
（別紙１－３）事業所等一覧(令和２年７月１日現在）

３　通所系事業所

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

1452000340 放課後等デイサービス みんなの家ココ横内 平塚市横内３１２９番地の１１ ＮＰＯ法人みんなの家ココ ○ ○ ○ 相模川・鈴川

1412001008 就労継続支援Ｂ型 みんなの家ミミ 平塚市横内３７８４番地３ ＮＰＯ法人みんなの家ココ ○ ○ ○ 金目川、相模川

1412001735 生活介護 つくしんぼ　だんらん 平塚市岡崎3687－8 特定非営利活動法人　鴻基会
1412001669 就労継続支援Ｂ型 湘南コネクト 平塚市岡崎5800番地の4 一般社団法人湘南コネクト
1412001495 就労継続支援Ｂ型 みんなの家ミミ河内 平塚市河内２２３番地の１ ＮＰＯ法人みんなの家ココ ○ ○ ○ 金目川

1452000506 放課後等デイサービス こども通園センター　びびっとばあす 平塚市河内343－11 特定非営利活動法人　よろずやたきの会 ○ 鈴川

1452000480
児童発達支援
放課後等デイサービス

ｔｉｎｏ 平塚市宮の前2-20クレアール湘南102 合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏｕ ○ 相模川・鈴川

1452000043 放課後等デイサービス にじいろクラブきしゃポッポ 平塚市見附町１７－７ 特定非営利活動法人きしゃポッポ ○ ○ ○ 相模川・鈴川

1452000597 児童発達支援 コペルプラス　平塚教室 平塚市見附町7番12号府川ビル1階 株式会社コペル ○ 相模川・鈴川

1452000241 放課後等デイサービス ゆうゆうクラブ 平塚市御殿１－７－６ 特定非営利活動法人トムトム
1452000357 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスみらい 平塚市公所７２２－１１ 合同会社みらい
1412000125 就労継続支援Ｂ型 サンメッセしんわ 平塚市高根２７７番地 社会福祉法人　進和学園
1412000067 生活介護 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
1412001719 生活介護 ＪＯＹわーくす平塚 平塚市山下306－20 那由他プロパティーズ合同会社

1452000589 放課後等デイサービス
放課後等デイサービス　ＪＯＹサークル平
塚

平塚市山下306－20 合同会社ソフィアプランニング ○

1452000225 放課後等デイサービス 放課後クラブサクラんぼ 平塚市四之宮１－２－１５ ＮＰＯ法人サクラんぼ

1412000844 生活介護 夢工房　明日花 平塚市四之宮１－３－３１ 特定非営利活動法人　よろずやたきの会

1412000034 生活介護 ソーレ平塚ケアセンター 平塚市寺田縄２６５－１ 至泉会
1412000158 就労継続支援Ｂ型 ポラリス・ワークサポート 平塚市出縄335－2 医療法人　研水会

1412000117
生活介護
就労継続支援Ｂ型

ロータス授産センター 平塚市出縄３３６番地５ 日辰会

1412001446 生活介護 みんなの家ポポ 平塚市小鍋島１８番地の１ ＮＰＯ法人みんなの家ココ ○ ○ ○ 金目川

1452000092 放課後等デイサービス みんなの家ココ 平塚市小鍋島１８番地の１ ＮＰＯ法人みんなの家ココ ○ 鈴川

1412000141 就労継続支援Ｂ型 しんわルネッサンス 平塚市上吉沢１５２０－１ 社会福祉法人　進和学園

1412000695
就労移行支援
就労継続支援Ａ型

しんわルネッサンス 平塚市上吉沢１５２０－１ 社会福祉法人　進和学園

1412001156 就労継続支援Ａ型 ビーハピネス平塚 平塚市西真土１－１－４１ 特定非営利活動法人　ビーハピネス ○ ○ 金目川、相模川

1412001461 就労継続支援Ｂ型 キャロット工房 平塚市西真土１－７－５６ 特定非営利活動法人トムトム ○ ○ ○ 金目川、相模川

1412001487 就労継続支援Ｂ型 就労支援サクラんぼ 平塚市西八幡３－６－１５ ＮＰＯ法人サクラんぼ

1412001743
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

てといろプラス 平塚市西八幡二丁目15番7号あひるマンション1階 一般社団法人てといろ湘南

1452000316 放課後等デイサービス ぱらそる 平塚市浅間町５－１９サイトービル1F 株式会社ワープル ○ 鈴川

1452000282 児童発達支援 こども通園センター　さくらぐみ 平塚市達上ヶ丘１４の２ 特定非営利活動法人　よろずやたきの会 ○ ○ ○ 鈴川

1412000026 就労継続支援Ｂ型 貴峯荘ワークピア 平塚市達上ヶ丘１番９号貴峯荘ワークピア 社会福祉法人貴峯
1452000571 放課後等デイサービス ハッピーハッピー平塚 平塚市中原2丁目18－19 有限会社ハッピーハッピー
1452000498 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスあおぞら 平塚市中原三丁目17番7号 株式会社りいど
1412000042 生活介護 貴峯荘地域支援センター 平塚市中里３４－１７貴峯荘地域支援センター 社会福祉法人貴峯

1452000266
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ平塚 平塚市長持４１１番地１ 株式会社ベストライフジャパン ○ ○ ○ 鈴川

1452000027
児童発達支援
放課後等デイサービス

平塚市にこにこ園 平塚市追分1－４３ 平塚市

1412000737 就労継続支援Ｂ型 コミュニティハウスかざぐるま 平塚市追分８－２佐川ビル　２F 特定非営利活動法人平塚４Ｈの会
1452000548 児童発達支援 アグネス園 平塚市追分9－47 社会福祉法人　小百合会 ○
1412000083 生活介護 おあしす湘南 平塚市田村4－10－7 社会福祉法人　小百合会 ○ ○ ○ 金目川、相模川

1452000563 児童発達支援 こども園にじ 平塚市田村4－24－5 社会福祉法人　小百合会 ○ 相模川

1452000399 放課後等デイサービス はとのもり 平塚市東真土１－１－２２東真土１－１－２２ 一般社団法人文化芸術推進協会 ○ 相模川

1412001586 就労継続支援Ａ型 サライ湘南 平塚市東真土四丁目19番55号 Ｃｉｅｌ　Ｗｏｒｋｓ合同会社
1412000315 就労継続支援Ｂ型 キルクももはま 平塚市桃浜町２－３６ 神奈川県障害者自立生活支援センター
1412001727 就労継続支援Ｂ型 総活躍　平塚 平塚市徳延179－1リヴァティ1階 株式会社　B-HEART

1452000456
児童発達支援
放課後等デイサービス

こども通園センター　ひまわりぐみ
こども通園センター　すくすくばあす

平塚市徳延５７６番地４天野ビル１階
平塚市高村２０３平塚高村団地第１２号棟第１０２号
室

特定非営利活動法人　よろずやたきの会 ○ ○ 鈴川

1452000068 放課後等デイサービス こども通園センターちびっこばあす 平塚市徳延５９０－１ 特定非営利活動法人　よろずやたきの会 ○ 鈴川

1452000019 放課後等デイサービス こども通園センターばあす 平塚市徳延５９１－１ 特定非営利活動法人　よろずやたきの会 ○ ○ ○ 鈴川

1452000290 放課後等デイサービス こども通園センター　のびっこばあす 平塚市徳延５９２－１ 特定非営利活動法人　よろずやたきの会 ○ ○ 鈴川

1412001222 生活介護 でい工房花はな 平塚市南金目３４６番地の１ 社会福祉法人花
1412001362 生活介護 ひこうき雲(主) 平塚市南原１－２７－８ 特定非営利活動法人　平塚あおぞら会 ○ ○ ○ 金目川

1412001362 生活介護 こんぺいとう(従) 平塚市四之宮４－５－１８ 特定非営利活動法人　平塚あおぞら会 ○ ○ ○ 金目川、相模川

1412000786
生活介護
就労移行支援

えぽっくハウス
平塚市南原２－４－５マインズビル１階
平塚市西真土１－７－６２

特定非営利活動法人トムトム ○ ○ ○ 金目川、相模川

1452000324
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ平塚２ 平塚市入野１６６－２コーポ江原１０１ 株式会社ベストライフジャパン ○ ○ ○ 鈴川

1412001115 就労継続支援Ｂ型 ベルカンパニー 平塚市平塚２－７－４エスイービル ＮＰＯ法人フレッシュ ○ ○ ○ 金目川、相模川

1412000778
生活介護
就労継続支援Ｂ型

スタジオ　クーカ 平塚市平塚4－15－16 株式会社　愉快 ○ ○ ○ 金目川、相模川

1452000431 放課後等デイサービス 運動＆学習教室ジョイフルジョイフル 平塚市平塚４－１７－１５エンブレム平塚１Ｆ 株式会社東日本商事 ○ ○ ○ 鈴川

1412000646 就労継続支援Ｂ型 就労継続支援事業Ｂ型スペースセル 平塚市平塚５－８－２６AOIビル1,2階 平塚地域生活福祉会

1412000638 生活介護 生活介護スプラウト 平塚市北豊田５１０－３NPO法人スプラウト
特非障害児者家族サポート事業所スプラ
ウト

○ ○ ○ 金目川、相模川

1452000191 放課後等デイサービス 放課後ディスプラウト 平塚市北豊田５１０－３NPO法人スプラウト
特非障害児者家族サポート事業所スプラ
ウト

○ ○ ○ 鈴川

1412001529 就労継続支援Ｂ型 しんわやえくぼ 平塚市万田1036番地 社会福祉法人　進和学園

1452000464 放課後等デイサービス こども通園センター　わくわくばあす 平塚市万田２３０－１第二グリーンハイツ１Ｆ 特定非営利活動法人　よろずやたきの会

1452000449 放課後等デイサービス しんわブライト 平塚市万田４７５番地 社会福祉法人　進和学園
1412000091 生活介護 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
1452000233 放課後等デイサービス ビーライトしんわ 平塚市万田５３７番地 社会福祉法人　進和学園

④土砂災害警戒区域 ⑤津波災害警戒区域①洪水浸水想定区域 ②雨水出水浸水想定区域
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(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○の有る通所系事業所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○の有る通所系事業所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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1452000050 放課後等デイサービス 風の子くらぶ 平塚市万田672番地 特定非営利活動法人　ありんこ ○
1412001602 就労移行支援 Cocorport　平塚Office 平塚市明石町10番3浜田平塚ビル3階 株式会社　ココルポート
1412001511 就労移行支援 ペガサス平塚センター 平塚市明石町１－１７チェアフル湘南３階 一般社団法人ペガサス
1412001263 生活介護 ギャラリークーカ 平塚市明石町１４－８ 株式会社　愉快 ○ ○ ○ 金目川、相模川

1452000076
児童発達支援
放課後等デイサービス

こども発達相談センター・ベンチ 平塚市明石町１５－１６１Ｆ 社会福祉法人湘南福祉センター ○ ○ 相模川・鈴川

1412000950 就労継続支援Ｂ型 自立支援事業所あやとり 平塚市明石町１５番１６号 社会福祉法人湘南福祉センター ○ ○ ○ 金目川、相模川

1412000745 就労継続支援Ｂ型 山晃央園作業所(主) 平塚市夕陽ヶ丘４３－７ 特定非営利活動法人山晃央園 ○ ○ ○ 金目川、相模川

1412000745 就労継続支援Ｂ型 山晃央園ひばり乃ショップ(従) 平塚市御殿１－１７－１岩田ビル１F 特定非営利活動法人山晃央園
1412001354 生活介護 平塚栗原ホーム 平塚市立野町31－20 社会福祉法人　平塚市社会福祉協議会

1412100990 就労継続支援Ａ型 ワークセンターかまくら愛の郷
鎌倉市岡本１０２２－３２特別養護老人ホーム　かま
くら愛の郷

社会福祉法人湘南愛心会 ○ ○ 柏尾川

1452100223 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　グローブ 鎌倉市岡本２丁目３番１６号特になし 株式会社グローブＳＶ ○ 柏尾川 ○ ○
1412100891 就労移行支援 富士ソフト企画　就職予備校 鎌倉市岡本二丁目１３番１８号 富士ソフト企画株式会社 ○ 柏尾川

1452100132
児童発達支援
放課後等デイサービス

鎌倉こども学園「チューリップ」 鎌倉市岡本二丁目２番１８号川島ビル１階 株式会社鎌倉こどもリテラシー ○ 柏尾川 ○

1412100800 就労継続支援Ａ型 Ｂｉｚパートナー大船 鎌倉市梶原２－１９－１９ レジェンドプロパティ一般社団法人
1412100982 就労継続支援Ｂ型 りっしん洞 鎌倉市梶原３－２１－３ 一般社団法人りっしん洞 ○ ○
1452100108 放課後等デイサービス 障害児活動支援センター 鎌倉市梶原二丁目３３番２号 社会福祉法人ほしづきの里 ○
1412100552 就労継続支援Ｂ型 アトリエそらのいろ 鎌倉市鎌倉市由比ガ浜1-2-6 特非）アートスタジオかまくらの森 ○

1412100024
生活介護
就労継続支援Ｂ型

鎌倉薫風 鎌倉市関谷１３５１ 社会福祉法人ラファエル会 ○ ○

1452100173 放課後等デイサービス はっぴーわん
鎌倉市玉縄１丁目２番６号ハッピーワンハウスⅠ－Ｄ
号

特定非営利活動法人鎌倉はっぴーくらぶ ○ 柏尾川

1452100025
児童発達支援
放課後等デイサービス

学びの基地　御成教室 鎌倉市御成町１０番４号ラプラス美越２Ｆ たすく株式会社 ○ ○ 滑川 ○

1412100669 就労継続支援Ａ型 ピースウェーブ 鎌倉市御成町３－１０鎌万ビル4階 Ｂｅ－Ｏｎｅｓｅｌｆ ○
1412100560 就労継続支援Ｂ型 れざみ 鎌倉市御成町７－１１ 特非）地域生活サポートまいんど ○ ○ 滑川 ○
1412100248 生活介護 小さき花の園　在宅サービス支援部 鎌倉市腰越一丁目２番１号 聖テレジア会 ○ ○

