
障害福祉サービス等情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和1年9月13日現在)

事業所番号 法人等の名称 事業所の名称 サービスの種類

1432801122
（一社）秦野市障害者地域
生活支援推進機構

（一社）秦野市障害者地域生活支援
推進機構

地域相談支援（地
域移行支援）

1432801122
（一社）秦野市障害者地域
生活支援推進機構

（一社）秦野市障害者地域生活支援
推進機構

地域相談支援（地
域定着支援）

1432801122
（一社）秦野市障害者地域
生活支援推進機構

障害福祉なんでも相談室 計画相談支援

1472800299
（一社）秦野市障害者地域
生活支援推進機構

障害福祉なんでも相談室 障害児相談支援

1414000628
２４Ｈヘルプサービスユッ
キーハウス株式会社

２４Ｈヘルプサービス　ユッキーハ
ウス

居宅介護

1414000628
２４Ｈヘルプサービスユッ
キーハウス株式会社

２４Ｈヘルプサービス　ユッキーハ
ウス

重度訪問介護

1412100669 Ｂｅ－Ｏｎｅｓｅｌｆ ピースウェーブ 就労継続支援Ａ型
1414200582 Ｍａｈａｌｏ合同会社 訪問介護まはろ 居宅介護
1414200582 Ｍａｈａｌｏ合同会社 訪問介護まはろ 重度訪問介護

1422100915
ＮＰＯ法人Ｒ・ＷＯＲＫＳ
ＨＯＰ

虹の子ハウス（グラッシーズ） 共同生活援助

1432100905
ＮＰＯ法人Ｒ・ＷＯＲＫＳ
ＨＯＰ

虹の子相談支援事業所 計画相談支援

1472100203
ＮＰＯ法人Ｒ・ＷＯＲＫＳ
ＨＯＰ

虹の子相談支援事業所 障害児相談支援

1412900761 ＮＰＯ法人ハイテンション Ｌｏｖｅ　ｊｅｔｓ 居宅介護
1412900761 ＮＰＯ法人ハイテンション Ｌｏｖｅ　ｊｅｔｓ 重度訪問介護
1412900761 ＮＰＯ法人ハイテンション Ｌｏｖｅ　ｊｅｔｓ 行動援護
1412900761 ＮＰＯ法人ハイテンション Ｊｕｍｐ 生活介護
1412900761 ＮＰＯ法人ハイテンション ロウテンション 生活介護

1412700179
ＮＰＯ法人ぷらす介護セン
ター

ぷらす介護センター 居宅介護

1412700179
ＮＰＯ法人ぷらす介護セン
ター

ぷらす介護センター 重度訪問介護

1432001038 ＮＰＯ法人みんなの家ココ 相談室ブブ 計画相談支援
1472000205 ＮＰＯ法人みんなの家ココ 相談室ブブ 計画相談支援

1452000092 ＮＰＯ法人みんなの家ココ みんなの家ココ
放課後等デイサー
ビス

1412001008 ＮＰＯ法人みんなの家ココ みんなの家ミミ 就労継続支援Ｂ型
1412001446 ＮＰＯ法人みんなの家ココ みんなの家ポポ 生活介護
1412001495 ＮＰＯ法人みんなの家ココ みんなの家ミミ河内 就労継続支援Ｂ型

1452000340 ＮＰＯ法人みんなの家ココ みんなの家ココ横内
放課後等デイサー
ビス

1452800137 ＮＰＯ法人みんなの家ココ みんなの家ココ秦野
放課後等デイサー
ビス

1412801225 ＮＰＯ法人みんなの家ココ みんなの家ミミ秦野 就労継続支援Ｂ型

1412900803
ＮＰＯ法人厚木ひまわりの
会

三田つばさ作業所 就労継続支援Ｂ型

1412900803
ＮＰＯ法人厚木ひまわりの
会

かがやき作業所 就労継続支援Ｂ型

1412700021
ＮＰＯ法人三浦市介護サー
ビスセンター

特定非営利活動法人　三浦市介護
サービスセンター

居宅介護

1412700021
ＮＰＯ法人三浦市介護サー
ビスセンター

特定非営利活動法人　三浦市介護
サービスセンター

重度訪問介護

1412700021
ＮＰＯ法人三浦市介護サー
ビスセンター

特定非営利活動法人　三浦市介護
サービスセンター

同行援護

1432700159
ＮＰＯ法人三浦市介護サー
ビスセンター

相談支援事業所ビリーブ 計画相談支援

1472700036
ＮＰＯ法人三浦市介護サー
ビスセンター

相談支援事業所　ビリーブ 障害児相談支援

1432700159
ＮＰＯ法人三浦市介護サー
ビスセンター

相談支援事業所ビリーブ
地域相談支援（地
域移行支援）
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1432700159
ＮＰＯ法人三浦市介護サー
ビスセンター

相談支援事業所ビリーブ
地域相談支援（地
域定着支援）

1451440018 ＮＰＯ法人山北なないろ どんぐりん 児童発達支援

1451440018 ＮＰＯ法人山北なないろ どんぐりん
放課後等デイサー
ビス

1434100622
ＮＰＯ法人神奈川県視覚障
害者福祉協会

神奈川ライトハウス相談支援セン
ター

計画相談支援

1474100136
ＮＰＯ法人神奈川県視覚障
害者福祉協会

神奈川ライトハウス相談支援セン
ター

障害児相談支援

1422100758
ＮＰＯ法人地域で共に生き
る会

グループホーム・コンブリオ 共同生活援助

1412301168 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　小田原　訪問介護 居宅介護
1412301168 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　小田原　訪問介護 重度訪問介護

1414200566
アビリティーズジャスコ株
式会社

アビリティーズジャスコ海老名セン
ター

就労移行支援

1414200566
アビリティーズジャスコ株
式会社

アビリティーズジャスコ海老名セン
ター

就労定着支援

1412101014 いまここケア株式会社 いまここケア 居宅介護
1412101014 いまここケア株式会社 いまここケア 重度訪問介護

1413001379
インターメディック株式会
社

もみの木デイサービス 生活介護

1453000307
インターメディック株式会
社

もみの木放課後等デイサービス
放課後等デイサー
ビス

1422101046
ウェルフェアオフィス株式
会社

グループホームオハナ 共同生活援助

1453000356 エスエフ合同会社
Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ　ｓｍｉｌｅ　大
和教室

児童発達支援

1453000356 エスエフ合同会社
Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ　ｓｍｉｌｅ　大
和教室

放課後等デイサー
ビス

1412201194 エスプリ有限会社 ハートランドふじさわ 居宅介護
1412201194 エスプリ有限会社 ハートランドふじさわ 重度訪問介護
1424000725 エプシロンコア合同会社 わがや・・・東成瀬 共同生活援助

1412300962
カイロス・アンド・カンパ
ニー株式会社

訪問介護ファミリー・ホスピス小田
原

居宅介護

1412300962
カイロス・アンド・カンパ
ニー株式会社

訪問介護ファミリー・ホスピス小田
原

重度訪問介護

1412001438
カイロス・アンド・カンパ
ニー株式会社

訪問介護ファミリー・ホスピス四之
宮

居宅介護

1412001438
カイロス・アンド・カンパ
ニー株式会社

訪問介護ファミリー・ホスピス四之
宮

重度訪問介護

1452800277 きずな株式会社
脳を育てる運動療育センター　こど
もプラス　秦野渋沢教室

児童発達支援

1452800277 きずな株式会社
脳を育てる運動療育センター　こど
もプラス　秦野渋沢教室

放課後等デイサー
ビス

1424000782 くぬぎと樫 グループホームかがやき 共同生活援助
1414100584 さがみ福禄寿興産株式会社 ひばり介護サービス 居宅介護
1414100584 さがみ福禄寿興産株式会社 ひばり介護サービス 重度訪問介護
1412202234 スターホーム株式会社 セラヴィ藤沢 短期入所
1422001626 スターホーム株式会社 セラヴィ平塚 共同生活援助
1422202216 スターホーム株式会社 セラヴィ藤沢 共同生活援助
1423001039 ステラポラリス さんさんホーム 共同生活援助
1412100404 セントケア神奈川株式会社 セントケア鎌倉 居宅介護
1412400408 セントケア神奈川株式会社 セントケア茅ヶ崎 居宅介護
1414100196 セントケア神奈川株式会社 セントケア座間 居宅介護

1412901413
ソーシャルインクルー株式
会社

ソーシャルインクルーホーム厚木金
田

短期入所

1421200237
ソーシャルインクルー株式
会社

フレンディアメゾン宮山 共同生活援助
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1422700193
ソーシャルインクルー株式
会社

フレンディアメゾンみうら 共同生活援助

1422901429
ソーシャルインクルー株式
会社

ソーシャルインクルーホーム厚木金
田

共同生活援助

1424100772
ソーシャルインクルー株式
会社

フレンディアメゾンざま 共同生活援助

1424200663
ソーシャルインクルー株式
会社

フレンディアメゾン海老名 共同生活援助

1452100025 たすく株式会社 学びの基地　御成教室 児童発達支援

1452100025 たすく株式会社 学びの基地　御成教室
放課後等デイサー
ビス

1452100231 たすく株式会社 鎌倉発達支援室・自立の学校 児童発達支援

1452100231 たすく株式会社 鎌倉発達支援室・自立の学校
放課後等デイサー
ビス

1452100025 たすく株式会社 学びの基地　御成教室 保育所等訪問支援
1413001262 タチバナ技研 たちばな訪問介護ステーション 居宅介護
1413001262 タチバナ技研 たちばな訪問介護ステーション 重度訪問介護
1412201913 づくり株式会社 ワークセンター藤沢 就労継続支援Ａ型
1412201913 づくり株式会社 ワークセンター藤沢 就労移行支援
1422801165 ていてい合同会社 グリーンハウス 共同生活援助
1422901338 ていてい合同会社 岡田ハウス 共同生活援助
1412901454 ていてい合同会社 まんまん食堂 就労継続支援Ｂ型

1412201731
パーソルチャレンジ株式会
社

パーソルチャレンジ藤沢キャリアセ
ンター

就労定着支援

1412201558 プレミア株式会社 プレミア藤沢 就労移行支援
1412201558 プレミア株式会社 プレミア藤沢　Ｂ 就労継続支援Ｂ型

1412900746
ベストトレーディング株式
会社

ベストトレーディング株式会社福祉
事業部サンライフ

就労継続支援Ｂ型

1414200285
マイルド・ライフケア株式
会社

マイルド・ライフ海老名 居宅介護

1414200285
マイルド・ライフケア株式
会社

マイルド・ライフ海老名 重度訪問介護

1412200568 ミモザ株式会社
ミモザ在宅療養支援ステーション藤
沢

居宅介護

1412200568 ミモザ株式会社
ミモザ在宅療養支援ステーション藤
沢

重度訪問介護

1412202200
ユースタイルラボラトリー
株式会社

土屋訪問介護事業所藤沢 居宅介護

1412202200
ユースタイルラボラトリー
株式会社

土屋訪問介護事業所藤沢 重度訪問介護

1452500067 レアロ株式会社 スタジオみらい逗子 児童発達支援

1452500067 レアロ株式会社 スタジオみらい逗子
放課後等デイサー
ビス

1412100099
医療生協かながわ生活協同
組合

医療生協かながわ生活協同組合ヘル
パーステーションふかさわ

居宅介護

1412100099
医療生協かながわ生活協同
組合

医療生協かながわ生活協同組合ヘル
パーステーションふかさわ

重度訪問介護

1412000158 医療法人　研水会 医療法人研水会　ポラリス 短期入所
1412000158 医療法人　研水会 ポラリス・ワークサポート 就労継続支援Ｂ型
1422000164 医療法人　研水会 医療法人研水会メゾン公所 共同生活援助
1422000800 医療法人　研水会 医療法人研水会　　ポラリス 共同生活援助
1412100966 医療法人　光陽会 ハートケア鎌倉訪問介護事業所 居宅介護
1412100966 医療法人　光陽会 ハートケア鎌倉訪問介護事業所 重度訪問介護
1412001412 医療法人救友会 ＳＭＣケアステーションさなだ 居宅介護
1412001412 医療法人救友会 ＳＭＣケアステーションさなだ 重度訪問介護

