
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2年9月25日現在)

法人の名称 事業所の名称 事業所番号 処理状況 サービスの種類

有限会社天使の手
ホームヘルプサービス
天使の手

1414000594 未申請 居宅介護

有限会社天使の手
ホームヘルプサービス天
使の手

1414000594 未申請 重度訪問介護

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

1412500314 未申請 居宅介護

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

1412300855 未申請 居宅介護

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

1412300855 未申請 重度訪問介護

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

1412300194 未申請 居宅介護

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

1412300194 未申請 重度訪問介護

有限会社フラワーケア フラワーケア海老名 1414200277 未申請 居宅介護
有限会社フラワーケア フラワーケア海老名 1414200277 未申請 重度訪問介護
有限会社プラスチックヨシ
ノ

どんぐりケアサービス 1412000463 未申請 居宅介護

有限会社プラスチックヨシ
ノ

どんぐりケアサービス 1412000463 未申請 重度訪問介護

有限会社フエルシ 歩歩訪問サービス 1412300780 未申請 居宅介護
有限会社フエルシ 歩歩訪問サービス 1412300780 未申請 重度訪問介護
有限会社フエルシ 歩歩訪問サービス 1412300780 未申請 同行援護
有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー茅ヶ崎 1412400267 未申請 居宅介護
有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー茅ヶ崎 1412400267 未申請 重度訪問介護
有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー茅ヶ崎 1412400267 未申請 同行援護

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

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

有限会社はたらくや 介護センター　おひさま 1412100230 未申請 居宅介護
有限会社ネオビジョン ふらっとケアサービス 1412900902 未申請 居宅介護
有限会社ネオビジョン ふらっとケアサービス 1412900902 未申請 重度訪問介護
有限会社ナースケアー ナースケア鎌倉 1412100529 未申請 居宅介護
有限会社ナースケアー ナースケア鎌倉 1412100529 未申請 重度訪問介護
有限会社ナースケアー ナースケア鎌倉 1412100529 未申請 同行援護
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

1412201525 未申請 居宅介護

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

1412201525 未申請 重度訪問介護

有限会社トータル・ケア
サービス

相談オフィスわ～くすけ
あ

1434100929 未申請 計画相談支援

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

1412801183 未申請 居宅介護

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

1412801183 未申請 重度訪問介護

有限会社シェイクハンズ 有限会社シェイクハンズ 1412300319 未申請 居宅介護
有限会社シェイクハンズ 有限会社シェイクハンズ 1412300319 未申請 重度訪問介護
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

1412200527 未申請 居宅介護

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

1412200527 未申請 重度訪問介護

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

1412200527 未申請 同行援護

有限会社ケアーサポートあ
い

あい相談サポート 1432201562 未申請 計画相談支援
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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2年9月25日現在)

有限会社ケアーサポートあ
い

あい相談サポート 1472200417 未申請 障害児相談支援

有限会社いいづか ひまわり介護 1412901157 未申請 居宅介護
有限会社いいづか ひまわり介護 1412901157 未申請 重度訪問介護
有限会社アテンドサービス
湘南

アテンドサービス湘南 1414000479 未申請 居宅介護

有限会社アテンドサービス
湘南

アテンドサービス湘南 1414000479 未申請 重度訪問介護

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

1412100214 未申請 居宅介護

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

1412100214 未申請 重度訪問介護

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

1412100214 未申請 同行援護

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

1412400697 未申請 居宅介護

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

1412400697 未申請 重度訪問介護

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

1412200444 未申請 居宅介護

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

1412200444 未申請 重度訪問介護

特非）ホームヘルプ・ライ
フタウン

ホームヘルプ・ライフタ
ウン

1412400861 未申請 居宅介護

特非）ホームヘルプ・ライ
フタウン

ホームヘルプ・ライフタ
ウン

1412400861 未申請 重度訪問介護

特非）アートスタジオかま
くらの森

アトリエそらのいろ 1412100552 未申請
就労継続支援Ｂ
型

特定非営利活動法人歩歩 ＮＰＯ法人　歩歩 1412300202 未申請 居宅介護
特定非営利活動法人歩歩 ＮＰＯ法人　歩歩 1412300202 未申請 重度訪問介護
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 1431200193 未申請 計画相談支援

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 1471200079 未申請 障害児相談支援

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 1431200227 未申請
地域相談支援
（地域移行支
援）

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 1431200227 未申請
地域相談支援
（地域定着支
援）