1452100033
児童発達支援
（生活介護）

小さき花の園　在宅サービス支援部 鎌倉市腰越一丁目２番１号 聖テレジア会 ○ ○

1412100065 生活介護 鎌倉由比 鎌倉市坂ノ下３３－３鎌倉清和由比 社会福祉法人清和会 ○ ○

1412101030 生活介護 わんびぃさん 鎌倉市山崎１１８２ 特定非営利活動法人鎌倉はっぴーくらぶ

1452100314
児童発達支援
放課後等デイサービス

湘南こども村 やまぶき 鎌倉市山崎2333番地6 株式会社アイ・エー・アイ ○

1412100057
生活介護
就労継続支援Ｂ型

日日クラブ
就労継続支援Ｂ型事業所工房ひしめき

鎌倉市山崎796-13
鎌倉市鎌倉山２－８－３４

社会福祉法人ほしづきの里 ○ ○

1412100586 就労継続支援Ｂ型 workshopレスカル(主） 鎌倉市小袋谷２－1４－１０ 特定非営利活動法人ゆうほ ○ 柏尾川

1412100586 就労継続支援Ｂ型 第二レスカル(従) 鎌倉市大船２－２０－３８ 特定非営利活動法人ゆうほ ○ 柏尾川

1452100181 放課後等デイサービス ｅ－キッズひろば大船 鎌倉市小袋谷２丁目２－４６ 株式会社フロンティア ○ 柏尾川

1412100693 就労継続支援Ｂ型 道工房 鎌倉市小町２－１２－３７　小町ティアイビルⅡ２Ａ 特定非営利活動法人道 ○ 滑川 ○

1412101063 就労継続支援Ａ型 ココピアワークス鎌倉 鎌倉市小町２丁目８－７すみのプラザ３F 株式会社ココピアワークス ○ ○ ○

1412100925
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

笑ん座カフェ 鎌倉市城廻４２３－１２１ 特定非営利活動法人かまくら笑ん座

1452100215 放課後等デイサービス ぐるんぱ 鎌倉市常盤１６５－８ 社会福祉法人　八寿会

1412100974
生活介護
就労継続支援Ｂ型

すてっぷ鎌倉ときわ 鎌倉市常盤５３０１Ｆ 特定非営利活動法人あゆみの会 ○ 柏尾川 ○ ○

1412100016 生活介護 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 ○ ○

1452100231
児童発達支援
放課後等デイサービス

鎌倉発達支援室・自立の学校 鎌倉市雪ノ下3-4-25五十嵐ビル2Ｆ たすく株式会社

1412100958
自立訓練（生活訓練）
就労移行支援

トライフル鎌倉 鎌倉市雪ノ下3丁目4－25五十嵐ビル　2階奥 株式会社ダブルコーポレーション

1452100348
児童発達支援
放課後等デイサービス

のびの木ゆきのした 鎌倉市雪ノ下636番10号立花大倉ビル2階 株式会社フューチャーサポート

1412101113 就労継続支援Ｂ型 ココピアワークス鎌倉Ｂ 鎌倉市扇ガ谷4－1－15 株式会社ココピアワークス ○

1452100249 放課後等デイサービス れいんぼーびぃ 鎌倉市台1-5-19 特定非営利活動法人鎌倉はっぴーくらぶ ○ 柏尾川 ○ ○

1412100834 生活介護 山崎薫風 鎌倉市台４－５－４０ 社会福祉法人ラファエル会

1452100090 放課後等デイサービス のんびりスペース大船 鎌倉市台二丁目１１番４号
特定非営利活動法人新しい子育てを考え
る会

○ 柏尾川 ○ ○

1452100363 放課後等デイサービス 放課後デイサービスtoiro大船 鎌倉市大船1751番地　2階 アンダンテミライ株式会社

1412100941
自立訓練（生活訓練）
就労継続支援Ｂ型

みらいの種 鎌倉市大船２－１０－２６ 特非）地域生活サポートまいんど ○ 柏尾川 ○ ○

1412100768 就労移行支援 就労サポートセンターねくすと 鎌倉市大船３－１－３セイシショウナンビル６階 特非）地域生活サポートまいんど ○ ○ 柏尾川

1452100298
児童発達支援
放課後等デイサービス

のびの木大船 鎌倉市大船4－17－45坂田ビル102号室 株式会社フューチャーサポート ○ 柏尾川

1452100355 児童発達支援 コペルプラス　大船教室 鎌倉市大船三丁目6番36号クレール三番館2階 株式会社コペル ○ 柏尾川

1412100628 就労継続支援Ｂ型 もっこす 鎌倉市大船二丁目２４番１１号 特定非営利活動法人響 ○ 柏尾川

1412101055 就労継続支援Ｂ型 らぱんステップ 鎌倉市大町５－１２－１６ 株式会社ラパン ○
1412100578 就労継続支援Ｂ型 青い麦の家 鎌倉市大町五丁目２番１１号 社会福祉法人　麦の里 ○ ○

1452100256
児童発達支援
放課後等デイサービス

鎌倉あけぼの園 鎌倉市津西１丁目１－１８松本ビル１F 株式会社朝 ○ 神戸川 ○

1452100322 児童発達支援 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園
鎌倉市笛田２－３８－２０鎌倉市児童発達支援セン
ターあおぞら園

鎌倉市

1412100073
生活介護
就労継続支援Ｂ型

鎌倉はまなみ 鎌倉市由比ガ浜２－３－１１鎌倉はまなみ 社会福祉法人清和会 ○

1412100370 就労継続支援Ｂ型 ジャックと豆の木(主) 鎌倉市由比ガ浜２－４－３９ 特非）地域生活サポートまいんど ○
1412100370 就労継続支援Ｂ型 かまくらふれんず(従) 鎌倉市御成町２－５ 特非）地域生活サポートまいんど ○ ○ 滑川 ○

1452100272 児童発達支援 ＡＤＤＳ　Ｋｉｄｓ　１ｓｔ　鎌倉
鎌倉市由比ガ浜三丁目１１番４８号由比ガ浜こどもセ
ンター３階

特定非営利活動法人ＡＤＤＳ ○

1452100280 放課後等デイサービス ミライエ鎌倉
鎌倉市由比ガ浜三丁目１１番４８号由比ガ浜こどもセ
ンター3階

セントスタッフ株式会社 ○

1412100388 就労継続支援Ａ型 障害者雇用開発ネットワーカービー 鎌倉市由比ガ浜二丁目９番５３号マセハイム2階 特定非営利活動法人ｅ－ライフサポート ○

1412100040 生活介護 鎌倉わかみや 鎌倉市由比ヶ浜２－３－１１鎌倉はまなみ 社会福祉法人清和会 ○
1452200049 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　星の村 藤沢市羽鳥2-15-41 社会福祉法人藤沢育成会
1412200121 生活介護 グランツ遠藤 藤沢市遠藤２０２０－１７ 社会福祉法人　県央福祉会
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1452200569 放課後等デイサービス
放課後デイサービス　グリーンスクール秋
葉台

藤沢市遠藤２９６９－２ 社会福祉法人喜寿福祉会

1412200063 生活介護 よし介工芸館 藤沢市遠藤３２２５ 社会福祉法人藤沢育成会
1412200113 生活介護 ふじさわ爽風舎 藤沢市遠藤３５５０－２ 社会福祉法人　県央福祉会
1452200833 児童発達支援 ワン・ツー・ジョイ 藤沢市遠藤642 合同会社ベイビースター
1412200733 就労継続支援Ｂ型 エール湘南 藤沢市遠藤６４２－２ 社会福祉法人エール湘南

1412200139
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

ライフ湘南 藤沢市遠藤６４２－６ 社会福祉法人　光友会

1412201897 就労継続支援Ｂ型 えにしんぐ(主) 藤沢市下土棚４７２－２グッドビル長後駅前３階 特定非営利活動法人えにし
1412201897 就労継続支援Ｂ型 えにしんぐⅡ(従) 藤沢市下土棚５１０－１シコービル２Ｆ 特定非営利活動法人えにし

1452200130 放課後等デイサービス
藤沢地域福祉事業放課後等デイサービスお
ひさま

藤沢市亀井野1514ファーストシティハウス１Ｆ 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

1412201152
生活介護
自立訓練（生活訓練）

プロップ 藤沢市亀井野１丁目３０－９ 社会福祉法人　創

1452200072
児童発達支援
放課後等デイサービス

湘南北部療育センター 藤沢市亀井野２－２０－１０ 社会福祉法人　県央福祉会

1452200064 放課後等デイサービス 藤沢市障害児者保育の会　ポップコーン 藤沢市亀井野２５３６－５メゾンロマンⅡ 一般社団法人ライブフォース
1452200080 放課後等デイサービス 児童デイサービス　ポップコーン２ 藤沢市亀井野２７８コーポシャルレⅠ１０３ 一般社団法人ライブフォース
1412201459 生活介護 いとぐるま 藤沢市亀井野３１８７ 社会福祉法人藤沢育成会
1452200270 児童発達支援 児童発達支援センターぷれっじ 藤沢市亀井野３１８７ 社会福祉法人藤沢育成会
1452200817 放課後等デイサービス ホヌランド 藤沢市亀井野3263－7 株式会社恵比寿堂

1452200379
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ藤沢 藤沢市亀井野３丁目２９番１０号湘南サイト３階 株式会社ベストライフジャパン

1412201913
就労移行支援
就労継続支援Ａ型

ワークセンター藤沢 藤沢市亀井野二丁目２番地の５ハイムスワマ１F づくり株式会社

1452200627
児童発達支援
放課後等デイサービス

はあとふるキッズ長後 藤沢市高倉２３０８－１プリオール湘南長後１０１ 特定非営利活動法人はあとけあ

1412201814 自立訓練（生活訓練） みずき 藤沢市高谷１０８－１ 医療法人社団清心会

1452200403
児童発達支援
放課後等デイサービス

はびりす 藤沢市高谷１３－８ 株式会社ハビリスデザイン

1412201590 就労移行支援 ウェルビー藤沢センター 藤沢市鵠沼花沢町１３－９　ハナザワビル５階 ウェルビー株式会社
1452200015 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス太陽の家 藤沢市鵠沼海岸６－６－１２ 社会福祉法人　光友会 ○ ○ 引地川

1452200593 児童発達支援
児童発達支援センター藤沢市太陽の家しい
の実学園

藤沢市鵠沼海岸６－６－１２ 社会福祉法人　光友会 ○ ○ ○ 引地川

1452200676 児童発達支援 太陽の家キャロット 藤沢市鵠沼海岸６－６－１２ 社会福祉法人　光友会 ○ ○ 引地川

1412200071 生活介護 藤沢市太陽の家藤の実学園 藤沢市鵠沼海岸６－６－１２藤沢市太陽の家 社会福祉法人　光友会 ○ ○ ○ 引地川 　 　

1412201244
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

福祉コミュニティカフェ　亀吉 藤沢市鵠沼海岸７－５－３０ 特非）シニアライフセラピー研究所 ○ ○ 引地川 　 　

1412201756 就労継続支援Ｂ型 パン遊房　亀吉 藤沢市鵠沼海岸７丁目２０番２１号 特非）シニアライフセラピー研究所 ○ ○ 引地川 　 　
1412202044 生活介護 カルチャースクール　亀吉 藤沢市鵠沼海岸七丁目２０番２１号 特非）シニアライフセラピー研究所 ○ ○ 引地川 　 　

1412201962 就労継続支援Ａ型 Ｍ工房　藤沢 藤沢市鵠沼橘１丁目１－４藤沢セントラルビル４階 合同会社ｓｔｕｄｉｏＭ

1452200767
児童発達支援
放課後等デイサービス

ミライオ藤沢駅前教室 藤沢市鵠沼橘１丁目１番５号平本藤沢ビル２Ｆ ミライ・オ　株式会社

1412202085 就労継続支援Ｂ型 トリートメントモール　亀吉 藤沢市鵠沼松が岡1－4－5 特非）シニアライフセラピー研究所

1452200825 放課後等デイサービス クラブ湘南　CHI‘SHOME 藤沢市鵠沼松が岡3ー12－6
株式会社　ＬＩＢＥＲＡＬ　ＤＥＳＩＧ
Ｎ

○ 境川

1452200734 児童発達支援 ひよっこくらぶ鵠沼 藤沢市鵠沼松が岡４－２０－８　１Ｆ 一般社団法人こども発達サポート協会 ○ 境川

1452200346 放課後等デイサービス ハッピーハッピー藤沢 藤沢市鵠沼神明４－６－９ 有限会社ハッピーハッピー ○ ○ 引地川・境川

1452200726
児童発達支援
放課後等デイサービス

ＹＭＣＡ児童発達支援ふじさわ 藤沢市鵠沼石上１－１３－７ 公益財団法人横浜ＹＭＣＡ ○ ○ 境川

1412201269 就労移行支援 Cocorport　湘南藤沢Office 藤沢市鵠沼石上１－５－４大樹生命藤沢ビル2階 株式会社　ココルポート

1412201558
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

プレミア藤沢
プレミア藤沢　Ｂ

藤沢市鵠沼石上２－５－１カサハラビル藤沢４階Ａ号
室

プレミア株式会社 ○ ○ 　 境川

1452200650 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスあるふぁ 藤沢市鵠沼藤ヶ谷２－５－１０ＦＵＤＯ５－２階 合同会社アルファ ○ ○ 境川

1452200031 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　カラフル 藤沢市小塚592 社会福祉法人藤沢育成会 ○ 境川

1452200601 放課後等デイサービス 児童デイサービス「きゃんばす」２ 藤沢市湘南台１－１６－２３安西ビル２０４号室 株式会社ライフサポートパートナーズ

1452200395
児童発達支援
放課後等デイサービス

児童デイサービス「きゃんばす」
藤沢市湘南台１－２１－５湘南台パークサイドビル２
Ｆ

株式会社ライフサポートパートナーズ

1452200718 児童発達支援 ハビー湘南台教室 藤沢市湘南台２－１３－１０神中第５ビル４階 ウェルビー株式会社
1452200841 児童発達支援 コペルプラス　湘南台教室 藤沢市湘南台2丁目18番地の9TOMOS湘南台2階 株式会社コペル

1412200626
生活介護
就労継続支援Ｂ型

かたくりの里 藤沢市湘南台5－1－2 社会福祉法人　県央福祉会

1412200683
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

就労移行支援事業　藤沢ひまわり(主)
就労継続支援事業Ｂ型　藤沢ひまわり

藤沢市西俣野１９２５－３ 社会福祉法人　藤沢ひまわり

1412200683 就労継続支援Ｂ型
就労継続支援事業Ｂ型　第３藤沢ひまわり
(従)

藤沢市西富３６８－１ 社会福祉法人　藤沢ひまわり

1412200089 生活介護 湘南ゆうき村デイセンター 藤沢市西俣野４１０ 社会福祉法人藤沢育成会
1412200808 生活介護 湘南ゆうき村 藤沢市西俣野４１０ 社会福祉法人藤沢育成会
1412202069 生活介護 ケアセンターふわふわ 藤沢市石川１－３１－３中田アンテナビル１０２ 株式会社ハビリスデザイン
1412202077 自立訓練（機能訓練） ｹｱｾﾝﾀｰあおぞら 藤沢市石川1－3－1フレックス湘南石川1階 株式会社湘南ケアステージ
1412202119 生活介護 ケアセンターあおぞら 藤沢市石川1－3－1フレックス湘南石川1階 株式会社湘南ケアステージ