1432700126 医療法人財団青山会
こころの相談センター　チームブ
ルー

計画相談支援

3 



障害福祉サービス等情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和1年9月13日現在)

事業所番号 法人等の名称 事業所の名称 サービスの種類

1432700126 医療法人財団青山会
こころの相談センター　チームブ
ルー

地域相談支援（地
域移行支援）

1432700126 医療法人財団青山会
こころの相談センター　チームブ
ルー

地域相談支援（地
域定着支援）

1412700112 医療法人財団青山会 生活支援施設　萌木 短期入所
1422700060 医療法人財団青山会 生活支援施設　萌木 共同生活援助

1474200035
医療法人社団　青木末次郎
記念会

相談支援事業所　びーな’S 障害児相談支援

1412700161 医療法人社団　南州会 はまゆう訪問介護ステーション 居宅介護
1412700161 医療法人社団　南州会 はまゆう訪問介護ステーション 重度訪問介護

1412101006 医療法人社団湘南友和会
さとうクリニック　ひまわりヘル
パーステーション　鎌倉・台

居宅介護

1412101006 医療法人社団湘南友和会
さとうクリニック　ひまわりヘル
パーステーション　鎌倉・台

重度訪問介護

1412101006 医療法人社団湘南友和会
さとうクリニック　ひまわりヘル
パーステーション　鎌倉・台

同行援護

1432201513 医療法人社団清心会 なでしこ 計画相談支援
1412201814 医療法人社団清心会 みずき 短期入所

1412201814 医療法人社団清心会 みずき
自立訓練（生活訓
練）

1412201814 医療法人社団清心会 みずき 宿泊型自立訓練
1412202226 医療法人社団清心会 りんどう 居宅介護
1412202226 医療法人社団清心会 りんどう 重度訪問介護
1422000180 医療法人社団清風会 メゾン金目 共同生活援助
1414100733 医療法人社団博奉会 クロプファ 就労継続支援Ｂ型
1422800183 医療法人丹沢病院 ハイツ希望 共同生活援助
1432801056 医療法人丹沢病院 相談支援事業所　のぞみ 計画相談支援
1423001328 一般社団法人ＢーＮＥＸＴ 深見西グループホーム 共同生活援助
1422201861 一般社団法人ＨＯＰＥ 湘南ダルク 共同生活援助

1452200734
一般社団法人こども発達サ
ポート協会

ひよっこくらぶ鵠沼 児童発達支援

1422801025 一般社団法人シオン シオンホーム 共同生活援助
1412201574 一般社団法人ふれあいの郷 善行ふれあい訪問介護センター 居宅介護
1422201531 一般社団法人ふれあいの郷 善行なでしこハイツ 共同生活援助
1422201549 一般社団法人ふれあいの郷 善行ピアハイツ 共同生活援助

1452200312 一般社団法人ふれあいの郷 放課後等デイサービス　わかば
放課後等デイサー
ビス

1413001304 一般社団法人レジスト リアクタント 就労継続支援Ｂ型

1422901346
一般社団法人ワイズ・イン
フィニティ・エイト

ＧＨソシオ鳶尾 共同生活援助

1414100691
一般社団法人在宅医療推進
協会

うるわしの羽 居宅介護

1414100691
一般社団法人在宅医療推進
協会

うるわしの羽 重度訪問介護

1421400225
一般社団法人若者教育支援
センター

桔梗の家 共同生活援助

1452000399
一般社団法人文化芸術推進
協会

はとのもり
放課後等デイサー
ビス

1412001131 一般社団法人宝命 宝命ヘルパーステーション 居宅介護
1412001131 一般社団法人宝命 宝命ヘルパーステーション 重度訪問介護

1452900226
一般社団法人幼少児体育開
発センター

放課後等デイ　キッズポートらんど 児童発達支援

1452900226
一般社団法人幼少児体育開
発センター

放課後等デイ　キッズポートらんど
放課後等デイサー
ビス

1412001420 介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 居宅介護
1412001420 介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 重度訪問介護
1412001420 介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 同行援護
1414400307 介護隊株式会社 介護隊本部 居宅介護
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1414400307 介護隊株式会社 介護隊本部 重度訪問介護
1414100469 株式会社　Ｂrain さくらの郷 重度訪問介護

1452200825
株式会社　ＬＩＢＥＲＡＬ
ＤＥＳＩＧＮ

クラブ湘南　CHI‘SHOME
放課後等デイサー
ビス

1413001387 株式会社　Ｍｅｌｋ Ｍｅｌｋ　大和Ｏｆｆｉｃｅ 就労移行支援
1432001160 株式会社　アクアテック アクア・フェアリーアシスト 計画相談支援
1472000304 株式会社　アクアテック アクア・フェアリーアシスト 障害児相談支援
1412000190 株式会社　アクアテック アクア・ケアサービス平塚 居宅介護
1412000190 株式会社　アクアテック アクア・ケアサービス平塚 重度訪問介護
1412000190 株式会社　アクアテック アクア・ケアサービス平塚 同行援護

1452400227
株式会社　オプト・スポー
ツ・インターナショナル

こどもプラス茅ヶ崎教室 児童発達支援

1452400227
株式会社　オプト・スポー
ツ・インターナショナル

こどもプラス茅ヶ崎教室
放課後等デイサー
ビス

1413001080 株式会社　オンステージ ｓｅｌｆ－Ａ・オンステージ鶴間 就労継続支援Ａ型

1414000610
株式会社　ナチュラルライ
フサポート

レインツリー伊勢原事業所 就労継続支援Ｂ型

1412000661 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター湘南神田 居宅介護
1412000661 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター湘南神田 重度訪問介護
1412000869 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター平塚西海岸 居宅介護
1412000869 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター平塚西海岸 重度訪問介護
1412000653 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター平塚 居宅介護
1412000653 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター平塚 重度訪問介護
1412000679 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター湘南銀河 居宅介護
1412000679 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター湘南銀河 重度訪問介護
1412300533 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター小田原 居宅介護
1412300533 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター小田原 重度訪問介護
1412900571 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター本厚木 居宅介護
1412900571 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター本厚木 重度訪問介護
1412300541 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター西湘 居宅介護
1412300541 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター西湘 重度訪問介護
1412400424 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター茅ヶ崎 居宅介護
1412400424 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター茅ヶ崎 重度訪問介護
1412400424 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター茅ヶ崎 同行援護
1412800516 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター秦野 居宅介護
1412800516 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター秦野 重度訪問介護
1412800862 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターまほろば 居宅介護
1412800862 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターまほろば 重度訪問介護
1412500066 株式会社　やさしい手 やさしい手逗子訪問介護事業所 居宅介護
1412500066 株式会社　やさしい手 やさしい手逗子訪問介護事業所 重度訪問介護
1422100741 株式会社　ラビー ケアホーム　ハーゼ 共同生活援助

1412300947 株式会社　環境福祉研究所
訪問介護センターイルソーレホーム
ケア

居宅介護

1412300947 株式会社　環境福祉研究所
訪問介護センターイルソーレホーム
ケア

重度訪問介護

1412300947 株式会社　環境福祉研究所
訪問介護センター　イルソーレホー
ムケア

同行援護

1413001189 株式会社　現代企画
就労移行支援事業所　ミライてらす
大和センター

就労移行支援

1412201426 株式会社　創生事業団 エルダーホームケア藤沢 居宅介護
1412201426 株式会社　創生事業団 エルダーホームケア藤沢 重度訪問介護

1412201467
株式会社　藤沢パートナー
ズ

藤沢訪問介護ステーション 居宅介護

1412201467
株式会社　藤沢パートナー
ズ

藤沢訪問介護ステーション 重度訪問介護

1452400219 株式会社Ａ＆Ｍ ハッピーテラス茅ヶ崎駅前教室
放課後等デイサー
ビス

1452400359 株式会社Ａ＆Ｍ ハピーテラス茅ヶ崎エメロード教室 児童発達支援
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事業所番号 法人等の名称 事業所の名称 サービスの種類

1452400359 株式会社Ａ＆Ｍ ハピーテラス茅ヶ崎エメロード教室
放課後等デイサー
ビス

1452900309 株式会社ａｌｅｇｒｉａ こぱんはうすさくら厚木恩名教室 児童発達支援

1452900309 株式会社ａｌｅｇｒｉａ こぱんはうすさくら厚木恩名教室
放課後等デイサー
ビス

1413000959 株式会社Ａ－ｐｌａｃｅ おひさまケア　相模 居宅介護
1413000959 株式会社Ａ－ｐｌａｃｅ おひさまケア　相模 重度訪問介護
1413001270 株式会社Ｂ－ＡＵＢＥ 総活躍　大和 就労継続支援Ｂ型

1424100830
株式会社ＨＯＭＥ＆ＣＡＲ
Ｅ

わおん座間 共同生活援助

1412202101 株式会社Ｋ ヘルパーステーションかいんど藤沢 居宅介護
1414200301 株式会社Ｋ ヘルパーステーションかいんど 居宅介護
1414200301 株式会社Ｋ ヘルパーステーションかいんど 重度訪問介護
1411600198 株式会社Ｋ＆Ｙ リンクｊａパル半原事業所 就労継続支援Ｂ型

1414100782
株式会社Ｌ’ａｒｃーｅ
ｎーｃｉｅｌ

ラルク座間 就労継続支援Ｂ型

1422801231
株式会社Ｌ’ａｒｃーｅ
ｎーｃｉｅｌ

シエリ　東海大学前 共同生活援助

1412500348 株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 株式会社　ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 居宅介護
1412500348 株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 株式会社　ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 重度訪問介護
1432500351 株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 株式会社　ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 計画相談支援
1472500048 株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 障害児相談支援
1412500348 株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 株式会社　ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 同行援護
1452400193 株式会社ＭＡＳ おうるの木　茅ヶ崎 児童発達支援

1452400193 株式会社ＭＡＳ おうるの木　茅ヶ崎
放課後等デイサー
ビス

1411300294 株式会社ＮＣＣＳ オリーブヘルパーステーション 居宅介護
1411300294 株式会社ＮＣＣＳ オリーブヘルパーステーション 重度訪問介護