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

1432201315 未申請 計画相談支援

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 1421600105 未申請 共同生活援助

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 1421600220 未申請 共同生活援助

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 1421600147 未申請 共同生活援助

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

就労・生活サポートセン
ター三浦

1412700096 未申請
就労継続支援Ｂ
型

特定非営利活動法人厚木な
のはな

サポートセンター　ハー
モニー

1432901146 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人厚木な
のはな

サポートセンター　ハー
モニー

1472900180 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人空の翼 ウイング大和 1453000422 未申請
放課後等デイ
サービス

特定非営利活動法人育援会 鎌倉あけぼの園 1452100371 未申請
放課後等デイ
サービス

特定非営利活動法人ディプ
ロワーク

ちゃれんじど中津 1411600156 未申請
就労継続支援Ｂ
型
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特定非営利活動法人ディプ
ロワーク

バイステック新久 1421600188 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人かまく
ら笑ん座

笑ん座カフェ 1412100925 未申請 就労移行支援

特定非営利活動法人かでる
湘南

相談支援　和 1432901559 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人かでる
湘南

相談支援　和 1472900487 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人ＵＣＨ
Ｉ

うち 1421200146 未申請 共同生活援助

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ｎｏｕｅｄ

1434100390 未申請
地域相談支援
（地域移行支
援）

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ｎｏｕｅｄ

1434100390 未申請 計画相談支援

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ｎｏｕｅｄ

1474100078 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人Ｈeart
３４

モン・レーヴ「わたしの
夢」

1412901397 未申請
就労継続支援Ａ
型

特定非営利活動法人Ｈeart
３４

ヘルパーステーション
みぃよ

1412901405 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人Ｈeart
３４

ヘルパーステーション
みぃよ

1412901405 未申請 重度訪問介護

特定非営利活動法人Ｈeart
３４

相談支援事業所｢わたしの
夢｣

1432901369 未申請 計画相談支援

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

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 1431300209 未申請
地域相談支援
（地域移行支
援）

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

1412201970 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人　鴻基
会

つくしんぼ 1434000517 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人　鴻基
会

つくしんぼ 1474000112 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人　みき
フレンド

特定非営利活動法人　み
きフレンド

1412800292 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人　みき
フレンド

特定非営利活動法人　み
きフレンド

1412800292 未申請 重度訪問介護

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

1412000364 未申請 居宅介護

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

1412000364 未申請 重度訪問介護

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

1412000364 未申請 同行援護

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

1434000509 未申請 計画相談支援

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

1454000033 未申請
放課後等デイ
サービス

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

1474000104 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人　ク
ローバー

クローバー 1414000156 未申請
就労継続支援Ｂ
型

特定非営利活動法人　ク
ローバー

グループホーム　小杉 1424000824 未申請 共同生活援助
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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2年9月25日現在)

特定非営利活動法人　おれ
んじ

おれんじハウス 1423000478 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人　あさ グループホームあさ 1422300366 未申請 共同生活援助
特定非営利活動法人　あい
む湘南

あいる湘南 1412400135 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人　あい
む湘南

あいる湘南 1412400135 未申請 重度訪問介護

特定非営利活動法人　あい
む湘南

あいる湘南 1412400135 未申請 行動援護

特定非営利活動法人　あい
む湘南

あいる湘南 1412400135 未申請 同行援護

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

1413001155 未申請 居宅介護

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

1413001155 未申請 重度訪問介護

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

1412900225 未申請 居宅介護

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

1412900225 未申請 重度訪問介護

生活クラブ生活協同組合
生活リハビリクラブ茅ヶ
崎

1412400879 未申請 居宅介護

生活クラブ生活協同組合
生活リハビリクラブ茅ヶ
崎

1412400879 未申請 重度訪問介護

新和合同会社 いろはけあ 1412200923 未申請 居宅介護
新和合同会社 いろはけあ 1412200923 未申請 重度訪問介護

社会福祉法人共生会
共生会居宅サービスセン
ター相談支援事業所とも
いき

1432202412 未申請 計画相談支援

社会福祉法人花 でい工房花はな 1412001222 未申請 生活介護
社会福祉法人花 ショートさくら 1412001578 未申請 短期入所

社会福祉法人花
ホーム花（桜の家・風の
家）

1422001238 未申請 共同生活援助

社会福祉法人ひざしの丘 湘南つつみ苑 1412400051 未申請 生活介護
社会福祉法人ひざしの丘 湘南つつみ苑 1412400051 未申請 短期入所
社会福祉法人ひざしの丘 ひざしの丘相談室 1432400883 未申請 計画相談支援
社会福祉法人ひざしの丘 つつみの郷 1422401073 未申請 共同生活援助
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