1452200692 放課後等デイサービス
放課後等デイサービス　グリーンスクール
湘南台

藤沢市石川１８１６グリーンライフ湘南台　3階 社会福祉法人喜寿福祉会

1412200105
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

みらい社 藤沢市石川４６６２ 社会福祉法人藤沢育成会

1412200816
生活介護
就労継続支援Ｂ型

サポートセンター　ウイング 藤沢市石川６－１８－１５ 社会福祉法人　創

1412200055 生活介護 湘南マロニエ 藤沢市石川６３６－２５ 社会福祉法人マロニエ会 ○ ○
1452200338 放課後等デイサービス イーチ児童デイサービス石川 藤沢市石川６４６－１２ 有限会社ジースカイ

1452200577
児童発達支援
放課後等デイサービス

ふじのその
藤沢市石川三丁目３０番地の１３コスモヒルズ弐番館
２０１

合同会社ふじのその

1412200980 生活介護 すてっぷ川名 藤沢市川名６７２リステージ湘南川名１Ｆ 特定非営利活動法人あゆみの会 ○ ○ 境川

1452200429 放課後等デイサービス
放課後デイサービス　グリーンスクール善
行

藤沢市善行１－１６－５ 社会福祉法人喜寿福祉会

1452200114 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　プリズム 藤沢市善行１－５－９伊藤ビル２階 社会福祉法人藤沢育成会

1452200494
児童発達支援
放課後等デイサービス

のびの木　善行大橋
藤沢市善行１丁目１０－１７第二ファミールマンショ
ン

株式会社フューチャーサポート

1412201749
生活介護
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

モンド湘南藤沢 藤沢市善行３－１４－７ 社会福祉法人　県央福祉会
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1412200147
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

ハートピア湘南 藤沢市善行４丁目３６８９番地１ 社会福祉法人ひばり

1452200460
児童発達支援
放課後等デイサービス

キッズコミュ　ソレイユ 藤沢市善行７ー２ー９サンハイム寿Ⅱ　1Ｆ ＮＰＯ法人キッズコミュ

1412201582 生活介護 クラブハウス・インユー 藤沢市善行７丁目６番２号 株式会社インユー
1412201285 生活介護 湘南むぎばたけ 藤沢市善行四丁目3690番地１ 社会福祉法人ひばり

1452200486
児童発達支援
放課後等デイサービス

こぱんはうすさくら　善行教室
藤沢市善行七丁目７番８号第２藤ビル１０２・１０
３・１０５号

株式会社湘南の虹

1412201053 就労継続支援Ｂ型 コーヒーポット 藤沢市善行団地３－１４－２ 社会福祉法人ひばり
1452200312 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　わかば 藤沢市善行団地３－１４－３ 一般社団法人ふれあいの郷

1412202051 就労継続支援Ｂ型 Ｎｉｃｏ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 藤沢市大鋸１－９－２玉樹ビル１Ｆ
特定非営利活動法人　Ｎｉｃｏ’ｓ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ

○ ○ ○ 境川

1412201178 就労継続支援Ｂ型 就労継続支援Ｂ型事業　喫茶ポトピ 藤沢市大鋸２－２－２２青木ビル２階　３階 特定非営利活動法人ポトピの会
1412201228 就労継続支援Ｂ型 Ｍｕｓｉｃ　ｏｆ　Ｍｉｎｄ 藤沢市大庭５２５１－１ 特非）Ｍｕｓｉｃ　ｏｆ　Ｍｉｎｄ
1412201053 就労継続支援Ｂ型 らいく・みーこむ(従) 藤沢市朝日町1－1藤沢市役所分庁舎1階 社会福祉法人ひばり
1412200154 生活介護 ライフケアセンター　まどか 藤沢市辻堂元町５－１７－１ 社会福祉法人　創
1412201251 就労継続支援Ａ型 るる湘南 藤沢市辻堂元町四丁目３番３２号 株式会社るるカンパニー

1452200551 放課後等デイサービス 湘南国際アフタースクール辻堂
藤沢市辻堂新町１丁目２番２１号新町Ｇ２ビル２０２
号

アイビー株式会社

1452200288 放課後等デイサービス カナガク放課後デイ辻堂駅前 藤沢市辻堂新町一丁目１番１５号山上第2ビル4階 株式会社日本教育指導協会

1412201343 就労移行支援 Cocorport　湘南辻堂Office
藤沢市辻堂神台１－３－３９オザワビル６階６０６号
室

株式会社　ココルポート

1412201301 生活介護 第１木曜クラブ 藤沢市辻堂西海岸２－１－１５ 特定非営利活動法人　木曜クラブ

1452200437
児童発達支援
放課後等デイサービス

遊びリパーク　Ｌｉｎｏ’ａ 藤沢市辻堂西海岸２ー１０ー３ー１ 特定非営利活動法人ｌａｕｌｅ’ａ

1412202135 生活介護 第2木曜クラブ 藤沢市辻堂西海岸二丁目10街区3号棟6号室 特定非営利活動法人　木曜クラブ
1412201350 就労継続支援Ｂ型 湘南みどりの風ＦＬＯＷ 藤沢市辻堂太平台１丁目３番９号 一般社団法人湘南みどりの風福祉会

1452200544
児童発達支援
放課後等デイサービス

こぱんはうすさくら　湘南教室 藤沢市辻堂六丁目１７番９号 株式会社エイアールエス

1452200874 放課後等デイサービス アトリエえとす 藤沢市天神町2－6－3 株式会社ハビリスデザイン
1412200972 生活介護 すてっぷ渡内 藤沢市渡内１－１３－１３サニーテラスイシイＦ 特定非営利活動法人あゆみの会

1452200759
児童発達支援
放課後等デイサービス

フレンズ藤沢 藤沢市渡内２－１－４ 株式会社Ｏｒｉｇｉｎ

1452200684 放課後等デイサービス
放課後等デイサービス　グリーンスクール
村岡

藤沢市渡内３－８－６3 社会福祉法人喜寿福祉会

1452200445 放課後等デイサービス 湘南国際アフタースクール藤沢 藤沢市藤沢１００９－６中島ビル２F アイビー株式会社
1452200585 児童発達支援 ハビー藤沢教室 藤沢市藤沢１０１５－１４リブレ藤沢６階 ウェルビー株式会社
1412201954 就労移行支援 ウェルビー藤沢第２センター 藤沢市藤沢１０１５－４リブレ藤沢３階 ウェルビー株式会社
1412202259 就労移行支援 ディーキャリア　藤沢オフィス 藤沢市藤沢1031小島ビル102号室 株式会社エルーセラ

1452200858
児童発達支援
放課後等デイサービス

キッズ・ルピナス藤沢 藤沢市藤沢2－1－172階 株式会社キッズアプローチ

1452200361
児童発達支援
放課後等デイサービス

のびの木　藤沢本町 藤沢市藤沢３－１－５第２デンドービル２階Ｂ号室 株式会社フューチャーサポート ○ 境川

1412202010 就労移行支援 就労支援センター　ひゅーまにあ藤沢 藤沢市藤沢４９６番地藤沢森井ビル４階 株式会社チャレンジドジャパン

1452200809
児童発達支援
放課後等デイサービス

こどもサポート教室「きらり」藤沢校 藤沢市藤沢530－10Ｆ.Ｓ.Ｃビル1Ｆ 株式会社クラ・ゼミ

1452200791 放課後等デイサービス オレンジスクール　藤沢教室 藤沢市藤沢541富士ビル4階 株式会社ＵＭＥＴＡＳ

1412201889 就労継続支援Ｂ型 すばる工房
藤沢市藤沢５４５番地の５１　ライオンズマンション
湘南藤沢１階

一般社団法人さらら

1452200783 放課後等デイサービス こぱんはうすさくら　藤沢教室 藤沢市藤沢691番1 株式会社湘南の虹 ○ 境川

1452200668
児童発達支援
放課後等デイサービス

のびの木南ふじさわ 藤沢市南藤沢16－12ＦＤI第三ビル3Ｆ 株式会社フューチャーサポート ○ ○ 境川

1452200742 児童発達支援 コペルプラス　藤沢教室 藤沢市南藤沢１７番１６号秋山ビルⅡ４０２号室 株式会社ディスカバリープラス ○ ○ 境川

1452200254
児童発達支援
放課後等デイサービス

ＬＩＴＡＬＩＣＯ　ジュニア藤沢教室 藤沢市南藤沢２０－１８長塚第１ビル３Ｆ 株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ

1412201731 就労移行支援 ミラトレ藤沢 藤沢市南藤沢４－３日本生命南藤沢ビル１Ｆ パーソルチャレンジ株式会社
1412202150 就労移行支援 LITALICOワークス藤沢 藤沢市南藤沢5－9朝日生命藤沢ビル4階 株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ
1412201848 就労継続支援Ｂ型 カフェすばる 藤沢市南藤沢７－１０英邦第一ビル２Ｆ、４Ｆ 特定非営利活動法人昴の会 ○ ○ ○ 境川

1412201392
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

Ｂｉｚパートナー藤沢 藤沢市南藤沢９－２山下ビル５０１ レジェンドプロパティ一般社団法人

1452200247 放課後等デイサービス
カナガク自立支援学習センター放課後デイ
藤沢駅前

藤沢市南藤沢二丁目１番３号ダイヤモンドビル5F 株式会社日本教育指導協会

1452200452
児童発達支援
放課後等デイサービス

こぱんはうすさくら　白旗教室 藤沢市白旗１－１－１コミー湘南1Ａ 株式会社湘南の虹 ○ 境川

1412202341 生活介護 アポロ 藤沢市本町3丁目1番9号第一渡辺ビル102・201 社会福祉法人藤沢育成会

1452200106 放課後等デイサービス
藤沢地域福祉事業放課後等デイサービスた
んぽぽ

藤沢市本藤沢６丁目１番地９号１階 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

1412202143 生活介護 アートスペースわかくさ 藤沢市用田602－3 社会福祉法人藤沢育成会

1452200866 放課後等デイサービス
放課後等デイサービス　グリーンスクール
立石

藤沢市立石3丁目3157－1 社会福祉法人喜寿福祉会

1412200022
就労移行支援
就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型

神奈川ワークショップ(主) 藤沢市獺郷１００８－１ 社会福祉法人　光友会

1412200022 就労継続支援Ｂ型 神奈川ワークショップ従たる事業所(従) 藤沢市獺郷５０－４ 社会福祉法人　光友会
1412200840 生活介護 湘南希望の郷ケアセンター 藤沢市獺郷１００８番地の３ 社会福祉法人　光友会 ○ ○ 小出川・千の川

1412301051 就労継続支援Ａ型 プリネ
小田原市栄町２－７－２5小田原百貨店栄町ビル４階
Ｃ室

株式会社千手

1412300715 生活介護 デイセンター永耕 小田原市永塚４０８ 社会福祉法人永耕会

1452300310
児童発達支援
放課後等デイサービス

ハッピーテラス小田原教室 小田原市鴨宮162番地1SG鴨宮ビル２階 株式会社ライフサポート神奈川

1452300070 児童発達支援 こはるび学園 小田原市栢山５９２－２リバーサイドハイツ１０５号 ＮＰＯ法人　こどもの広場 ○ ○ 酒匂川

1412300681 就労継続支援Ｂ型 農業ステーション 小田原市鬼柳３１１番地 特定非営利活動法人パソボラサークル ○ ○ 酒匂川

1412300632 就労継続支援Ｂ型 就労継続支援Ｂ型事業所おりーぶ 小田原市鬼柳７３３番地２ 特定非営利活動法人おりーぶの木 ○ ○ 酒匂川

1452300021 児童発達支援 小田原市障害児通園施設つくしんぼ教室
小田原市久野１１５番地２おだわら総合医療福祉会館
１階

小田原市 ○ ○ ○ 山王川

1412300921
生活介護
就労継続支援Ｂ型

おだわら福祉農場 小田原市久野２７６２番地３ 合同会社おだわら福祉農場

1452300393 放課後等デイサービス Ｗｅｌｌ 小田原市久野469
有限会社　足柄リハビリテーションサー
ビス

○ ○ 山王川
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1452300229 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスおんぷ 小田原市久野７００－２ 特定非営利活動法人音楽カレッジみゅう ○ ○ 山王川

1452300260 放課後等デイサービス 小田原ひかり 小田原市久野８４９－１０ 特定非営利活動法人障害福祉支援もえぎ ○ ○ 山王川

1412301044 就労継続支援Ｂ型 アール・ド・ヴィーヴル 小田原市久野９０６アネシスヒルズ１０２ ＮＰＯ法人アール・ド・ヴィーヴル
1452300062 放課後等デイサービス ぐれーぷ 小田原市桑原３４－４ 株式会社　エイチ・エス・エー ○ ○ 酒匂川

1412301127 就労継続支援Ｂ型 こころね 小田原市穴部５４７－２ 株式会社リンクライン ○ ○ 狩川

1412300046 生活介護 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
1452300096 放課後等デイサービス ほうあん第一しおん 小田原市根府川３８９ 社会福祉法人宝安寺社会事業部

1412300079
生活介護
就労継続支援Ｂ型

ほうあん第一しおん 小田原市根府川３８９番地 社会福祉法人宝安寺社会事業部

1452300377 児童発達支援 どーむ 小田原市小竹186 社会福祉法人　よるべ会 ○ ○

1412300566 就労継続支援Ｂ型 えりむ
小田原市城山１－６－１８小田原クリスチャンセン
ター

特定非営利活動法人一粒の麦

1452300294 放課後等デイサービス ＪＯＹヴィレッジ小田原校 小田原市成田６５６－６ 株式会社ＪＯＹＢＡＳＩＣ ○ ○ 酒匂川

1412300939 生活介護 ほうゆう館 小田原市千代358番地の1 特定非営利活動法人豊邑会 ○ ○ 森戸川

1452300351 放課後等デイサービス 夢門塾扇町 小田原市扇町１－１３－３９清晋ビル２階 キャレオス株式会社 ○ ○ 酒匂川/山王川

1412300699
生活介護
就労継続支援Ｂ型

第２ありんこホーム 小田原市扇町２－３１－５扇町マンション１階 特定非営利活動法人おだわら虹の会 ○ ○ 酒匂川

1452300039 放課後等デイサービス 株式会社エイチエスエー秘密基地 小田原市扇町５－１１－２１ 株式会社　エイチ・エス・エー ○ ○ 酒匂川

1452300443
児童発達支援
放課後等デイサービス

ほうあんふじ 小田原市曽我大沢７ 社会福祉法人宝安寺社会事業部

1452300336 放課後等デイサービス りんごの木 小田原市多古３２６－９ 株式会社　エイチ・エス・エー ○ ○ 酒匂川・狩川

1412300491
生活介護
就労継続支援Ｂ型

第３小田原アシスト
小田原アシスト

小田原市東町１丁目３２－２０
小田原市東町４－１１－２

社会福祉法人小田原支援センター
○
○

○
○

酒匂川
酒匂川

　
○ ○

1412300343 就労継続支援Ｂ型 第２小田原アシスト 小田原市東町４－４－５ 社会福祉法人小田原支援センター ○ ○ 酒匂川 ○ ○
1412301101 就労継続支援Ｂ型 ありんこホームふじみ 小田原市南鴨宮３丁目６－１１ 特定非営利活動法人おだわら虹の会 ○ ○ 酒匂川