1413001361
株式会社ＮｅｗＶａｌｌｅ
ｙ

たいよう 居宅介護

1413001361
株式会社ＮｅｗＶａｌｌｅ
ｙ

たいよう 重度訪問介護

1452200759 株式会社Ｏｒｉｇｉｎ フレンズ藤沢 児童発達支援

1452200759 株式会社Ｏｒｉｇｉｎ フレンズ藤沢
放課後等デイサー
ビス

1412100446 株式会社ＳＡＫＡＥ 倫ライフサポート 居宅介護
1412100446 株式会社ＳＡＫＡＥ 倫ライフサポート 重度訪問介護
1412100446 株式会社ＳＡＫＡＥ 倫ライフサポート 同行援護
1412900712 株式会社ＳＣあつぎ ＳＣあつぎ 居宅介護
1412900712 株式会社ＳＣあつぎ ＳＣあつぎ 重度訪問介護
1422001535 株式会社TOWASIS とわしすホーム 共同生活援助

1412901231
株式会社Ｕｃｃｉｅコーポ
レーション

総活躍山際 就労継続支援Ｂ型

1412000877 株式会社あすなろ ケアステーションあすなろ 居宅介護
1412000877 株式会社あすなろ ケアステーションあすなろ 重度訪問介護
1414000743 株式会社アプリス ワークショップ伊勢原 就労移行支援
1414000743 株式会社アプリス ワークショップ伊勢原 就労継続支援Ａ型
1412301184 株式会社あみかるそわん れもんケアステーション 居宅介護
1412301184 株式会社あみかるそわん れもんケアステーション 重度訪問介護
1422901353 株式会社アンダンテ グループホームはるめき 共同生活援助

1412900670
株式会社イーエムケアライ
フ

介護サービス・光 居宅介護

1412900670
株式会社イーエムケアライ
フ

介護サービス・光 重度訪問介護

1412100206 株式会社イザカマクラ イザカマクラ訪問介護サービス 居宅介護
1412100206 株式会社イザカマクラ イザカマクラ訪問介護サービス 重度訪問介護
1412001560 株式会社いつき ケアステーションいつき 居宅介護
1412001560 株式会社いつき ケアステーションいつき 重度訪問介護
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1412201582 株式会社インユー クラブハウス・インユー 生活介護
1412801175 株式会社ウィズ 秦野障害福祉職業訓練支援センター 就労移行支援
1412801175 株式会社ウィズ 秦野障害福祉職業訓練支援センター 就労継続支援Ｂ型
1413001338 株式会社エクシオジャパン ソフトケア中央林間 居宅介護
1413001338 株式会社エクシオジャパン ソフトケア中央林間 重度訪問介護

1412300160 株式会社エスティサービス
株式会社エスティサービス小田原営
業所

居宅介護

1412300160 株式会社エスティサービス
株式会社エスティサービス小田原営
業所

重度訪問介護

1412800193 株式会社エスティサービス
株式会社エスティサービス　秦野営
業所

居宅介護

1412800193 株式会社エスティサービス
株式会社エスティサービス　秦野営
業所

重度訪問介護

1414200632 株式会社オート電機 ディーキャリア　海老名オフィス 就労移行支援
1432401089 株式会社かかわ あう 計画相談支援

1433001284 株式会社カスケード東京
らいおんハート福祉ケア支援事業所
大和

計画相談支援

1473000329 株式会社カスケード東京
らいおんハート福祉ケア支援事業所
大和

障害児相談支援

1453000224 株式会社カスケード東京
らいおんハート遊びリテーション児
童デイ中央林間

児童発達支援

1453000224 株式会社カスケード東京
らいおんハート遊びリテーション児
童デイ中央林間

放課後等デイサー
ビス

1453000273 株式会社カスケード東京
らいおんハート遊びリテーション児
童デイ中央林間ＡＮＮＥＸ

児童発達支援

1411400235
株式会社クオリティータイ
ム

訪問介護まつだ 居宅介護

1411400235
株式会社クオリティータイ
ム

訪問介護まつだ 重度訪問介護

1412500173 株式会社クリンリイ 株式会社　クリンリイ 居宅介護
1412500173 株式会社クリンリイ 株式会社　クリンリイ 重度訪問介護
1413001247 株式会社クローバー さくら・介護ステーション大和中央 居宅介護
1413001247 株式会社クローバー さくら・介護ステーション大和中央 重度訪問介護

1412901074
株式会社ケアライフジャパ
ン

ケアライフあつぎ 居宅介護

1412901074
株式会社ケアライフジャパ
ン

ケアライフあつぎ 重度訪問介護

1452900069
株式会社ケアライフジャパ
ン

ケアライフあつぎ 児童発達支援

1452900069
株式会社ケアライフジャパ
ン

ケアライフあつぎ
放課後等デイサー
ビス

1412202002 株式会社ケアンズ グラッセン辻堂　訪問介護 居宅介護
1412202002 株式会社ケアンズ グラッセン辻堂　訪問介護 重度訪問介護
1412200964 株式会社ケイズ けいずらいふ２４ 短期入所
1452400383 株式会社コペル コペルプラス　茅ヶ崎教室 児童発達支援

1412000232 株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービスセンター
湘南事業所

同行援護

1423001237 株式会社サポートイン サポートイン 共同生活援助
1424200648 株式会社サポートイン サポートイン海老名 共同生活援助

1412000810 株式会社サンマークケア
ヘルパーステーションあんしん元気
平塚

居宅介護

1412000810 株式会社サンマークケア
ヘルパーステーションあんしん元気
平塚

重度訪問介護

1411600230 株式会社ジャパン Bluebee-Forest 就労継続支援Ａ型
1412901322 株式会社ジャパン Ｂｌｕｅｂｅｅ－Ｄｒｅａｍ 就労継続支援Ｂ型

1412100958
株式会社ダブルコーポレー
ション

トライフル鎌倉 就労移行支援
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1412100958
株式会社ダブルコーポレー
ション

トライフル鎌倉
自立訓練（生活訓
練）

1412901058 株式会社てだすけ 訪問介護てだすけ 居宅介護
1412901058 株式会社てだすけ 訪問介護てだすけ 重度訪問介護
1412901058 株式会社てだすけ 訪問介護てだすけ 同行援護
1414000495 株式会社とも湘南 スワンベーカリー湘南店 就労継続支援Ａ型
1414000834 株式会社とも湘南 スワンベーカリー湘南店 就労継続支援Ｂ型
1412400572 株式会社パールケア パールケア茅ヶ崎 居宅介護
1412400572 株式会社パールケア パールケア茅ヶ崎 重度訪問介護
1413000413 株式会社ハピネス ハピネス　ヘルパーステーション 居宅介護
1413000413 株式会社ハピネス ハピネス　ヘルパーステーション 重度訪問介護
1412100461 株式会社ヒース ヒース・ケア 居宅介護
1412100461 株式会社ヒース ヒース・ケア 重度訪問介護
1412100461 株式会社ヒース ヒース・ケア 同行援護
1412900662 株式会社ふたばらいふ 株式会社ふたばらいふ 重度訪問介護

1452100348
株式会社フューチャーサ
ポート

のびの木ゆきのした 児童発達支援

1452100348
株式会社フューチャーサ
ポート

のびの木ゆきのした
放課後等デイサー
ビス

1412400952 株式会社プラーナ 就労移行支援プラーナ湘南 就労移行支援
1414200459 株式会社プラーナ 就労移行支援プラーナ海老名 就労移行支援
1414100303 株式会社プリマヴェール ケアサポートあおぞら 居宅介護
1414100303 株式会社プリマヴェール ケアサポートあおぞら 重度訪問介護
1414100303 株式会社プリマヴェール ケアサポートあおぞら 同行援護

1452100181 株式会社フロンティア ｅ－キッズひろば大船
放課後等デイサー
ビス

1412000703 株式会社へいあん へいあんホームケア平塚 居宅介護
1412000703 株式会社へいあん へいあんホームケア平塚 重度訪問介護
1412000703 株式会社へいあん へいあんホームケア平塚 同行援護

1452900366
株式会社ホライズンネクス
ト

りずむはーと 児童発達支援

1452900366
株式会社ホライズンネクス
ト

りずむはーと
放課後等デイサー
ビス

1412900555 株式会社ミュー 株式会社ミュー 重度訪問介護
1453000216 株式会社むげんらく 児童デイサービス　えっぐねすと 児童発達支援

1412300574
株式会社ライフ　アファー
ミング奨生

ヘルパーステーションかのん 居宅介護

1412300574
株式会社ライフ　アファー
ミング奨生

ヘルパーステーションかのん 重度訪問介護

1412300574
株式会社ライフ　アファー
ミング奨生

ヘルパーステーションかのん 同行援護

1412300574
株式会社ライフ　アファー
ミング奨生

かのん 就労継続支援Ｂ型

1422300861
株式会社ライフ　アファー
ミング奨生

ふぁみーる　かのん 共同生活援助

1432300950
株式会社ライフ　アファー
ミング奨生

障がい者支援センターかのん 計画相談支援

1432300950
株式会社ライフ　アファー
ミング奨生

障がい者支援センターかのん
地域相談支援（地
域移行支援）

1432300950
株式会社ライフ　アファー
ミング奨生

障がい者支援センターかのん
地域相談支援（地
域定着支援）

1472300241
株式会社ライフ　アファー
ミング奨生

障がい者支援センターかのん 障害児相談支援

1412101055 株式会社ラパン らぱんステップ 就労継続支援Ｂ型
1412001404 株式会社リアン 湘南介護支援センター 重度訪問介護
1412001404 株式会社リアン 湘南介護支援センター 同行援護
1412201251 株式会社るるカンパニー るる湘南 就労継続支援Ａ型
1454100189 株式会社縁グループ 縁ぴーす 児童発達支援
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障害福祉サービス等情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和1年9月13日現在)

事業所番号 法人等の名称 事業所の名称 サービスの種類

1454100189 株式会社縁グループ 縁ぴーす
放課後等デイサー
ビス

1454200195 株式会社縁グループ しあわせの木　海老名 児童発達支援

1454200195 株式会社縁グループ しあわせの木　海老名
放課後等デイサー
ビス

1452100132
株式会社鎌倉こどもリテラ
シー

鎌倉こども学園「チューリップ」 児童発達支援

1452100132
株式会社鎌倉こどもリテラ
シー

鎌倉こども学園「チューリップ」
放課後等デイサー
ビス

1431400207 株式会社喜の実 相談支援喜の実 計画相談支援
1471430031 株式会社喜の実 相談支援喜の実 障害児相談支援
1451530040 株式会社桐井ナーシング 花菜プラザ 児童発達支援

1451530040 株式会社桐井ナーシング 花菜プラザ
放課後等デイサー
ビス

1412500280 株式会社銀成 ワークハウス虹 就労継続支援Ｂ型

1452200817 株式会社恵比寿堂 ホヌランド
放課後等デイサー
ビス

1412201327 株式会社湘南ケアステージ ケアステーションあおぞら 居宅介護
1412201327 株式会社湘南ケアステージ ケアステーションあおぞら 重度訪問介護

