
障害福祉サービス情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和3年12月15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
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 居宅介護

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

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

ＡＬＳＯＫ介護株式会社 アミカ鎌倉介護センター 1412101154 未申請 居宅介護
ＡＬＳＯＫ介護株式会社 アミカ鎌倉介護センター 1412101154 未申請 重度訪問介護
ＡＬＳＯＫ介護株式会社 かたくり湘南 1412202424 未申請 居宅介護
ＡＬＳＯＫ介護株式会社 かたくり湘南 1412202424 未申請 重度訪問介護
ＡＬＳＯＫ介護株式会社 かたくり長後 1412202432 未申請 居宅介護
ＡＬＳＯＫ介護株式会社 かたくり長後 1412202432 未申請 重度訪問介護
ＣＬＡＩＲ株式会社 訪問介護うちわ 1412202747 未申請 居宅介護
ＣＬＡＩＲ株式会社 訪問介護うちわ 1412202747 未申請 重度訪問介護

ＨＭコミュニケーション株式会社
ヘルパーステイションあん
ず　鎌倉事業所

1412101071 未申請 居宅介護

ＨＭコミュニケーション株式会社
ヘルパーステイションあん
ず　鎌倉事業所

1412101071 未申請 重度訪問介護

Reborn Plus株式会社 りぼん 1422202380 未申請 共同生活援助

ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア　茅ヶ崎
訪問介護

1412401109 未申請 同行援護

ＳＹ’　Ｓｔｙｌｅ株式会社 ＳＴＹＬＥ 1411100116 未申請 就労継続支援Ｂ
Ｔｅｒａｓｕ.株式会社 Sky相談支援事業所 1432901617 未申請 計画相談支援
Ｔｅｒａｓｕ.株式会社 Sky相談支援事業所 1472900537 未申請 障害児相談支援

Ｔｅｒａｓｕ.株式会社 あさひ学苑ポッシブ校 1452900481 未申請
放課後等デイ
サービス

Ｔｅｒａｓｕ.株式会社 Studio R 1412901637 未申請 就労継続支援Ｂ

Ｔｅｒａｓｕ.株式会社
子ども発達支援あさひ学苑
厚木校

1452900564 未申請
放課後等デイ
サービス

Ｔｅｒａｓｕ.株式会社
子ども発達支援あさひ学苑
ＩＴ校

1452900572 未申請
放課後等デイ
サービス

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

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
きずな株式会社 こどもプラス茅ヶ崎教室 1452400227 未申請 児童発達支援

きずな株式会社 こどもプラス茅ヶ崎教室 1452400227 未申請
放課後等デイ
サービス

ココライフ株式会社 ココライフ介護サービス 1412201715 未申請 重度訪問介護
ココライフ株式会社 ココライフ介護サービス 1412201715 未申請 同行援護
ココライフ株式会社 ココライフ介護サービス 1412201715 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 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

スコープ株式会社
土屋訪問介護事業所　ス
コープかながわ

1412401323 未申請 居宅介護

スコープ株式会社
土屋訪問介護事業所　ス
コープかながわ

1412401323 未申請 重度訪問介護

スターホーム株式会社 セラヴィレヴェ秦野 1412801464 未申請 短期入所
スターホーム株式会社 セラヴィレヴェ秦野 1422801470 未申請 共同生活援助
セレリアンス株式会社 セレリアンス・ハウス綾瀬 1424400370 未申請 共同生活援助
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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

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

総合トランステック株式会社 トランステック作業所 1414100808 未申請 就労継続支援Ｂ
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
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
プレミア株式会社 プレミア藤沢 1412201558 未申請 就労移行支援
プレミア株式会社 プレミア藤沢　Ｂ 1412201558 未申請 就労継続支援Ｂ
ミナノワ株式会社 短期入所クライス藤沢 1412202598 未申請 短期入所
ミナノワ株式会社 クライスハイム藤沢事業所 1422202588 未申請 共同生活援助

ミナノワ株式会社
クライスハイム茅ヶ崎事業
所

1422401388 未申請 共同生活援助

ミモザ株式会社
ミモザ在宅療養支援ステー
ション藤沢

1412200568 未申請 居宅介護

ミモザ株式会社
ミモザ在宅療養支援ステー
ション藤沢

1412200568 未申請 重度訪問介護

湘南みらい株式会社 スタジオみらい逗子 1452500067 未申請 児童発達支援

湘南みらい株式会社 スタジオみらい逗子 1452500067 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社ａｌｅｇｒｉａ
てらぴぁぽけっと　本厚木
教室

