事業所番号 サービスの種類
施設名情報 施設名称
市区町村名
1411600115
11 ニチイケアセンター愛川 居宅介護
愛甲郡愛川町
1411600248
11 デイ・ケアセンター ひまわり 居宅介護
愛甲郡愛川町
1411600271
11 合同会社ホームケアふじ 居宅介護
愛甲郡愛川町
1411600115
12 ニチイケアセンター愛川 重度訪問介護
愛甲郡愛川町
1411600271
12 合同会社ホームケアふじ 重度訪問介護
愛甲郡愛川町
1411600115
15 ニチイケアセンター愛川 同行援護
愛甲郡愛川町
1411600248
15 デイ・ケアセンター ひまわり 同行援護
愛甲郡愛川町
1411600206
22 愛川町指定生活介護事業所「かえでの家」 生活介護
愛甲郡愛川町
1421600063
33 かもめの家 共同生活援助
愛甲郡愛川町
1421600105
33 グループホームあいあい 共同生活援助
愛甲郡愛川町
1421600147
33 グループホームきらきら 共同生活援助
愛甲郡愛川町
1421600188
33 バイステック新久 共同生活援助
愛甲郡愛川町
1421600212
33 MS愛川 共同生活援助
愛甲郡愛川町
1421600220
33 グループホームさんさん 共同生活援助
愛甲郡愛川町
1411600131
45 ここのわ 就労継続支援Ａ型
愛甲郡愛川町
1411600230
45 Bluebee-Forest 就労継続支援Ａ型
愛甲郡愛川町
1411600057
46 愛川町ありんこ中津作業所 就労継続支援Ｂ型
愛甲郡愛川町
1411600073
46 あいかわ工房 就労継続支援Ｂ型
愛甲郡愛川町
1411600156
46 ちゃれんじど中津 就労継続支援Ｂ型
愛甲郡愛川町
1451610057
63 ファミリー・キッズ愛川 児童発達支援
愛甲郡愛川町
1451610065
63 愛川町児童発達支援センター「ひまわりの家」 児童発達支援 愛甲郡愛川町
1451610024
65 児童デイサービス こあゆ 放課後等デイサービス
愛甲郡愛川町
1451610057
65 ファミリー・キッズ愛川 放課後等デイサービス
愛甲郡愛川町
1451610065
67 愛川町児童発達支援センター「ひまわりの家」 保育所等訪問支援
愛甲郡愛川町
1414400158
15 ニチイケアセンター綾瀬 同行援護
綾瀬市
1414400158
11 ニチイケアセンター綾瀬 居宅介護
綾瀬市
1414400158
12 ニチイケアセンター綾瀬 重度訪問介護
綾瀬市
1424400271
33 ばすけっと 共同生活援助
綾瀬市
1454400084
63 のびの木綾瀬こぞの 児童発達支援
綾瀬市
1454400084
65 のびの木綾瀬こぞの 放課後等デイサービス
綾瀬市
1414400331
46 就労継続支援Ｂ型事業所いっぽ綾瀬 就労継続支援Ｂ型
綾瀬市
1414400208
22 綾瀬市障害者自立支援センターばらの里 生活介護
綾瀬市
1414400208
22 あやせラディーチェ 生活介護
綾瀬市
1414400208
46 綾瀬市障害者自立支援センターばらの里 就労継続支援Ｂ型
綾瀬市
1454400092
63 もんたた 児童発達支援
綾瀬市

1454400092
1414400356
1454400035
1434400055
1434400055
1434400055
1434400238
1454400050
1454400142
1474400015
1414400059
1414400059
1414400059
1414400059
1454400076
1454400076
1454400076
1454400076
1424400362
1414400315
1424400321
1414400315
1414400315
1434400220
1474400114
1414400026
1414400026
1414400026
1434400253
1414400034
1414400380
1434400261
1424400073
1414400174
1454400027
1454400027

65
61
65
52
53
54
52
67
63
70
46
60
22
62
63
65
63
65
33
11
33
12
15
52
70
22
24
32
52
22
61
52
33
46
63
65

もんたた 放課後等デイサービス
綾瀬市
相談センターゆいまーる 自立生活援助
綾瀬市
放課後等デイサービスにじいろ 放課後等デイサービス
綾瀬市
相談センターゆいまーる 計画相談支援
綾瀬市
相談センターゆいまーる 地域相談支援（地域移行支援）
綾瀬市
相談センターゆいまーる 地域相談支援（地域定着支援）
綾瀬市
綾瀬市立もみの木園 計画相談支援
綾瀬市
綾瀬市立もみの木園 保育所等訪問支援
綾瀬市
綾瀬市立もみの木園 児童発達支援
綾瀬市
綾瀬市立もみの木園 障害児相談支援
綾瀬市
コペルタ貴志園 就労継続支援Ｂ型
綾瀬市
コペルタ貴志園 就労移行支援
綾瀬市
コペルタ貴志園 生活介護
綾瀬市
コペルタ貴志園 就労定着支援
綾瀬市
ファミリー・キッズ綾瀬2 児童発達支援
綾瀬市
ファミリー・キッズ綾瀬2 放課後等デイサービス
綾瀬市
ファミリー・キッズ綾瀬 児童発達支援
綾瀬市
ファミリー・キッズ綾瀬 放課後等デイサービス
綾瀬市
障害福祉事業所いこい 共同生活援助
綾瀬市
さんしゃいんケアサービス 居宅介護
綾瀬市
セントエクレシア綾瀬 共同生活援助
綾瀬市
さんしゃいんケアサービス 重度訪問介護
綾瀬市
さんしゃいんケアサービス 同行援護
綾瀬市
あやせ福祉サービスセンター障害者介護支援事業所 計画相談支援
綾瀬市
あやせ福祉サービスセンター障害者介護支援事業所 障害児相談支援
綾瀬市
綾瀬ホーム 生活介護
綾瀬市
綾瀬ホーム短期入所 短期入所
綾瀬市
綾瀬ホーム 施設入所支援
綾瀬市
もくれん 計画相談支援
綾瀬市
綾瀬ホーム 生活介護
綾瀬市
ファミール 自立生活援助
綾瀬市
ファミール 計画相談支援
綾瀬市
ピースＡ 共同生活援助
綾瀬市
ＮＰＯ法人 レオモナ 就労継続支援Ｂ型
綾瀬市
はあとふるキッズ綾瀬 児童発達支援
綾瀬市
はあとふるキッズ綾瀬 放課後等デイサービス
綾瀬市

1414400240
1414400240
1414400042
1414400042
1414400042
1424400412
1414400190
1414400190
1414400398
1414400398
1414400398
1434400295
1474400064
1424400370
1424400289
1434400402
1414000974
1454000306
1454000280
1434000954
1424000915
1454000298
1414000891
1414000891
1434000947
1414000982
1414000982
1434000939
1414000743
1454200286
1454200286
1414200657
1414200657
1414200350
1414200475
1414200269

11
12
22
24
32
33
46
22
11
12
15
52
70
33
33
52
46
63
65
52
33
65
11
12
52
11
12
52
62
63
65
11
12
22
11
46