1412202077 株式会社湘南ケアステージ ｹｱｾﾝﾀｰあおぞら
自立訓練（機能訓
練）

1412202119 株式会社湘南ケアステージ ケアセンターあおぞら 生活介護
1472200706 株式会社湘南の虹 相談支援事業所　りんぐ 障害児相談支援
1412801191 株式会社菖蒲の郷ふかわ 訪問支援事業所　一静 居宅介護

1421600212
株式会社泉心会メディカル
サービス

MS愛川 共同生活援助

1412401141
株式会社日本エルダリーケ
アサービス

訪問介護かえで茅ヶ崎サービスセン
ター

居宅介護

1412401141
株式会社日本エルダリーケ
アサービス

訪問介護かえで茅ヶ崎サービスセン
ター

重度訪問介護

1412901371
株式会社日本エルダリーケ
アサービス

訪問介護かえで厚木サービスセン
ター

居宅介護

1412901371
株式会社日本エルダリーケ
アサービス

訪問介護かえで厚木サービスセン
ター

重度訪問介護

1452100322 鎌倉市
鎌倉市児童発達支援センターあおぞ
ら園

児童発達支援

1412200279
企業組合労協センター事業
団

労協藤沢地域福祉事業所長後あかり 重度訪問介護

1452900341 公益財団法人横浜ＹＭＣＡ ＹＭＣＡ児童発達支援あつぎ 児童発達支援

1452900341 公益財団法人横浜ＹＭＣＡ ＹＭＣＡ児童発達支援あつぎ
放課後等デイサー
ビス

1432300885 公益財団法人積善会 公益財団法人積善会　曽我病院
地域相談支援（地
域移行支援）

1432300885 公益財団法人積善会 公益財団法人積善会　曽我病院
地域相談支援（地
域定着支援）

1432300885 公益財団法人積善会 公益財団法人積善会　曽我病院 計画相談支援

1412100826
合同会社　ハッピースマイ
ル

訪問介護　アリンコ 居宅介護

1412100826
合同会社　ハッピースマイ
ル

訪問介護　アリンコ 重度訪問介護

1412201368 合同会社　ゆい・ゆい 訪問介護事業所　ゆい・ゆい 居宅介護
1412201368 合同会社　ゆい・ゆい 訪問介護事業所　ゆい・ゆい 重度訪問介護
1412201368 合同会社　ゆい・ゆい 訪問介護事業所　ゆい・ゆい 同行援護
1412901249 合同会社ａｍｉｅｌ フル－ルケア 居宅介護
1412901249 合同会社ａｍｉｅｌ フル－ルケア 重度訪問介護
1412201962 合同会社ｓｔｕｄｉｏＭ Ｍ工房　藤沢 就労継続支援Ａ型

1452000480
合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏ
ｕ

ｔｉｎｏ
放課後等デイサー
ビス
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障害福祉サービス等情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和1年9月13日現在)

事業所番号 法人等の名称 事業所の名称 サービスの種類

1452000480
合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏ
ｕ

ｔｉｎｏ 保育所等訪問支援

1452000480
合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏ
ｕ

ｔｉｎｏ 児童発達支援

1411300328 合同会社アスリード アスリードフーズ 就労継続支援Ａ型
1412901314 合同会社オーシャン オーシャン本厚木 就労継続支援Ａ型
1414200483 合同会社クオール クオール海老名 居宅介護
1414200483 合同会社クオール クオール海老名 重度訪問介護
1434000756 合同会社くまくす湘南 かなえ相談室 計画相談支援
1424000790 合同会社くまくす湘南 かなゑホーム 共同生活援助

1411500158
合同会社ケアサービス湯河
原

鐘丘湯河原訪問介護センター 居宅介護

1411500158
合同会社ケアサービス湯河
原

鐘丘湯河原訪問介護センター 重度訪問介護

1412800987 合同会社ココロコネクト 訪問介護サービス　ココロコネクト 居宅介護
1412800987 合同会社ココロコネクト 訪問介護サービス　ココロコネクト 重度訪問介護
1412800987 合同会社ココロコネクト 訪問介護サービス　ココロコネクト 同行援護

1412401166
合同会社サポートサービス
ひといき

サポートサービスひといき 重度訪問介護

1411500083 合同会社タイヨウとダイチ ヘルパー事業所蜜柑 居宅介護
1411500083 合同会社タイヨウとダイチ ヘルパー事業所蜜柑 重度訪問介護
1411500083 合同会社タイヨウとダイチ ヘルパー事業所蜜柑 同行援護
1431500105 合同会社タイヨウとダイチ 相談支援事業所　蜜・柑 計画相談支援
1471530038 合同会社タイヨウとダイチ 相談支援事業所　蜜・柑 障害児相談支援
1413001098 合同会社タケザワ ドレミファランド介護ステーション 居宅介護
1413001098 合同会社タケザワ ドレミファランド介護ステーション 重度訪問介護
1413001098 合同会社タケザワ ドレミファランド介護ステーション 同行援護
1414300218 合同会社ほっとの実 訪問介護　ほっとの実 居宅介護
1412001313 合同会社ミタテ Ｒａｋｕｅ平塚 重度訪問介護
1432001285 合同会社みらい 相談室　みらい 計画相談支援
1472000379 合同会社みらい 相談室　みらい 障害児相談支援

1452000357 合同会社みらい 放課後等デイサービスみらい
放課後等デイサー
ビス

1412301010 合同会社美来 ケアサービス　みらい 居宅介護
1412301010 合同会社美来 ケアサービス　みらい 重度訪問介護
1412201772 合同会社優心 はっぴぃタウン 居宅介護
1412201772 合同会社優心 はっぴぃタウン 重度訪問介護
1412201772 合同会社優心 はっぴぃタウン 同行援護

1414000164
社会福祉法人　さくらの家
福祉農園

さくらの家福祉農園 生活介護

1414000164
社会福祉法人　さくらの家
福祉農園

さくらの家福祉農園 就労継続支援Ｂ型

1434000418
社会福祉法人　さくらの家
福祉農園

障がいサポート　コーラルビ 計画相談支援

1431300233 社会福祉法人　よるべ会 コスタ二宮 計画相談支援
1432301032 社会福祉法人　よるべ会 わらべの杜 計画相談支援
1472300274 社会福祉法人　よるべ会 わらべの杜 障害児相談支援
1422300309 社会福祉法人　よるべ会 ポラリスホーム 共同生活援助

1432301032 社会福祉法人　よるべ会 わらべの杜
地域相談支援（地
域移行支援）

1411300047 社会福祉法人　よるべ会 コスタ二宮 就労継続支援Ｂ型
1411300047 社会福祉法人　よるべ会 SP企画 生活介護
1452300377 社会福祉法人　よるべ会 どーむ 児童発達支援
1412202242 社会福祉法人　県央福祉会 かたくりホーム 自立生活援助
1412900415 社会福祉法人　光温会 光温会温水ケアセンター 居宅介護
1412900415 社会福祉法人　光温会 光温会温水ケアセンター 重度訪問介護

1412700039
社会福祉法人　三浦市社会
福祉協議会

就労支援センターどんまい 就労移行支援
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1412700039
社会福祉法人　三浦市社会
福祉協議会

就労支援センターどんまい 就労移行支援

1472700028
社会福祉法人　三浦市社会
福祉協議会

相談支援事業所　ｙｅｌｌ 障害児相談支援

1412300392
社会福祉法人　小田原福祉
会

潤生園ホームヘルプサービス 居宅介護

1412300392
社会福祉法人　小田原福祉
会

潤生園ホームヘルプサービス 重度訪問介護

1412300392
社会福祉法人　小田原福祉
会

潤生園ホームヘルプサービス 同行援護

1432301081
社会福祉法人　小田原福祉
会

潤生園れんげの里ケアマネジメント
センター

計画相談支援

1432800884
社会福祉法人 秦野なでし
こ会

あけぼの相談室 計画相談支援

1472800240
社会福祉法人 秦野なでし
こ会

あけぼの相談室 障害児相談支援

1412800482
社会福祉法人 秦野なでし
こ会

あけぼの 就労継続支援Ｂ型

1422800365
社会福祉法人 秦野なでし
こ会

ハイム・ユー・アイ 共同生活援助

1412900464 社会福祉法人　清琉会 玉川グリーンホーム 居宅介護

1411300120
社会福祉法人　大磯町社会
福祉協議会

大磯ケアセンターさざれ石訪問介護
事業所

居宅介護

1411300120
社会福祉法人　大磯町社会
福祉協議会

大磯ケアセンターさざれ石訪問介護
事業所

重度訪問介護

1414200160 社会福祉法人　中心会 えびな北高齢者施設 重度訪問介護

1472200193
社会福祉法人　藤沢ひまわ
り

藤沢市地域生活支援センター　おあ
しす

障害児相談支援

1412200683
社会福祉法人　藤沢ひまわ
り

就労移行支援事業　藤沢ひまわり 就労移行支援

1412200683
社会福祉法人　藤沢ひまわ
り

あんしんサポート藤沢ひまわり 就労定着支援

1412200683
社会福祉法人　藤沢ひまわ
り

就労継続支援事業Ｂ型　第３藤沢ひ
まわり

就労継続支援Ｂ型

1422200285
社会福祉法人　藤沢ひまわ
り

グリーンウェーブ湘南 共同生活援助

1422200293
社会福祉法人　藤沢ひまわ
り

グリーンウェーブ湘南Ａ 共同生活援助

1422200301
社会福祉法人　藤沢ひまわ
り

グリーンウェーブ湘南Ｂ 共同生活援助

1422201093
社会福祉法人　藤沢ひまわ
り

グリーンウェーブ 共同生活援助

1432200499
社会福祉法人　藤沢ひまわ
り

藤沢市地域生活支援センター　おあ
しす

計画相談支援

1432200499
社会福祉法人　藤沢ひまわ
り

藤沢市地域生活支援センター　おあ
しす

地域相談支援（地
域移行支援）

1432200499
社会福祉法人　藤沢ひまわ
り

藤沢市地域生活支援センター　おあ
しす

地域相談支援（地
域定着支援）

1411500059
社会福祉法人 箱根町社会
福祉協議会

はこね社協サービスセンター 居宅介護

1412100735 社会福祉法人　八寿会 みどりの園鎌倉 居宅介護
1412100735 社会福祉法人　八寿会 みどりの園鎌倉 重度訪問介護
1412100735 社会福祉法人　八寿会 みどりの園鎌倉 同行援護
1432100855 社会福祉法人　八寿会 みどりの園鎌倉 計画相談支援
1472100120 社会福祉法人　八寿会 みどりの園鎌倉 障害児相談支援

1452100215 社会福祉法人　八寿会 ぐるんぱ
放課後等デイサー
ビス
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1432001327
社会福祉法人　平塚市社会
福祉協議会