1452900465 未申請 児童発達支援

株式会社ａｌｅｇｒｉａ
こぱんはうすさくら厚木恩
名教室

1452900309 未申請 児童発達支援

株式会社ａｌｅｇｒｉａ
こぱんはうすさくら厚木恩
名教室

1452900309 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社Ａｌｐｈａ
運動療育スパーク逗子×山
本メディカル

1452500109 未申請 児童発達支援

株式会社Ａｌｐｈａ
運動療育スパーク逗子×山
本メディカル

1452500109 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社Ａ－ｐｌａｃｅ おひさまケア　相模 1413000959 未申請 居宅介護
株式会社Ａ－ｐｌａｃｅ おひさまケア　相模 1413000959 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
株式会社Ｂ－ＦＡＳＴ 総活躍　座間 1414100881 未申請 就労継続支援Ｂ
株式会社EーＬＵＣＫ ＨＡＲＥＳ上平塚 1422001691 未申請 共同生活援助
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ＬＩＴＡＬＩＣＯパート
ナーズ

ＬＩＴＡＬＩＣＯ　ジュニ
ア藤沢教室

1452200254 未申請 児童発達支援

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパート
ナーズ

ＬＩＴＡＬＩＣＯ　ジュニ
ア藤沢教室

1452200254 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパート
ナーズ

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ＭＯＴＩＦ Ｓｏｌａ障害福祉事業所 1422401446 未申請 共同生活援助

株式会社ＮＣＣＳ
オリーブヘルパーステー
ション

1411300294 未申請 居宅介護

株式会社ＮＣＣＳ
オリーブヘルパーステー
ション

1411300294 未申請 重度訪問介護

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ｔｅａｍ　ＡＴＥＫＡ ｔｅａｍ　ＡＴＥＫＡ 1412101212 未申請 居宅介護
株式会社ｔｅａｍ　ＡＴＥＫＡ ｔｅａｍ　ＡＴＥＫＡ 1412101212 未申請 重度訪問介護
株式会社TOWASIS とわしすホーム 1422001535 未申請 共同生活援助
株式会社Ｕｃｃｉｅコーポレー
ション

総活躍　山際 1411600263 未申請
就労継続支援Ｂ
型

株式会社いつき ケアステーションいつき 1412001560 未申請 居宅介護
株式会社いつき ケアステーションいつき 1412001560 未申請 重度訪問介護
株式会社イノベイションオブメ
ディカルサービス

スマイルサポート 1412900175 未申請 居宅介護
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株式会社イノベイションオブメ
ディカルサービス

スマイルサポート 1412900175 未申請 重度訪問介護

株式会社インユー クラブハウス・インユー 1412201582 未申請 生活介護
株式会社インユー 木の花ホーム秦野 1422801405 未申請 共同生活援助

株式会社ウィズ
秦野障害福祉職業訓練支援
センター

1412801175 未申請
就労継続支援Ｂ
型

株式会社ウィズ ウィズ中井ホームＡ棟 1421400241 未申請 共同生活援助
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

株式会社ウェルフェアランド グループホームまとい 1422001774 未申請 共同生活援助

株式会社オート電機
ディーキャリアITエキス
パート　海老名オフィス

1414200756 未申請 就労移行支援

株式会社かかわ あう 1432401089 未申請 計画相談支援
株式会社キッズアプローチ キッズ・ルピナス茅ヶ崎 1452400458 未申請 児童発達支援

株式会社キッズアプローチ キッズ・ルピナス茅ヶ崎 1452400458 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社クオリティータイム 訪問介護まつだ 1411400235 未申請 居宅介護
株式会社クオリティータイム 訪問介護まつだ 1411400235 未申請 重度訪問介護
株式会社クラ・ゼミ アクセスジョブあつぎ 1412901660 未申請 就労移行支援
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
株式会社ぐるんとびー ぐるんとびー駒寄 1412202275 未申請 短期入所
株式会社ぐるんとびー ぐるんとびー駒寄 1412202275 未申請 生活介護

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 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

株式会社ケアンズ グラッセン辻堂　訪問介護 1412202002 未申請 居宅介護
株式会社ケアンズ グラッセン辻堂　訪問介護 1412202002 未申請 重度訪問介護
株式会社ケアンズ グラッセン大和　訪問介護 1413001544 未申請 居宅介護
株式会社ケアンズ グラッセン大和　訪問介護 1413001544 未申請 重度訪問介護
株式会社ケントレイ ぽじぶる玉縄 1422101202 未申請 共同生活援助
株式会社ケントレイ ぽじぶる長後 1422202489 未申請 共同生活援助

株式会社ココルポート
CocorportCollege 平塚駅
前キャンパス

1412001818 未申請
自立訓練（生活
訓練）

株式会社ココルポート Cocorport　平塚第2Office 1412001859 未申請 就労移行支援
株式会社ココルポート Cocorport　大和Office 1413001387 未申請 就労定着支援