泉の郷綾瀬 訪問介護 居宅介護
綾瀬市
泉の郷綾瀬 訪問介護 重度訪問介護
綾瀬市
カビーナ貴志園 生活介護
綾瀬市
カビーナ貴志園 短期入所
綾瀬市
カビーナ貴志園 施設入所支援
綾瀬市
わおんアイコウ綾瀬 共同生活援助
綾瀬市
綾瀬市障害者自立支援センター希望の家 就労継続支援Ｂ型
綾瀬市
綾瀬市障害者自立支援センター希望の家 生活介護
綾瀬市
ヘルパーステーション白組 居宅介護
綾瀬市
ヘルパーステーション白組 重度訪問介護
綾瀬市
ヘルパーステーション白組 同行援護
綾瀬市
相談支援センター はあとふる 計画相談支援
綾瀬市
相談支援センター はあとふる 障害児相談支援
綾瀬市
セレリアンス・ハウス綾瀬 共同生活援助
綾瀬市
フロス寺尾 共同生活援助
綾瀬市
インクルＤ相談支援事業所 計画相談支援
綾瀬市
クロスワーク伊勢原 就労継続支援Ｂ型
伊勢原市
コペルプラス 伊勢原教室 児童発達支援
伊勢原市
運動＆学習教室ジョイフルジョイフル伊勢原教室 放課後等デイサービス
伊勢原市
相談支援事業所 語らい 計画相談支援
伊勢原市
ＧＨソシオ伊勢原 共同生活援助
伊勢原市
放課後デイサービスtoiro伊勢原 放課後等デイサービス
伊勢原市
株式会社ティー・シー・エス伊勢原営業所 居宅介護
伊勢原市
株式会社ティー・シー・エス伊勢原営業所 重度訪問介護
伊勢原市
こころいライフ相談室 計画相談支援
伊勢原市
ねこのて訪問介護ステーション 居宅介護
伊勢原市
ねこのて訪問介護ステーション 重度訪問介護
伊勢原市
相談支援事業所ワンダフルライフ 計画相談支援
伊勢原市
ばななの木 伊勢原 就労定着支援
伊勢原市
のびの木さがみ野 児童発達支援
海老名市
のびの木さがみ野 放課後等デイサービス
海老名市
いずみ訪問介護ステーション 居宅介護
海老名市
いずみ訪問介護ステーション 重度訪問介護
海老名市
星谷デイさくら 生活介護
海老名市
ケアサポート今泉 居宅介護
海老名市
ナチュラルサポート海老名 就労継続支援Ｂ型
海老名市

1414200541
1414200525
1414200525
1414200525
1434200463
1414200038
1414200038
1414200038
1414200194
1414200194
1414200194
1454200260
1454200260
1434200018
1434200018
1474200043
1434200596
1414200574
1414200574
1454200211
1434200513
1474200167
1414200558
1414200558
1454200187
1454200187
1414200202
1414200202
1414200251
1454200252
1424200747
1414200699
1424200689
1454200138
1454200138
1454200138

46
62
46
60
52
62
46
60
22
24
46
63
65
52
53
70
52
60
62
65
52
70
11
12
63
65
46
22
46
63
33
24
33
67
63
65

はぁとすまいる 就労継続支援Ｂ型
海老名市
アシスト 就労定着支援
海老名市
アシスト 就労継続支援Ｂ型
海老名市
アシスト 就労移行支援
海老名市
エアリアル 計画相談支援
海老名市
ＳＥＬＰビナ 就労定着支援
海老名市
ＳＥＬＰビナ 就労継続支援Ｂ型
海老名市
ＳＥＬＰビナ 就労移行支援
海老名市
海老名市障害者支援センターあきば 生活介護
海老名市
海老名市障害者支援センターあきば 短期入所
海老名市
海老名市障害者支援センターあきば 就労継続支援Ｂ型
海老名市
ｇｒａｎｄ-ｍｅｒｅ ａｄｏｒｅｒ 児童発達支援
海老名市
ｇｒａｎｄ-ｍｅｒｅ ａｄｏｒｅｒ 放課後等デイサービス
海老名市
地域活動支援センター結夢 計画相談支援
海老名市
地域活動支援センター結夢 地域相談支援（地域移行支援）
海老名市
地域活動支援センター結夢 障害児相談支援
海老名市
相談支援事業所結夢＋ 計画相談支援
海老名市
ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス海老名 就労移行支援
海老名市
ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス海老名 就労定着支援
海老名市
放課後等デイサービス ガウディ 放課後等デイサービス
海老名市
サポートステーションえびな 計画相談支援
海老名市
サポートステーションえびな 障害児相談支援
海老名市
ニチイケアセンター海老名西 居宅介護
海老名市
ニチイケアセンター海老名西 重度訪問介護
海老名市
ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ ｐａｔｒｉｅ 児童発達支援
海老名市
ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ ｐａｔｒｉｅ 放課後等デイサービス 海老名市
海老名市障害者第一デイサービスセンター 就労継続支援Ｂ型 海老名市
海老名市障害者第一デイサービスセンター 生活介護
海老名市
エアリアル 就労継続支援Ｂ型
海老名市
コペルプラス 海老名教室 児童発達支援
海老名市
障がい者グループホーム らしく海老名 共同生活援助
海老名市
短期入所 海老名上今泉 短期入所
海老名市
ソーシャルインクルーホーム海老名上今泉 共同生活援助
海老名市
ＬＩＴＡＬＩＣＯ ジュニア海老名教室 保育所等訪問支援
海老名市
ＬＩＴＡＬＩＣＯ ジュニア海老名教室 児童発達支援
海老名市
ＬＩＴＡＬＩＣＯ ジュニア海老名教室 放課後等デイサービス 海老名市

1424200663
1413000074
1413000074
1434200539
1434200455
1414200012
1414200012
1414200012
1414200673
1414200673
1424400099
1424200119
1414200228
1414200228
1414200228
1414200103
1414200103
1414200103
1414200780
1414200368
1414200368
1424200242
1424200184
1414200335
1454200203
1414200731
1414200483
1414200483
1474200225
1454200237
1454200237
1414200160
1454200294
1414200723
1434200380
1454200013

33
11
12
52
52
22
24
32
11
12
33
33
11
12
15
11
12
15
46
11
12
33
33
22
65
60
11
12
70
63
65
11
65
46
52
65

ソーシャルインクルーホーム海老名杉久保北 共同生活援助
海老名市
神奈川県ホームヘルプ協会・県央 居宅介護
海老名市
神奈川県ホームヘルプ協会・県央 重度訪問介護
海老名市
はぁとすまいる相談室 計画相談支援
海老名市
計画相談支援事業所ほしや 計画相談支援
海老名市
星谷学園 生活介護
海老名市
星谷学園 短期入所
海老名市
星谷学園 施設入所支援
海老名市
介護サービス・光 居宅介護
海老名市
介護サービス・光 重度訪問介護
海老名市
宮久保ホーム 共同生活援助
海老名市
第二椿地蔵ホーム 共同生活援助
海老名市
ニチイケアセンター海老名 居宅介護
海老名市
ニチイケアセンター海老名 重度訪問介護
海老名市
ニチイケアセンター海老名 同行援護
海老名市
海老名市社会福祉協議会ふれ愛サービス事業所 居宅介護
海老名市
海老名市社会福祉協議会ふれ愛サービス事業所 重度訪問介護 海老名市
海老名市社会福祉協議会ふれ愛サービス事業所 同行援護
海老名市
シェーン海老名 就労継続支援Ｂ型
海老名市
ワーカーズ・コレクティブあい 居宅介護
海老名市
ワーカーズ・コレクティブあい 重度訪問介護
海老名市
はなきりん 共同生活援助
海老名市
ホームみずき 共同生活援助
海老名市
海老名市立わかばケアセンター 生活介護
海老名市
バンビーノ児童デイサービス海老名中央 放課後等デイサービス 海老名市
ライフエールあつぎ 就労移行支援
海老名市
クオール海老名 居宅介護
海老名市
クオール海老名 重度訪問介護
海老名市
ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ ｐｏｌａｒｉｓ 障害児相談支援
海老名市
きらりはーと海老名本郷 児童発達支援
海老名市
きらりはーと海老名本郷 放課後等デイサービス
海老名市
えびな北高齢者施設 居宅介護
海老名市
放課後デイサービスtoiroかしわ台 放課後等デイサービス
海老名市
りんくの風 就労継続支援Ｂ型
海老名市
海老名市立わかば学園 計画相談支援
海老名市
海老名市立わかば学園 放課後等デイサービス
海老名市

