
（別紙１－１）事業所等一覧(令和２年７月１日現在）

１　療養介護、短期入所、障害者支援施設、宿泊型自立訓練、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

想定
区域内

計画に定め
られた施設

計画
提出済

想定
区域内

計画に定め
られた施設

計画
提出済

想定
区域内

計画に定め
られた施設

計画
提出済

想定
区域内

計画に定め
られた施設

計画
提出済

想定
区域内

計画に定め
られた施設

計画
提出済

1412000091 短期入所 進和万田ホーム 平塚市万田５３７番地 社会福祉法人　進和学園

1412000018 施設入所支援 貴峯荘 平塚市達上ヶ丘１番９号貴峯荘 社会福祉法人貴峯

1412000885 施設入所支援 貴峯荘湘南の丘 平塚市達上ヶ丘１番９号貴峯荘湘南の丘 社会福祉法人貴峯

1412000059 施設入所支援 進和やましろホーム 平塚市高根３０６ 社会福祉法人　進和学園

1412000075 施設入所支援 進和あさひホーム 平塚市高根315 社会福祉法人　進和学園

1412000133 施設入所支援 はばたき進和 平塚市土屋２９６７ 社会福祉法人　進和学園

1412000752 施設入所支援 ソーレ平塚 平塚市寺田縄２６５－１ 至泉会 ○ ○ ○ 金目川

1452000332 福祉型障害児入所施設 神奈川県立子ども自立生活支援センター 平塚市片岡９９１－１ 神奈川県

1452000530 福祉型障害児入所施設 精陽学園 平塚市城所922 至泉会 ○

1412100016 短期入所 障害者生活支援センター鎌倉清和 鎌倉市植木１８番地障害者生活支援センター鎌倉清和 社会福祉法人清和会 ○ ○

1412100677 短期入所 ショートステイパイル 鎌倉市関谷２９６ 社会福祉法人ラファエル会 ○ ○

1412101097 短期入所 鈴木病院短期入所事業所 鎌倉市腰越一丁目１番１号 医療法人社団南浜会

1412100032 施設入所支援 鎌倉清和園 鎌倉市関谷７５３番地鎌倉清和園 社会福祉法人清和会

1452100330
医療型障害児入所施設
(経過的療養介護)

小さき花の園 鎌倉市腰越一丁目２番１号 聖テレジア会 ○ ○

1412200154 短期入所 オアフ湘南 藤沢市辻堂元町５－１７－３ 社会福祉法人　創

1412200204 短期入所 神奈川県立総合療育相談センター 藤沢市亀井野３１１９ 神奈川県

1412200964 短期入所 けいずらいふ２４ 藤沢市遠藤８５６－１５ 株式会社ケイズ

1412201459 短期入所 はんもっく 藤沢市亀井野３１８７ 社会福祉法人藤沢育成会

1412202275 短期入所 ぐるんとびー駒寄 藤沢市大庭５６８２－６パークサイド駒寄３－６１２ 株式会社ぐるんとびー

1412200030 施設入所支援 湘南希望の郷 藤沢市獺郷１００３ 社会福祉法人　光友会 ○ ○
小出川・千
の川

1412200048 施設入所支援 湘南セシリア 藤沢市石川４６６３ 社会福祉法人藤沢育成会

1412200097 施設入所支援 湘南あおぞら 藤沢市弥勒寺２－７－１３ 社会福祉法人藤沢育成会

1412201814 宿泊型自立訓練 みずき 藤沢市高谷１０８－１ 医療法人社団清心会

1412300145
療養介護
(経過的医療型障害児入所施設)