株式会社コペル コペルプラス　逗子教室 1452500075 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社コペル コペルプラス　本厚木教室 1452900440 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社コペル コペルプラス　伊勢原教室 1454000306 未申請 児童発達支援
株式会社サードステージ ともがき秦野 1422801413 未申請 共同生活援助
株式会社サードステージ ともがき厚木 1422901643 未申請 共同生活援助
株式会社サードステージ ともがき大和 1423001633 未申請 共同生活援助

株式会社サードプレイス
放課後等デイサービス　グ
リーングラス

1452800418 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社さくらハウス わたぼうし　奏 1451200115 未申請
放課後等デイ
サービス

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

株式会社サンウェルズ
サンウェルズ藤沢ヘルパー
ステーション

1412202705 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 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
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株式会社ゼノファイル
障がい者グループホーム
らしく座間

1424100996 未申請 共同生活援助

株式会社ソシアスメディカルケア 絆 1412000760 未申請 居宅介護
株式会社ソシアスメディカルケア 絆 1412000760 未申請 重度訪問介護
株式会社トクショー リンクjaパル半原事業所 1411600255 未申請 就労継続支援Ｂ

株式会社タチバナ技研
たちばな訪問介護ステー
ション

1413001262 未申請 居宅介護

株式会社タチバナ技研
たちばな訪問介護ステー
ション

1413001262 未申請 重度訪問介護

株式会社パークグリーン キッズパーク綾瀬教室 1454400100 未申請 児童発達支援

株式会社パークグリーン キッズパーク綾瀬教室 1454400100 未申請
放課後等デイ
サービス

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

株式会社ハビリスデザイン ふわふわイーレ 1412201921 未申請 居宅介護
株式会社ハビリスデザイン ふわふわイーレ 1412201921 未申請 重度訪問介護
株式会社ハビリスデザイン ふわふわイーレ 1412201921 未申請 行動援護
株式会社ハビリスデザイン ケアセンターふわふわ 1412202069 未申請 生活介護
株式会社ハビリスデザイン イデア 1432201935 未申請 計画相談支援

株式会社ハビリスデザイン アトリエえとす 1452200874 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社ハビリスデザイン イデア 1472200771 未申請 障害児相談支援
株式会社ハルカデイズ ミライハウス 1422801447 未申請 共同生活援助

株式会社ピースマイル
訪問介護ステーション
ピースマイル

1414000990 未申請 居宅介護

株式会社ピースマイル
訪問介護ステーション
ピースマイル

1414000990 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

株式会社プロウェーブ わおん　かながわ 1424101002 未申請 共同生活援助

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

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

株式会社マルクニ ケアサービス　りんどう 1412301317 未申請 居宅介護
株式会社マルクニ ケアサービス　りんどう 1412301317 未申請 重度訪問介護
株式会社マルクニ ケアサービス　りんどう 1412301317 未申請 同行援護
株式会社ゆうわソサエティ いちごテラス藤沢葛原 1412202333 未申請 短期入所
株式会社ゆうわソサエティ いちごテラス藤沢葛原 1422202323 未申請 共同生活援助
株式会社リノアス パトリア湘南 1422401339 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Ｂ

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

株式会社縁グループ神奈川 縁ぴーす 1454100254 未申請 児童発達支援

株式会社縁グループ神奈川 縁ぴーす 1454100254 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社縁グループ神奈川 しあわせの木　海老名 1454200278 未申請 児童発達支援

株式会社縁グループ神奈川 しあわせの木　海老名 1454200278 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

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

株式会社喜の実 生活介護喜の実 1414300291 未申請 生活介護
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
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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

株式会社恵
グループホームふわふわ茅
ケ崎

1412401422 未申請 短期入所

株式会社恵
グループホームふわふわ茅
ケ崎

1422401438 未申請 共同生活援助

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

株式会社結 よろず相談所　結 1432400784 未申請 計画相談支援
株式会社結 よろず相談所　結 1472400132 未申請 障害児相談支援

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

1413001189 未申請 就労移行支援

株式会社現代企画 ミライてらす大和 1413001189 未申請
自立訓練（生活
訓練）

株式会社現代企画 ミライてらす大和 1413001189 未申請 就労定着支援
株式会社現代企画 ミライてらす大和 1413001189 未申請 就労継続支援Ｂ
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

株式会社湘南ケアライフ
ヘルパーステーションひま
わり　湘南台

1412200899 未申請 居宅介護

株式会社湘南の虹 相談支援事業所　りんぐ 1472200706 未申請 障害児相談支援
株式会社菖蒲の郷ふかわ 訪問支援事業所　一静 1412801191 未申請 居宅介護
株式会社菖蒲の郷ふかわ 共同生活援助　茶々庵 1422801330 未申請 共同生活援助