1454200146
1474200068
1454200179
1454200179
1454200179
1414200566
1414200566
1414200756
1424200093
1424200085
1454200096
1454200096
1414200707
1414200707
1454200070
1454200070
1454200070
1414200632
1414200319
1414200319
1414200277
1414200277
1414200327
1414200327
1454200245
1434200216
1434200216
1474200035
1414200616
1414200624
1414200624
1454200278
1454200278
1412100958
1412101253
1432100855

63
70
63
65
63
60
62
60
33
33
65
63
45
46
65
67
63
60
11
12
11
12
22
46
65
53
52
70
22
11
12
63
65
22
46
52

海老名市立わかば学園 児童発達支援
海老名市
海老名市立わかば学園 障害児相談支援
海老名市
ファミリー・キッズ海老名 児童発達支援
海老名市
ファミリー・キッズ海老名 放課後等デイサービス
海老名市
ファミリー・キッズ海老名（単位2） 児童発達支援
海老名市
アビリティーズジャスコ海老名センター 就労移行支援
海老名市
アビリティーズジャスコ海老名センター 就労定着支援
海老名市
ディーキャリアITエキスパート 海老名オフィス 就労移行支援 海老名市
ホームいずみ 共同生活援助
海老名市
ホームいこい 共同生活援助
海老名市
スクスク 放課後等デイサービス
海老名市
スクスク 児童発達支援
海老名市
ライブフードサポート 就労継続支援Ａ型
海老名市
ライブフードサポート 就労継続支援Ｂ型
海老名市
ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ 放課後等デイサービス
海老名市
ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ 保育所等訪問支援
海老名市
ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ 児童発達支援
海老名市
ディーキャリア 海老名オフィス 就労移行支援
海老名市
海老名ほっとステーションかがやき 居宅介護
海老名市
海老名ほっとステーションかがやき 重度訪問介護
海老名市
フラワーケア海老名 居宅介護
海老名市
フラワーケア海老名 重度訪問介護
海老名市
海老名市障害者第二ディサービスセンター 生活介護
海老名市
海老名市障害者第二ディサービスセンター 就労継続支援Ｂ型 海老名市
夢門塾海老名 放課後等デイサービス
海老名市
相談支援事業所 びーな’S 地域相談支援（地域移行支援）
海老名市
相談支援事業所 びーな’Ｓ 計画相談支援
海老名市
相談支援事業所 びーな’S 障害児相談支援
海老名市
あまいろ 生活介護
海老名市
ＳＯＭＰＯケア 海老名 訪問介護 居宅介護
海老名市
ＳＯＭＰＯケア 海老名 訪問介護 重度訪問介護
海老名市
しあわせの木 海老名 児童発達支援
海老名市
しあわせの木 海老名 放課後等デイサービス
海老名市
トライフル鎌倉 生活介護
鎌倉市
就労継続支援Ｂ型 銀河 大船 就労継続支援Ｂ型
鎌倉市
みどりの園鎌倉 計画相談支援
鎌倉市

1472100120
1412101014
1412101014
1422101046
1412100222
1412100222
1422101236
1412101055
1472100302
1412100388
1452100215
1412101261
1472100161
1452100355
1432100798
1472100112
1432101192
1472100393
1452100389
1452100389
1412101279
1452100090
1432101028
1432101242
1472100401
1412101188
1412100735
1412100735
1412101113
1412100578
1412400606
1412400606
1412401109
1412401109
1452400250
1452400250

70
11
12
33
11
12
33
46
70
45
65
22
70
63
52
70
52
70
63
67
22
65
52
52
70
60
11
12
46
46
11
12
11
12
63
65

みどりの園鎌倉 障害児相談支援
いまここケア 居宅介護
いまここケア 重度訪問介護
グループホームオハナ 共同生活援助
ドルフィンケアーサービス 居宅介護
ドルフィンケアーサービス 重度訪問介護
ケアホーム ハーゼ 共同生活援助
らぱんステップ 就労継続支援Ｂ型
ＡＤＤＳ Ｋｉｄｓ 1ｓｔ 鎌倉 障害児相談支援
障害者雇用開発ネットワーカービー 就労継続支援Ａ型
ぐるんぱ 放課後等デイサービス
二階堂デイサービスセンター 生活介護
相談支援事業所 ひびき鎌倉山 障害児相談支援
コペルプラス 大船教室 児童発達支援
株式会社ハーモニー 計画相談支援
株式会社ハーモニー 障害児相談支援
鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 計画相談支援
鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 障害児相談支援
鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 児童発達支援
鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 保育所等訪問支援
鎌倉プライエムきしろ 生活介護
のんびりスペース大船 放課後等デイサービス
ツクイ鎌倉 計画相談支援
相談支援事業所めいげつ 計画相談支援
相談支援事業所めいげつ 障害児相談支援
パスセンター大船 就労移行支援
みどりの園鎌倉 居宅介護
みどりの園鎌倉 重度訪問介護
ココピアワークス鎌倉Ｂ 就労継続支援Ｂ型
青い麦の家 就労継続支援Ｂ型
翔の会 萩園ケアセンター訪問介護 居宅介護
翔の会 萩園ケアセンター訪問介護 重度訪問介護
ＳＯＭＰＯケア 茅ヶ崎 訪問介護 居宅介護
ＳＯＭＰＯケア 茅ヶ崎 訪問介護 重度訪問介護
ムーブメントプラス茅ヶ崎 児童発達支援
ムーブメントプラス茅ヶ崎 放課後等デイサービス

鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市

1412401000
1412401000
1452400235
1452400342
1452400193
1452400193
1412401125
1412400952
1452400169
1412400648
1412400549
1412401034
1412401372
1452400078
1452400078
1472400140
1412401216
1422401206
1412401224
1412401224
1452400391
1412400424
1412400424
1412401265
1412401265
1452400201
1452400201
1452400219
1452400110
1412400705
1412400382
1452400292
1412400028
1412400028
1412400028
1432400750

22
46
65
65
63
65
24
60
65
46
46
46
22
63
67
70
24
33
11
12
65
11
12
46
60
63
65
65
63
22
12
65
22
24
32
52