1412800144 未申請 就労定着支援

社会福祉法人かながわ共同
会

希望の丘はだの 1412801290 未申請 施設入所支援

社会福祉法人かながわ共同
会

希望の丘はだの 1412801290 未申請 生活介護

社会福祉法人かながわ共同
会

希望の丘はだの 1412801290 未申請
自立訓練（生活
訓練）

社会福祉法人かながわ共同
会

希望の丘はだの 1412801290 未申請 就労移行支援

社会福祉法人かながわ共同
会

希望の丘はだの 1412801290 未申請 短期入所

社会福祉法人おおいそ福祉
会

かたつむりの家 1411300039 未申請 生活介護

社会福祉法人おおいそ福祉
会

かたつむりの家 1411300039 未申請
就労継続支援Ｂ
型

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

1411300039 未申請
就労継続支援Ｂ
型

社会福祉法人おおいそ福祉
会

相談室こんぱす 1431300340 未申請 計画相談支援

社会福祉法人エル・エム・
ヴィ

湘南福祉工場 1414000354 未申請
就労継続支援Ａ
型

社会福祉法人いきいき福祉
会

訪問介護　ラポール城南 1412200576 未申請 居宅介護
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社会福祉法人いきいき福祉
会

訪問介護　ラポール城南 1412200576 未申請 重度訪問介護

社会福祉法人　平塚市社会
福祉協議会

平塚栗原ホーム 1412001354 未申請 生活介護

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 1432001327 未申請 計画相談支援

社会福祉法人　誠幸会 泉の郷綾瀬　訪問介護 1414400240 未申請 居宅介護
社会福祉法人　誠幸会 泉の郷綾瀬　訪問介護 1414400240 未申請 重度訪問介護
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

1412700039 未申請 就労移行支援

社会福祉法人　三浦市社会
福祉協議会

それいけ！デイサービス
センター

1412700229 未申請 生活介護

社会福祉法人　県央福祉会
三浦創生舎の従たる事業
所

1412700047 未申請 生活介護

社会福祉法人　県央福祉会 クレアーレ三浦 1412700245 未申請 短期入所
社会福祉法人　県央福祉会 ら・すてら上和田 1413001486 未申請 短期入所
社会福祉法人　県央福祉会 ブックカフェひばりが丘 1414100931 未申請 生活介護

社会福祉法人　県央福祉会 ブックカフェひばりが丘 1414100931 未申請
就労継続支援Ｂ
型

社会福祉法人　県央福祉会 クレアーレ三浦 1422700235 未申請 共同生活援助
社会福祉法人　県央福祉会 ら・すてら上和田 1423001476 未申請 共同生活援助
社会福祉法人　敬愛会 敬愛会居宅介護事業所 1413000173 未申請 居宅介護
社会福祉法人　敬愛会 敬愛会居宅介護事業所 1413000173 未申請 重度訪問介護
合同会社優心 はっぴぃタウン 1412201772 未申請 居宅介護
合同会社優心 はっぴぃタウン 1412201772 未申請 重度訪問介護
合同会社未来活性 ミライハウス 1422801272 未申請 共同生活援助
合同会社美来 ケアサービス　みらい 1412301010 未申請 居宅介護
合同会社美来 ケアサービス　みらい 1412301010 未申請 重度訪問介護
合同会社大笑 大笑サポートセンター 1414000867 未申請 居宅介護
合同会社大笑 大笑サポートセンター 1414000867 未申請 重度訪問介護
合同会社花 デイサービス　花束 1414400349 未申請 生活介護
合同会社みらい 相談室　みらい 1432001285 未申請 計画相談支援
合同会社みらい 相談室　みらい 1472000379 未申請 障害児相談支援