独立行政法人国立病院機構箱根病院 小田原市風祭４１２ 独立行政法人国立病院機構 ○ ○

1412300046 短期入所 ほうあん第二しおん 小田原市根府川３８３番地 社会福祉法人宝安寺社会事業部

1412300251 短期入所 公益財団法人積善会　曽我病院 小田原市曽我岸１４８ 公益財団法人積善会 ○ 森戸川

1412300905 短期入所 ほうあんショートステイシトラス 小田原市根府川３８９番１号 社会福祉法人宝安寺社会事業部

1412300012 施設入所支援 ほうあんふじみのさと 小田原市曽我大沢７ 社会福祉法人宝安寺社会事業部

1412300020 施設入所支援 永耕園 小田原市曽我岸148番地 社会福祉法人永耕会 ○ ○ 森戸川

1412300053 施設入所支援 竹の子学園 小田原市府川７５２番地の５ 社会福祉法人　明星会 ○ ○ ○

1412300061 施設入所支援 よるべ沼代 小田原市沼代８６５－１ 社会福祉法人　よるべ会 ○ ○

1452300203 福祉型障害児入所施設 わらべの杜 小田原市小竹１８６わらべの杜 社会福祉法人　よるべ会 ○ ○

1452300435 福祉型障害児入所施設 光海学園 小田原市曽我岸148番地 社会福祉法人永耕会 ○ ○ 森戸川

1452300450
医療型障害児入所施設
(経過的療養介護)

太陽の門　重症心身障害児（者）施設 小田原市風祭５６３番 社会福祉法人風祭の森 ○ ○ ○

1412400051 短期入所 湘南つつみ苑 茅ヶ崎市堤４２８９－３ 社会福祉法人ひざしの丘

1412401125 短期入所 茅ヶ崎市新北陵病院短期入所事業所 茅ヶ崎市行谷583番ー1 医療法人社団　康心会 ○ ○ ○

1412400028 施設入所支援 水平線 茅ヶ崎市芹沢７８６ 社会福祉法人翔の会

1412400044 施設入所支援 入道雲 茅ヶ崎市芹沢７８６ 社会福祉法人翔の会

1412500272 短期入所 ほっとハウス星ヶ谷短期入所事業所 逗子市池子２－８－１４ 特定非営利活動法人き・ら・ら ○

1412800342 短期入所 グループホームせせらぎ 秦野市三屋１２７番地３ 社会福祉法人成和会

1412800524 短期入所 ショートステイみのりの家 秦野市渋沢１４８０－3 社会福祉法人　ビーハッピー

1412801290 施設入所支援 希望の丘はだの 秦野市南矢名四丁目２７番２０号 社会福祉法人　かながわ共同会

1412800037 施設入所支援 やまばと学園 秦野市渋沢２６２０番地２ 社会福祉法人　浄泉会 ○ ○

1412800052 施設入所支援 くず葉学園 秦野市菩提字入角２０５８－２ 社会福祉法人かしの木会 ○ ○

1412800078 施設入所支援 秦野精華園 秦野市南矢名３－２－１ 社会福祉法人かながわ共同会

1412800086 施設入所支援 ライフステージ・悠トピア 秦野市南矢名字平内久保入1955 社会福祉法人悠々倶楽部 ○ ○

1412800102 施設入所支援 松下園 秦野市戸川４５４－１ 寿徳会

1412800508 施設入所支援 丹沢レジデンシャルホーム 秦野市菩提１７１１番地２ 社会福祉法人　常成福祉会 ○ ○

1412800151 宿泊型自立訓練 キャンバス秦野 秦野市戸川３２５番地 寿徳会

1452800434 福祉型障害児入所施設 弘済学園児童寮 秦野市北矢名１１９５－３ 公益財団法人鉄道弘済会 ○ ○

1452800442 福祉型障害児入所施設 弘済学園第二児童寮 秦野市北矢名１１９５－３ 公益財団法人鉄道弘済会 ○ ○

1452800467
医療型障害児入所施設
(経過的療養介護)