相談支援事業所くりはら 計画相談支援

1412000521
社会福祉法人　平塚市社会
福祉協議会

平塚栗原ホーム 居宅介護

1412000521
社会福祉法人　平塚市社会
福祉協議会

平塚栗原ホーム 重度訪問介護

1412001354
社会福祉法人　平塚市社会
福祉協議会

平塚栗原ホーム 生活介護

1421300243 社会福祉法人アルタイル メゾン中里 共同生活援助
1422000479 社会福祉法人アルタイル メゾン高根 共同生活援助

1412000489
社会福祉法人いきいき福祉
会

地域介護サービスセンター　ラポー
ル平塚

居宅介護

1412000489
社会福祉法人いきいき福祉
会

地域介護サービスセンター　ラポー
ル平塚

重度訪問介護

1412200576
社会福祉法人いきいき福祉
会

訪問介護　ラポール城南 居宅介護

1412200576
社会福祉法人いきいき福祉
会

訪問介護　ラポール城南 重度訪問介護

1411300039
社会福祉法人おおいそ福祉
会

かたつむりの家 生活介護

1411300039
社会福祉法人おおいそ福祉
会

かたつむりの家 就労継続支援Ｂ型

1411300039
社会福祉法人おおいそ福祉
会

かたつむりの家ワークセンター 就労継続支援Ｂ型

1412400416 社会福祉法人かがやき
湘南ベルサイドヘルパーステーショ
ン

居宅介護

1412400416 社会福祉法人かがやき
湘南ベルサイドヘルパーステーショ
ン

重度訪問介護

1412800052 社会福祉法人かしの木会 くず葉学園 生活介護
1412800052 社会福祉法人かしの木会 くず葉学園 短期入所
1412800052 社会福祉法人かしの木会 くず葉学園 施設入所支援
1412800128 社会福祉法人かしの木会 くず葉学園通所事業所Ⅰ 生活介護
1412800128 社会福祉法人かしの木会 くず葉学園通所事業所Ⅱ 就労継続支援Ｂ型
1412800128 社会福祉法人かしの木会 くず葉学園通所事業所Ⅲ 就労移行支援
1432800926 社会福祉法人かしの木会 くず葉学園　相談支援事業所 計画相談支援
1472800125 社会福祉法人かしの木会 くず葉学園　相談支援事業所 障害児相談支援

1412900779
社会福祉法人かながわ共同
会

厚木身体障害者等生活介護事業所 生活介護

1422900355
社会福祉法人かながわ共同
会

厚木精華園ゆめホーム 共同生活援助

1432900965
社会福祉法人かながわ共同
会

厚木精華園相談支援事業所 計画相談支援

1412900084
社会福祉法人かながわ共同
会

厚木精華園 生活介護

1412900084
社会福祉法人かながわ共同
会

厚木精華園 短期入所

1412900084
社会福祉法人かながわ共同
会

厚木精華園 施設入所支援

1411600206
社会福祉法人かながわ共同
会

愛川町指定生活介護事業所「かえで
の家」

生活介護

1412800060
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園 短期入所

1412800078
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園 生活介護

1412800078
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園 施設入所支援

1412800078
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園
自立訓練（生活訓
練）
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障害福祉サービス等情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和1年9月13日現在)

事業所番号 法人等の名称 事業所の名称 サービスの種類

1412800078
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園 就労移行支援

1412800144
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園チャレンジセンター 就労継続支援Ｂ型

1412800144
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園チャレンジセンター 就労定着支援

1412800409
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園居宅介護事業所 居宅介護

1412800409
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園居宅介護事業所 重度訪問介護

1412800409
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園居宅介護事業所 行動援護

1412800763
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園秦野市障害者日中サービ
スセンター

生活介護

1412900043
社会福祉法人かながわ共同
会

愛名やまゆり園 生活介護

1412900043
社会福祉法人かながわ共同
会

愛名やまゆり園 短期入所

1412900043
社会福祉法人かながわ共同
会

愛名やまゆり園 施設入所支援

1414000214
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園伊勢原市西部地区生活介
護事業所

生活介護

1422800423
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園今泉地区生活ホーム 共同生活援助

1422900371
社会福祉法人かながわ共同
会

愛名やまゆり園あいなホーム 共同生活援助

1424000279
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園平塚・大根地区生活ホー
ム

共同生活援助

1432800405
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園指定相談支援事業所「せ
いか」

計画相談支援

1432800405
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園指定相談支援事業所「せ
いか」

地域相談支援（地
域移行支援）

1432800405
社会福祉法人かながわ共同
会

秦野精華園指定相談支援事業所「せ
いか」

地域相談支援（地
域定着支援）

1432900346
社会福祉法人かながわ共同
会

愛名やまゆり園　相談支援事業
地域相談支援（地
域移行支援）

1432900346
社会福祉法人かながわ共同
会

愛名やまゆり園　相談支援事業
地域相談支援（地
域定着支援）

1451610065
社会福祉法人かながわ共同
会

愛川町児童発達支援センター「ひま
わりの家」

児童発達支援

1451610065
社会福祉法人かながわ共同
会

愛川町児童発達支援センター「ひま
わりの家」

保育所等訪問支援

1432400883 社会福祉法人ひざしの丘 ひざしの丘相談室 計画相談支援
1412400051 社会福祉法人ひざしの丘 湘南つつみ苑 生活介護
1412400051 社会福祉法人ひざしの丘 湘南つつみ苑 短期入所
1422401073 社会福祉法人ひざしの丘 つつみの郷 共同生活援助
1412200055 社会福祉法人マロニエ会 ショートステイマロニエ 短期入所

1452800335 社会福祉法人むつみ福祉会 むつみチルドレン
放課後等デイサー
ビス

1423001401 社会福祉法人やまねっと やまねっとほーむ上草柳 共同生活援助
1422100261 社会福祉法人ラファエル会 グループホーム新星 共同生活援助
1412100677 社会福祉法人ラファエル会 ショートステイパイル 短期入所
1412900126 社会福祉法人愛の森 愛の森学園 生活介護
1412900126 社会福祉法人愛の森 愛の森学園短期入所事業 短期入所
1412900126 社会福祉法人愛の森 愛の森学園 施設入所支援
1422900298 社会福祉法人愛の森 ひだまり 共同生活援助
1422900306 社会福祉法人愛の森 すみれ荘 共同生活援助
1422900314 社会福祉法人愛の森 あずさ寮 共同生活援助

13 



障害福祉サービス等情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和1年9月13日現在)

事業所番号 法人等の名称 事業所の名称 サービスの種類
1432901021 社会福祉法人愛の森 りぼん 計画相談支援

1434400220
社会福祉法人綾瀬市社会福
祉協議会

あやせ福祉サービスセンター障害者
介護支援事業所

計画相談支援

1414000685
社会福祉法人伊勢原市手を
つなぐ育成会

地域作業所ドリーム 就労継続支援Ｂ型

1414000685
社会福祉法人伊勢原市手を
つなぐ育成会

地域作業所ドリーム 就労移行支援

1432300216 社会福祉法人永耕会 相談支援センターういず 計画相談支援

1432300216 社会福祉法人永耕会 相談支援センターういず
地域相談支援（地
域移行支援）

1432300216 社会福祉法人永耕会 相談支援センターういず
地域相談支援（地
域定着支援）

1452300435 社会福祉法人永耕会 光海学園
福祉型障害児入所
施設

1472300142 社会福祉法人永耕会 相談支援センターういず 障害児相談支援
1412300269 社会福祉法人永耕会 光海学園 短期入所
1422001238 社会福祉法人花 ホーム花（桜の家・風の家） 共同生活援助
1412001222 社会福祉法人花 でい工房花はな 生活介護
1412001578 社会福祉法人花 ショートさくら 短期入所

1414200103
社会福祉法人海老名市社会
福祉協議会

海老名市社会福祉協議会ふれ愛サー
ビス事業所

居宅介護

1414200103
社会福祉法人海老名市社会
福祉協議会

海老名市社会福祉協議会ふれ愛サー
ビス事業所

重度訪問介護

1414200103
社会福祉法人海老名市社会
福祉協議会

海老名市社会福祉協議会ふれ愛サー
ビス事業所

同行援護

1412400333
社会福祉法人茅ヶ崎市社会
福祉協議会

茅ヶ崎市社会福祉協議会障害者ホー
ムヘルプ事業所

居宅介護

1412400333
社会福祉法人茅ヶ崎市社会
福祉協議会

茅ヶ崎市社会福祉協議会障害者ホー
ムヘルプ事業所

重度訪問介護

1412400333
社会福祉法人茅ヶ崎市社会
福祉協議会

茅ヶ崎市社会福祉協議会障害者ホー
ムヘルプ事業所

同行援護

1412400945 社会福祉法人讃助の会 訪問介護事業所　ハピネス茅ヶ崎 居宅介護
1412400945 社会福祉法人讃助の会 訪問介護事業所　ハピネス茅ヶ崎 重度訪問介護

1412300236
社会福祉法人小田原市社会
福祉協議会

小田原市社会福祉協議会介護サービ
スセンター

居宅介護

1412300236
社会福祉法人小田原市社会
福祉協議会

小田原市社会福祉協議会介護サービ
スセンター

重度訪問介護

1412300236
社会福祉法人小田原市社会
福祉協議会

小田原市社会福祉協議会介護サービ
スセンター

同行援護

1414400018 社会福祉法人聖音会 さがみ野ホーム短期入所 短期入所
1414400018 社会福祉法人聖音会 さがみ野ホーム 生活介護
1414400018 社会福祉法人聖音会 さがみ野ホーム 施設入所支援

1413000025
社会福祉法人大和しらかし
会

第２松風園 生活介護

1413000991
社会福祉法人大和しらかし
会

松葉の家 生活介護

1423000510
社会福祉法人大和しらかし
会

しらかし 共同生活援助

1423001294
社会福祉法人大和しらかし
会

ブナの樹 共同生活援助

1433000344
社会福祉法人大和しらかし
会

計画相談支援事業　松風園 計画相談支援

1433000344
社会福祉法人大和しらかし
会

相談支援センター　松風園
地域相談支援（地
域定着支援）

1433000773
社会福祉法人大和しらかし
会

計画相談支援事業　第１松風園 計画相談支援

1453000034
社会福祉法人大和しらかし
会

児童発達支援事業　どんぐり 児童発達支援

14 



障害福祉サービス等情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和1年9月13日現在)

