市庄内幸町 3-20-5
TEL06-6331-3700
中央介護センターサン 曽根ステーション
豊中市曽根南町 2-11-35 TEL06-6863-1001
中央介護センターサン 曽根南ステーション
豊中市曽根南町 2-10-17 TEL06-6865-7501
中央介護センターサン 曽根デイサービス
豊中市曽根南町 2-11-35 TEL06-6863-1001
中央介護センターサン
豊中市服部元町 2-3-10
TEL06-6867-1331
有限会社ケアネット大阪ケアプランセンター豊中
豊中市曽根西町 2-3-31
TEL06-6842-6005
有限会社ケアネット大阪ヘルパーセンター豊中訪問
介護事業所
豊中市曽根西町 2-3-31
TEL06-6842-6005

株式会社

光研

居宅介護支援

訪問介護

福祉用具貸与
株式会社

幸彩

居宅介護支援
訪問介護

有限会社

在宅ケア―サービス豊中

居宅介護支援
訪問介護

有限会社

鈴木製作所

訪問介護

すばる
株式会社

訪問介護
SMILE

居宅介護支援
訪問介護

株式会社

タックケア

居宅介護支援
訪問介護

株式会社

刀根萬

居宅介護支援
訪問介護

株式会社

ピグマリオン

小規模多機能

グループホーム
プラスワンケアサポート

株式会社

居宅介護支援
訪問介護
福祉用具貸与

ケアプランセンターコーケン
豊中市服部豊町 1-8-12
TEL06-6868-1387
ケアプランセンターコーケン庄本
豊中市庄本町 2-7-40
TEL06-4866-5805
ケアプランセンターコーケン庄内営業所
豊中市庄内幸町 2-2-39
TEL06-6336-7788
ヘルパーステーションコーケン
豊中市服部豊町 1-8-12
TEL06-6868-1387
ヘルパーステーションコーケン庄内営業所
豊中市庄内幸町 2-2-39
TEL06-6336-7788
株式会社光研
豊中市庄本町 2-7-40
TEL06-6334-1361
ケアプランセンターサンライフ三国
豊中市庄内幸町 2-14-4
TEL06-6334-0115
ヘルパーステーションサンライフ三国
豊中市庄内幸町 2-14-4
TEL06-6334-0115
在宅ケアーサービス豊中
豊中市末広町 2-2-2
TEL06-6845-1315
在宅ケアーサービス豊中
豊中市末広町 2-2-2
TEL06-6845-1315
福祉サービスぶうめらん
豊中市小曽根 1-４-1０
TEL06-6152-9858
居宅介護サービスすばる
豊中市本町 1-10-18
TEL06-6855-6517
スマイルケア
豊中市東泉丘 2-13-3
TEL06-7892-2999
スマイルケア
豊中市東泉丘 2-13-3
TEL06-7892-2999
タックケア
豊中市向丘 3-6-50
TEL06-6335-4374
タックケア
豊中市向丘 3-6-50
TEL06-6335-4374
ケア・アンド・コミュニケーション
豊中市刀根山 4-6-4
TEL06-6152-1151
ケア・アンド・コミュニケーション
豊中市刀根山 4-6-4
TEL06-6152-1151
ピグマリオン ヒュッテ上野
豊中市上野東 1-16-3
TEL06-4865-3307
ピグマリオン ヒュッテ泉丘
豊中市東泉丘 1-2383-2
TEL06-6857-2721
ピグマリオン豊中桜ノ庄
豊中市庄内栄町 2-11-5
TEL06-6332-7888
プラスワンケアサポート株式会社豊中支店
豊中市本町 1-5-8
TEL06-6840-1100
プラスワンケアサポート株式会社豊中支店
豊中市本町 1-5-8
TEL06-6840-1100
プラスワンケアサポート株式会社豊中支店
豊中市本町 1-5-8
TEL06-6840-1100

有限会社

みらい

居宅介護支援
訪問介護
訪問看護
通所介護
小規模多機能

株式会社

ユーアイプラチナ

居宅介護支援

訪問介護

小規模多機能

グループホーム

利楽心

株式会社

居宅介護支援
訪問介護
通所介護
小規模多機能
グループホーム

株式会社

ワークアンドハーフ

通所介護

有限会社みらい豊中ステーション
豊中市西緑丘 3-22-20
TEL06-6842-6233
有限会社みらい豊中ステーション
豊中市西緑丘 3-22-20
TEL06-6842-6233
みらい訪問看護ステーション
豊中市西緑丘 3-22-20
TEL06-7173-2620
デイサービスみらい
豊中市上野東 1-3-68
TEL06-6842-6421
みらいのあかり
豊中市熊野町 1-9-19
TEL06-6842-3030
プラチナライフケアプランセンター
池田市住吉 1-8-25
TEL072-760-3366
ユーアイケアプランセンター
豊中市岡上の町 1-2-6
TEL06-6855-7829
プラチナライフ池田
池田市住吉 1-8-25
TEL072-760-3366
プラチナライフ高槻
高槻市城南町 1-23-12
TEL072-662-9889
プラチナライフ木部
池田市木部町 141-2
TEL072-754-2520
ユーアイほっと倶楽部宮山
豊中市宮山町 3-19-33
TEL06-4981-8719
ユーアイほっと倶楽部豊中
豊中市岡上の町 1-2-6
TEL06-6855-8102
ユーアイほっと倶楽部原田
豊中市原田元町 1-4-3
TEL06-7175-3672
ユーアイプラチナ宇保
池田市宇保町 10-2
TEL072-752-0654
アイフロント神田
池田市神田 3-2-2
TEL072-752-2022
アイフロント城南
池田市城南 3-10-10
TEL072-752-5550
グループホームユーアイ緑丘
豊中市西緑丘 3-5-2
TEL06-6854-1110
一期一会
池田市栄本町 1-8
TEL072-752-0727
ヘルパーステーションほっと・たいむ
池田市栄本町 1-8
TEL072-752-0862
デイサービス利楽心
池田市栄本町 1-8
TEL072-747-6422
小規模多機能型居宅介護ハ・ト時計
池田市西本町 2-15
TEL 072-753-5609
グループホームあゆむ
池田市室町 7-7
TEL 072-754-1802
グループホーム自由時間
池田市鉢塚２-5-29
TEL072-760-4560
デイサービス笑天家
豊中市春日町 4-17-12
TEL06-6852-1230