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

株式会社千手 プリネ 1412301051 未申請 就労継続支援Ａ
株式会社千手 サンテ 1412900985 未申請 就労継続支援Ａ
株式会社千手 リーブル 1414200434 未申請 就労継続支援Ａ
株式会社泉心会メディカルサービ
ス

泉心会メディカルサービス
訪問介護事業所

1413001163 未申請 居宅介護

株式会社泉心会メディカルサービ
ス

泉心会メディカルサービス
訪問介護事業所

1413001163 未申請 重度訪問介護

株式会社創生事業団 エルダーホームケア藤沢 1412201426 未申請 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

株式会社朝 茅ケ崎ひかり 1452400235 未申請
放課後等デイ
サービス

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

株式会社日本アメニティライフ協
会

さくら介護クラブ海老名 1414200764 未申請 居宅介護

株式会社日本アメニティライフ協
会

さくら介護クラブ海老名 1414200764 未申請 重度訪問介護

株式会社日本教育指導協会
カナガク自立支援学習セン
ター放課後デイ　藤沢駅前

1452200247 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社日本教育指導協会
カナガク放課後デイ辻堂駅
前

1452200288 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社日本総合教育研究所
ｍａｎａｂｙ本厚木駅前事
業所

1412901439 未申請 就労定着支援

株式会社美音の郷 美音の郷 1414300275 未申請 短期入所
株式会社美音の郷 美音の郷 1424300281 未申請 共同生活援助

株式会社彦星
グループホーム　あるたい
る

1423001625 未申請 共同生活援助

株式会社和美
子育て支援　和美　平塚駅
前教室

1452000647 未申請
放課後等デイ
サービス

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
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
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ＰＯＳＩＴＩＶＥ　ＧＩＶＥＲＳ
合同会社

アロハヤマト 1413001601 未申請 居宅介護

ＰＯＳＩＴＩＶＥ　ＧＩＶＥＲＳ
合同会社

アロハヤマト 1413001601 未申請 重度訪問介護

エプシロンコア合同会社 わがや・・・東成瀬 1424000725 未申請 共同生活援助
エプシロンコア合同会社 わがや・・・上平塚 1422001790 未申請 共同生活援助
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
トリプル・アイ企画合同会社 アンサンブルケアサービス 1412001081 未申請 居宅介護
トリプル・アイ企画合同会社 アンサンブルケアサービス 1412001081 未申請 重度訪問介護
トリプル・アイ企画合同会社 アンサンブルケアサービス 1412001081 未申請 同行援護
メイケア合同会社 訪問介護メイケア 1412202473 未申請 居宅介護
メイケア合同会社 訪問介護メイケア 1412202473 未申請 重度訪問介護
メイケア合同会社 訪問介護メイケア 1412202473 未申請 同行援護
合同会社ＡＷＡＮＡ AWANA 1412901678 未申請 就労継続支援Ｂ
合同会社BLOOM 障害福祉事業所いこい 1424400362 未申請 共同生活援助
合同会社Ｊｏｙ－Ｆｒｉｅｎｄｓ しろくま幼児教室 1452800426 未申請 児童発達支援
合同会社ｓｔｕｄｉｏＭ Ｍ工房　藤沢 1412201962 未申請 就労継続支援Ａ

合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏｕ ｔｉｎｏ 1452000480 未申請
放課後等デイ
サービス

合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏｕ ｔｉｎｏ 1452000480 未申請 保育所等訪問支
合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏｕ ｔｉｎｏ 1452000480 未申請 児童発達支援
合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏｕ 相談室ｔｉｎｏ 1472000528 未申請 障害児相談支援
合同会社ウィルグローブ 訪問介護　ゆめぽっけ 1412500421 未申請 居宅介護
合同会社ウィルグローブ 訪問介護　ゆめぽっけ 1412500421 未申請 重度訪問介護
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
合同会社こころい こころいライフ相談室 1434000947 未申請 計画相談支援

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

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

合同会社コンフォート 横田リハビリセンター 1412801142 未申請
自立訓練（機能
訓練）

合同会社コンフォート 横田リハビリセンター 1412801142 未申請 居宅介護
合同会社コンフォート 横田リハビリセンター 1412801142 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 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
合同会社にじいろ 児童発達支援にじいろ 1452200924 未申請 児童発達支援

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

合同会社ベイビースター ワン・ツー・ジョイ 1452200833 未申請 児童発達支援
合同会社ほっとの実 訪問介護　ほっとの実 1414300218 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 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