1412300673
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

かもめの家事業所 小田原市板橋１０２ 特非）地域活動ホームかもめの家

1412300574 就労継続支援Ｂ型 かのん 小田原市板橋１５５－１３ 株式会社ライフ　アファーミング奨生
1452300054 放課後等デイサービス ひまわりの家 小田原市飯泉字吉添１２０３－８ 株式会社　エイチ・エス・エー ○ ○ 酒匂川

1452300187 放課後等デイサービス あったかサポートねこのて 小田原市浜町３－１－３８スカイマンション1階 株式会社健康館
1412300707 就労継続支援Ｂ型 ありんこホーム 小田原市浜町４－２９－１ 特定非営利活動法人おだわら虹の会 ○ ○ 山王川 ○ ○
1452300385 児童発達支援 コペルプラス　小田原教室 小田原市浜町一丁目2番24号平井ビル101号室 株式会社コペル

1452300302 放課後等デイサービス
太陽の門放課後等デイサービスセンター
「きゃんばす」

小田原市風祭５６３ 社会福祉法人風祭の森 ○ ○

1412300152 生活介護 太陽の門デイサービスセンター 小田原市風祭５６３番 社会福祉法人風祭の森 ○
1412300590 生活介護 きらら湘南ポラリス 小田原市北ノ窪３８２－１ きらら湘南株式会社
1452300252 放課後等デイサービス きらら湘南ポラリス 小田原市北ノ窪３８２－１ きらら湘南株式会社

1412300087
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

ほうあんのぞみ(主) 小田原市本町２－４－１２ 社会福祉法人宝安寺社会事業部

1412300087 就労継続支援Ｂ型 ほうあんのぞみ(従) 小田原市本町2－4－12 社会福祉法人宝安寺社会事業部

1452300328 児童発達支援 ほうあんうみ
小田原市本町二丁目４番１２号ほうあん地域支援セン
ターまある３階～５階

社会福祉法人宝安寺社会事業部

1452300088 放課後等デイサービス ファミリーサポートすずろ　蓮笑亭 小田原市蓮正寺４３５ 有限会社　山一建設 ○ ○ ○ 酒匂川・狩川

1412301143 就労継続支援Ｂ型 就労継続支援Ｂ型笑和工房 小田原市蓮正寺435すずろ蓮笑亭 有限会社　山一建設 ○ ○ 酒匂川・狩川

1412300095
生活介護
就労継続支援Ｂ型

梅香園 小田原市蓮正寺６４７－５ 社会福祉法人　よるべ会 ○ ○ 酒匂川・狩川

1412300764 就労継続支援Ｂ型 せせらぎの杜(主) 小田原市蓮正寺８２７－１ 有限会社サポート・ティー ○ ○ 酒匂川・狩川

1412300764 就労継続支援Ｂ型 せせらぎの杜(従) 小田原市中町３－５－１０ 有限会社サポート・ティー ○ ○ 酒匂川/山王川

1412400911
就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型

すまいる茅ヶ崎 茅ヶ崎市円蔵３７０番地 すまいる株式会社 ○ ○
H20千の川
（0.5m未満）

1452400193
児童発達支援
放課後等デイサービス

おうるの木　茅ヶ崎 茅ヶ崎市下寺尾３７６番５号 株式会社ＭＡＳ

1412400036 生活介護 第２湘南鬼瓦 茅ヶ崎市甘沼１２３－２ 社会福祉法人翔の会
1412400531 生活介護 湘南鬼瓦 茅ヶ崎市甘沼１２３－２ 社会福祉法人翔の会
1412401232 生活介護 STUDIO UZU 茅ヶ崎市甘沼856-3 社会福祉法人翔の会

1412401257
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

ちがさきエボシライン 茅ヶ崎市共恵1－6－20ベルジュール・ワキ201、204 一般社団法人　エボシライン

1452400326
児童発達支援
放課後等デイサービス

ミライオ茅ケ崎駅前教室 茅ヶ崎市共恵１丁目７番１号伊澤ビル２Ｆ ミライ・オ　株式会社

1452400219 放課後等デイサービス ハッピーテラス茅ヶ崎駅前教室 茅ヶ崎市元町４－３３茅ヶ崎スプリングストーン2階 株式会社Ａ＆Ｍ

1452400292 放課後等デイサービス こどもデイサービス　はな 茅ヶ崎市幸町１９番３１号 一般財団法人光之村
1452400342 放課後等デイサービス ミライオPLUS茅ヶ崎 茅ヶ崎市幸町21番3号ユニマット茅ヶ崎駅前ビル3F ミライ・オ　株式会社

1452400227
児童発達支援
放課後等デイサービス

こどもプラス茅ヶ崎教室 茅ヶ崎市香川４丁目４番地９号１階
株式会社　オプト・スポーツ・インター
ナショナル

○ ○ ○ 相模川

1412400705 生活介護 おーらい 茅ヶ崎市今宿４７３－１ 社会福祉法人翔の会 ○ ○ ○
相模川、小出
川・千の川

1452400078 児童発達支援 児童発達支援センター　うーたん 茅ヶ崎市今宿４７３－１ 社会福祉法人翔の会 ○ ○ ○
相模川、小出
川・千の川

1452400110 児童発達支援 おーらい 茅ヶ崎市今宿４７３－１ 社会福祉法人翔の会 ○ ○ ○
相模川、小出
川・千の川

1452400243 放課後等デイサービス ハッピーハッピー茅ヶ崎 茅ヶ崎市今宿５８９ 有限会社ハッピーハッピー ○ ○ ○
相模川、小出
川・千の川

1452400300 放課後等デイサービス ぷちっこ茅ケ崎 茅ヶ崎市室田１－１５－２ 株式会社グラフティ
1412401026 就労継続支援Ｂ型 就労支援Ｂ型　ぷちぷち茅ケ崎 茅ヶ崎市室田２－３－１リヴェール茅ケ崎１０２ 株式会社　グリーンサポート

1412400515
就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型

夢ある街のたいやき屋さん　若松町店
カフェ　カレッタカレッタ

茅ヶ崎市若松町２－２７
茅ヶ崎市浜見平３－１　ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎２　１Ｆ

社会福祉法人翔の会 ○ ○ ○
相模川、小出
川・千の川

1452400375 放課後等デイサービス 湘南国際アフタースクール茅ヶ崎 茅ヶ崎市十間坂1丁目2－3 NPO法人湘南国際サポートセンター
1412401273 就労継続支援Ｂ型 ふれあい活動ホーム第2あかしあ 茅ヶ崎市十間坂一丁目4番8号 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団
1412400937 生活介護 ちがさきの木魂 茅ヶ崎市松が丘１－６－３５ 社会福祉法人翔の会
1452400409 児童発達支援 つつじ学園 茅ヶ崎市松が丘二丁目8番51号 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団
1452400417 児童発達支援 つつじ学園 茅ヶ崎市松が丘二丁目8番51号 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団
1412401000 就労継続支援Ｂ型 アゼリアうみ風 茅ヶ崎市松林１－１７－１７ 社会福祉法人　県央福祉会
1452400318 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスこあら 茅ヶ崎市松浪２－７－２７ 一般社団法人こみゅっと
1412401240 生活介護 ふれあい活動ホームあかしあ 茅ヶ崎市松浪一丁目10番4号 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団
1412400952 就労移行支援 就労移行支援プラーナ湘南 茅ヶ崎市新栄町１３－４５陽北ビル３Ｆ－Ａ 株式会社プラーナ

1452400359
児童発達支援
放課後等デイサービス

ハピーテラス茅ヶ崎エメロード教室 茅ヶ崎市新栄町7－7丸岡第二ビル3階 株式会社Ａ＆Ｍ
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1452400284
児童発達支援
放課後等デイサービス

のびの木　茅ヶ崎西久保 茅ヶ崎市西久保１５３３－６西久保テナント２Ｆ 株式会社フューチャーサポート

1452400185 放課後等デイサービス キッズ　おりーぶの木　茅ヶ崎
茅ヶ崎市赤羽根１９－１７ＭＩＹＡＢＩＳＴＵＤＩＯ
２階

株式会社未来へ

1412401265
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

ふれあい活動ホーム赤羽根 茅ヶ崎市赤羽根338番地1 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団

1452400250
児童発達支援
放課後等デイサービス

ムーブメントプラス茅ヶ崎 茅ヶ崎市中海岸三丁目９番６４号 株式会社アールアンドシー湘南

1412400614
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

ＰＣグランマ
カフェ　グランマ

茅ヶ崎市鶴が台１０－２－１０２
茅ヶ崎市鶴が台１０－２－１０１

社会福祉法人翔の会

1412400051 生活介護 湘南つつみ苑 茅ヶ崎市堤４２８９－３ 社会福祉法人ひざしの丘
1412400523 生活介護 グリーングラス 茅ヶ崎市堤４３８ 社会福祉法人翔の会
1452400383 児童発達支援 コペルプラス　茅ヶ崎教室 茅ヶ崎市東海岸北1－2－4たかすなヴィレッジ102 株式会社コペル
1412400648 就労継続支援Ｂ型 茅ヶ崎第二ワーキングハウス 茅ヶ崎市東海岸北３－１１－１４ 特定非営利活動法人　わの会
1412400549 就労継続支援Ｂ型 茅ヶ崎ワーキングハウス 茅ヶ崎市東海岸北４－１－２３ 特定非営利活動法人　わの会
1452400391 放課後等デイサービス ちがさきタンブー東海岸 茅ヶ崎市東海岸北5－15－9 社会福祉法人翔の会
1452400102 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　サイン 茅ヶ崎市萩園１２７０－２０５ 株式会社ＡＨサポート ○ ○ ○ 相模川

1412400986 生活介護 ブルーベリー 茅ヶ崎市萩園１６２４ 社会福祉法人翔の会 ○ ○ ○ 相模川

1412400929 生活介護 からんころん 茅ヶ崎市萩園２３３６－２ 特定非営利活動法人トムトム ○ ○ ○ 相模川

1452400029 放課後等デイサービス あいあいクラブ 茅ヶ崎市萩園２３３６－２ 特定非営利活動法人トムトム ○ ○ ○ 相模川

1412401117 生活介護 クロスＫ 茅ヶ崎市萩園２３４９番３３号 社会福祉法人碧 ○ ○ ○
相模川、小出
川・千の川

1452400169 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　ふぃーる 茅ヶ崎市萩園３１４６番地２ 株式会社ＡＨサポート ○ ○ ○ 相模川

1412400481 生活介護 いずみ 茅ヶ崎市富士見町７－３０ 社会福祉法人翔の会

1452400201
児童発達支援
放課後等デイサービス

のびの木　茅ヶ崎本村 茅ヶ崎市本村２－５－３０JＳ茅ヶ崎ビル 株式会社フューチャーサポート

1412400853 就労継続支援Ｂ型 ワークＡ 茅ヶ崎市本村４丁目１９－４６　やまにビル2階 社会福祉法人碧

1452400235 放課後等デイサービス 茅ケ崎ひかり 茅ヶ崎市本村四丁目１９番４６号ヤマニビルB　１F 株式会社朝

1452400151 放課後等デイサービス ちがさきタンブー 茅ヶ崎市矢畑１３２１－４ 社会福祉法人翔の会 ○ ○ ○
相模川、小出
川・千の川

1412401034 就労継続支援Ｂ型 ぐっじょぶ矢畑 茅ヶ崎市矢畑２６２番地２メゾン鶴嶺 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団 ○ ○ ○
相模川、小出
川・千の川

1452400177
児童発達支援
放課後等デイサービス

こどもデイサービスにじ 茅ヶ崎市柳島１－９－８株式会社マザー湘南 株式会社マザー湘南 ○ ○ ○
相模川、小出
川・千の川

1452400334
児童発達支援
放課後等デイサービス

重症児ディ　ファミリー茅ヶ崎 茅ヶ崎市柳島１丁目９番１５号１階 株式会社ベストライフジャパン

1452500059
児童発達支援
放課後等デイサービス

逗子市こども発達支援センターくろーばー 逗子市桜山５－２０－２９療育教育総合センター２階 社会福祉法人　県央福祉会 ○

1412500280 就労継続支援Ｂ型 ワークハウス虹 逗子市桜山６丁目１９番５号 株式会社銀成 ○
1412500207 就労継続支援Ｂ型 mai!えるしい 逗子市桜山９－３－５３ 社会福祉法人湘南の凪 ○ ○ ○

1452500067
児童発達支援
放課後等デイサービス

スタジオみらい逗子 逗子市桜山二丁目８番３３号桜山２丁目ビル２階 レアロ株式会社

1412500017 生活介護 もやいデイサービス 逗子市小坪５－２２－１０ 社会福祉法人湘南の凪 ○ ○
1412500181 生活介護 もやい 逗子市小坪５－２２－１０ 社会福祉法人湘南の凪 ○ ○
1412500306 就労継続支援Ａ型 ワークセンター逗子杜の郷 逗子市沼間１－２３ー１特養逗子杜の郷 社会福祉法人湘南愛心会 ○

1452500026
児童発達支援
放課後等デイサービス

ピュアフレンド 逗子市沼間１－４－５０トラスティビル1、２階
特定非営利活動法人ＮＰＯ湘南クリエイ
テイブサービス

1412500025 生活介護 えいむ 逗子市沼間５－４－５ 社会福祉法人湘南の凪 ○
1412500165 就労継続支援Ｂ型 リサイクルショップカモミール 逗子市逗子４－３－５ 特定非営利活動法人ゆうほ ○
1412700229 生活介護 それいけ！デイサービスセンター 三浦市三崎町小網代1369－1 社会福祉法人　三浦市社会福祉協議会

1452700048
児童発達支援
放課後等デイサービス

それいけ！デイサービスセンター 三浦市三崎町小網代1369-1暖館1Ｆ 社会福祉法人　三浦市社会福祉協議会

1452700014
児童発達支援
放課後等デイサービス

社会福祉法人三浦市社会福祉協議会　児童
発達支援事業所ＨＵＧくみ

三浦市三崎町小網代1369-1暖館2Ｆ 社会福祉法人　三浦市社会福祉協議会

1412700039
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

就労支援センターどんまい 三浦市南下浦町菊名１２５８－３ 社会福祉法人　三浦市社会福祉協議会 ○ ○

1412700070 就労継続支援Ｂ型 虹の橋事業所 三浦市南下浦町金田１８７７番地 株式会社虹の橋 ○

1412700096 就労継続支援Ｂ型 就労・生活サポートセンター三浦 三浦市南下浦町上宮田３２９１番地５
特定非営利活動法人障がい者のあすの福
祉をよくする三浦市民の会ぴあ三浦

○

1412700047 生活介護 三浦創生舎 三浦市南下浦町上宮田３６０番地 社会福祉法人　県央福祉会

1412801175
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

秦野障害福祉職業訓練支援センター 秦野市栄町６－１６２階 株式会社ウィズ

1412801241 就労継続支援Ｂ型 みりおんりーふ　秦野 秦野市河原町2－16万葉ビル1Ｆ 万葉倶楽部株式会社
1452800376 放課後等デイサービス 放デイ・ＣＯＳＭＯ｢まなび館｣ 秦野市曲松2－3－20ストリングフィルド201号室 コスモトランスポート株式会社