アゼリアうみ風 生活介護
茅ヶ崎市
アゼリアうみ風 就労継続支援Ｂ型
茅ヶ崎市
茅ケ崎ひかり 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
ミライオPLUS茅ヶ崎 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
おうるの木 茅ヶ崎 児童発達支援
茅ヶ崎市
おうるの木 茅ヶ崎 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市新北陵病院短期入所事業所 短期入所
茅ヶ崎市
就労移行支援プラーナ湘南 就労移行支援
茅ヶ崎市
放課後等デイサービス ふぃーる 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
茅ヶ崎第二ワーキングハウス 就労継続支援Ｂ型
茅ヶ崎市
茅ヶ崎ワーキングハウス 就労継続支援Ｂ型
茅ヶ崎市
ぐっじょぶ矢畑 就労継続支援Ｂ型
茅ヶ崎市
シーグラス 生活介護
茅ヶ崎市
児童発達支援センター うーたん 児童発達支援
茅ヶ崎市
児童発達支援センター うーたん 保育所等訪問支援
茅ヶ崎市
障害児相談支援事業 児童発達支援センターうーたん 障害児相談支援
茅ヶ崎市
短期入所 茅ヶ崎円蔵 短期入所
茅ヶ崎市
ソーシャルインクルーホーム茅ヶ崎円蔵 共同生活援助
茅ヶ崎市
訪問介護ファミリー・ホスピス茅ヶ崎 居宅介護
茅ヶ崎市
訪問介護ファミリー・ホスピス茅ヶ崎 重度訪問介護
茅ヶ崎市
ちがさきタンブー東海岸 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
ニチイケアセンター茅ヶ崎 居宅介護
茅ヶ崎市
ニチイケアセンター茅ヶ崎 重度訪問介護
茅ヶ崎市
ふれあい活動ホーム赤羽根 就労継続支援Ｂ型
茅ヶ崎市
ふれあい活動ホーム赤羽根 就労移行支援
茅ヶ崎市
のびの木 茅ヶ崎本村 児童発達支援
茅ヶ崎市
のびの木 茅ヶ崎本村 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
ハッピーテラス茅ヶ崎駅前教室 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
おーらい 児童発達支援
茅ヶ崎市
おーらい 生活介護
茅ヶ崎市
有限会社 萌夢舎 重度訪問介護
茅ヶ崎市
こどもデイサービス はな 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
水平線 生活介護
茅ヶ崎市
水平線 短期入所
茅ヶ崎市
水平線 施設入所支援
茅ヶ崎市
特定相談支援事業所 水平線 計画相談支援
茅ヶ崎市

1412400796
1412400796
1412401158
1412401158
1452400326
1452400326
1452400102
1412401166
1412401166
1412400937
1432400966
1432400305
1432400305
1432400305
1472400058
1422400992
1422400729
1452400029
1412400929
1452400466
1422400299
1412400309
1412400309
1412400309
1412400309
1452400227
1452400227
1412400416
1412400416
1412400051
1412400267
1412400267
1412400267
1452400243
1412400291
1412400291

11
12
11
12
63
65
65
11
12
22
52
52
53
54
70
33
33
65
22
65
33
12
13
15
11
63
65
11
12
24
11
12
15
65
11
12

茅ヶ崎徳洲会駅前介護センター 居宅介護
茅ヶ崎市
茅ヶ崎徳洲会駅前介護センター 重度訪問介護
茅ヶ崎市
ニッショウケアサービス 居宅介護
茅ヶ崎市
ニッショウケアサービス 重度訪問介護
茅ヶ崎市
ミライオ茅ケ崎駅前教室 児童発達支援
茅ヶ崎市
ミライオ茅ケ崎駅前教室 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
放課後等デイサービス サイン 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
サポートサービスひといき 居宅介護
茅ヶ崎市
サポートサービスひといき 重度訪問介護
茅ヶ崎市
ちがさきの木魂 生活介護
茅ヶ崎市
特定相談支援事業所 ちがさきの木魂 計画相談支援
茅ヶ崎市
生活相談室 とれいん 計画相談支援
茅ヶ崎市
生活相談室 とれいん 地域相談支援（地域移行支援）
茅ヶ崎市
生活相談室 とれいん 地域相談支援（地域定着支援）
茅ヶ崎市
生活相談室 とれいん 障害児相談支援
茅ヶ崎市
茅ケ崎南湖ホーム 共同生活援助
茅ヶ崎市
サザンホーム松林 共同生活援助
茅ヶ崎市
あいあいクラブ 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
からんころん 生活介護
茅ヶ崎市
アフタースクールＯｃｅａｎ’ｓ Ｌｏｖｅ茅ヶ崎 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
下宿屋 共同生活援助
茅ヶ崎市
サポートステーションとれいん 重度訪問介護
茅ヶ崎市
サポートステーションとれいん 行動援護
茅ヶ崎市
サポートステーションとれいん 同行援護
茅ヶ崎市
サポートステーションとれいん 居宅介護
茅ヶ崎市
こどもプラス茅ヶ崎教室 児童発達支援
茅ヶ崎市
こどもプラス茅ヶ崎教室 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
湘南ベルサイドヘルパーステーション 居宅介護
茅ヶ崎市
湘南ベルサイドヘルパーステーション 重度訪問介護
茅ヶ崎市
湘南つつみ苑 短期入所
茅ヶ崎市
ハッピーハッピー茅ヶ崎 居宅介護
茅ヶ崎市
ハッピーハッピー茅ヶ崎 重度訪問介護
茅ヶ崎市
ハッピーハッピー茅ヶ崎 同行援護
茅ヶ崎市
ハッピーハッピー茅ヶ崎 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
ヘルパー事業所轍 居宅介護
茅ヶ崎市
ヘルパー事業所轍 重度訪問介護
茅ヶ崎市

1452400425
1432401089
1412400242
1412400242
1452400375
1412400465
1412400465
1412400903
1422401040
1452400177
1452400177
1452400318
1452400359
1452400359
1422401339
1452400151
1412401141
1412401141
1412400044
1412400044
1412400044
1432400768
1412400333
1412400333
1422400273
1452400185
1412401257
1412401257
1412401257
1412401349
1412400614
1412400515
1412400614
1412400598
1412400598
1412400598

63
52
11
12
65
11
12
11
33
63
65
65
63
65
33
65
11
12
22
24
32
52
12
15
33
65
46
60
62
46
46
45
60
11
12
15

ミライオKID‘S茅ヶ崎 児童発達支援
茅ヶ崎市
あう 計画相談支援
茅ヶ崎市
有限会社 茅ヶ崎ケアサービス 居宅介護
茅ヶ崎市
有限会社 茅ヶ崎ケアサービス 重度訪問介護
茅ヶ崎市
湘南国際アフタースクール茅ヶ崎 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
湘南ひまわり 居宅介護
茅ヶ崎市
湘南ひまわり 重度訪問介護
茅ヶ崎市
訪問介護ステーション友 居宅介護
茅ヶ崎市
ポプリ 共同生活援助
茅ヶ崎市
療養通所マザー こどもデイサービスにじ 児童発達支援
茅ヶ崎市
療養通所マザー こどもデイサービスにじ 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
放課後等デイサービスこあら 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
ハピーテラス茅ヶ崎エメロード教室 児童発達支援
茅ヶ崎市
ハピーテラス茅ヶ崎エメロード教室 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
パトリア湘南 共同生活援助
茅ヶ崎市
ちがさきタンブー 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
訪問介護かえで茅ヶ崎サービスセンター 居宅介護
茅ヶ崎市
訪問介護かえで茅ヶ崎サービスセンター 重度訪問介護
茅ヶ崎市
入道雲 生活介護
茅ヶ崎市
入道雲 短期入所
茅ヶ崎市
入道雲 施設入所支援
茅ヶ崎市
特定相談支援事業所 入道雲 計画相談支援
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市社会福祉協議会障害者ホームヘルプ事業所 重度訪問介護
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市社会福祉協議会障害者ホームヘルプ事業所 同行援護 茅ヶ崎市
白星園 共同生活援助
茅ヶ崎市
キッズ おりーぶの木 茅ヶ崎 放課後等デイサービス
茅ヶ崎市
ちがさきエボシライン 就労継続支援Ｂ型
茅ヶ崎市
ちがさきエボシライン 就労移行支援
茅ヶ崎市
ちがさきエボシライン 就労定着支援
茅ヶ崎市
エールちがさき 就労継続支援Ｂ型
茅ヶ崎市
カフェ グランマ 就労継続支援Ｂ型
茅ヶ崎市
夢ある街のたいやき屋さん 若松町店 就労継続支援Ａ型
茅ヶ崎市
ＰＣグランマ 就労移行支援
茅ヶ崎市
湘南シニアサービス 居宅介護
茅ヶ崎市
湘南シニアサービス 重度訪問介護
茅ヶ崎市
湘南シニアサービス 同行援護
茅ヶ崎市