合同会社リーガルスピリット セルフサポート湘南 1422401396 未申請 共同生活援助

合同会社レインボーグロウ 海山時間 1452500083 未申請
放課後等デイ
サービス

合同会社花 デイサービス　花束 1414400349 未申請 生活介護
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合同会社空飛ぶペンギン
ケアステーション空飛ぶペ
ンギン

1412201681 未申請 居宅介護

合同会社空飛ぶペンギン
ケアステーション空飛ぶペ
ンギン

1412201681 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
カスミ有限会社 カスミ湘南 1412401455 未申請 生活介護

カスミ有限会社 カスミ湘南 1452400474 未申請
放課後等デイ
サービス

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
有限会社いいづか a j i t o 1412901389 未申請 生活介護
有限会社エムアンドエフ 有限会社エムアンドエフ 1412100545 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 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
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
地域相談支援
（地域移行支

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
地域相談支援
（地域定着支

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

有限会社ドルフィンケアーサービ
ス

ドルフィンケアーサービス 1412100222 未申請 居宅介護

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 1412100222 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 1452400243 未申請 児童発達支援
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
有限会社ワールドブレイン 福祉のみらい相談計画 1432500401 未申請 計画相談支援

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

有限会社帰陽堂オギクボ薬局
オギクボ薬局相談支援セン
ター

1432301099 未申請 計画相談支援

有限会社湘南シニアサービス 湘南シニアサービス 1412400598 未申請 居宅介護
有限会社湘南シニアサービス 湘南シニアサービス 1412400598 未申請 重度訪問介護
有限会社湘南シニアサービス 湘南シニアサービス 1412400598 未申請 同行援護
有限会社相新 スマイルケア大和 1413000157 未申請 居宅介護
有限会社相新 スマイルケア大和 1413000157 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
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障害福祉サービス情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和3年12月15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

有限会社猫の手 有限会社　猫の手 1412500074 未申請 居宅介護
有限会社猫の手 有限会社　猫の手 1412500074 未申請 重度訪問介護
有限会社猫の手 有限会社　猫の手 1412500074 未申請 同行援護
有限会社猫の手 有限会社　猫の手 1432500369 未申請 計画相談支援
有限会社猫の手 有限会社　猫の手 1472500097 未申請 障害児相談支援
有限会社福寿社 こすもす大磯 1411300278 未申請 居宅介護
有限会社福寿社 こすもす大磯 1411300278 未申請 重度訪問介護
社会福祉法人アルタイル メゾン中里 1421300243 未申請 共同生活援助
社会福祉法人アルタイル メゾン高根 1422000479 未申請 共同生活援助
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

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

社会福祉法人かがやき
湘南ベルサイドヘルパース
テーション

1412400416 未申請 居宅介護

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

1412400416 未申請 重度訪問介護

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」

1472800042 未申請 障害児相談支援

社会福祉法人きしろ社会事業会
二階堂デイサービスセン
ター

1412101261 未申請 生活介護

社会福祉法人きしろ社会事業会 鎌倉プライエムきしろ 1412101279 未申請 生活介護
社会福祉法人愛川町社会福祉協議
会

愛川町ありんこ中津作業所 1411600057 未申請
就労継続支援Ｂ
型

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

社会福祉法人三浦市社会福祉協議
会

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

1452700014 未申請 児童発達支援

社会福祉法人三浦市社会福祉協議
会

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

1452700014 未申請
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

それいけ！デイサービスセ
ンター

1452700048 未申請 児童発達支援

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

1452700048 未申請
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

それいけ！デイサービスセ
ンター

1412700229 未申請 生活介護

社会福祉法人小田原福祉会
潤生園高齢者総合サービス
センター

1412301341 未申請 短期入所

社会福祉法人藤沢ひまわり グリーンウェーブ湘南 1422200285 未申請 共同生活援助
社会福祉法人藤沢ひまわり グリーンウェーブ湘南Ａ 1422200293 未申請 共同生活援助
社会福祉法人藤沢ひまわり グリーンウェーブ湘南Ｂ 1422200301 未申請 共同生活援助
社会福祉法人藤沢ひまわり グリーンウェーブ 1422201093 未申請 共同生活援助

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

1412200683 未申請 就労定着支援

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

1412200683 未申請
就労継続支援Ｂ
型従

社会福祉法人藤沢育成会
保育所等訪問支援事業　星
の村

1452200049 未申請
保育所等訪問支
援

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

1411500059 未申請 居宅介護

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
一般社団法人あしびな リアンハイム 1422202760 未申請 共同生活援助