合同会社みらい
放課後等デイサービスみ
らい

1452000357 未申請
放課後等デイ
サービス

合同会社プロハイド
短期入所事業所フォレス
トinn大和

1413001429 未申請 短期入所

合同会社タケザワ
ドレミファランド介護ス
テーション

1413001098 未申請 居宅介護

合同会社タケザワ
ドレミファランド介護ス
テーション

1413001098 未申請 重度訪問介護

合同会社タケザワ
ドレミファランド介護ス
テーション

1413001098 未申請 同行援護

合同会社タイヨウとダイチ ヘルパー事業所蜜柑 1411500083 未申請 居宅介護
合同会社タイヨウとダイチ ヘルパー事業所蜜柑 1411500083 未申請 重度訪問介護
合同会社タイヨウとダイチ ヘルパー事業所蜜柑 1411500083 未申請 同行援護
合同会社タイヨウとダイチ 相談支援事業所　蜜・柑 1431500105 未申請 計画相談支援
合同会社タイヨウとダイチ 相談支援事業所　蜜・柑 1471530038 未申請 障害児相談支援
合同会社コムイク・ジャパ
ン

サポートじょいん 1412901561 未申請 居宅介護

合同会社コムイク・ジャパ
ン

サポートじょいん 1412901561 未申請 重度訪問介護

合同会社コムイク・ジャパ
ン

サポートじょいん 1412901561 未申請 行動援護

合同会社コムイク・ジャパ
ン

サポートじょいん 1412901561 未申請 同行援護

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

1412800987 未申請 居宅介護

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

1412800987 未申請 重度訪問介護
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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2年9月25日現在)

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

1412800987 未申請 同行援護

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

1411500158 未申請 居宅介護

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

1411500158 未申請 重度訪問介護

合同会社くまくす湘南 かなえ相談室 1434000756 未申請 計画相談支援
合同会社くまくす湘南 かなゑホーム 1424000790 未申請 共同生活援助
合同会社クオール クオール海老名 1414200483 未申請 居宅介護
合同会社クオール クオール海老名 1414200483 未申請 重度訪問介護
合同会社カランドリエ カランドリエ本藤沢 1422202406 未申請 共同生活援助
合同会社おだわら福祉農場 おだわら福祉農場 1412300921 未申請 生活介護

合同会社おだわら福祉農場 おだわら福祉農場 1412300921 未申請
就労継続支援Ｂ
型

合同会社オオハシ カランドリエ藤沢 1422202356 未申請 共同生活援助

合同会社　ゆい・ゆい
訪問介護事業所　ゆい・
ゆい

1412201368 未申請 居宅介護

合同会社　ゆい・ゆい
訪問介護事業所　ゆい・
ゆい

1412201368 未申請 重度訪問介護

合同会社　ゆい・ゆい
訪問介護事業所　ゆい・
ゆい

1412201368 未申請 同行援護

公益財団法人積善会
公益財団法人積善会　曽
我病院

1412300251 未申請 短期入所

希味フードサービス株式会
社

バンビーノ児童デイサー
ビス海老名中央

1454200203 未申請
放課後等デイ
サービス

鎌倉市 鎌倉市発達支援室 1432100780 未申請 計画相談支援

鎌倉市
鎌倉市児童発達支援セン
ターあおぞら園

1452100322 未申請
保育所等訪問支
援

鎌倉市 鎌倉市発達支援室 1472100088 未申請 障害児相談支援

鎌倉市
鎌倉市児童発達支援セン
ターあおぞら園

1452100322 未申請 児童発達支援

株式会社日本アメニティラ
イフ協会

クローバー訪問介護いせ
はら

1414000586 未申請 居宅介護

株式会社日本アメニティラ
イフ協会

クローバー訪問介護いせ
はら

1414000586 未申請 重度訪問介護

株式会社千手 プリネ 1412301051 未申請
就労継続支援Ａ
型

株式会社千手 サンテ 1412900985 未申請
就労継続支援Ａ
型

株式会社千手 リーブル 1414200434 未申請
就労継続支援Ａ
型

株式会社瀬戸技建
児童発達支援・放課後等
デイサービスあかり

1452800392 未申請 児童発達支援

株式会社瀬戸技建
児童発達支援・放課後等
デイサービスあかり

1452800392 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社湘南ケアステージ
ケアステーションあおぞ
ら

1412201327 未申請 居宅介護

株式会社湘南ケアステージ
ケアステーションあおぞ
ら

1412201327 未申請 重度訪問介護

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

株式会社湘南ケアステージ ケアセンターあおぞら 1412202119 未申請 生活介護
株式会社黒たまごジャパン みらいのたね平塚 1422001758 未申請 共同生活援助
株式会社幸せの指揮者 楽しむ力！KAMAKURA 1412101147 未申請 就労移行支援

株式会社恵比寿堂 ホヌランド 1452200817 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社桐井ナーシング 花菜プラザ 1451530040 未申請 児童発達支援

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

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」

1452100132 未申請 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2年9月25日現在)