1452400334
1452400334
1422400281
1452400284
1452400284
1452400383
1432400883
1452400441
1412400879
1412400879
1452400300
1472400132
1432400784
1422401131
1422400315
1412400523
1412401117
1412400846
1412400846
1472400082
1432400727
1412400853
1452400417
1452400409
1452400409
1412400218
1412400218
1412400218
1422401412
1412400408
1432400974
1412401307
1412401307
1412401315
1412401315
1452900309

63
65
33
63
65
63
52
65
11
12
65
70
52
33
33
22
22
12
15
70
52
46
63
63
67
11
12
15
33
11
52
11
12
11
12
63

重症児ディ ファミリー茅ヶ崎 児童発達支援
重症児ディ ファミリー茅ヶ崎 放課後等デイサービス
アイハイム 共同生活援助
のびの木 茅ヶ崎西久保 児童発達支援
のびの木 茅ヶ崎西久保 放課後等デイサービス
コペルプラス 茅ヶ崎教室 児童発達支援
ひざしの丘相談室 計画相談支援
おひさまアカデミー 放課後等デイサービス
生活リハビリクラブ茅ヶ崎 居宅介護
生活リハビリクラブ茅ヶ崎 重度訪問介護
ぷちっこ茅ケ崎 放課後等デイサービス
よろず相談所 結 障害児相談支援
よろず相談所 結 計画相談支援
中海岸ホーム 共同生活援助
はちみつ 共同生活援助
グリーングラス 生活介護
クロスＫ 生活介護
ホームヘルプサービスにりん草 重度訪問介護
ホームヘルプサービスにりん草 同行援護
相談支援センター つみき 障害児相談支援
相談支援センター つみき 計画相談支援
ワークＡ 就労継続支援Ｂ型
つつじ学園 児童発達支援
つつじ学園 児童発達支援
つつじ学園 保育所等訪問支援
アメニティ３６５ 居宅介護
アメニティ３６５ 重度訪問介護
アメニティ３６５ 同行援護
グループホームらぶら 共同生活援助
セントケア茅ヶ崎 居宅介護
特定相談支援事業所 萩園ケアセンター 計画相談支援
ツクイ茅ヶ崎浜見平 居宅介護
ツクイ茅ヶ崎浜見平 重度訪問介護
ツクイ・サンフォレスト辻堂駅前 居宅介護
ツクイ・サンフォレスト辻堂駅前 重度訪問介護
こぱんはうすさくら厚木恩名教室 児童発達支援

茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
厚木市

1452900309
1452900481
1412901041
1412901041
1452900093
1412901652
1412901652
1412901413
1412901058
1412901058
1412901058
1412900175
1412900175
1412900217
1412900217
1452900440
1452900473
1412901249
1412901249
1422901346
1422901684
1452900499
1452900598
1412900605
1412900605
1432901203
1452900333
1452900333
1472900321
1412901520
1452900556
1412900753
1422900439
1422900447
1422900421
1452900200

65
65
60
62
65
11
12
24
11
12
15
11
12
11
12
63
65
11
12
33
33
65
65
11
12
52
63
67
70
22
65
46
33
33
33
63

こぱんはうすさくら厚木恩名教室 放課後等デイサービス
厚木市
あさひ学苑ポッシブ校 放課後等デイサービス
厚木市
ウェルビー本厚木駅前センター 就労移行支援
厚木市
就労定着支援事業所 ウェルビー本厚木駅前センター 就労定着支援
厚木市
ハートピアラ 放課後等デイサービス
厚木市
医心館 訪問介護ステーション 本厚木 居宅介護
厚木市
医心館 訪問介護ステーション 本厚木 重度訪問介護
厚木市
短期入所 厚木金田 短期入所
厚木市
訪問介護てだすけ 居宅介護
厚木市
訪問介護てだすけ 重度訪問介護
厚木市
訪問介護てだすけ 同行援護
厚木市
スマイルサポート 居宅介護
厚木市
スマイルサポート 重度訪問介護
厚木市
ハートピアラ 居宅介護
厚木市
ハートピアラ 重度訪問介護
厚木市
コペルプラス 本厚木教室 児童発達支援
厚木市
ハビー本厚木教室 放課後等デイサービス
厚木市
フル－ルケア 居宅介護
厚木市
フル－ルケア 重度訪問介護
厚木市
ＧＨソシオ厚木 共同生活援助
厚木市
グループホームひまわり 共同生活援助
厚木市
児童発達支援・放課後等デイサービス ルピナス戸室 放課後等デイサービス
厚木市
放課後等デイサービスtoiro本厚木 放課後等デイサービス
厚木市
特定非営利活動法人福祉グループコアラ県央 居宅介護
厚木市
特定非営利活動法人福祉グループコアラ県央 重度訪問介護
厚木市
厚木市児童発達支援センターひよこ園 計画相談支援
厚木市
厚木市児童発達支援センターひよこ園 児童発達支援
厚木市
厚木市児童発達支援センターひよこ園 保育所等訪問支援
厚木市
厚木市児童発達支援センターひよこ園 障害児相談支援
厚木市
アッサンブラージュ厚木西 生活介護
厚木市
えんじぇるビレッジ 放課後等デイサービス
厚木市
工房小野橋 就労継続支援Ｂ型
厚木市
プラムハウス 共同生活援助
厚木市
ソレイユ尾崎 共同生活援助
厚木市
あすかの 共同生活援助
厚木市
児童デイサービスくれよん 児童発達支援
厚木市

1452900200
1412900522
1412900522
1472900503
1412900985
1412900274
1412900274
1412900274
1452900077
1452900077
1452900580
1452900580
1412900167
1412900167
1422900165
1412901579
1412901108
1452900465
1412900589
1412900589
1412900589
1412901322
1412901587
1412901587
1412901017
1412901264
1412901264
1412901504
1412901504
1412901215
1412900225
1412900225
1452900069
1432900247
1432900247
1432901443

65
11
12
70
45
11
13
15
63
65
63
65
24
46
33
46
22
63
11
12
15
46
11
15
46
11
12
11
12
11
11
12
63
53
54
52