1452800277
児童発達支援
放課後等デイサービス

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

秦野市曲松二丁目１番４０号小清水ビル２階 きずな株式会社

1412801068
生活介護
就労継続支援Ｂ型

ハッピーラボ 秦野市戸川３８１－１ 寿徳会

1412800110 就労継続支援Ｂ型 松下園 秦野市戸川４５４－１ 寿徳会
1452800343 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　花だん 秦野市今川町８－１k＆Ｙ秦野ビル4Ｆ 株式会社花だん
1412800995 就労移行支援 就労移行支援事業所りんく 秦野市三屋１２４番地 医療法人社団秦和会
1412800557 就労継続支援Ｂ型 ジョブライフはたの 秦野市三屋１２７番地３ 社会福祉法人成和会
1412800482 就労継続支援Ｂ型 あけぼの 秦野市三屋２９番地１ 社会福祉法人 秦野なでしこ会

1452800319
児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援　かのん
放課後等デイサービス　かのん

秦野市寿町８番３４号ＴＫＳユザワビル２階Ａ号室 一般社団法人まほろば

1452800327 放課後等デイサービス 夢門塾渋沢 秦野市渋沢１－１７－１５2階 キャレオス株式会社
1412800524 生活介護 みのりの家 秦野市渋沢１４８０－１ 社会福祉法人　ビーハッピー
1412800045 生活介護 やまばと学園通所センター 秦野市渋沢２６２０番地２やまばと通所センター 社会福祉法人　浄泉会 ○ ○

1452800350
児童発達支援
放課後等デイサービス

遊びリパーク　Ｌinoa　秦野 秦野市菖蒲1105－3 特定非営利活動法人ｌａｕｌｅ’ａ

1412800904 就労継続支援Ｂ型 にこにこパン工房 秦野市清水町９－２４ 社会福祉法人成和会

1452800111 放課後等デイサービス
ＮＰＯ法人　放課後等デイサービスいちご
クラブ

秦野市西大竹１２０－３ 放課後等デイサービスいちごクラブ

1412800649 就労継続支援Ｂ型 うぐいすの家 秦野市西田原１４６番地 社会福祉法人鶯会 ○ ○ 葛葉川

1452800285 放課後等デイサービス たんぽぽの家 秦野市千村３丁目２４番２８号 株式会社たんぽぽの家

1452800186
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ秦野 秦野市曽屋1-7-41クリア秦野2F 株式会社ベストライフジャパン

1412801225 就労継続支援Ｂ型 みんなの家ミミ秦野 秦野市曽屋4508番地の10 ＮＰＯ法人みんなの家ココ

1412801043
生活介護
就労継続支援Ｂ型

みんなの広場 秦野市曽屋５８１９－４ 一般社団法人ＳＯＷＥＴ ○ ○ 金目川
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1412800532 就労継続支援Ｂ型 鶴巻工芸 秦野市鶴巻１８４０－２ 社会福祉法人　地域精神保健福祉会
1452800194 放課後等デイサービス もいちど倶楽部 秦野市鶴巻１９２１－１オピニオン もいちど会

1452800392
児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援・放課後等デイサービスあか
り

秦野市鶴巻南4－7－1鶴巻ガーデンシティ・プラザ105 株式会社瀬戸技建

1412800870 就労継続支援Ｂ型 大根工芸 秦野市南矢名２０４１－５ 社会福祉法人　地域精神保健福祉会

1412800474
生活介護
就労継続支援Ｂ型

弘済学園デイケアセンター 秦野市南矢名２１７８－１弘済学園デイケアセンター 公益財団法人鉄道弘済会

1412800706 就労継続支援Ｂ型 地域作業所かがやき 秦野市南矢名２丁目６番１７号 特定非営利活動法人かがやき会 ○ ○ 大根川

1412800144 就労継続支援Ｂ型 秦野精華園チャレンジセンター 秦野市南矢名３－２－１ 社会福祉法人かながわ共同会
1412800839 生活介護 もえぎ 秦野市南矢名４３０－１５ 特定非営利活動法人もえ木

1412800748 生活介護 ライフステージ・悠トピア　通所センター 秦野市南矢名字平内久保１９９５ 社会福祉法人悠々倶楽部 ○ ○

1452800269
児童発達支援
放課後等デイサービス

きらりはーと秦野 秦野市入船町７－２４ ハッピーライフ株式会社 ○ ○ 金目川

1452800178 放課後等デイサービス 秦野つぼみ 秦野市尾尻944-20 特定非営利活動法人障害福祉支援もえぎ

1452800251 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスみらいっ子 秦野市富士見町２－１９ヴィラミハス１Ｂ 一般社団法人スマイリーデイズ
1452800335 放課後等デイサービス むつみチルドレン 秦野市平沢１７５０－１ 社会福祉法人むつみ福祉会

1412800011
生活介護
就労継続支援Ｂ型

秦野ワークセンター 秦野市菩提1711番地2 社会福祉法人　常成福祉会 ○ ○

1412800029 生活介護 花鳥デイサービスセンター 秦野市菩提１７１１番地２ 社会福祉法人　常成福祉会
1452800459 児童発達支援 あけぼの園 秦野市菩提５０７－１ 至泉会 ○ ○ 葛葉川

1412800128
生活介護
就労継続支援Ｂ型

くず葉学園通所事業所Ⅰ
くず葉学園通所事業所Ⅱ

秦野市菩提字入角２０５８－２ 社会福祉法人かしの木会 ○ ○

1452800038 放課後等デイサービス
弘済学園地域生活支援センター「わくわ
く」

秦野市北矢名１１９５－３弘済学園 公益財団法人鉄道弘済会 ○ ○

1452800202 児童発達支援
弘済学園児童発達支援センター「すきっ
ぷ」

秦野市北矢名１１９５－３弘済学園 2階 公益財団法人鉄道弘済会 ○ ○

1452800368
児童発達支援
放課後等デイサービス

ひろか教室 秦野市堀山下119－11 アステックジャパン株式会社

1412800946 就労継続支援Ｂ型 あすなろリサイクル作業所 秦野市堀山下９８番地 特定非営利活動法人はだのあすなろ会

1452800020
児童発達支援
放課後等デイサービス

虹 秦野市本町１－８－１６秦野エミネンス1F 特定非営利活動法人かでる湘南

1452800228
児童発達支援
放課後等デイサービス

虹のへや 秦野市本町２－３－３スタジオノブ秦野１階 特定非営利活動法人かでる湘南

1412800763 生活介護
秦野精華園秦野市障害者日中サービスセン
ター

秦野市本町３－１３－４９ 社会福祉法人かながわ共同会 ○ ○ 水無川

1412801142 自立訓練（機能訓練） 横田リハビリセンター 秦野市柳町１－１－１６３階 合同会社コンフォート
1412801084 就労継続支援Ｂ型 いんくるネット 秦野市柳町２丁目６番３号　山口ビル２階 株式会社秦野インクルージョン
1452800160 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスＰＡＲＴＹ 秦野市落合５７８－６ ＮＰＯ法人Ｌｉｎｋ
1452800384 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスＰＡＲＴＹ2号店 秦野市落合字久保ノ沢575－1 ＮＰＯ法人Ｌｉｎｋ
1452800137 放課後等デイサービス みんなの家ココ秦野 秦野市立野台１－３－１ ＮＰＯ法人みんなの家ココ
1412800854 生活介護 いんくるはだの(主) 秦野市緑町１５番２２号 株式会社秦野インクルージョン
1412800854 生活介護 いんくるキューブ(従) 秦野市平沢３１３番２号 株式会社秦野インクルージョン
1452800012 児童発達支援 秦野市児童発達支援事業たんぽぽ教室 秦野市緑町１６－３保健福祉センター4階 秦野市
1412800953 生活介護 あじさい 秦野市緑町16番3号秦野市保健福祉センター2階 社会福祉法人　常成福祉会
1412800680 就労継続支援Ｂ型 福祉作業所　リトルスター 秦野市鈴張町１－１ 特定非営利活動法人ちっちゃな星の会

1412900811 就労継続支援Ｂ型
高次脳機能障害ピアサポートセンタース
ペースナナ

厚木市愛甲１－１８－１４柏柳ビル１階 特定非営利活動法人脳外傷友の会ナナ

1412901389 生活介護 a j i t o 厚木市愛甲一丁目7番30号 有限会社いいづか
1452900465 児童発達支援 てらぴぁぽけっと　本厚木教室 厚木市旭町1－8－11本厚木Ｍビル2階 株式会社ａｌｅｇｒｉａ

1452900150
児童発達支援
放課後等デイサービス

きらりはーと 厚木市旭町１丁目９－１２シャルム本厚木１階 ハッピーライフ株式会社 ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1412900761 生活介護 Ｊｕｍｐ(主) 厚木市旭町２－９－１５メゾンサモワール１階 ＮＰＯ法人ハイテンション ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1412900761 生活介護 ロウテンション(従) 厚木市旭町１－３８－４ ＮＰＯ法人ハイテンション

1452900036 放課後等デイサービス スローバラード 厚木市旭町２丁目９番地の１５メゾンサモワール１階 ＮＰＯ法人ハイテンション

1452900358 放課後等デイサービス 子ども発達支援　あさひ学苑　ＩＴ校 厚木市旭町３－２５－８ 株式会社ＬＵＣＡ

1452900457 放課後等デイサービス あさひ学苑ポッシブ校 厚木市旭町5丁目43－14パストラルASAHI205号室 一般社団法人地域福祉推進会 ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1452900473 児童発達支援 ハビー本厚木教室 厚木市旭町二丁目8－21YSビル2-A号室 ウェルビー株式会社

1452900259
児童発達支援
放課後等デイサービス

なのはな栄町 厚木市栄町２－１－１２光和エステートビルＢ－１ 特定非営利活動法人厚木なのはな

1452900093 放課後等デイサービス ハートピアラ 厚木市恩名１－１－１４ゴールドリーフ1Ｆ 合資会社ハートフルライフ ○ ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1412901256 就労継続支援Ｂ型 みんなのみらい 厚木市恩名４丁目２番２５号 株式会社ハートランド

1452900309
児童発達支援
放課後等デイサービス

こぱんはうすさくら厚木恩名教室 厚木市恩名４丁目２番２５号明智ビル１Ｆ 株式会社ａｌｅｇｒｉａ

1452900044
児童発達支援
放課後等デイサービス

なのはな
厚木市下荻野１１７３番地１号クレスト睦美野２Ｂ－
１０６

特定非営利活動法人厚木なのはな

1412901454 就労継続支援Ｂ型 まんまん食堂 厚木市下川入26－2まんまん食堂 ていてい合同会社
1452900242 放課後等デイサービス どろんこランド 厚木市下川入５５５－３ 合同会社らしく ○ ○ 中津川 ○ ○

1412900746 就労継続支援Ｂ型
ベストトレーディング株式会社福祉事業部
サンライフ

厚木市金田１１４０番地１ ベストトレーディング株式会社 ○ ○ 相模川、中津川

1452900267
児童発達支援
放課後等デイサービス
（生活介護）

多機能型事業所　にじいろ
厚木市戸室１丁目２９番１号複合型施設マザーホーム
戸室

社会医療法人社団三思会 ○ ○ 小鮎川、荻野川

1412901397 就労継続支援Ａ型 モン・レーヴ「わたしの夢」 厚木市戸室三丁目17番11号 特定非営利活動法人Ｈeart３４

1452900069
児童発達支援
放課後等デイサービス

ケアライフあつぎ 厚木市戸田１７６２番地４1階 株式会社ケアライフジャパン ○ ○ 相模川

1452900127 放課後等デイサービス 子ども発達支援あさひ学苑厚木校 厚木市厚木町１番３－１号 株式会社ＬＵＣＡ ○ ○
相模川、荻野
川、恩曽川

1412900621 就労継続支援Ｂ型 トライフィールドわーくあーつ 厚木市幸町１０－１８ 特定非営利活動法人わーくあーつ ○ 相模川

1452900408
児童発達支援
放課後等デイサービス

りずむはーと妻田西 厚木市妻田西1－2－3Ｋワンビル105 ハッピーライフ株式会社

1452900390 児童発達支援 児童発達支援　ルピナス教室 厚木市妻田西1丁目29番25号ＹＡビル1階号室 合同会社ルピナス
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1412901108 生活介護 アッサンブラージュ妻田 厚木市妻田西２－１８－５　アネックス共栄　１０２ 合資会社ハートフルライフ ○ ○ ○
中津川、小鮎
川、荻野川

1452900374 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスころころ 厚木市妻田東１丁目２３番６号三和ビル201号室 有限会社エス・シー・プランニング ○ ○
相模川、中津
川、小鮎川、荻
野川

1452900283
児童発達支援
放課後等デイサービス

きらりはーと妻田 厚木市妻田南1丁目12-3 ハッピーライフ株式会社 ○ ○
相模川、中津
川、小鮎川、荻
野川

1412900803 就労継続支援Ｂ型 三田つばさ作業所(主) 厚木市三田三丁目１４番４０号 ＮＰＯ法人厚木ひまわりの会

1412900803 就労継続支援Ｂ型 かがやき作業所(従) 厚木市旭町４－４－１２ ＮＰＯ法人厚木ひまわりの会 ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1452900192 放課後等デイサービス ポッシブ厚木さんだルーム 厚木市三田三丁目27番3号
株式会社ワイズ・インフィニティ・エイ
ト

○ ○

1452900317 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　モミの木ハウス 厚木市山際７８８番地４ 合同会社朋友館
1412901231 就労継続支援Ｂ型 総活躍山際 厚木市山際９５４－６ 株式会社Ｕｃｃｉｅコーポレーション

1412900936 就労移行支援 Cocorport　本厚木Office 厚木市寿町３－１－１ルリエ本厚木３階３０６号室 株式会社　ココルポート ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川

1412900688 生活介護 デイセンターつくし 厚木市小野２１３６番地 社会福祉法人　すぎな会 ○ ○
1412900753 就労継続支援Ｂ型 工房小野橋 厚木市小野2164-2 特定非営利活動法人　ゆくりこ ○ ○ ○ 玉川、細田川

1412900787 就労継続支援Ｂ型 就労継続支援Ｂ型事業所しらゆり 厚木市松枝2－5－17　厚木市生きがいセンター2階 社会福祉法人かながわ共同会 ○ ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川

1412900647 就労継続支援Ｂ型 鮎の風 厚木市上依知２２６－１ 特非　障碍者支援センター鮎の風
1412901322 就労継続支援Ｂ型 Ｂｌｕｅｂｅｅ－Ｄｒｅａｍ 厚木市上依知２７５１－１ 株式会社ジャパン ○ ○ 相模川