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」

1452100132 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社楽学舎 楽学舎 1422301232 未申請 共同生活援助

株式会社るるカンパニー るる湘南 1412201251 未申請
就労継続支援Ａ
型

株式会社ライフ　アファー
ミング奨生

ふぁみーる　かのん 1422300861 未申請 共同生活援助

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

1412300574 未申請 同行援護

株式会社ライフ　アファー
ミング奨生

かのん 1412300574 未申請
就労継続支援Ｂ
型

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

1432300950 未申請 計画相談支援

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

1472300241 未申請 障害児相談支援

株式会社ヘルシーサービス
株式会社　ヘルシーサー
ビス　平塚営業所

1412000257 未申請 居宅介護

株式会社ヘルシーサービス
株式会社　ヘルシーサー
ビス　平塚営業所

1412000257 未申請 重度訪問介護

株式会社フラワー
フラワー訪問介護ステー
ション

1412101139 未申請 居宅介護

株式会社フラワー
フラワー訪問介護ステー
ション

1412101139 未申請 重度訪問介護

株式会社プラーナ
就労移行支援プラーナ湘
南

1412400952 未申請 就労移行支援

株式会社プラーナ
就労移行支援プラーナ海
老名

1414200459 未申請 就労移行支援

株式会社フューチャーサ
ポート

のびの木Advance藤沢大鋸 1452200890 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社バンデ グループホームあさがお 1422001659 未申請 共同生活援助

株式会社ハピネス
ハピネス　ヘルパース
テーション

1413000413 未申請 居宅介護

株式会社ハピネス
ハピネス　ヘルパース
テーション

1413000413 未申請 重度訪問介護

株式会社パールケア パールケア茅ヶ崎 1412400572 未申請 居宅介護
株式会社パールケア パールケア茅ヶ崎 1412400572 未申請 重度訪問介護

株式会社トイロ ライブフードサポート 1414200707 未申請
就労継続支援Ｂ
型

株式会社ティー・シー・エ
ス

株式会社ティー・シー・
エス伊勢原営業所

1414000891 未申請 居宅介護

株式会社ティー・シー・エ
ス

株式会社ティー・シー・
エス伊勢原営業所

1414000891 未申請 重度訪問介護

株式会社チャレンジドジャ
パン

就労支援センター
ひゅーまにあ藤沢

1412202010 未申請 就労定着支援

株式会社チャレンジドジャ
パン

就労支援センター
ひゅーまにあ藤沢

1412202010 未申請 就労移行支援

株式会社ダブルコーポレー
ション

トライフル鎌倉 1412100958 未申請 就労移行支援

株式会社ダブルコーポレー
ション

トライフル鎌倉 1412100958 未申請
自立訓練（生活
訓練）

株式会社センチュリーライ
フ

センチュリーハウス藤沢
訪問介護事業所

1412201996 未申請 居宅介護

株式会社センチュリーライ
フ

センチュリーハウス藤沢
訪問介護事業所

1412201996 未申請 重度訪問介護

株式会社ジャテックスネッ
ト

イーケアーズ訪問介護ス
テーション

1412201640 未申請 居宅介護

株式会社ジャテックスネッ
ト

イーケアーズ訪問介護ス
テーション

1412201640 未申請 重度訪問介護

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

1412000232 未申請 居宅介護
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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2年9月25日現在)

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

1412000232 未申請 重度訪問介護

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

1412000232 未申請 同行援護

株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービ
スセンター厚木事業所

1412900894 未申請 居宅介護

株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービ
スセンター厚木事業所

1412900894 未申請 重度訪問介護

株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービ
スセンター伊勢原事業所

1414000446 未申請 居宅介護

株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービ
スセンター伊勢原事業所

1414000446 未申請 重度訪問介護

株式会社ココピアワークス ココピアワークス鎌倉 1412101063 未申請
就労継続支援Ａ
型

株式会社ココピアワークス ココピアワークス鎌倉Ｂ 1412101113 未申請
就労継続支援Ｂ
型

株式会社ケイズ けいずらいふ２４ 1412200964 未申請 短期入所
株式会社ケアライフジャパ
ン

ケアライフあつぎ 1412901074 未申請 居宅介護

株式会社ケアライフジャパ
ン

ケアライフあつぎ 1412901074 未申請 重度訪問介護

株式会社ケアライフジャパ
ン

ケアライフあつぎ 1452900069 未申請 児童発達支援

株式会社ケアライフジャパ
ン

ケアライフあつぎ 1452900069 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社グローブＳＶ
放課後等デイサービス
グローブ