一般社団法人こもれび
ヘルパーステーションこも
れび

1414100758 未申請 居宅介護

一般社団法人こもれび
ヘルパーステーションこも
れび

1414100758 未申請 重度訪問介護
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障害福祉サービス情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和3年12月15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
一般社団法人シオン シオンホーム 1422801512 未申請 共同生活援助
一般社団法人すみれ 訪問居宅介護事業所すみれ 1412202549 未申請 居宅介護
一般社団法人てといろ湘南 てといろプラス 1412001743 未申請 就労移行支援
一般社団法人てといろ湘南 てといろプラス 1412001743 未申請 就労継続支援Ｂ
一般社団法人てといろ湘南 てといろラボ 1412001875 未申請 就労継続支援Ｂ
一般社団法人リエール カードル 1422101178 未申請 共同生活援助

一般社団法人医療介護ケア協会
らいおんハート福祉ケア支
援事業所大和

1433001490 未申請 計画相談支援

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

一般社団法人医療介護ケア協会
らいおんハート福祉ケア支
援事業所大和

1473000469 未申請 障害児相談支援

一般社団法人縁由 ちいさな世界 1472900503 未申請 障害児相談支援
一般社団法人縁由 ちいさな世界 1432901583 未申請 計画相談支援
一般社団法人耀やまと 居宅介護事業所　耀やまと 1413000983 未申請 居宅介護
一般社団法人耀やまと 居宅介護事業所　耀やまと 1413000983 未申請 重度訪問介護
一般社団法人耀やまと 計画相談支援事業　恵 1433000971 未申請 計画相談支援
一般社団法人耀やまと 計画相談支援事業　恵 1473000378 未申請 障害児相談支援
一般社団法人在宅医療推進協会 うるわしの羽 1414100691 未申請 居宅介護
一般社団法人在宅医療推進協会 うるわしの羽 1414100691 未申請 重度訪問介護
一般社団法人社会的弱者が地域で
生きる会

ばすけっと 1424400271 未申請 共同生活援助

一般社団法人社会福祉施設支援協
議会

カランドリエ赤羽根 1422401404 未申請 共同生活援助

一般社団法人湘南コネクト 相談支援事業所フルート 1432001822 未申請 計画相談支援
一般社団法人神奈川県生活サポー
ト

ハーバー湯河原 1421500164 未申請 共同生活援助

ＮＰＯ法人オリーブ オリーブ 1412001636 未申請 居宅介護
ＮＰＯ法人オリーブ オリーブ 1412001636 未申請 重度訪問介護
ＮＰＯ法人オリーブ オリーブ 1412001636 未申請 同行援護

ＮＰＯ法人ぽっかぽか
ヘルパーステーション
ぽっかぽか

1412300871 未申請 居宅介護

ＮＰＯ法人ぽっかぽか
ヘルパーステーション
ぽっかぽか

1412300871 未申請 重度訪問介護

ＮＰＯ法人ぽっかぽか
ヘルパーステーション
ぽっかぽか

1412300871 未申請 同行援護

ＮＰＯ法人ワンステップ
Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ　ｓｍｉ
ｌｅ　大和教室

1453000505 未申請 児童発達支援

ＮＰＯ法人ワンステップ
Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ　ｓｍｉ
ｌｅ　大和教室

1453000505 未申請
放課後等デイ
サービス

ＮＰＯ法人厚木ひまわりの会 三田つばさ作業所 1412900803 未申請 就労継続支援Ｂ
ＮＰＯ法人厚木ひまわりの会 かがやき作業所 1412900803 未申請 就労継続支援Ｂ
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

特定非営利活動法人ｅ－ライフサ
ポート

地域活動支援センター
キャロットサポートセン
ター

1432100392 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人ｅ－ライフサ
ポート

キャロットサポートセン
ター

1432100392 未申請
地域相談支援
（地域移行支

特定非営利活動法人ｅ－ライフサ
ポート

キャロットサポートセン
ター

1432100392 未申請
地域相談支援
（地域定着支

特定非営利活動法人ｅ－ライフサ
ポート

地域活動支援センターキャ
ロットサポートセンター

1472100062 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人ｅ－ライフサ
ポート

障害者雇用開発ネットワー
カービー

1412100388 未申請
就労継続支援Ａ
型

特定非営利活動法人Ｍｅｒｒｙ－
Ｎｕｒｓｅｒｙ

こども教室・あん 1434000384 未申請 計画相談支援
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障害福祉サービス情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和3年12月15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
特定非営利活動法人Ｍｅｒｒｙ－
Ｎｕｒｓｅｒｙ

こども教室・あん 1474000054 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人ｒｏｏｔｓ
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

特定非営利活動法人ｒｏｏｔｓ
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ｒｏｏｔｓ
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Ｔｙ スクスク 1454200096 未申請 児童発達支援

特定非営利活動法人Ｔｙ スクスク 1454200096 未申請
放課後等デイ
サービス

特定非営利活動法人ＵＣＨＩ うち 1421200146 未申請 共同生活援助
特定非営利活動法人アートスタジ
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いっぽ
就労継続支援Ｂ型事業所
いっぽ綾瀬