1452900523
児童発達支援
放課後等デイサービス

カミヤト凸凹文化教室 厚木市上依知425－1 社会福祉法人愛川舜寿会

1412900167 就労継続支援Ｂ型 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
1412900639 就労継続支援Ｂ型 あすなろ第一(主) 厚木市上荻野２５１ 厚木あすなろの会
1412900639 就労継続支援Ｂ型 あすなろ第二(従) 厚木市飯山３０２３ 厚木あすなろの会
1412900720 就労継続支援Ｂ型 井泉憩の家 厚木市上荻野２５１ 特定非営利活動法人　井泉
1412901520 生活介護 アッサンブラージュ厚木西 厚木市上荻野4435ー2 合資会社ハートフルライフ

1412900845
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

紅梅園 厚木市上荻野５３０３番地 社会福祉法人　紅梅会 ○ ○

1452900168
児童発達支援
放課後等デイサービス

デイルームとんとん 厚木市水引２－１２－２９ＹＭビルYMビル203 社会福祉法人　藤雪会 ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川

1412900738 就労継続支援Ｂ型 エンジェルランド 厚木市水引２丁目１２番３５号 特非）エンジェルランド ○ ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川

1412900985 就労継続支援Ａ型 サンテ 厚木市泉町２番１号ビッグジャパンビル５階A室 株式会社千手 ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1412901314 就労継続支援Ａ型 オーシャン本厚木 厚木市泉町５－１２１階 合同会社オーシャン
1452900218 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスルピナス 厚木市中依知１１７－８ 合同会社ルピナス
1452900176 放課後等デイサービス あゆっこ中依知教室 厚木市中依知８５－１本厚木スカイハイツ105号室 小鮎ケアサービス株式会社

1452900333 児童発達支援 厚木市児童発達支援センターひよこ園 厚木市中町１－４－１保健福祉センター２階・４階 社会福祉法人　県央福祉会

1412900779 生活介護 厚木身体障害者等生活介護事業所 厚木市中町１丁目４番１号厚木市保健福祉センター 社会福祉法人かながわ共同会

1452900077
児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援おひさま 厚木市中町２－１２－２ラッキービル２階 特定非営利活動法人かでる湘南 ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1412901090 就労移行支援 ライフエールあつぎ
厚木市中町２－７－１１オーイズミダイニングビル５
階

株式会社能力開発 ○ ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1412901041 就労移行支援 ウェルビー本厚木駅前センター 厚木市中町３－１３－２石黒ビル２階 ウェルビー株式会社 ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1452900101
児童発達支援
放課後等デイサービス

わくわくクラブ本厚木校
厚木市中町３－１３－８アイリス・ヴェール１４１－
４Ｆ

株式会社興学社 ○ ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1452900341
児童発達支援
放課後等デイサービス

ＹＭＣＡ児童発達支援あつぎ 厚木市中町３－２－６厚木Ｔビル４階 公益財団法人横浜ＹＭＣＡ ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1452900440 児童発達支援 コペルプラス　本厚木教室 厚木市中町3丁目13番2号石黒ビル6階 株式会社コペル
1412901439 就労移行支援 m a n a b y 本厚木駅前事業所 厚木市中町4－4－15ＴＭビル本厚木303 株式会社日本総合教育研究所

1452900432
児童発達支援
放課後等デイサービス

きらりはーとＪＯＢ 厚木市中町4－8－11タミーハイツ1Ｆ ハッピーライフ株式会社

1412901017 就労継続支援Ｂ型 ハートラインあゆみ 厚木市中町四丁目６番１１号山口ビル２０１ 特定非営利活動法人ハートラインあゆみ ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1452900382
児童発達支援
放課後等デイサービス

りずむはーと 厚木市中町四丁目８番１号ALP厚木ビル１F ハッピーライフ株式会社

1412900837 就労移行支援 ＪＵＮＣＴＩＯＮ厚木 厚木市田村町１０番３号 特定非営利活動法人あうん ○ ○ ○
相模川、小鮎
川、荻野川、恩
曽川

1452900226
児童発達支援
放課後等デイサービス

放課後等デイ　キッズポートらんど 厚木市南町１３－１６パル本社ビル１階 一般社団法人幼少児体育開発センター ○ ○ 相模川、恩曽川

1412900878 生活介護 飯山地区日中活動支援センター 厚木市飯山1664-1 社会福祉法人かながわ共同会
1452900085 放課後等デイサービス 飯山地区日中活動支援センター 厚木市飯山1664-1 社会福祉法人かながわ共同会

1452900200
児童発達支援
放課後等デイサービス

児童デイサービスくれよん 厚木市飯山２１２０－６
ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブく
れよん

1412901124 就労継続支援Ｂ型 つばき作業所(主) 厚木市飯山３０６２番１ 特定非営利活動法人厚木つばきの会
1412901124 就労継続支援Ｂ型 つばき第二作業所(従) 厚木市飯山３０６２－１４ 特定非営利活動法人厚木つばきの会
1412900597 就労継続支援Ｂ型 デイサービスみどり 厚木市飯山３１８８－１ 特定非営利活動法人みどりの風

1413000595 就労継続支援Ｂ型 ホープ大和 大和市下草柳８６４－１ かながわ精神障害者就労支援事業所の会

1413000843
生活介護
就労継続支援Ｂ型

大和すずな作業所 大和市下鶴間１７３８－６大和すずな作業所 社会福祉法人やまねっと

1453000026 放課後等デイサービス サポートハウスワンピースやまと北 大和市下鶴間２７７７－５コンフォール鶴間
特定非営利活動法人サポートハウス ワ
ン・ピース

1453000331 放課後等デイサービス ワン・ピース　グーン 大和市下鶴間3001－33南林間ヴリビッグコート1階
特定非営利活動法人サポートハウス ワ
ン・ピース

1413000702 就労継続支援Ａ型 Ｂｉ－ｚ　Ｌａｂｏ大和 大和市桜森２－１５－１１
株式会社ソーシャル・スパイス・カンパ
ニー

1413000850 生活介護 大和泉の森作業所 大和市桜森３－４－２ 社会福祉法人やまねっと
1413001197 就労継続支援Ｂ型 あゆみの家 大和市桜森一丁目８番２３号 社会福祉法人　県央福祉会
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1413000827 生活介護 大和福田作業所(主) 大和市渋谷２－４－３なし 社会福祉法人やまねっと
1413000827 生活介護 大和のぎく作業所(従) 大和市下和田1276-1 社会福祉法人やまねっと
1413001379 生活介護 もみの木デイサービス 大和市上草柳3－14－21 インターメディック株式会社
1453000307 放課後等デイサービス もみの木放課後等デイサービス 大和市上草柳３－１４－２１ インターメディック株式会社

1413001445
生活介護
就労継続支援Ｂ型

多機能型　もみの木生活介護
多機能型　もみの木就労継続支援Ｂ型

大和市上草柳3－14－21－2 インターメディック株式会社

1453000216
児童発達支援
放課後等デイサービス

児童デイサービス　えっぐねすと 大和市上草柳８－２９－１２ 株式会社むげんらく

1413001130
生活介護
就労継続支援Ｂ型

福祉創造スクウェア・すぷら(主) 大和市上和田１０８３－１ 社会福祉法人　県央福祉会

1413001130 就労継続支援Ｂ型 ダン・デ・リヨン(従) 大和市福田1－2－1プレステージ湘南1Ｆ 社会福祉法人　県央福祉会
1413000926 生活介護 ぽらーの上和田 大和市上和田１８７８－１ 社会福祉法人　県央福祉会
1453000380 放課後等デイサービス ポポン家 大和市上和田2412－2－11－108 株式会社　育成会

1453000208
児童発達支援
放課後等デイサービス

はあとふるキッズ桜ヶ丘 大和市上和田９６０－５ファミーユ桜ヶ丘1階 特定非営利活動法人はあとけあ

1413000041
生活介護
就労継続支援Ｂ型

ワークステーション・菜の花 大和市深見９４１－１ 社会福祉法人　県央福祉会 ○ ○ ○ 境川

1453000224
児童発達支援
放課後等デイサービス

らいおんハート遊びリテーション児童デイ
大和１号館

大和市南林間１－４－１５ 株式会社カスケード東京

1413000835
生活介護
就労継続支援Ｂ型

大和みつば作業所 大和市深見西７－４－１０なし 社会福祉法人やまねっと

1413001080 就労継続支援Ａ型 ｓｅｌｆ－Ａ・オンステージ鶴間 大和市西鶴間１丁目１７－１　芙蓉ビル３階 株式会社　オンステージ

1453000356
児童発達支援
放課後等デイサービス

Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ　ｓｍｉｌｅ　大和教室 大和市西鶴間３－７－５ エスエフ合同会社

1453000075
児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援事業　みらい
放課後等デイサービス　みらい

大和市西鶴間一丁目２２番１２号L.トレジャーⅦ１０
２

社会福祉法人大和しらかし会

1413000991 生活介護 松葉の家 大和市西鶴間一丁目２２番１３号 社会福祉法人大和しらかし会
1413000025 生活介護 第２松風園 大和市西鶴間二丁目２４番１号 社会福祉法人大和しらかし会

1453000281 児童発達支援 児童発達支援センター　第１松風園
大和市西鶴間二丁目２４番地１号大和市障害福祉セン
ター松風園

社会福祉法人大和しらかし会

1413000603 生活介護 代官ガーデン 大和市代官１－１１－９ 福慶会
1413000520 生活介護 福田の里分場 大和市代官４－１９－１ 福慶会

1413001353
自立訓練（生活訓練）
就労移行支援

大和精神・発達障がい者支援ステーション 大和市大和東1－3－8第7しいのきビル5階 社会福祉法人　県央福祉会

1413000785 就労継続支援Ｂ型 クレイヨンピピー 大和市大和東１－６－１１ 社会福祉法人　県央福祉会
1413001387 就労移行支援 Cocorport　大和Office 大和市大和東2－5－12小島ビル2階 株式会社　ココルポート

1453000414
児童発達支援
放課後等デイサービス

リンク大和東教室 大和市大和東３丁目４－４３階 株式会社結ＰＬＵＳ

1453000232
児童発達支援
放課後等デイサービス

はあとふるキッズ大和南
大和市大和南１－１６－２２ヤマトファミリア１１４
０ー１０３号室

特定非営利活動法人はあとけあ

1453000240
児童発達支援
放課後等デイサービス

ぴこっと 大和市大和南２－８－３２１Ｆ 社会福祉法人大和しらかし会

1453000257
児童発達支援
放課後等デイサービス

マーチ 大和市中央1-7-20伊波ビル1階 株式会社ＮｅｗＶａｌｌｅｙ

1453000158
児童発達支援
放課後等デイサービス

はあとふるキッズ 大和市中央２－５－２０ＹＧＣビル２Ｆ 特定非営利活動法人はあとけあ

1453000042 放課後等デイサービス サポートハウスワンピースやまと南 大和市中央3-8-26グランディール104
特定非営利活動法人サポートハウス ワ
ン・ピース

1453000398
児童発達支援
放課後等デイサービス

アイラックやまと 大和市中央3－8－26グランディール201号室 一般社団法人楽育楽家

1453000059
児童発達支援
放課後等デイサービス

やまと発達支援センターＷＡＮＴＳ 大和市中央５－２－３１青柳ビル１Ｆ 社会福祉法人　県央福祉会

1413000751
自立訓練（生活訓練）
就労継続支援Ｂ型

クロスオーバー大和
大和市中央一丁目７番１２　中央レジデンス１０１・
１０２号

一般社団法人　クロスオーバー大和

1413001189
自立訓練（生活訓練）
就労移行支援

ミライてらす大和
就労移行支援事業所　ミライてらす大和

大和市中央二丁目３番１９号ウエストビル５Ｆ 株式会社　現代企画

1453000349 児童発達支援 コペルプラス　中央林間教室 大和市中央林間３丁目４番６号第一天地ビル３階 株式会社ディスカバリープラス
1413000876 就労継続支援Ｂ型 大和つきみの作業所 大和市中央林間8-13-2 社会福祉法人やまねっと

1413001304 就労継続支援Ｂ型 リアクタント
大和市中央林間８丁目17番3号ベルウッド中央林間１
階

一般社団法人レジスト

1453000067
児童発達支援
放課後等デイサービス

ぱれっとやまと 大和市鶴間１－１９－１ 社会福祉法人すずらんの会

1413000298 就労移行支援 大和市障害者自立支援センター 大和市鶴間１－１９－３ 社会福祉法人すずらんの会

1413000397
自立訓練（生活訓練）
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

ワークセンターやまと 大和市南林間1－1－3 社会福祉法人すずらんの会

1413000629 就労継続支援Ｂ型
障がい者自立支援たんぽぽ事業所　パン工
房麦の香り

大和市南林間１－８－１１パストラル小林ビル201号 特定非営利活動法人たんぽぽ

1453000190
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ南林間 大和市南林間２－１０－５ベストライフビル４Ｆ 株式会社ベストライフジャパン

1453000166 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスフェアネット 大和市南林間５－１－２１サンライズビル1階 特定非営利活動法人フェアネット
1453000406 放課後等デイサービス 放課後デイサービスtoiro南林間 大和市南林間7－12－3有馬ビル3階 アンダンテミライ株式会社
1413001346 就労継続支援Ｂ型 就労支援プラントシーズ 大和市南林間7丁目12－3有馬ビル1F 一般社団法人プラントシーズ

1453000083
児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援事業　松ぼっくり
放課後等デイサービス　松ぼっくり

大和市南林間五丁目１番２４号１号棟 社会福祉法人大和しらかし会

1453000034
児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援事業　どんぐり
放課後等デイサービス　どんぐり

大和市南林間五丁目１番４号３号棟 社会福祉法人大和しらかし会

1453000422 放課後等デイサービス ウイング大和 大和市南林間二丁目11番4号杉浦ビル4階 特定非営利活動法人空の翼
1453000299 放課後等デイサービス 栄眞学園放課後等デイサービス 大和市福田５５１２－３ 特定非営利活動法人栄眞学園
1413000017 生活介護 福田の里デイサービスセンター 大和市福田74番地 福慶会
1413000868 就労継続支援Ｂ型 大和さくら作業所 大和市柳橋１－７－６なし 社会福祉法人やまねっと

1413001007
生活介護
就労継続支援Ｂ型

ワークス桜舎(主) 大和市柳橋２－９－９ 社会福祉法人　県央福祉会

1413001007
生活介護
就労継続支援Ｂ型

やまとＩＣＴセンター(従) 大和市柳橋２－１－１４ 社会福祉法人　県央福祉会

1453000018
児童発達支援
放課後等デイサービス

県央療育センター 大和市柳橋５－２－７ 社会福祉法人　県央福祉会

1413000058
生活介護
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

ふきのとう舎 大和市柳橋５－３－１ 社会福祉法人　県央福祉会
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1413000033 生活介護 ふきのとう向生舎 大和市柳橋５－３－１６ 社会福祉法人　県央福祉会
1413001270 就労継続支援Ｂ型 総活躍　大和 大和市林間１－１５－３２神代ビル１階 株式会社Ｂ－ＡＵＢＥ