1452100223 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社クローバー
さくら・介護ステーショ
ン大和中央

1413001247 未申請 居宅介護

株式会社クローバー
さくら・介護ステーショ
ン大和中央

1413001247 未申請 重度訪問介護

株式会社クリンリイ 株式会社　クリンリイ 1412500173 未申請 居宅介護
株式会社クリンリイ 株式会社　クリンリイ 1412500173 未申請 重度訪問介護

株式会社クラ・ゼミ
こどもサポート教室「き
らり」藤沢校

1452200809 未申請 児童発達支援

株式会社クラ・ゼミ
こどもサポート教室「き
らり」藤沢校

1452200809 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社かかわ あう 1432401089 未申請 計画相談支援

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

1412300160 未申請 居宅介護

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

1412300160 未申請 重度訪問介護

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

1412800193 未申請 居宅介護

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

1412800193 未申請 重度訪問介護

株式会社エクシオジャパン
訪問介護　エクシオケア
大和

1413001338 未申請 居宅介護

株式会社エクシオジャパン
訪問介護　エクシオケア
大和

1413001338 未申請 重度訪問介護

株式会社ウィズ ウィズ秦野ホームＡ棟 1422801306 未申請 共同生活援助

株式会社ウィズ
ウィズ秦野障害福祉相談
支援センター

1432801320 未申請 計画相談支援

株式会社イザカマクラ
イザカマクラ訪問介護
サービス

1412100206 未申請 居宅介護

株式会社イザカマクラ
イザカマクラ訪問介護
サービス

1412100206 未申請 重度訪問介護

株式会社イザカマクラ
イザカマクラ大船ケアス
テーション

1412101105 未申請 居宅介護

株式会社イザカマクラ
イザカマクラ大船ケアス
テーション

1412101105 未申請 重度訪問介護
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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2年9月25日現在)

株式会社Ｕｃｃｉｅコーポ
レーション

総活躍山際 1412901231 未申請
就労継続支援Ｂ
型

株式会社ＳＣあつぎ ＳＣあつぎ 1412900712 未申請 居宅介護
株式会社ＳＣあつぎ ＳＣあつぎ 1412900712 未申請 重度訪問介護
株式会社Ｏｒｉｇｉｎ フレンズ藤沢 1452200759 未申請 児童発達支援

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

株式会社ＬＵＣＡ
子ども発達支援あさひ学
苑厚木校

1452900127 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社ＬＵＣＡ
子ども発達支援　あさひ
学苑　ＩＴ校

1452900358 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ
株式会社　ＬＯＶＥ・Ｏ
ＮＥ

1412500348 未申請 居宅介護

株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ
株式会社　ＬＯＶＥ・Ｏ
ＮＥ

1412500348 未申請 重度訪問介護

株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ
株式会社　ＬＯＶＥ・Ｏ
ＮＥ

1412500348 未申請 同行援護

株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ
株式会社　ＬＯＶＥ・Ｏ
ＮＥ

1432500351 未申請 計画相談支援

株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ
株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮ
Ｅ

1472500048 未申請 障害児相談支援

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ
ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニ
ア藤沢教室

1452200254 未申請
保育所等訪問支
援

株式会社Ｌ’ａｒｃーｅ
ｎーｃｉｅｌ

ラルク座間 1414100782 未申請
就労継続支援Ｂ
型

株式会社Ｌ’ａｒｃーｅ
ｎーｃｉｅｌ

シエリ　東海大学前 1422801231 未申請 共同生活援助

株式会社Ｋ
ヘルパーステーションか
いんど藤沢

1412202101 未申請 居宅介護

株式会社Ｋ
ヘルパーステーションか
いんど

1414200301 未申請 居宅介護

株式会社Ｋ
ヘルパーステーションか
いんど

1414200301 未申請 重度訪問介護

株式会社Ｂ－ＡＵＢＥ 総活躍　大和 1413001270 未申請
就労継続支援Ｂ
型

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

株式会社　育成会 ポポン家 1453000380 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社　ラビー ケアホーム　ハーゼ 1422100741 未申請 共同生活援助