1414400331 未申請
就労継続支援Ｂ
型

特定非営利活動法人えにし えにしんぐ 1412201897 未申請 就労継続支援Ｂ
特定非営利活動法人えにし えにしんぐⅡ 1412201897 未申請 就労継続支援Ｂ
特定非営利活動法人エンゼルあき
ちゃん

デイサービスエンゼルあき
ちゃんⅡ

1414200715 未申請 生活介護

特定非営利活動法人エンジェルラ
ンド

エンジェルランド 1412900738 未申請
就労継続支援Ｂ
型

特定非営利活動法人き・ら・ら
ほっとハウス星ヶ谷短期入
所事業所

1412500272 未申請 短期入所

特定非営利活動法人くぬぎと樫 グループホームかがやき 1424000782 未申請 共同生活援助
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
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
特定非営利活動法人ソーシャル
ファーム大磯

みつばち大磯　相談支援事
業所

1431300332 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人そよ風 伊勢原そよ風ハウス 1414000487 未申請 就労継続支援Ｂ
特定非営利活動法人そよ風 青空 1424000527 未申請 共同生活援助
特定非営利活動法人そよ風 Ｂｒｅｅｚｅ 1434000541 未申請 計画相談支援
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

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 1432900247 未申請 計画相談支援

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 1412901017 未申請
就労継続支援Ｂ
型

特定非営利活動法人ハートライン
あゆみ

いっぽ 1432901443 未申請 計画相談支援

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 1432900247 未申請
地域相談支援
（地域移行支

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 1432900247 未申請
地域相談支援
（地域定着支

特定非営利活動法人ハートライン
あゆみ

いっぽ 1432901443 未申請
地域相談支援
（地域移行支

特定非営利活動法人ハートライン
あゆみ

いっぽ 1432901443 未申請
地域相談支援
（地域定着支

特定非営利活動法人ビーハピネス ビーハピネス平塚 1412001156 未申請 就労継続支援Ａ
特定非営利活動法人ヒューマンラ
イツライフビリーフ

特定非営利活動法人ヒュー
マンライツライフビリーフ

1412000372 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人ヒューマンラ
イツライフビリーフ

特定非営利活動法人ヒュー
マンライツライフビリーフ

1412000372 未申請 重度訪問介護

特定非営利活動法人ヒューマンラ
イツライフビリーフ

特定非営利活動法人ヒュー
マンライツライフビリーフ

1412000372 未申請 同行援護

特定非営利活動法人ヒューマンラ
イツライフビリーフ

ビリーフ 1422001055 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人ヒューマンラ
イツライフビリーフ

相談支援事業所　ビリーフ 1432001178 未申請 計画相談支援
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障害福祉サービス情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和3年12月15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
特定非営利活動法人ワーカーズ・
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

特定非営利活動法人ワーカーズ・
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

特定非営利活動法人ゆくりこ 工房小野橋 1412900753 未申請 就労継続支援Ｂ

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響 もっこす 1412100628 未申請 就労継続支援Ｂ
特定非営利活動法人就学就労支
援・福祉農園芸H a r m o n y

schwester幸 1421400266 未申請 共同生活援助

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

1412700096 未申請
就労継続支援Ｂ
型

特定非営利活動法人尽力車 尽力車　えん 1412202556 未申請 居宅介護
特定非営利活動法人尽力車 尽力車　えん 1412202556 未申請 重度訪問介護
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

グループホームきらきら 1421600147 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

特定非営利活動法人茅ヶ崎手をつ
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

特定非営利活動法人平塚市精神障
害者地域生活支援連絡会

ほっとステーション平塚 1432000386 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人平塚市精神障
害者地域生活支援連絡会

ほっとステーション平塚 1432000386 未申請
地域相談支援
（地域移行支

特定非営利活動法人平塚市精神障
害者地域生活支援連絡会

ほっとステーション平塚 1472000122 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

つむぎ 1432202669 未申請
地域相談支援
（地域移行支

特定非営利活動法人藤沢相談支援
ネットワーク

つむぎ 1432202669 未申請
地域相談支援
（地域定着支

特定非営利活動法人藤沢相談支援
ネットワーク

つむぎ 1432202669 未申請 計画相談支援

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福祉工房オハ
ナ

セントエクレシア綾瀬 1424400321 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人歩 サポート歩 1412700138 未申請 居宅介護
特定非営利活動法人歩 サポート歩 1412700138 未申請 重度訪問介護
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宝島 ゆめひろば 1414100600 未申請 就労継続支援Ｂ
特定非営利活動法人宝島 相談支援センター　宝島 1434100556 未申請 計画相談支援
特定非営利活動法人宝島 相談支援センター　宝島 1474100094 未申請 障害児相談支援
特定非営利活動法人宝島 たからじま 1414100543 未申請 生活介護
特定非営利活動法人宝島 ショートステイ宝島 1414100543 未申請 短期入所
特定非営利活動法人木曜クラブ 第１木曜クラブ 1412201301 未申請 生活介護
特定非営利活動法人木曜クラブ 第2木曜クラブ 1412202135 未申請 生活介護