事業所番号 法人等の名称 事業所の名称 サービスの種類

1453000034
社会福祉法人大和しらかし
会

放課後等デイサービス　どんぐり
放課後等デイサー
ビス

1453000075
社会福祉法人大和しらかし
会

児童発達支援事業　みらい 児童発達支援

1453000075
社会福祉法人大和しらかし
会

放課後等デイサービス　みらい
放課後等デイサー
ビス

1453000083
社会福祉法人大和しらかし
会

児童発達支援事業　松ぼっくり 児童発達支援

1453000083
社会福祉法人大和しらかし
会

放課後等デイサービス　松ぼっくり
放課後等デイサー
ビス

1453000240
社会福祉法人大和しらかし
会

ぴこっと 児童発達支援

1453000240
社会福祉法人大和しらかし
会

ぴこっと
放課後等デイサー
ビス

1453000281
社会福祉法人大和しらかし
会

児童発達支援センター　第１松風園 児童発達支援

1453000281
社会福祉法人大和しらかし
会

児童発達支援センター　第１松風園 保育所等訪問支援

1473000113
社会福祉法人大和しらかし
会

障害児相談支援事業　松風園 障害児相談支援

1473000121
社会福祉法人大和しらかし
会

障害児相談支援事業　第１松風園 障害児相談支援

1472200185 社会福祉法人藤沢育成会 子ども相談室ぷれっじ 障害児相談支援

1414300077
社会福祉法人南足柄市社会
福祉協議会

社会福祉法人南足柄市社会福祉協議
会居宅介護サービス事業所

居宅介護

1414300077
社会福祉法人南足柄市社会
福祉協議会

社会福祉法人南足柄市社会福祉協議
会居宅介護サービス事業所

重度訪問介護

1414300077
社会福祉法人南足柄市社会
福祉協議会

社会福祉法人南足柄市社会福祉協議
会居宅介護サービス事業所

同行援護

1431400173 社会福祉法人風祭の森 太陽の門相談室 計画相談支援
1471450047 社会福祉法人風祭の森 太陽の門相談室 障害児相談支援
1411400185 社会福祉法人風祭の森 太陽の門ヘルパーステーション 居宅介護
1411400185 社会福祉法人風祭の森 太陽の門ヘルパーステーション 重度訪問介護
1411400185 社会福祉法人風祭の森 太陽の門ヘルパーステーション 同行援護
1412300152 社会福祉法人風祭の森 太陽の門デイサービスセンター 生活介護
1412900092 社会福祉法人野百合会 野百合園 短期入所
1412900092 社会福祉法人野百合会 野百合園 施設入所支援
1422900470 社会福祉法人野百合会 野百合ホーム 共同生活援助
1432901278 社会福祉法人野百合会 まゆみ 計画相談支援
1412900092 社会福祉法人野百合会 野百合園 生活介護
1432400750 社会福祉法人翔の会 特定相談支援事業所　水平線 計画相談支援
1432400768 社会福祉法人翔の会 特定相談支援事業所　入道雲 計画相談支援
1432400800 社会福祉法人翔の会 特定相談支援事業所　湘南鬼瓦 計画相談支援

1432400966 社会福祉法人翔の会
特定相談支援事業所　ちがさきの木
魂

計画相談支援

1432400974 社会福祉法人翔の会
特定相談支援事業所　萩園ケアセン
ター

計画相談支援

1472400058 社会福祉法人翔の会 生活相談室とれいん 障害児相談支援
1432400305 社会福祉法人翔の会 生活相談室とれいん 計画相談支援
1411200056 社会福祉法人翔の会 サポートステーションすまいる 居宅介護
1411200056 社会福祉法人翔の会 サポートステーションすまいる 重度訪問介護
1411200056 社会福祉法人翔の会 サポートステーションすまいる 行動援護
1411200056 社会福祉法人翔の会 サポートステーションすまいる 同行援護
1411200080 社会福祉法人翔の会 つくしの家 就労継続支援Ｂ型
1411200114 社会福祉法人翔の会 ｓｔｕｄｉｏ　トネリコ 生活介護
1411200114 社会福祉法人翔の会 ＳＴＵＤＩＯ　ＵＺＵ 生活介護
1412400028 社会福祉法人翔の会 水平線 生活介護
1412400028 社会福祉法人翔の会 水平線 短期入所
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事業所番号 法人等の名称 事業所の名称 サービスの種類
1412400028 社会福祉法人翔の会 水平線 施設入所支援
1412400036 社会福祉法人翔の会 第２湘南鬼瓦 生活介護
1412400044 社会福祉法人翔の会 入道雲 生活介護
1412400044 社会福祉法人翔の会 入道雲 短期入所
1412400044 社会福祉法人翔の会 入道雲 施設入所支援
1412400309 社会福祉法人翔の会 サポートステーションとれいん 居宅介護
1412400309 社会福祉法人翔の会 サポートステーションとれいん 重度訪問介護
1412400309 社会福祉法人翔の会 サポートステーションとれいん 行動援護
1412400309 社会福祉法人翔の会 サポートステーションとれいん 同行援護
1412400481 社会福祉法人翔の会 いずみ 生活介護

1412400515 社会福祉法人翔の会
夢ある街のたいやき屋さん　若松町
店

就労継続支援Ａ型

1412400515 社会福祉法人翔の会 カフェ　カレッタカレッタ 就労継続支援Ｂ型
1412400523 社会福祉法人翔の会 グリーングラス 生活介護
1412400531 社会福祉法人翔の会 湘南鬼瓦 生活介護
1412400606 社会福祉法人翔の会 翔の会　萩園ケアセンター訪問介護 居宅介護
1412400606 社会福祉法人翔の会 翔の会　萩園ケアセンター訪問介護 重度訪問介護
1412400614 社会福祉法人翔の会 カフェ　グランマ 就労継続支援Ｂ型
1412400614 社会福祉法人翔の会 ＰＣグランマ 就労移行支援
1412400705 社会福祉法人翔の会 おーらい 生活介護
1412400937 社会福祉法人翔の会 ちがさきの木魂 生活介護
1412400986 社会福祉法人翔の会 ブルーベリー 生活介護
1421200096 社会福祉法人翔の会 けやぐ 共同生活援助
1422400315 社会福祉法人翔の会 はちみつ 共同生活援助
1422401131 社会福祉法人翔の会 中海岸ホーム 共同生活援助
1431200052 社会福祉法人翔の会 生活相談室すまいる 計画相談支援

1431200052 社会福祉法人翔の会 生活相談室　すまいる
地域相談支援（地
域移行支援）

1431200052 社会福祉法人翔の会 生活相談室　すまいる
地域相談支援（地
域定着支援）

1432400305 社会福祉法人翔の会 生活相談室　とれいん
地域相談支援（地
域移行支援）

1432400305 社会福祉法人翔の会 生活相談室　とれいん
地域相談支援（地
域定着支援）

1451200081 社会福祉法人翔の会 さむかわタンブー
放課後等デイサー
ビス

1452400078 社会福祉法人翔の会 児童発達支援センター　うーたん 児童発達支援
1452400078 社会福祉法人翔の会 児童発達支援センターうーたん 保育所等訪問支援
1452400110 社会福祉法人翔の会 おーらい 児童発達支援

1452400151 社会福祉法人翔の会 ちがさきタンブー
放課後等デイサー
ビス

1471200020 社会福祉法人翔の会 生活相談室すまいる 障害児相談支援

1472400140 社会福祉法人翔の会
障害児相談支援事業　児童発達支援
センターうーたん

障害児相談支援

1412400705 社会福祉法人翔の会 おーらい 生活介護
1412800649 社会福祉法人鶯会 うぐいすの家 就労継続支援Ｂ型
1432300745 小田原市障害者福祉協議会 小田原市障害者サポートセンター 計画相談支援
1472300134 小田原市障害者福祉協議会 小田原市障害者サポートセンター 障害児相談支援

1432300745 小田原市障害者福祉協議会 小田原市障害者サポートセンター
地域相談支援（地
域移行支援）

1454000215 障害福祉エクシオ株式会社 こども発達支援教室アクア
放課後等デイサー
ビス

1454000215 障害福祉エクシオ株式会社 こども発達支援教室アクア 児童発達支援
1454000215 障害福祉エクシオ株式会社 こども発達支援教室アクア 保育所等訪問支援
1412200923 新和合同会社 いろはけあ 居宅介護
1412200923 新和合同会社 いろはけあ 重度訪問介護

1412000315
神奈川県障害者自立生活支
援センター

キルクももはま 就労継続支援Ｂ型
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障害福祉サービス等情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和1年9月13日現在)

事業所番号 法人等の名称 事業所の名称 サービスの種類
1414000321 神奈川高齢者生活協同組合 ケアステーションいたど 居宅介護
1414000321 神奈川高齢者生活協同組合 ケアステーションいたど 重度訪問介護
1414000321 神奈川高齢者生活協同組合 ケアステーションいたど 行動援護
1414000321 神奈川高齢者生活協同組合 ケアステーションいたど 同行援護

1452800012 秦野市
秦野市児童発達支援事業たんぽぽ教
室

児童発達支援

1412400879 生活クラブ生活協同組合 生活リハビリクラブ茅ヶ崎 居宅介護
1412400879 生活クラブ生活協同組合 生活リハビリクラブ茅ヶ崎 重度訪問介護
1412900225 相模ゴム工業株式会社 相模ゴム工業株式会社　厚木営業所 居宅介護
1412900225 相模ゴム工業株式会社 相模ゴム工業株式会社　厚木営業所 重度訪問介護

1413001155
東京海上日動ベターライフ
サービス株式会社

東京海上日動みずたま介護ＳＴ大和 居宅介護

1413001155
東京海上日動ベターライフ
サービス株式会社

東京海上日動みずたま介護ＳＴ大和 重度訪問介護

1424000089 特定非営利活動　結の会 グループホームすぎな 共同生活援助
1422300366 特定非営利活動法人　あさ グループホームあさ 共同生活援助

1423000478
特定非営利活動法人　おれ
んじ

おれんじハウス 共同生活援助

1414000156
特定非営利活動法人　ク
ローバー

クローバー 就労継続支援Ｂ型

1424000824
特定非営利活動法人　ク
ローバー

グループホーム　小杉 共同生活援助

1434000608
特定非営利活動法人　しあ
わせハート

しあわせハート相談室 計画相談支援

1474000153
特定非営利活動法人　しあ
わせハート

しあわせハート相談室 障害児相談支援

1414000487
特定非営利活動法人　そよ
風

伊勢原そよ風ハウス 就労継続支援Ｂ型

1424000527
特定非営利活動法人　そよ
風

青空 共同生活援助

1414000487
特定非営利活動法人　そよ
風

伊勢原そよ風ハウス 就労継続支援Ｂ型

1434000541
特定非営利活動法人　そよ
風

Ｂｒｅｅｚｅ 計画相談支援

1412001156
特定非営利活動法人　ビー
ハピネス

ビーハピネス平塚 就労継続支援Ａ型

1454000033
特定非営利活動法人　ひこ
うせん

放課後等デイサービス　ひこうせん
放課後等デイサー
ビス

1434000509
特定非営利活動法人　ひこ
うせん

サポートセンター　ひこうせん 計画相談支援

1474000104
特定非営利活動法人　ひこ
うせん

サポートセンター　ひこうせん 障害児相談支援

1412000364
特定非営利活動法人　ひま
わり福祉サービス

特定非営利活動法人　ひまわり福祉
サービス

居宅介護

1412000364
特定非営利活動法人　ひま
わり福祉サービス

特定非営利活動法人　ひまわり福祉
サービス

重度訪問介護

1412000364
特定非営利活動法人　ひま
わり福祉サービス

特定非営利活動法人　ひまわり福祉
サービス

同行援護

1412000844
特定非営利活動法人　よろ
ずやたきの会

夢工房　明日花 生活介護

1472000148
特定非営利活動法人　よろ
ずやたきの会

相談支援センターばあす 障害児相談支援

1452000019
特定非営利活動法人　よろ
ずやたきの会

こども通園センターばあす
放課後等デイサー
ビス

1452000068
特定非営利活動法人　よろ
ずやたきの会

こども通園センターちびっこばあす
放課後等デイサー
ビス

1452000282
特定非営利活動法人　よろ
ずやたきの会

こども通園センター　さくらぐみ 児童発達支援

17 



障害福祉サービス等情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和1年9月13日現在)