1413000587 就労継続支援Ｂ型 あるむ 大和市林間２－２０－２６サンビレッジ南林間１階 特定非営利活動法人共働あるむ

1413000678 就労継続支援Ｂ型 フレッシュゾーン・ボイス 大和市林間一丁目４番６号イーストワンビル3F 特定非営利活動法人ボイスの会
1412000117 就労継続支援Ｂ型 ロータス授産センター分場 伊勢原市伊勢原２－５－９ 　日辰会
1414000222 就労継続支援Ｂ型 つくし 伊勢原市伊勢原３－６－７ 社会福祉法人　緑友会

1454000215
児童発達支援
放課後等デイサービス

こども発達支援教室アクア 伊勢原市伊勢原４－１４－１０アリス伊勢原１階 障害福祉エクシオ株式会社

1454000264 児童発達支援 伊勢原市児童発達支援センターおおきな樹 伊勢原市伊勢原一丁目24番15号 特定非営利活動法人リオフィールド

1414000644
就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型

貴峯荘第２ワークピア 伊勢原市岡崎６５３０番地１貴峯荘第２ワークピア 社会福祉法人貴峯

1414000164
生活介護
就労継続支援Ｂ型

さくらの家福祉農園 伊勢原市岡崎６９４０－２ 社会福祉法人　さくらの家福祉農園

1454000041
児童発達支援
放課後等デイサービス

こども教室・あん 伊勢原市岡崎字布袋久保６７７３番地６ 特非Ｍｅｒｒｙ－Ｎｕｒｓｅｒｙ

1454000033 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　ひこうせん 伊勢原市下糟屋９５－４ 特定非営利活動法人　ひこうせん ○ 渋田川

1414000537 就労継続支援Ｂ型 アトリエ　ヴェルデ 伊勢原市高森1422-7 社会福祉法人　緑友会

1454000199
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ伊勢原３ 伊勢原市高森１４７０番地 株式会社ベストライフジャパン

1454000140 放課後等デイサービス めだかくらぶ 伊勢原市高森３－１４－２６ 特定非営利活動法人リオフィールド
1414000883 生活介護 生活介護事業所　竹 伊勢原市桜台1丁目9－12スカイビル金田1F-C、2F-B 特定非営利活動法人　紡ぐ
1454000017 児童発達支援 すこやか園児童発達支援事業 伊勢原市桜台４－５－２０ 至泉会

1414000685
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

地域作業所ドリーム 伊勢原市桜台５丁目１２番２７号 社会福祉法人伊勢原市手をつなぐ育成会

1414000743
就労移行支援
就労継続支援Ａ型

ワークショップ伊勢原 伊勢原市桜台一丁目１７番１６号丸興ビル3階 株式会社アプリス

1414000156 就労継続支援Ｂ型 クローバー 伊勢原市沼目３丁目１１番３号 特定非営利活動法人　クローバー
1414000487 就労継続支援Ｂ型 伊勢原そよ風ハウス 伊勢原市沼目５丁目１９番４号 特定非営利活動法人　そよ風
1414000719 就労継続支援Ｂ型 クロスワーク伊勢原 伊勢原市上粕屋１９３１－１ 伸こう会株式会社

1414000214 生活介護
秦野精華園伊勢原市西部地区生活介護事業
所

伊勢原市神戸４８０－１ 社会福祉法人かながわ共同会

1414000339 生活介護 デイ　空(主) 伊勢原市神戸５５２－４ 特定非営利活動法人　虹 ○ 鈴川

1414000339 生活介護 デイ　空　虹彩(従) 伊勢原市三ノ宮１８０９－１ 特定非営利活動法人　虹

1454000231
児童発達支援
放課後等デイサービス

重症児ディ　ファミリー伊勢原 伊勢原市石田1512番地DＩＡ参番館105号 株式会社ベストライフジャパン

1414000362 就労継続支援Ｂ型 貴有意の郷 伊勢原市池端１８１神奈川県伊勢原市池端181番地 特定非営利活動法人貴有意の郷 ○ 渋田川

1454000025
児童発達支援
放課後等デイサービス

アシスタンススクール　つくしんぼ 伊勢原市田中３００モンテール伊勢原１階 特定非営利活動法人　鴻基会

1414000834 就労継続支援Ｂ型 スワンベーカリー湘南店 伊勢原市田中字クツ形256番地1 株式会社とも湘南

1454000272
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ伊勢原就労支援型放デ
イ

伊勢原市東成瀬22－2トリトン東成瀬1階 株式会社ベストライフジャパン

1414000610 就労継続支援Ｂ型 レインツリー伊勢原事業所 伊勢原市東成瀬３４－５ 株式会社　ナチュラルライフサポート

1454000165
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ伊勢原２ 伊勢原市東成瀬４５番地１サンシャイン伊志田１０２号 株式会社ベストライフジャパン

1454000132
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ伊勢原 伊勢原市東成瀬４５番地１サンシャイン伊志田１０３号 株式会社ベストライフジャパン

1454000223 放課後等デイサービス
運動＆学習教室ジョイフルジョイフル伊勢
原教室

伊勢原市東大竹１－１３－３ハイドランジアビル１Ｆ 株式会社東日本商事

1414000701 生活介護 生活介護事業所　あとり 伊勢原市板戸５７９番５ 社会福祉法人伊勢原市手をつなぐ育成会

1414000354 就労継続支援Ａ型 湘南福祉工場 伊勢原市鈴川５０番３ 社会福祉法人エル・エム・ヴィ ○ 鈴川

1414200251 就労継続支援Ｂ型 エアリアル 海老名市国分北１丁目８－２４ 特定非営利活動法人若菜会

1414200541 就労継続支援Ｂ型 はぁとすまいる
海老名市今里２－１６－1エスポワール１０１・３０
１

社会福祉法人成和会 ○ ○ ○ 相模川

1454200278
児童発達支援
放課後等デイサービス

しあわせの木　海老名 海老名市今里二丁目23番11号 株式会社縁グループ神奈川 ○ 相模川

1454200179
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ海老名(主) 海老名市社家１１９２番地 株式会社ベストライフジャパン ○ 相模川

1454200179 児童発達支援 ファミリー・キッズ海老名（単位2）(従)
海老名市国分南一丁目11番6号フレクション国分南101
号

株式会社ベストライフジャパン ○ ○ 相模川

1454200187
児童発達支援
放課後等デイサービス

ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ　ｐａｔｒｉｅ 海老名市社家１２２番地１０無し
特定非営利活動法人ｇｒａｎｄ－ｍｅｒ
ｅ

○ ○ 相模川

1414200202
生活介護
就労継続支援Ｂ型

海老名市障害者第一デイサービスセンター 海老名市社家６８１－１ 社会福祉法人　星谷会 ○ ○ ○ 相模川

1454200211 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　ガウディ 海老名市上河内240－4なし 有限会社湘南在宅リハビリネットワーク ○ 永池川、相模川

1414200194
生活介護
就労継続支援Ｂ型

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

1414200525
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

アシスト 海老名市杉久保南１－７－２０ 特定非営利活動法人若菜会

1414200350 生活介護 星谷デイさくら 海老名市杉久保南３丁目３１番８号 社会福祉法人　星谷会
1414200616 生活介護 あまいろ 海老名市杉久保南三丁目３０番２０号 社会福祉法人　星谷会

1454200153
児童発達支援
放課後等デイサービス

まんまるポケット 海老名市大谷北４丁目１３－２８－１０５ 株式会社らくらく

1414200269 就労継続支援Ｂ型 ナチュラルサポート海老名 海老名市大谷北４丁目２番３号 日本就労支援センター

1454200138
児童発達支援
放課後等デイサービス

ＬＩＴＡＬＩＣＯ　ジュニア海老名教室 海老名市中央２-１-１６センチュリー八芳4階 株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ ○ 相模川

1414200632 就労移行支援 ディーキャリア　海老名オフィス
海老名市中央２丁目１－１６センチュリー八芳２階D
号室

株式会社オート電機 ○ 相模川

1414200459 就労移行支援 就労移行支援プラーナ海老名
海老名市中央３－２－２０　ＥＢＩＮＡセントラルビ
ル８Ｆ

株式会社プラーナ ○ ○ ○ 相模川

1414200566 就労移行支援 アビリティーズジャスコ海老名センター 海老名市中央３－２－５　ダイエー海老名店２Ｆ アビリティーズジャスコ株式会社 ○ ○ ○ 相模川

1414200434 就労継続支援Ａ型 リーブル 海老名市中央３－５－５三幸中央ビル２Ｆ 株式会社千手 ○ ○ ○ 相模川

1414200574 就労移行支援 ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス海老名
海老名市中央３丁目１番地５号スカイビル・エビナ４
Ｆ

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ ○ ○ ○ 相模川

1454200252 児童発達支援 コペルプラス　海老名教室 海老名市中央3丁目2番17号弁柄ビル3階 株式会社ディスカバリープラス ○ 相模川

1454200203 放課後等デイサービス バンビーノ児童デイサービス海老名中央
海老名市中央三丁目４番１７号エクセルコート海老名
３０１号室

希味フードサービス株式会社 ○ ○ 相模川
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1454200260
児童発達支援
放課後等デイサービス

ｇｒａｎｄ-ｍｅｒｅ　ａｄｏｒｅｒ 海老名市中新田1丁目13番19号
特定非営利活動法人ｇｒａｎｄ－ｍｅｒ
ｅ

○ 相模川

1454200013 放課後等デイサービス 海老名市立わかば学園 海老名市中新田３８３－１わかば会館３階 社会福祉法人　県央福祉会 ○ 相模川

1454200146 児童発達支援 海老名市立わかば学園 海老名市中新田３８３－１わかば会館３階 社会福祉法人　県央福祉会 ○ 相模川

1414200335 生活介護 海老名市立わかばケアセンター 海老名市中新田３８３－１海老名市立わかば会館内 社会福祉法人　県央福祉会 ○ ○ ○ 相模川

1414200707
就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型

ライブフードサポート(主) 海老名市東柏ケ谷1－6－12大貫ビル105 株式会社トイロ

1414200707 就労継続支援Ｂ型 ライブフードサポート(従) 座間市ひばりが丘1－6－14 株式会社トイロ

1454200096
児童発達支援
放課後等デイサービス

スクスク
海老名市柏ケ谷１０５２－２かしわ台クリスタルプラ
ザ３０３

特定非営利活動法人Ｔｙ

1454200070
児童発達支援
放課後等デイサービス

ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ 海老名市浜田町２２番地９柳田ビルC号室
特定非営利活動法人ｇｒａｎｄ－ｍｅｒ
ｅ

1454200245 放課後等デイサービス 夢門塾海老名 海老名市望地１－１－１ キャレオス株式会社 ○ 目久尻川

1414200327
生活介護
就労継続支援Ｂ型

海老名市障害者第二ディサービスセンター 海老名市望地２－２４－１ 社会福祉法人　星谷会 ○ ○ ○ 目久尻川

1454200237
児童発達支援
放課後等デイサービス

きらりはーと海老名本郷
海老名市本郷2666-1ライフコート海老名ふるさとビル
103号室

ハッピーライフ株式会社

1414200038
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

ＳＥＬＰビナ 海老名市本郷４０３３－１ 社会福祉法人　星谷会

1454100023
児童発達支援
放課後等デイサービス

療育教室　歩会 座間市さがみ野１丁目８番１４号 療育教室歩会

1454100197
児童発達支援
放課後等デイサービス

はあとふるキッズさがみ野 座間市さがみ野２－１１－６有山五枝店舗Ａ号室 特定非営利活動法人はあとけあ

1414100352 就労継続支援Ｂ型 さくらんぼ 座間市栗原１１５１番地の１ ＮＰＯ法人座間市手をつなぐ育成会 ○ ○ ○ 目久尻川

1414100808 就労継続支援Ｂ型 トランステック作業所 座間市栗原８７１－１ 総合トランステック株式会社
1414100212 生活介護 座間市立もくせい園 座間市栗原中央６－７－２７ 社会福祉法人日本キリスト教奉仕団

1454100239
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ座間2 座間市栗原中央三丁目28番8号1階石澤貸店舗 株式会社ベストライフジャパン

1414100287 就労継続支援Ｂ型 いずみの郷
座間市座間１丁目３４０９番２社会福祉法人ざま泉水
会

社会福祉法人ざま泉水会

1454100056 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　オリーブ 座間市四ツ谷４９９ 特定非営利活動法人ワーカーズコープ ○ ○ 未提出 鳩川

1414100345 就労継続支援Ｂ型 いぶき
座間市小松原１－４５－２１座間市立生きがいセン
ター内

特定非営利活動法人座間市障害者団体連
合会いぶき

1414100014
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

アガペ作業所 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

1414100022 生活介護 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
1414100782 就労継続支援Ｂ型 ラルク座間 座間市新田宿６５番地６ 株式会社Ｌ’ａｒｃーｅｎーｃｉｅｌ
1414100543 生活介護 たからじま 座間市新田宿８番地の８ 特定非営利活動法人宝島 ○ ○ 未提出 相模川

1454100015 放課後等デイサービス ホップステップ 座間市神奈川県座間市入谷東三丁目22番11号 有限会社介護サービスてまり

1414100733 就労継続支援Ｂ型 クロプファ
座間市相武台一丁目３５－２５ブランドール壱番館１
０１号室

医療法人社団博奉会

1454100213
児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援　にこにこチャイルド　おだきゅうさ
がみはら
放課後等デイサービス　にこにこチャイルド　おだ
きゅうさがみはら

座間市相模が丘１－２１－４２コートサヌール１階 にこにこぽかぽか株式会社

1414100592 就労継続支援Ｂ型 アンダンテ 座間市相模が丘４－２７－６ 医療法人聖医会
1414100527 就労継続支援Ｂ型 いずみぶどう園 座間市相模が丘４－６０－３ 一般社団法人 座間いずみぶどう園

1414100493
生活介護
就労継続支援Ｂ型

緑の家 座間市東原１丁目１０番６２号 社会福祉法人　慈湧会

1414100519 就労継続支援Ｂ型 就労継続支援Ｂ型緑の家 座間市東原１丁目９番５２号 社会福祉法人　慈湧会

1454100148
児童発達支援
放課後等デイサービス

アイラック 座間市東原４丁目２３番１３号 一般社団法人楽育楽家

1454100064
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ座間 座間市入谷１－３８０ピアチェーヴォレ座間１階 株式会社ベストライフジャパン

1414100600 就労継続支援Ｂ型 ゆめひろば 座間市入谷西二丁目５３番１４号 特定非営利活動法人宝島
1414100824 就労移行支援 らくらく座間 座間市入谷東2-32-14エールハイツ座間107 株式会社ＤＪＨ