株式会社　ニチイ学館
ニチイケアセンター伊勢
原さくら台

1414000875 未申請 重度訪問介護

株式会社　ニチイ学館
ニチイケアセンター座間
入谷

1414100907 未申請 居宅介護

株式会社　ニチイ学館
ニチイケアセンター座間
入谷

1414100907 未申請 重度訪問介護

株式会社　オンステージ
ｓｅｌｆ－Ａ・オンス
テージ鶴間

1413001080 未申請
就労継続支援Ａ
型

株式会社　ＬＩＢＥＲＡＬ
ＤＥＳＩＧＮ

クラブ湘南　CHI‘SHOME 1452200825 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社　EーＬＵＣＫ ＨＡＲＥＳ秦野1号館 1422801264 未申請 共同生活援助

株式会社　B-HEART 総活躍　平塚 1412001727 未申請
就労継続支援Ｂ
型

介護隊株式会社 介護隊湘南 1412202390 未申請 居宅介護
介護隊株式会社 介護隊湘南 1412202390 未申請 重度訪問介護
介護隊株式会社 介護隊本部 1414400307 未申請 居宅介護
介護隊株式会社 介護隊本部 1414400307 未申請 重度訪問介護
介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 1412001420 未申請 居宅介護
介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 1412001420 未申請 重度訪問介護
介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 1412001420 未申請 同行援護
一般社団法人福祉の音色 織音 1422301174 未申請 共同生活援助
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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2年9月25日現在)

一般社団法人地域福祉推進
会

Sky相談支援事業所 1432901542 未申請 計画相談支援

一般社団法人地域福祉推進
会

Sky相談支援事業所 1472900495 未申請 障害児相談支援

一般社団法人医療介護ケア
協会

らいおんハート遊びリ
テーション児童デイ大和

1453000455 未申請 児童発達支援

一般社団法人医療介護ケア
協会

らいおんハート遊びリ
テーション児童デイ大和

1453000455 未申請
放課後等デイ
サービス

一般社団法人りっしん洞 りっしん洞 1412100982 未申請
就労継続支援Ｂ
型

一般社団法人ペガサス ペガサス平塚センター 1412001511 未申請 就労移行支援

一般社団法人ペガサス
ペガサス平塚サポートセ
ンター

1412001511 未申請 就労定着支援

一般社団法人シオン シオンホーム 1422801025 未申請 共同生活援助
一般社団法人ＢーＮＥＸＴ 深見西グループホーム 1423001328 未申請 共同生活援助
一般社団法人　エボシライ
ン

ちがさきエボシライン 1412401257 未申請 就労移行支援

一般社団法人　エボシライ
ン

ちがさきエボシライン 1412401257 未申請
就労継続支援Ｂ
型

医療法人社団三喜会
鶴巻ホームヘルプセン
ター

1412800169 未申請 居宅介護

医療法人社団三喜会
鶴巻ホームヘルプセン
ター

1412800169 未申請 重度訪問介護

医療法人社団三喜会
鶴巻ホームヘルプセン
ター

1412800169 未申請 同行援護

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

1434200216 未申請
地域相談支援
（地域移行支
援）

医療法人社団　康心会
茅ヶ崎市新北陵病院短期
入所事業所

1412401125 未申請 短期入所

医療法人厚仁会 わくわくハウス 1422800373 未申請 共同生活援助
医療法人　正史会 大和病院計画相談支援室 1433001078 未申請 計画相談支援

医療法人　光陽会
ハートケア鎌倉訪問介護
事業所

1412100966 未申請 居宅介護

医療法人　光陽会
ハートケア鎌倉訪問介護
事業所

1412100966 未申請 重度訪問介護

医療法人　研水会
医療法人研水会　ポラリ
ス

1412000158 未申請 短期入所

医療法人　研水会
ポラリス・ワークサポー
ト

1412000158 未申請
就労継続支援Ｂ
型

医療法人　研水会
医療法人研水会メゾン公
所

1422000164 未申請 共同生活援助

医療法人　研水会
医療法人研水会　　ポラ
リス

1422000800 未申請 共同生活援助

ミライ・オ　株式会社 ミライオ藤沢駅前教室 1452200767 未申請
放課後等デイ
サービス

ミライ・オ　株式会社 ミライオ藤沢駅前教室 1452200767 未申請 児童発達支援
ミライ・オ　株式会社 ミライオ茅ケ崎駅前教室 1452400326 未申請 児童発達支援

ミライ・オ　株式会社 ミライオ茅ケ崎駅前教室 1452400326 未申請
放課後等デイ
サービス

ミライ・オ　株式会社 ミライオPLUS茅ヶ崎 1452400342 未申請
放課後等デイ
サービス

ミライ・オ　株式会社 ミライオKID‘S茅ヶ崎 1452400425 未申請 児童発達支援
ていてい合同会社 大和ハウス 1423001468 未申請 共同生活援助