事業所番号 法人等の名称 事業所の名称 サービスの種類

1452000290
特定非営利活動法人　よろ
ずやたきの会

こども通園センター　のびっこばあ
す

放課後等デイサー
ビス

1452000456
特定非営利活動法人　よろ
ずやたきの会

こども通園センター　ひまわりぐみ 児童発達支援

1452000456
特定非営利活動法人　よろ
ずやたきの会

こども通園センター　すくすくばあ
す

放課後等デイサー
ビス

1452000464
特定非営利活動法人　よろ
ずやたきの会

こども通園センター　わくわくばあ
す

放課後等デイサー
ビス

1432000824
特定非営利活動法人　よろ
ずやたきの会

相談支援センターばあす 計画相談支援

1412400200
特定非営利活動法人　ワー
カーズ・コレクティブ一心

ＮＰＯ法人　ワーカーズ　一心 居宅介護

1412400200
特定非営利活動法人　ワー
カーズ・コレクティブ一心

ＮＰＯ法人　ワーカーズ　一心 重度訪問介護

1414000842
特定非営利活動法人　鴻基
会

つくしんぼ　だんらん 生活介護

1474000112
特定非営利活動法人　鴻基
会

つくしんぼ 障害児相談支援

1412201970
特定非営利活動法人　善行
援助サービス

訪問介護事業所　ルピナス 居宅介護

1432201786
特定非営利活動法人　善行
援助サービス

相談支援　ビオラ 計画相談支援

1472200516
特定非営利活動法人　善行
援助サービス

相談支援　ビオラ 障害児相談支援

1431300209
特定非営利活動法人　大磯
福祉コミュニティ

大磯談話室はまひるがお
地域相談支援（地
域移行支援）

1414000339 特定非営利活動法人　虹 デイ　空 生活介護
1424000295 特定非営利活動法人　虹 ケアホーム虹 共同生活援助
1414000339 特定非営利活動法人　虹 デイ　空　虹彩 生活介護
1434000632 特定非営利活動法人　虹 相談サポート　海 計画相談支援
1422000339 特定非営利活動法人　撫子 なでしこホーム 共同生活援助
1422000347 特定非営利活動法人　撫子 グリーンヒル撫子 共同生活援助

1424400321
特定非営利活動法人　福祉
工房オハナ

セントエクレシア綾瀬 共同生活援助

1412201301
特定非営利活動法人　木曜
クラブ

第１木曜クラブ 生活介護

1412202135
特定非営利活動法人　木曜
クラブ

第２木曜クラブ 生活介護

1472100062
特定非営利活動法人ｅ－ラ
イフサポート

地域支援センターキャロットサポー
トセンター

障害児相談支援

1474200225
特定非営利活動法人ｇｒａ
ｎｄ－ｍｅｒｅ

ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ　ｐｏｌａｒ
ｉｓ

障害児相談支援

1454200260
特定非営利活動法人ｇｒａ
ｎｄ－ｍｅｒｅ

ｇｒａｎｄ-ｍｅｒｅ　ａｄｏｒｅ
ｒ

児童発達支援

1454200260
特定非営利活動法人ｇｒａ
ｎｄ－ｍｅｒｅ

ｇｒａｎｄ-ｍｅｒｅ　ａｄｏｒｅ
ｒ

放課後等デイサー
ビス

1412901397
特定非営利活動法人Ｈeart
３４

モン・レーヴ「わたしの夢」 就労継続支援Ａ型

1412901405
特定非営利活動法人Ｈeart
３４

ヘルパーステーションみぃよ 居宅介護

1412901405
特定非営利活動法人Ｈeart
３４

ヘルパーステーションみぃよ 重度訪問介護

1434100390
特定非営利活動法人ｒｏｏ
ｔｓ

座間市こころの相談支援センターｎ
ｏｕｅｄ

地域相談支援（地
域移行支援）

1434100390
特定非営利活動法人ｒｏｏ
ｔｓ

座間市こころの相談支援センターｎ
ｏｕｅｄ

計画相談支援

1474100078
特定非営利活動法人ｒｏｏ
ｔｓ

座間こころの相談支援センターｎｏ
ｕｅｄ

障害児相談支援
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1421200146
特定非営利活動法人ＵＣＨ
Ｉ

うち 共同生活援助

1412900522
特定非営利活動法人オーソ
レイユ

ケアステーションひだまり 居宅介護

1412900522
特定非営利活動法人オーソ
レイユ

ケアステーションひだまり 重度訪問介護

1412100925
特定非営利活動法人かまく
ら笑ん座

笑ん座カフェ 就労継続支援Ｂ型

1412100925
特定非営利活動法人かまく
ら笑ん座

笑ん座カフェ 就労移行支援

1411300229
特定非営利活動法人ソー
シャルファーム大磯

ソーシャルファーム大磯　みつばち
大磯

就労継続支援Ｂ型

1412800680
特定非営利活動法人ちっ
ちゃな星の会

福祉作業所　リトルスター 就労継続支援Ｂ型

1411600156
特定非営利活動法人ディプ
ロワーク

ちゃれんじど中津 就労継続支援Ｂ型

1421600188
特定非営利活動法人ディプ
ロワーク

バイステック新久 共同生活援助

1412901017
特定非営利活動法人ハート
ラインあゆみ

ハートラインあゆみ 就労継続支援Ｂ型

1432900247
特定非営利活動法人ハート
ラインあゆみ

ハートラインあゆみ
地域相談支援（地
域移行支援）

1432900247
特定非営利活動法人ハート
ラインあゆみ

ハートラインあゆみ
地域相談支援（地
域定着支援）

1432901443
特定非営利活動法人ハート
ラインあゆみ

いっぽ 計画相談支援

1412800946
特定非営利活動法人はだの
あすなろ会

あすなろリサイクル作業所 就労継続支援Ｂ型

1412800839 特定非営利活動法人もえ木 もえぎ 生活介護
1422800845 特定非営利活動法人もえ木 もえ木の丘 共同生活援助

1414400174
特定非営利活動法人レオモ
ナ

ＮＰＯ法人　レオモナ 就労継続支援Ｂ型

1412900621
特定非営利活動法人わーく
あーつ

トライフィールドわーくあーつ 就労継続支援Ｂ型

1422901163
特定非営利活動法人わーく
あーつ

トライフィールドりぶあーつ 共同生活援助

1412900621
特定非営利活動法人わーく
あーつ

トライフィールドわーくあーつ 就労定着支援

1412300566
特定非営利活動法人一粒の
麦

えりむ 就労継続支援Ｂ型

1414000362
特定非営利活動法人貴有意
の郷

貴有意の郷 就労継続支援Ｂ型

1412100628 特定非営利活動法人響 もっこす 就労継続支援Ｂ型
1434200463 特定非営利活動法人若菜会 エアリアル 計画相談支援
1414200251 特定非営利活動法人若菜会 エアリアル 就労継続支援Ｂ型
1414200525 特定非営利活動法人若菜会 アシスト 就労移行支援
1414200525 特定非営利活動法人若菜会 アシスト 就労継続支援Ｂ型
1414200525 特定非営利活動法人若菜会 アシスト 就労定着支援

1452800178
特定非営利活動法人障害福
祉支援もえぎ

秦野つぼみ
放課後等デイサー
ビス

1452300260
特定非営利活動法人障害福
祉支援もえぎ

小田原ひかり
放課後等デイサー
ビス

1452800145
特定非営利活動法人障害福
祉支援もえぎ

秦野ひかり
放課後等デイサー
ビス

1412700096
特定非営利活動法人精神障
害者のあすの福祉をよくす
る三浦市民の会ぴあ三浦

就労・生活サポートセンター三浦 就労継続支援Ｂ型
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1421600105
特定非営利活動法人地域生
活支援の会・あい

グループホームあいあい 共同生活援助

1421600147
特定非営利活動法人地域生
活支援の会・あい

グループホームきらきら 共同生活援助

1421600220
特定非営利活動法人地域生
活支援の会・あい

グループホームさんさん 共同生活援助

1431200193
特定非営利活動法人藤沢相
談支援ネットワーク

ゆいっと 計画相談支援

1471200079
特定非営利活動法人藤沢相
談支援ネットワーク

ゆいっと 障害児相談支援

1431200227
特定非営利活動法人藤沢相
談支援ネットワーク

ゆいっと
地域相談支援（地
域移行支援）

1431200227
特定非営利活動法人藤沢相
談支援ネットワーク

ゆいっと
地域相談支援（地
域定着支援）

1432201315
特定非営利活動法人藤沢相
談支援ネットワーク

ふじさわ基幹相談支援センター　え
ぽめいく

計画相談支援

1412700138 特定非営利活動法人歩 サポート歩 居宅介護
1412700138 特定非営利活動法人歩 サポート歩 重度訪問介護
1412300202 特定非営利活動法人歩歩 ＮＰＯ法人　歩歩 居宅介護
1412300202 特定非営利活動法人歩歩 ＮＰＯ法人　歩歩 重度訪問介護
1414100600 特定非営利活動法人宝島 鈴鹿ゆめひろば 就労継続支援Ｂ型
1414100543 特定非営利活動法人宝島 たからじま 生活介護
1414100543 特定非営利活動法人宝島 ショートステイ宝島 短期入所
1412300939 特定非営利活動法人豊邑会 ほうゆう館 生活介護
1422300846 特定非営利活動法人豊邑会 ながつか 共同生活援助
1412201848 特定非営利活動法人昴の会 カフェすばる 就労継続支援Ｂ型

1412201228
特非）Ｍｕｓｉｃ　ｏｆ
Ｍｉｎｄ

Ｍｕｓｉｃ　ｏｆ　Ｍｉｎｄ 就労継続支援Ｂ型

1412100552
特非）アートスタジオかま
くらの森

アトリエそらのいろ 就労継続支援Ｂ型

1412200618
特非）ケアステーション陽
だまり

特非）ケアステーション陽だまり 居宅介護

1412200618
特非）ケアステーション陽
だまり

特非）ケアステーション陽だまり 重度訪問介護

1412200444
特非）ワーカーズ・コレク
ティブ実結

特非）ワーカーズ・コレクティブ実
結

居宅介護

1412200444
特非）ワーカーズ・コレク
ティブ実結

特非）ワーカーズ・コレクティブ実
結

重度訪問介護

1412400697
特非）茅ヶ崎手をつなぐ育
成会ウィズ

茅ヶ崎手をつなぐ育成会ウィズ 居宅介護

1412400697
特非）茅ヶ崎手をつなぐ育
成会ウィズ

茅ヶ崎手をつなぐ育成会ウィズ 重度訪問介護

1414100683
特非）座間たすけあいワー
カーズ風

ワーカーズ・コレクティブ風 居宅介護

1414100683
特非）座間たすけあいワー
カーズ風

ワーカーズ・コレクティブ風 重度訪問介護

1434100564
特非）座間たすけあいワー
カーズ風

ワーカーズコレクティブ風 計画相談支援

1412100701
特非）地域生活サポートま
いんど

愛生会 居宅介護

1412100701
特非）地域生活サポートま
いんど

愛生会 重度訪問介護

1412100941
特非）地域生活サポートま
いんど

みらいの種
自立訓練（生活訓
練）

1412100941
特非）地域生活サポートま
いんど

みらいの種 就労継続支援Ｂ型

1451530016
特非）湯河原町地域作業所
たんぽぽ

たんぽぽ児童デイサービス事業所 児童発達支援
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1451530016
特非）湯河原町地域作業所
たんぽぽ