児童デイサービスくれよん 放課後等デイサービス
厚木市
ケアステーションひだまり 居宅介護
厚木市
ケアステーションひだまり 重度訪問介護
厚木市
ちいさな世界 障害児相談支援
厚木市
サンテ 就労継続支援Ａ型
厚木市
ケアサポートツマダ 居宅介護
厚木市
ケアサポートツマダ 行動援護
厚木市
ケアサポートツマダ 同行援護
厚木市
児童発達支援おひさま 児童発達支援
厚木市
児童発達支援おひさま 放課後等デイサービス
厚木市
Ｏｎｅ ｓｔｅｐ ｓｍｉｌｅ 厚木教室 児童発達支援
厚木市
Ｏｎｅ ｓｔｅｐ ｓｍｉｌｅ 厚木教室 放課後等デイサービス
厚木市
ヴァルトハイム厚木 短期入所
厚木市
ヴァルトハイム厚木 就労継続支援Ｂ型
厚木市
ヴァルトハイム厚木 共同生活援助
厚木市
厚木ＡＳＤ支援センター 就労継続支援Ｂ型
厚木市
アッサンブラージュ妻田 生活介護
厚木市
てらぴぁぽけっと 本厚木教室 児童発達支援
厚木市
ニチイケアセンター厚木北 居宅介護
厚木市
ニチイケアセンター厚木北 重度訪問介護
厚木市
ニチイケアセンター厚木北 同行援護
厚木市
Ｂｌｕｅｂｅｅ－Ｄｒｅａｍ 就労継続支援Ｂ型
厚木市
ツクイ厚木 居宅介護
厚木市
ツクイ厚木 同行援護
厚木市
ハートラインあゆみ 就労継続支援Ｂ型
厚木市
福祉クラブ生協 みんなの手 居宅介護
厚木市
福祉クラブ生協 みんなの手 重度訪問介護
厚木市
ニチイケアセンター愛甲石田 居宅介護
厚木市
ニチイケアセンター愛甲石田 重度訪問介護
厚木市
ケアサポート上依知 居宅介護
厚木市
相模ゴム工業株式会社 厚木営業所 居宅介護
厚木市
相模ゴム工業株式会社 厚木営業所 重度訪問介護
厚木市
ケアライフあつぎ 児童発達支援
厚木市
ハートラインあゆみ 地域相談支援（地域移行支援）
厚木市
ハートラインあゆみ 地域相談支援（地域定着支援）
厚木市
いっぽ 計画相談支援
厚木市

1412900845
1412901223
1412901223
1432900247
1412900571
1412900571
1432901617
1472900537
1422901593
1452900168
1452900168
1412901223
1412901694
1422901700
1452900440
1452900606
1411200114
1421200237
1411200106
1411200106
1431200193
1471200079
1431200227
1431200227
1411200155
1411200155
1471200020
1431200052
1431200052
1431200052
1411200247
1411200247
1411200262
1421200047
1431200169
1471200046

46
11
15
52
11
12
52
70
33
63
65
12
24
33
65
65
22
33
46
46
52
70
53
54
46
62
70
53
54
52
11
12
46
33
52
70

紅梅園 就労継続支援Ｂ型
ケアステーション森の里こくど 居宅介護
ケアステーション森の里こくど 同行援護
ハートラインあゆみ 計画相談支援
ニチイケアセンター本厚木 居宅介護
ニチイケアセンター本厚木 重度訪問介護
Sky相談支援事業所 計画相談支援
Sky相談支援事業所 障害児相談支援
サンライズ青山 共同生活援助
デイルームとんとん 児童発達支援
デイルームとんとん 放課後等デイサービス
ケアステーション森の里こくど 重度訪問介護
すぎな会生活ホームⅡ短期入所事業所 短期入所
すぎな会生活ホームⅡ 共同生活援助
コペルプラス 本厚木教室 放課後等デイサービス
Athletic Club ハートフル 放課後等デイサービス
ｓｔｕｄｉｏ トネリコ 生活介護
ソーシャルインクルーホーム寒川町宮山 共同生活援助
友達
第2作業場（従） 就労継続支援Ｂ型
友達
第1作業場 就労継続支援Ｂ型
ゆいっと 計画相談支援
ゆいっと 障害児相談支援
ゆいっと 地域相談支援（地域移行支援）
ゆいっと 地域相談支援（地域定着支援）
自立支援事業所かっぱどっくり 就労継続支援Ｂ型
自立支援事業所かっぱどっくり 就労定着支援
生活相談室 すまいる 障害児相談支援
生活相談室 すまいる 地域相談支援（地域移行支援）
生活相談室 すまいる 地域相談支援（地域定着支援）
生活相談室 すまいる 計画相談支援
ニチイケアセンター寒川 居宅介護
ニチイケアセンター寒川 重度訪問介護
就労継続支援Ｂ型のぞみくん 就労継続支援Ｂ型
下宿屋寒川 共同生活援助
のぞみケアマネクラブ 計画相談支援
のぞみケアマネクラブ 障害児相談支援

厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町
高座郡寒川町

1451200032
1411200213
1411200288
1451200057
1451200016
1451200123
1411200254
1411200254
1411200080
1431200276
1451200081
1411200171
1411200171
1411200205
1421200096
1451200099
1411200056
1411200056
1411200056
1411200056
1421200146
1414100295
1454100270
1454100270
1434100390
1424100509
1414100154
1414100154
1414100204
1434100028
1434100028
1474100045
1414100873
1414100873
1454100239
1454100239

65
46
45
65
63
65
11
12
46
52
65
11
12
46
33
63
11
12
13
15
33
46
63
65
53
33
11
15
12
52
53
70
11
12
63
65

のぞみデイサービスジュニア 放課後等デイサービス
高座郡寒川町
寒川事業所 就労継続支援Ｂ型
高座郡寒川町
しゃもじくんとおたまちゃん 就労継続支援Ａ型
高座郡寒川町
わたぼうし 放課後等デイサービス
高座郡寒川町
寒川町立ひまわり教室 児童発達支援
高座郡寒川町
ぽっけ 放課後等デイサービス
高座郡寒川町
ニチイケアセンター門沢橋 居宅介護
高座郡寒川町
ニチイケアセンター門沢橋 重度訪問介護
高座郡寒川町
つくしの家 就労継続支援Ｂ型
高座郡寒川町
さむかわ基幹相談支援センター 計画相談支援
高座郡寒川町
さむかわタンブー 放課後等デイサービス
高座郡寒川町
大樹苑わかば 居宅介護
高座郡寒川町
大樹苑わかば 重度訪問介護
高座郡寒川町
ＫＡＥＤＥ 就労継続支援Ｂ型
高座郡寒川町
けやぐ 共同生活援助
高座郡寒川町
どんぐり発達支援寒川 児童発達支援
高座郡寒川町
サポートステーションすまいる 居宅介護
高座郡寒川町
サポートステーションすまいる 重度訪問介護
高座郡寒川町
サポートステーションすまいる 行動援護
高座郡寒川町
サポートステーションすまいる 同行援護
高座郡寒川町
うち 共同生活援助
高座郡寒川町
グローリー 就労継続支援Ｂ型
座間市
One step smile 座間教室 児童発達支援
座間市
One step smile 座間教室 放課後等デイサービス
座間市
座間市こころの相談支援センターｎｏｕｅｄ 地域相談支援（地域移行支援）
座間市
生活ホームみどり 共同生活援助
座間市
ケアサービス サンセール 居宅介護
座間市
ケアサービス サンセール 同行援護
座間市
ヘルパーステーション ぴーぷる 重度訪問介護
座間市
アガペサポートセンター 計画相談支援
座間市
アガペサポートセンター 地域相談支援（地域移行支援）
座間市
アガペサポートセンター 障害児相談支援
座間市
ニチイケアセンター座間 居宅介護
座間市
ニチイケアセンター座間 重度訪問介護
座間市
ファミリー・キッズ座間2 児童発達支援
座間市
ファミリー・キッズ座間2 放課後等デイサービス
座間市