1454100254
児童発達支援
放課後等デイサービス

縁ぴーす 座間市入谷東三丁目8番10号 株式会社縁グループ神奈川

1454100122 放課後等デイサービス イーチ児童デイサービス緑ヶ丘 座間市緑ヶ丘１－１－２６－２Ｆ 有限会社ジースカイ

1454100270
児童発達支援
放課後等デイサービス

One step smile 座間教室 座間市緑ケ丘1－15－35パルネットグリーンヒル102 ｂｌｕｅ　ｓｋｙ合同会社

1454100031 児童発達支援 座間市サニーキッズ 座間市緑ヶ丘１－２－１総合福祉センター内 社会福祉法人日本キリスト教奉仕団

1414100295 就労継続支援Ｂ型 グローリー 座間市緑ケ丘５－４－２5
特定非営利活動法人ワーカーズコレク
ティブこかげ

1414100360
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

ＨＯＰＥきづき 座間市緑ヶ丘５丁目６番２８号 特定非営利活動法人きづき

1414100881 就労継続支援Ｂ型 総活躍　座間 座間市緑ケ丘一丁目1番26号1-Ｂ 株式会社B-FAST

1414300143
生活介護
就労継続支援Ｂ型

プレアデス
プレアデス福泉

南足柄市関本３６８
南足柄市福泉１３０－１

社会福祉法人県西福祉会

1454300052 児童発達支援
南足柄市障害児通園施設　「くまさん教
室」

南足柄市関本403－2南足柄市りんどう会館 社会福祉法人風祭の森

1414300242 就労継続支援Ｂ型 ワークピアさつき(主) 南足柄市関本403番地2 社会福祉法人南足柄市社会福祉協議会
1414300242 就労継続支援Ｂ型 アースエコー(従) 南足柄市岩原1016－1南足柄市おかもと福祉館 社会福祉法人南足柄市社会福祉協議会

1414300010
生活介護
自立訓練（機能訓練）
就労継続支援Ｂ型

県西福祉センター 南足柄市三竹７４０－３- 社会福祉法人県西福祉会 ○ ○

1414300028 生活介護 コスモス学園中沼ケアセンター 南足柄市中沼831-1 社会福祉法人足柄緑の会

1414300036
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

コスモス学園中沼ジョブセンター(主) 南足柄市中沼832 社会福祉法人足柄緑の会

1414300036 就労継続支援Ｂ型
コスモス学園中沼ジョブセンター（カ
フェ・デ・ソル）(従)

南足柄市和田河原582-3和田河原駅ビル1階 社会福祉法人足柄緑の会 ○ ○ 洞川

1414300226 生活介護 竹の子ケアセンター 南足柄市塚原７０１－１ 社会福祉法人　明星会 ○ ○ 洞川

1454300037 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　ぽっぷ 南足柄市塚原７０１－１ 社会福祉法人　明星会 ○ ○ 洞川

1414300093 就労継続支援Ｂ型 パン工房ハッピー 南足柄市塚原７２１－１ 社会福祉法人　明星会 ○ ○ 洞川

1414400349 生活介護 デイサービス　花束 綾瀬市綾西四丁目19番12号 合同会社花
1414400034 生活介護 綾瀬ホーム 綾瀬市吉岡２３３７番地 社会福祉法人聖音会

1414400059
生活介護
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

コペルタ貴志園 綾瀬市吉岡２３８１－１ 社会福祉法人唐池学園

1454400035 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスにじいろ 綾瀬市寺尾南２－１３－２５ 社会福祉法人唐池学園
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1414400190
生活介護
就労継続支援Ｂ型

綾瀬市障害者自立支援センター希望の家 綾瀬市寺尾南２－３－３９ 社会福祉法人　県央福祉会

1414400331 就労継続支援Ｂ型 就労継続支援Ｂ型事業所いっぽ綾瀬 綾瀬市寺尾南3丁目26－16橘ビル202 特定非営利活動法人いっぽ

1454400084
児童発達支援
放課後等デイサービス

のびの木綾瀬こぞの 綾瀬市小園1260－2ミズホ小園ビルディング2Ｆ 株式会社フューチャーサポート

1454400027
児童発達支援
放課後等デイサービス

はあとふるキッズ綾瀬 綾瀬市深谷上５－７－４８山下ビル１０１ 特定非営利活動法人はあとけあ

1454400142 児童発達支援 綾瀬市立もみの木園 綾瀬市深谷上四丁目５番１号 綾瀬市
1414400174 就労継続支援Ｂ型 ＮＰＯ法人　レオモナ 綾瀬市深谷中一丁目2番12号 特定非営利活動法人レオモナ

1414400208
生活介護
就労継続支援Ｂ型

綾瀬市障害者自立支援センターばらの里
(主)

綾瀬市深谷南２－７－２ 社会福祉法人　県央福祉会

1414400208 生活介護 あやせラディーチェ(従) 綾瀬市上土棚中3－11－90 社会福祉法人　県央福祉会

1454400076
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ綾瀬 綾瀬市大上七丁目１０番４号小宮ビル１階 株式会社ベストライフジャパン

1411100017 生活介護 葉山はばたき 三浦郡葉山町一色４７３－６ 社会福祉法人湘南の凪 ○ ○ ○

1451100026
児童発達支援
放課後等デイサービス

葉山児童デイ　結 三浦郡葉山町堀内１８３６番地 一般社団法人結 ○ ○

1411100074 就労継続支援Ｂ型 トントン工房 三浦郡葉山町葉山町堀内２１５８番トントン工房 ＮＰＯ法人　メンタルサポート葉山 ○ ○

1451200032 放課後等デイサービス のぞみデイサービスジュニア 高座郡寒川町一之宮8丁目1８番8 有限会社のぞみコーポレーション ○
相模川
目久尻川

1411200262 就労継続支援Ｂ型 就労継続支援Ｂ型のぞみくん 高座郡寒川町一之宮8丁目18番8号 有限会社のぞみコーポレーション ○
相模川
目久尻川

1411200213 就労継続支援Ｂ型 寒川事業所 高座郡寒川町岡田１－９－１司ビル１階 社会福祉法人　光友会 ○
相模川
目久尻川

1451200099 児童発達支援 どんぐり発達支援寒川 高座郡寒川町岡田1丁目2番地8ウスイグリーンビル4階 子どもと扉株式会社 ○
相模川
目久尻川

1411200114 生活介護 ｓｔｕｄｉｏ　トネリコ 高座郡寒川町岡田３－１８－５ 社会福祉法人翔の会 ○
1411200205 就労継続支援Ｂ型 ＫＡＥＤＥ 高座郡寒川町岡田４丁目１７番２６号 特定非営利活動法人ＦＵＮＳＨＩＮＥ

1411200080 就労継続支援Ｂ型 つくしの家 高座郡寒川町岡田６１０ 社会福祉法人翔の会 ○ ○
相模川
小出川

1451200081 放課後等デイサービス さむかわタンブー 高座郡寒川町岡田６１０寒川町福祉活動センター内 社会福祉法人翔の会 ○
相模川
小出川

1451200057
児童発達支援
放課後等デイサービス

わたぼうし 高座郡寒川町宮山３００２－７ 株式会社さくらハウス ○
相模川
目久尻川

1411200106 就労継続支援Ｂ型 友達  第1作業場(主) 高座郡寒川町宮山７－１合津ビル1階A号室・2階 特定非営利活動法人ともだち ○ ○
相模川
目久尻川

1411200106 就労継続支援Ｂ型 友達　第2作業場(従) 高座郡寒川町寒川町宮山１０－１ 特定非営利活動法人ともだち ○ ○
相模川
目久尻川

1451200016 児童発達支援 寒川町立ひまわり教室 高座郡寒川町宮山９３４－１ 寒川町

1411200155 就労継続支援Ｂ型 自立支援事業所かっぱどっくり 高座郡寒川町大曲３－１０－１７ 社会福祉法人湘南福祉センター ○ ○
相模川
小出川

1411300039
生活介護
就労継続支援Ｂ型

かたつむりの家(主)
中郡大磯町国府本郷１１９６大磯町横溝千鶴子記念障
害福祉センター

社会福祉法人おおいそ福祉会 ○ 不動川

1411300039 就労継続支援Ｂ型 かたつむりの家ワークセンター(従) 中郡大磯町西小磯字東小磯境７５３番地８ 社会福祉法人おおいそ福祉会

1411300229 就労継続支援Ｂ型 ソーシャルファーム大磯　みつばち大磯 中郡大磯町生沢４９１株式会社ファーマーズデザイン
特定非営利活動法人ソーシャルファーム
大磯

1411300021
生活介護
就労継続支援Ｂ型

素心デイセンター 中郡大磯町虫窪18番地１ 社会福祉法人素心会 ○

1411300047
生活介護
就労継続支援Ｂ型

SP企画
コスタ二宮

中郡二宮町一色１１１８－１
中郡二宮町緑が丘1-10-6

社会福祉法人　よるべ会

1411300310 生活介護 地域支援センターそしん 中郡二宮町山西１２３４番地１ 社会福祉法人素心会

1451320053
児童発達支援
放課後等デイサービス

地域支援センターそしん 中郡二宮町山西１２３４番地１ 社会福祉法人素心会

1411300328 就労継続支援Ａ型 アスリードフーズ 中郡二宮町山西24 合同会社アスリード
1411300195 就労継続支援Ｂ型 オアシス 中郡二宮町二宮1374-2 特定非営利活動法人湘南いこいの里 ○
1451320061 放課後等デイサービス 夢門塾二宮 中郡二宮町二宮８８４クワハラビル１０１ キャレオス株式会社 ○

1411300211 就労継続支援Ｂ型 カンナカンナ
中郡二宮町緑が丘1－10－6二宮町福祉ワークセンター
内

二宮町社会福祉協議会

1411400193
生活介護
就労継続支援Ｂ型

ＫＯＭＮＹほたるの家生活介護
ＫＯＭＮＹほたるの家

足柄上郡中井町雑色３１番地４ 特定非営利活動法人ＫＯＭＮＹ

1451420010 放課後等デイサービス
放課後等デイサービス　ピースオブマイン
ド

足柄上郡大井町上大井75－1サンセール・辻104 合同会社Ｐ.Ｏ.Ｍ

1451430027 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス喜の実 足柄上郡松田町松田庶子８６９－１７ 株式会社喜の実 ○ ○
1411400094 就労継続支援Ｂ型 ＫＯＭＮＹ(主) 足柄上郡松田町松田惣領１７番地２ 特定非営利活動法人ＫＯＭＮＹ ○ ○ 川音川 ○
1411400094 就労継続支援Ｂ型 ほほえみ(従) 足柄上郡大井町金子1964-1 特定非営利活動法人ＫＯＭＮＹ
1411400094 就労継続支援Ｂ型 れんげ(従) 足柄上郡開成町吉田島1043-1 特定非営利活動法人ＫＯＭＮＹ ○ ○ 酒匂川

1411400060
生活介護
就労継続支援Ｂ型

コスモス学園松田センター 足柄上郡松田町松田惣領824-1 社会福祉法人足柄緑の会 ○ ○ 川音川 ○

1411400219
生活介護
就労継続支援Ｂ型

ＫＯＭＮＹやまなみ工芸生活介護
ＫＯＭＮＹやまなみ工芸

足柄上郡山北町山北１４３０番地 特定非営利活動法人ＫＯＭＮＹ

1451440018
児童発達支援
放課後等デイサービス

どんぐりん 足柄上郡山北町山北５９５番地 ＮＰＯ法人山北なないろ

1411400169 就労継続支援Ｂ型 就労支援　トゥモローランド開成みなみ 足柄上郡開成町みなみ５丁目６－１５ 社会福祉法人一燈会
1451450033 放課後等デイサービス 放デイ　トゥモローランド開成みなみ 足柄上郡開成町みなみ５丁目６－１５ 社会福祉法人一燈会
1451450058 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　つぼみ 足柄上郡開成町みなみ５丁目６番８ 株式会社　蕾

1411400086
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

地域作業所　合力の郷 足柄上郡開成町吉田島１６１２番地１ 特定非営利活動法人あしたば ○ ○ 酒匂川

1451450025 放課後等デイサービス 放課後デイサービス　トゥモローランド 足柄上郡開成町吉田島4352－３ザ・開成プレイス 社会福祉法人一燈会 ○ ○ 酒匂川

1451450017 放課後等デイサービス ファミリーサポートすずろ　開星亭 足柄上郡開成町宮台１１０７－１ 有限会社　山一建設 ○ ○ 仙了川

1411400144 生活介護 生活介護　トゥモローランド 足柄上郡開成町宮台２５２番地１ 社会福祉法人一燈会
1451530024 放課後等デイサービス 笑っこ 足柄下郡湯河原町吉浜999-2文化福祉会館2階 株式会社　エイチ・エス・エー ○

1411500018
生活介護
就労継続支援Ｂ型

たんぽぽ生活介護事業所
たんぽぽ就労継続支援事業所

足柄下郡湯河原町中央二丁目２１番地５ 特非）湯河原町地域作業所たんぽぽ

1451530016
児童発達支援
放課後等デイサービス

たんぽぽ児童デイサービス事業所 足柄下郡湯河原町中央二丁目２１番地５ 特非）湯河原町地域作業所たんぽぽ

1451530040
児童発達支援
放課後等デイサービス

花菜プラザ 足柄下郡湯河原町門川３５－２ 株式会社桐井ナーシング ○ ○ 千歳川 ○

1451610065 児童発達支援
愛川町児童発達支援センター「ひまわりの
家」

愛甲郡愛川町角田２５７－１ 社会福祉法人かながわ共同会

1411600206 生活介護 愛川町指定生活介護事業所「かえでの家」
愛甲郡愛川町角田２５７番地の１　愛川町福祉セン
ター内

社会福祉法人かながわ共同会
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④土砂災害警戒区域 ⑤津波災害警戒区域①洪水浸水想定区域 ②雨水出水浸水想定区域
左記①②に係る
流域河川名

③高潮浸水想定区域
事業所番号 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 法人等の名称

1451610024 放課後等デイサービス 児童デイサービス　こあゆ 愛甲郡愛川町角田４１２６－１ 小鮎ケアサービス株式会社 ○
1411600131 就労継続支援Ａ型 ここのわ 愛甲郡愛川町角田839 ＮＰＯ法人ここのわ ○ 相模川

1411600073 就労継続支援Ｂ型 あいかわ工房 愛甲郡愛川町角田字滝ノ沢１４５２番１ 特定非営利活動法人あいかわ工房

1451610057
児童発達支援
放課後等デイサービス

ファミリー・キッズ愛川 愛甲郡愛川町中津１７１７番地２関戸ビル１階 株式会社ベストライフジャパン

1411600230 就労継続支援Ａ型 Bluebee-Forest 愛甲郡愛川町中津295-3 株式会社ジャパン
1411600156 就労継続支援Ｂ型 ちゃれんじど中津 愛甲郡愛川町中津７０６－３ 特定非営利活動法人ディプロワーク
1411600057 就労継続支援Ｂ型 愛川町ありんこ中津作業所 愛甲郡愛川町中津７４５－５ 社会福祉法人　愛川町社会福祉協議会
1411600255 就労継続支援Ｂ型 リンクjaパル半原事業所 愛甲郡愛川町半原4137番地1 株式会社トクショー ○ 中津川 ○