たんぽぽ児童デイサービス事業所
放課後等デイサー
ビス

1431500121
特非）湯河原町地域作業所
たんぽぽ

たんぽぽ相談支援事業所 計画相談支援

1471530053
特非）湯河原町地域作業所
たんぽぽ

たんぽぽ相談支援事業所 障害児相談支援

1434000384
特非Ｍｅｒｒｙ－Ｎｕｒｓ
ｅｒｙ

こども教室・あん 計画相談支援

1474000054
特非Ｍｅｒｒｙ－Ｎｕｒｓ
ｅｒｙ

こども教室・あん 障害児相談支援

1432000386
特非平塚市精神障害者地域
生活支援連絡会

ほっとステーション平塚 計画相談支援

1432000386
特非平塚市精神障害者地域
生活支援連絡会

ほっとステーション平塚
地域相談支援（地
域移行支援）

1472000122
特非平塚市精神障害者地域
生活支援連絡会

ほっとステーション平塚 障害児相談支援

1412800300 独立行政法人国立病院機構
独立行政法人国立病院機構神奈川病
院

療養介護

1412800300 独立行政法人国立病院機構
独立行政法人国立病院機構神奈川病
院

短期入所

1452800467 独立行政法人国立病院機構
独立行政法人国立病院機構神奈川病
院

医療型障害児入所
施設

1412300145 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構箱根病院 療養介護
1412300145 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構箱根病院 短期入所

1452300476 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構箱根病院
医療型障害児入所
施設

1431300282 二宮町社会福祉協議会 カンナカンナ 計画相談支援
1411300211 二宮町社会福祉協議会 カンナカンナ 就労継続支援Ｂ型
1412100891 富士ソフト企画株式会社 富士ソフト企画　就職予備校 就労移行支援
1412100891 富士ソフト企画株式会社 富士ソフト企画　就職予備校 就労定着支援
1452000027 平塚市 平塚市にこにこ園 児童発達支援

1452000027 平塚市 平塚市にこにこ園
放課後等デイサー
ビス

1452000027 平塚市 平塚市にこにこ園 保育所等訪問支援

1452800111
放課後等デイサービスいち
ごクラブ

ＮＰＯ法人　放課後等デイサービス
いちごクラブ

放課後等デイサー
ビス

1412801241 万葉倶楽部株式会社 みりおんりーふ　秦野 就労継続支援Ｂ型

1412000430
優ケアステーション有限会
社

優ケアステーション平塚事業所 居宅介護

1412000430
優ケアステーション有限会
社

優ケアステーション平塚事業所 重度訪問介護

1414000107 有限会社　ＫＯＷＡ 湘栄居宅介護支援センター 居宅介護
1414000107 有限会社　ＫＯＷＡ 湘栄居宅介護支援センター 行動援護
1414000107 有限会社　ＫＯＷＡ 湘栄居宅介護支援センター 同行援護

1412400218
有限会社　アメニティ３６
５

アメニティ３６５ 居宅介護

1412400218
有限会社　アメニティ３６
５

アメニティ３６５ 重度訪問介護

1412400218
有限会社　アメニティ３６
５

アメニティ３６５ 同行援護

1412401158
有限会社　ニッショウケア
サービス

ニッショウケアサービス 居宅介護

1412401158
有限会社　ニッショウケア
サービス

ニッショウケアサービス 重度訪問介護

1412300186 有限会社　ライフサーブ ニコニコ介護サービス 居宅介護
1412300186 有限会社　ライフサーブ ニコニコ介護サービス 重度訪問介護
1411400037 有限会社　山一建設 在宅福祉ケア子育サポートすずろ 重度訪問介護
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1412200766
有限会社　湘南アメニティ
サービス

ヘルパーステーション　ハッピー
ネットワーク湘南

居宅介護

1412200766
有限会社　湘南アメニティ
サービス

ヘルパーステーション　ハッピー
ネットワーク湘南

重度訪問介護

1412300335 有限会社　前田介護相談所 はる訪問介護ステーション 居宅介護
1412300335 有限会社　前田介護相談所 はる訪問介護ステーション 重度訪問介護

1412100214
有限会社　同仁家事介護
サービス

有限会社　同仁家事介護サービス 居宅介護

1412100214
有限会社　同仁家事介護
サービス

有限会社　同仁家事介護サービス 重度訪問介護

1412100214
有限会社　同仁家事介護
サービス

有限会社　同仁家事介護サービス 同行援護

1412500074 有限会社　猫の手 有限会社　猫の手 居宅介護
1412500074 有限会社　猫の手 有限会社　猫の手 重度訪問介護
1412500074 有限会社　猫の手 有限会社　猫の手 同行援護
1432500369 有限会社　猫の手 有限会社　猫の手 計画相談支援
1411300278 有限会社　福寿社 こすもす大磯 居宅介護
1411300278 有限会社　福寿社 こすもす大磯 重度訪問介護
1412400382 有限会社　萌夢舎 有限会社　萌夢舎 居宅介護
1412400382 有限会社　萌夢舎 有限会社　萌夢舎 重度訪問介護

1414000479
有限会社アテンドサービス
湘南

アテンドサービス湘南 居宅介護

1414000479
有限会社アテンドサービス
湘南

アテンドサービス湘南 重度訪問介護

1412901157 有限会社いいづか ひまわり介護 居宅介護
1412901157 有限会社いいづか ひまわり介護 重度訪問介護
1412901389 有限会社いいづか a j i t o 生活介護

1412900274
有限会社エス・シー・プラ
ンニング

ケアサポートツマダ 居宅介護

1412900274
有限会社エス・シー・プラ
ンニング

ケアサポートツマダ 重度訪問介護

1412900274
有限会社エス・シー・プラ
ンニング

ケアサポートツマダ 行動援護

1412900274
有限会社エス・シー・プラ
ンニング

ケアサポートツマダ 同行援護

1452900374
有限会社エス・シー・プラ
ンニング

放課後等デイサービスころころ
放課後等デイサー
ビス

1412700203 有限会社かしこ ゆあはうすかしこ 短期入所
1422700185 有限会社かしこ ゆあはうすかしこ 共同生活援助

1412200527
有限会社ケアーサポートあ
い

有限会社ケアーサポートあい 居宅介護

1412200527
有限会社ケアーサポートあ
い

有限会社ケアーサポートあい 重度訪問介護

1412200527
有限会社ケアーサポートあ
い

有限会社　ケアーサポートあい 同行援護

1432201562
有限会社ケアーサポートあ
い

あい相談サポート 計画相談支援

1472200417
有限会社ケアーサポートあ
い

あい相談サポート 障害児相談支援

1414000677
有限会社ケアサポートゆか
り

ケアサポートゆかり 居宅介護

1414000677
有限会社ケアサポートゆか
り

ケアサポートゆかり 重度訪問介護

1412300764 有限会社サポート・ティー せせらぎの杜 就労継続支援Ｂ型
1412300764 有限会社サポート・ティー 第二せせらぎの杜 就労継続支援Ｂ型
1412300319 有限会社シェイクハンズ 有限会社シェイクハンズ 居宅介護
1412300319 有限会社シェイクハンズ 有限会社シェイクハンズ 重度訪問介護
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1412801183
有限会社たくみケアサービ
ス

つるかめヘルパーステーション 居宅介護

1412801183
有限会社たくみケアサービ
ス

つるかめヘルパーステーション 重度訪問介護

1412201525
有限会社ドリームケア・
ホーム

有限会社ドリームケア・ホーム 居宅介護

1412201525
有限会社ドリームケア・
ホーム

有限会社ドリームケア・ホーム 重度訪問介護

1412100222
有限会社ドルフィンケアー
サービス

ドルフィンケアーサービス 重度訪問介護

1413001148 有限会社にんじん大和 有限会社にんじん大和 居宅介護
1413001148 有限会社にんじん大和 有限会社にんじん大和 重度訪問介護
1412100230 有限会社はたらくや 介護センター　おひさま 居宅介護
1412400267 有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー茅ヶ崎 居宅介護
1412400267 有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー茅ヶ崎 重度訪問介護
1412400267 有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー茅ヶ崎 同行援護

1452200346 有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー藤沢
放課後等デイサー
ビス

1452400243 有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー茅ヶ崎
放課後等デイサー
ビス

1412300780 有限会社フエルシ 歩歩訪問サービス 居宅介護
1412300780 有限会社フエルシ 歩歩訪問サービス 重度訪問介護
1412300780 有限会社フエルシ 歩歩訪問サービス 同行援護
1414200277 有限会社フラワーケア フラワーケア海老名 居宅介護
1414200277 有限会社フラワーケア フラワーケア海老名 重度訪問介護

1412300194
有限会社マコトコーポレー
ション

有限会社マコトコーポレーション 居宅介護

1412300194
有限会社マコトコーポレー
ション

有限会社マコトコーポレーション 重度訪問介護

1412500371 有限会社ワールドブレイン 福祉のみらい 居宅介護
1412500371 有限会社ワールドブレイン 福祉のみらい 重度訪問介護

1412300855
有限会社介護サービスサン
ライズ

有限会社介護サービスサンライズ 居宅介護

1412300855
有限会社介護サービスサン
ライズ

有限会社介護サービスサンライズ 重度訪問介護

1414100139
有限会社介護サービスてま
り

てまりホームヘルプサービス 同行援護

1414100139
有限会社介護サービスてま
り

てまりホームヘルプサービス 居宅介護

1454100015
有限会社介護サービスてま
り

ホップステップ
放課後等デイサー
ビス

1432301099
有限会社帰陽堂オギクボ薬
局

オギクボ薬局相談支援センター 計画相談支援

1412500314
有限会社三和ケアサービス
鎌倉

三和ケアサービス鎌倉　逗子ヘル
パーステーション

居宅介護

1412500314
有限会社三和ケアサービス
鎌倉

三和ケアサービス鎌倉　逗子ヘル
パーステーション

重度訪問介護

1412400598
有限会社湘南シニアサービ
ス

湘南シニアサービス 居宅介護

1412400598
有限会社湘南シニアサービ
ス

湘南シニアサービス 重度訪問介護

1412400598
有限会社湘南シニアサービ
ス

湘南シニアサービス 同行援護

1414000594 有限会社天使の手 ホームヘルプサービス　天使の手 居宅介護
1414000594 有限会社天使の手 ホームヘルプサービス天使の手 重度訪問介護
1413000983 耀やまと 居宅介護事業　耀やまと 居宅介護
1413000983 耀やまと 居宅介護事業　耀やまと 重度訪問介護
1433000971 耀やまと 計画相談支援事業　恵 計画相談支援
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