1454100031
1434100531
1434100531
1474100086
1454100056
1414100956
1414100857
1424100863
1454100197
1454100197
1424100897
1414100659
1414100659
1434100671
1474100169
1414100022
1414100030
1424100319
1414100543
1414100386
1414100386
1424100830
1414100204
1414100204
1414100980
1414100378
1414100378
1414100196
1424100269
1414100584
1414100584
1414100840
1414100840
1414100840
1414100907
1414100907

63
52
53
70
65
46
24
33
63
65
33
11
12
52
70
22
24
33
22
12
11
33
11
15
46
11
12
11
33
11
12
11
12
15
11
12

座間市サニーキッズ 児童発達支援
緑の家相談支援センター 計画相談支援
緑の家相談支援センター 地域相談支援（地域移行支援）
緑の家相談支援センター 障害児相談支援
放課後等デイサービス オリーブ 放課後等デイサービス
カエルワークス 就労継続支援Ｂ型
短期入所 座間四ツ谷 短期入所
ソーシャルインクルーホーム座間四ツ谷 共同生活援助
はあとふるキッズさがみ野 児童発達支援
はあとふるキッズさがみ野 放課後等デイサービス
グループホームひまわり相武台下 共同生活援助
訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠 居宅介護
訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠 重度訪問介護
相談センター悠 計画相談支援
相談センター悠 障害児相談支援
アガペサポートセンター 生活介護
アガペサポートセンター 短期入所
スマイル 共同生活援助
たからじま 生活介護
あおば福祉サービス 相武台 重度訪問介護
あおば福祉サービス 相武台 居宅介護
グループホームLico 共同生活援助
ヘルパーステーション ぴーぷる 居宅介護
ヘルパーステーション ぴーぷる 同行援護
就労継続支援Ｂ型 銀河 小田急相模原 就労継続支援Ｂ型
ひばり訪問介護ステーション小田急相模原 居宅介護
ひばり訪問介護ステーション小田急相模原 重度訪問介護
セントケア座間 居宅介護
ケアホームいっぽ 共同生活援助
ひばり介護サービス 居宅介護
ひばり介護サービス 重度訪問介護
ケアサポートあおぞら 居宅介護
ケアサポートあおぞら 重度訪問介護
ケアサポートあおぞら 同行援護
ニチイケアセンター座間入谷 居宅介護
ニチイケアセンター座間入谷 重度訪問介護

座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市

1434100556
1474100094
1414100543
1414100592
1414100360
1414100360
1414100360
1434100630
1424100798
1454100015
1414100600
1414100949
1414100220
1414100220
1414100220
1454100122
1414100642
1414100642
1454100254
1454100254
1414100170
1414100170
1434100572
1474100102
1414100469
1414100469
1454100023
1454100023
1414100014
1414100014
1414100014
1454100213
1454100213
1414100683
1414100683
1414101012

52
70
24
46
46
60
62
52
33
65
46
46
22
24
32
65
11
12
63
65
11
12
52
70
11
12
63
65
46
60
62
63
65
11
12
11

相談支援センター 宝島 計画相談支援
座間市
相談支援センター 宝島 障害児相談支援
座間市
ショートステイ宝島 短期入所
座間市
アンダンテ 就労継続支援Ｂ型
座間市
ＨＯＰＥきづき 就労継続支援Ｂ型
座間市
ＷＯＲＫきづき 就労移行支援
座間市
S T E P きづき 就労定着支援
座間市
ＰＬＡＮきづき 計画相談支援
座間市
グループホームこすもす 共同生活援助
座間市
ホップステップ 放課後等デイサービス
座間市
ゆめひろば 就労継続支援Ｂ型
座間市
Ｓｏｉｌ 就労継続支援Ｂ型
座間市
アガペ壱番館 生活介護
座間市
アガペ壱番館 短期入所
座間市
アガペ壱番館 施設入所支援
座間市
イーチ児童デイサービス緑ヶ丘 放課後等デイサービス
座間市
ひばり訪問介護ステーション座間 居宅介護
座間市
ひばり訪問介護ステーション座間 重度訪問介護
座間市
縁ぴーす 児童発達支援
座間市
縁ぴーす 放課後等デイサービス
座間市
株式会社 スカイプラザ 居宅介護
座間市
株式会社 スカイプラザ 重度訪問介護
座間市
株式会社 スカイプラザ 計画相談支援
座間市
株式会社 スカイプラザ 障害児相談支援
座間市
さくらの郷 居宅介護
座間市
さくらの郷 重度訪問介護
座間市
療育教室 歩会 児童発達支援
座間市
療育教室 歩会 放課後等デイサービス
座間市
アガペ作業所 就労継続支援Ｂ型
座間市
アガペ作業所 就労移行支援
座間市
アガペ作業所 就労定着支援
座間市
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 児童発達支援
座間市
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
座間市放課後等デイサービス
ワーカーズ・コレクティブ風 居宅介護
座間市
ワーカーズ・コレクティブ風 重度訪問介護
座間市
若武者ケア 座間事業所 居宅介護
座間市

1414101012
1414100212
1414100733
1414100345
1424100772
1414100881
1434100812
1474100268
1414100931
1414100931
1414100808
1414100493
1414100493
1414100428
1414100428
1414100287
1414200707
1414100493
1434100564
1454100064
1454100064
1434100705
1474100201
1454100148
1454100148
1454100296
1454100296
1414100352
1414100527
1414100519
1424100749
1411100017
1411100074
1411100025
1411100025
1411100025

12
22
46
46
33
46
52
70
22
46
46
46
22
11
12
46
46
24
52
63
65
52
70
63
65
63
65
46
46
46
33
22
46
11
12
15

若武者ケア 座間事業所 重度訪問介護
座間市立もくせい園 生活介護
クロプファ 就労継続支援Ｂ型
いぶき 就労継続支援Ｂ型
ソーシャルインクルーホーム座間入谷 共同生活援助
総活躍 座間 就労継続支援Ｂ型
花音座間 計画相談支援
花音座間 障害児相談支援
ブックカフェひばりが丘 生活介護
ブックカフェひばりが丘 就労継続支援Ｂ型
トランステック作業所 就労継続支援Ｂ型
緑の家 就労継続支援Ｂ型
緑の家 生活介護
あおば福祉サービス 居宅介護
あおば福祉サービス 重度訪問介護
いずみの郷 就労継続支援Ｂ型
ライブフードサポート 就労継続支援Ｂ型
短期入所みどり 短期入所
ワーカーズコレクティブ風 計画相談支援
ファミリー・キッズ座間 児童発達支援
ファミリー・キッズ座間 放課後等デイサービス
アイラックサポート 計画相談支援
アイラックサポート 障害児相談支援
アイラック 児童発達支援
アイラック 放課後等デイサービス
One step smile 座間入谷東教室 児童発達支援
One step smile 座間入谷東教室 放課後等デイサービス
さくらんぼ 就労継続支援Ｂ型
いずみぶどう園 就労継続支援Ｂ型
就労継続支援Ｂ型緑の家 就労継続支援Ｂ型
ＬＩＦＥきづき 共同生活援助
葉山はばたき 生活介護
トントン工房 就労継続支援Ｂ型
葉山町社会福祉協議会介護サービスセンター 居宅介護
葉山町社会福祉協議会介護サービスセンター 重度訪問介護
葉山町社会福祉協議会介護サービスセンター 同行援護