づくり株式会社 ワークセンター藤沢 1412201913 未申請
就労継続支援Ａ
型

づくり株式会社 ワークセンター藤沢 1412201913 未申請 就労移行支援
づくり株式会社 ワークセンター藤沢 1412201913 未申請 就労定着支援

セントスタッフ株式会社 ミライエ鎌倉 1452100280 未申請
放課後等デイ
サービス

ステラポラリス さんさんホーム 1423001039 未申請 共同生活援助
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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2年9月25日現在)

スターホーム株式会社 セラヴィ平塚 1412001644 未申請 短期入所
スターホーム株式会社 セラヴィ藤沢 1412202234 未申請 短期入所
スターホーム株式会社 セラヴィ平塚 1422001626 未申請 共同生活援助
スターホーム株式会社 セラヴィ藤沢 1422202216 未申請 共同生活援助
スターホーム株式会社 セラヴィ秦野 1422801280 未申請 共同生活援助
シマダリビングパートナー
ズ株式会社

ひばり訪問介護ステー
ション葉山

1411100108 未申請 居宅介護

シマダリビングパートナー
ズ株式会社

ひばり訪問介護ステー
ション葉山

1411100108 未申請 重度訪問介護

シナジーアドバンス合同会
社

わんフォーライフ平塚 1422001683 未申請 共同生活援助

クリエーティブカミヤ株式
会社

ケアステーションカミヤ 1412000265 未申請 居宅介護

クリエーティブカミヤ株式
会社

ケアステーションカミヤ 1412000265 未申請 重度訪問介護

くぬぎと樫 グループホームかがやき 1424000782 未申請 共同生活援助
ウェルフェアオフィス株式
会社

グループホームオハナ 1422101046 未申請 共同生活援助

ウェルビー株式会社 ハビー大和教室 1453000448 未申請 児童発達支援
インターメディック株式会
社

もみの木デイサービス 1413001379 未申請 生活介護

インターメディック株式会
社

多機能型　もみの木生活
介護

1413001445 未申請 生活介護

インターメディック株式会
社

多機能型　もみの木就労
継続支援Ｂ型

1413001445 未申請
就労継続支援Ｂ
型

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

1453000307 未申請
放課後等デイ
サービス

ＮＰＯ法人地域で共に生き
る会

グループホーム・コンブ
リオ

1422100758 未申請 共同生活援助

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

1434100622 未申請 計画相談支援

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

1474100136 未申請 障害児相談支援

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

1472700036 未申請 障害児相談支援

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

1412700021 未申請 居宅介護

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

1412700021 未申請 重度訪問介護

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

1412700021 未申請 同行援護

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 1432700159 未申請 計画相談支援

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 1432700159 未申請
地域相談支援
（地域移行支
援）

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 1432700159 未申請
地域相談支援
（地域定着支
援）

ＮＰＯ法人ぷらす介護セン
ター

ぷらす介護センター 1412700179 未申請 居宅介護

ＮＰＯ法人ぷらす介護セン
ター

ぷらす介護センター 1412700179 未申請 重度訪問介護

ＮＰＯ法人Ｒ・ＷＯＲＫＳ
ＨＯＰ

虹の子ハウス（グラッ
シーズ）

1422100915 未申請 共同生活援助

ＮＰＯ法人Ｒ・ＷＯＲＫＳ
ＨＯＰ

虹の子相談支援事業所 1432100905 未申請 計画相談支援
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ＮＰＯ法人Ｒ・ＷＯＲＫＳ
ＨＯＰ

虹の子相談支援事業所 1472100203 未申請 障害児相談支援

ＮＰＯ法人Ｌｉｎｋ
放課後等デイサービスＰ
ＡＲＴＹ2号店

1452800384 未申請
放課後等デイ
サービス

FJケア株式会社 Fujiケアサービス 1412201822 未申請 居宅介護
FJケア株式会社 Fujiケアサービス 1412201822 未申請 重度訪問介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社
訪問介護事業所あさがお
湘南茅ヶ崎

1412400754 未申請 居宅介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社
訪問介護事業所あさがお
湘南茅ヶ崎

1412400754 未申請 重度訪問介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社
訪問介護事業所あさがお
湘南茅ヶ崎

1412400754 未申請 同行援護

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

1414000628 未申請 重度訪問介護
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