独立行政法人国立病院機構神奈川病院 秦野市落合666番地の1 独立行政法人国立病院機構

1412900167 短期入所 ヴァルトハイム厚木 厚木市上荻野１６７１ 医療法人社団　青木末次郎記念会

1412901512 短期入所 近藤病院短期入所事業所 厚木市東町３番３号 医療法人仁愛会

1412900027 施設入所支援 七沢自立支援ホーム 厚木市七沢５１６ 福）神奈川県総合リハビリテーション事業団

1412900043 施設入所支援 愛名やまゆり園 厚木市愛名１０００ 社会福祉法人かながわ共同会 ○ ○

1412900050 施設入所支援 すぎな会愛育寮 厚木市小野２１３６番地 社会福祉法人　すぎな会 ○ ○

1412900076 施設入所支援 すぎなの郷 厚木市小野２１３６番地 社会福祉法人　すぎな会 ○ ○

1412900084 施設入所支援 厚木精華園 厚木市上荻野４８３５－１ 社会福祉法人かながわ共同会 ○ ○ ○

1412900092 施設入所支援 野百合園 厚木市上荻野5160 社会福祉法人野百合会 ○ ○ ○

1412900100 施設入所支援 紅梅学園 厚木市上荻野５３０３番地 社会福祉法人　紅梅会 ○ ○

1412900118 施設入所支援 七沢学園 厚木市七沢５１６ 福）神奈川県総合リハビリテーション事業団

1412900126 施設入所支援 愛の森学園 厚木市森の里青山１４－２愛の森学園 社会福祉法人愛の森 ○ ○

1452900507 福祉型障害児入所施設 七沢学園 厚木市七沢５１６ 福）神奈川県総合リハビリテーション事業団

1452900515
医療型障害児入所施設
(経過的療養介護)

七沢療育園 厚木市七沢５１６ 福）神奈川県総合リハビリテーション事業団

1413001064 短期入所 あおば 大和市柳橋５－２－３ 社会福祉法人　県央福祉会

1413001122 短期入所 福祉創造スクウェア・すぷら 大和市上和田１０８３－１ 社会福祉法人　県央福祉会

1413001429 短期入所 短期入所事業所フォレストｉｎｎ大和 大和市深見東２－１－９ 小林ビル４Ｆ 合同会社プロハイド

1413000553 施設入所支援 福田の里 大和市福田７４番地 福慶会

1414000768 短期入所 ショートステイ　ファミリー・キッズ 伊勢原市坪ノ内２４３番地１ 株式会社ベストライフジャパン

1414000016 施設入所支援 みどり園 伊勢原市粟窪６０５番地１ 社会福祉法人　緑友会 ○

1414200194 短期入所 海老名市障害者支援センターあきば 海老名市上今泉６－１１ー２０ 社会福祉法人　星谷会

(注)浸水想定区域又は土砂災害警戒区域の「計画に定められた施設」欄に○の有る障害者支援施設等は市町村災害対策計画に要配慮者利用施設として名称及び所在地が定めら
れていることを、「計画提出済」欄に○の有る障害者支援施設等は市町村に避難確保計画を提出していることを示す。
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1414200012 施設入所支援 星谷学園 海老名市杉久保南３丁目３１番８号 社会福祉法人　星谷会

1414100030 短期入所 アガペサポートセンター 座間市小松原２－１０－１４ 社会福祉法人日本キリスト教奉仕団

1414100493 短期入所 短期入所みどり 座間市東原１丁目１０番６２号 社会福祉法人　慈湧会

1414100543 短期入所 ショートステイ宝島 座間市新田宿８番地の８ 特定非営利活動法人宝島 ○ ○ 相模川

1414100220 施設入所支援 アガペ壱番館 座間市小松原２－１０－１４ 社会福祉法人日本キリスト教奉仕団

1414300135 施設入所支援 足柄療護園 南足柄市三竹７４０－３足柄療護園 社会福祉法人県西福祉会 ○ ○

1414400018 施設入所支援 さがみ野ホーム 綾瀬市深谷中７丁目１番９号 社会福祉法人聖音会

1414400026 施設入所支援 綾瀬ホーム 綾瀬市吉岡２３３７番地 社会福祉法人聖音会

1414400042 施設入所支援 カビーナ貴志園 綾瀬市吉岡２３８１－１ 社会福祉法人唐池学園

1411300013 施設入所支援 素心学院 中郡大磯町虫窪３９番地１ 社会福祉法人素心会 ○

1411400011 施設入所支援 神奈川県立中井やまゆり園 足柄上郡中井町境２１８ 神奈川県

1411600016 施設入所支援 清川ホーム 愛甲郡清川村煤ケ谷３２９３ 社会福祉法人　緑友会