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 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

医療法人救友会
ＳＭＣケアステーションさ
なだ

1412001412 未申請 居宅介護
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障害福祉サービス情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和3年12月15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

医療法人救友会
ＳＭＣケアステーションさ
なだ

1412001412 未申請 重度訪問介護

医療法人救友会
ＳＭＣケアステーションい
せはら

1414000925 未申請 居宅介護

医療法人救友会
ＳＭＣケアステーションい
せはら

1414000925 未申請 重度訪問介護

医療法人山内龍馬財団 山内病院短期入所事業所 1412202499 未申請 短期入所

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

1412101006 未申請 居宅介護

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

1412101006 未申請 重度訪問介護

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

1412101006 未申請 同行援護

医療法人泉心会
いずみ訪問介護ステーショ
ン

1414200657 未申請 居宅介護

医療法人泉心会
いずみ訪問介護ステーショ
ン

1414200657 未申請 重度訪問介護

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

1412300145 未申請 療養介護

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

1412300145 未申請 短期入所

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

1452300476 未申請
医療型障害児入
所施設

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

1412800300 未申請 療養介護

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

1412800300 未申請 短期入所

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

1452800467 未申請
医療型障害児入
所施設

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
富士フイルム生活協同組合 コープケアセンター 1414300234 未申請 居宅介護
富士フイルム生活協同組合 コープケアセンター 1414300234 未申請 重度訪問介護
社会福祉法人至泉会 精陽学園 1412000505 差戻し 生活介護
社会福祉法人至泉会 精陽学園 1412000505 差戻し 施設入所支援
社会福祉法人至泉会 精陽学園 1412000505 差戻し 短期入所

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 差戻し 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
センター湘南事業所

1412000232 差戻し 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 差戻し 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 差戻し 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 差戻し 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 差戻し 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 差戻し 重度訪問介護

株式会社セスタ
土屋訪問介護事業所　鎌倉
センター

1412101220 差戻し 居宅介護

株式会社セスタ
土屋訪問介護事業所　鎌倉
センター

1412101220 差戻し 重度訪問介護

株式会社はっぴーパンらいふ はっぴーパンらいふ 1414000966 差戻し 就労継続支援Ｂ
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株式会社ひだまりアシスト
ねこのて訪問介護ステー
ション

1414000982 差戻し 居宅介護

株式会社ひだまりアシスト
ねこのて訪問介護ステー
ション

1414000982 差戻し 重度訪問介護

株式会社プラーナ
就労移行支援プラーナ海老
名

1414200459 差戻し 就労移行支援

株式会社よろこびの森 よろこびの森 1422500411 差戻し 共同生活援助
株式会社Ｐｒｅｆｅｒｌｉｎｋ なないろホーム　藍 1422301323 差戻し 共同生活援助
Ｃｈｅｅｒｆｕｌ　ｓｍｉｌｅ株
式会社

Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ　ｓｍｉ
ｌｅ　厚木教室

1452900580 差戻し 児童発達支援

Ｃｈｅｅｒｆｕｌ　ｓｍｉｌｅ株
式会社

Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ　ｓｍｉ
ｌｅ　厚木教室

1452900580 差戻し
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 差戻し 居宅介護
一般社団法人ソーシャルサポート
だれでも

相談支援事業所　ミント 1432001616 差戻し 計画相談支援

一般社団法人ソーシャルサポート
だれでも

相談支援事業所　ミント 1472000510 差戻し 障害児相談支援

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 差戻し 就労定着支援

一般社団法人社会福祉施設支援協
議会

カランドリエ座間　短期入
所

1414100972 差戻し 短期入所

一般社団法人社会福祉施設支援協
議会

カランドリエ本藤沢 1422202513 差戻し 共同生活援助

一般社団法人社会福祉施設支援協
議会

カランドリエ座間 1424100962 差戻し 共同生活援助

特定非営利活動法人ＫＯＭＮＹ ＫＯＭＮＹおおい 1421400282 差戻し 共同生活援助
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 1434000608 差戻し 計画相談支援

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 1474000153 差戻し 障害児相談支援

特定非営利活動法人湘南メンタル
福祉サービス

フリーブ甘沼 1422400497 差戻し 共同生活援助
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