座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
座間市
三浦郡葉山町
三浦郡葉山町
三浦郡葉山町
三浦郡葉山町
三浦郡葉山町

1431100088
1431100088
1451100026
1451100026
1411100116
1411100041
1411100041
1411100090
1412700245
1412700047
1422700235
1422700193
1412700229
1432300042
1472300118
1452300070
1422301356
1422300366
1412301044
1412301259
1412301259
1432300042
1432300042
1432300059
1432300059
1432300059
1472300167
1412301309
1432301271
1422301331
1422301281
1412300574
1412300855
1412300855
1432301081
1432300216

52
54
63
65
46
11
12
24
24
22
33
33
22
52
70
63
33
33
22
11
12
53
54
52
53
54
70
46
52
33
33
15
11
12
52
52

葉山町こころの相談室 ポート 計画相談支援
三浦郡葉山町
葉山町こころの相談室 ポート 地域相談支援（地域定着支援） 三浦郡葉山町
葉山児童デイ 結 児童発達支援
三浦郡葉山町
葉山児童デイ 結 放課後等デイサービス
三浦郡葉山町
ＳＴＹＬＥ 就労継続支援Ｂ型
三浦郡葉山町
生活リハビリクラブ葉山 居宅介護
三浦郡葉山町
生活リハビリクラブ葉山 重度訪問介護
三浦郡葉山町
ジャストサイズ堀内 短期入所
三浦郡葉山町
クレアーレ三浦 短期入所
三浦市
三浦創生舎の従たる事業所 生活介護
三浦市
クレアーレ三浦 共同生活援助
三浦市
ソーシャルインクルーホーム三浦初声 共同生活援助
三浦市
それいけ！デイサービスセンター 生活介護
三浦市
ほうあんホッと相談カフェ 計画相談支援
小田原市
ほうあんホッと相談カフェ 障害児相談支援
小田原市
こはるび学園 児童発達支援
小田原市
グループホームひだまり 共同生活援助
小田原市
グループホームあさ 共同生活援助
小田原市
アール・ド・ヴィーヴル 生活介護
小田原市
医心館 訪問介護ステーション 小田原 居宅介護
小田原市
医心館 訪問介護ステーション 小田原 重度訪問介護
小田原市
ほうあんホッと相談カフェ 地域相談支援（地域移行支援）
小田原市
ほうあんホッと相談カフェ 地域相談支援（地域定着支援）
小田原市
相談支援センターエール 計画相談支援
小田原市
相談支援センターエール 地域相談支援（地域移行支援）
小田原市
相談支援センターエール 地域相談支援（地域定着支援）
小田原市
相談支援センターエール 障害児相談支援
小田原市
小田原・めだか販売店 就労継続支援Ｂ型
小田原市
ありんこホームふれんど 計画相談支援
小田原市
風の季 共同生活援助
小田原市
恵雄会 共同生活援助
小田原市
ヘルパーステーションかのん 同行援護
小田原市
有限会社介護サービスサンライズ 居宅介護
小田原市
有限会社介護サービスサンライズ 重度訪問介護
小田原市
潤生園れんげの里ケアマネジメントセンター 計画相談支援
小田原市
相談支援センターういず 計画相談支援
小田原市

1472300142
1432300216
1432300216
1412301184
1412300319
1412300319
1432301099
1432301263
1432300950
1472300241
1412300574
1472300126
1422301216
1432300273
1412300566
1412301291
1412801142
1412801399
1412801191
1422801330
1412801456
1412801456
1452800400
1452800400
1412800987
1412800987
1412801209
1422800662
1412800938
1412801290
1412800110
1412800300
1412800300
1452800467
1452800384
1412801522

70
53
54
15
11
12
52
52
52
70
46
70
33
52
46
46
11
12
11
33
22
46
65
67
11
12
61
33
24
61
46
21
24
69
65
22

相談支援センターういず 障害児相談支援
相談支援センターういず 地域相談支援（地域移行支援）
相談支援センターういず 地域相談支援（地域定着支援）
れもんケアステーション 同行援護
有限会社シェイクハンズ 居宅介護
有限会社シェイクハンズ 重度訪問介護
オギクボ薬局相談支援センター 計画相談支援
株式会社エイチ・エス・エー相談支援センター 計画相談支援
障がい者支援センターかのん 計画相談支援
障がい者支援センターかのん 障害児相談支援
かのん 就労継続支援Ｂ型
障害児相談事業所こはるび 障害児相談支援
リバティ・ハート 共同生活援助
障害者支援センターぽけっと 計画相談支援
えりむ 就労継続支援Ｂ型
あゆむ 就労継続支援Ｂ型
横田リハビリセンター 居宅介護
訪問介護みちびき 重度訪問介護
訪問支援事業所 一静 居宅介護
共同生活援助 茶々庵 共同生活援助
みんなの広場Ⅱ 生活介護
みんなの広場Ⅱ 就労継続支援Ｂ型
放課後等デイサービスWARAKURA 放課後等デイサービス
保育所等訪問支援WARAKURA 保育所等訪問支援
訪問介護サービス ココロコネクト 居宅介護
訪問介護サービス ココロコネクト 重度訪問介護
自立生活援助事業所はたのホーム 自立生活援助
はたのホーム 共同生活援助
はたのホーム 短期入所
秦野精華園自立生活援助事業所「はばたき」 自立生活援助
松下園 就労継続支援Ｂ型
独立行政法人国立病院機構神奈川病院 療養介護
独立行政法人国立病院機構神奈川病院 短期入所
独立行政法人国立病院機構神奈川病院 医療型障害児入所施設
放課後等デイサービスＰＡＲＴＹ2号店 放課後等デイサービス
生活介護事業所はみんぐ 生活介護

小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市
秦野市

1412801365
1412801365
1412800839
1412800359
1412800359
1412800359
1412500157
1412500157
1412500157
1412500058
1412500058
1412500025
1412500314
1412500330
1412500330
1412500066
1412500066
1452500059
1452500059
1432500328
1472500030
1452500026
1452500026
1452500075
1452500075
1432500047
1432500047
1432500047
1412500207
1472500014
1412500173
1412500272
1412500371
1412500371
1412500371
1412500082

11
12
22
11
12
15
11
12
15
11
12
22
11
11
12
11
12
65
63
52
70
63
65
63
65
52
53
54
46
70
12
24
11
12
15
11

介護クラーク秦野 居宅介護
秦野市
介護クラーク秦野 重度訪問介護
秦野市
もえぎ 生活介護
秦野市
秦野市社会福祉協議会居宅支援事業所 居宅介護
秦野市
秦野市社会福祉協議会居宅支援事業所 重度訪問介護
秦野市
秦野市社会福祉協議会居宅支援事業所 同行援護
秦野市
ニチイケアセンター逗子 居宅介護
逗子市
ニチイケアセンター逗子 重度訪問介護
逗子市
ニチイケアセンター逗子 同行援護
逗子市
けいすいケアセンター逗子 居宅介護
逗子市
けいすいケアセンター逗子 重度訪問介護
逗子市
えいむ 生活介護
逗子市
三和ケアサービス鎌倉 逗子ヘルパーステーション 居宅介護 逗子市
Ｃｅｒｕｌｅａｎ ｂｌｕｅ 居宅介護
逗子市
Ｃｅｒｕｌｅａｎ ｂｌｕｅ 重度訪問介護
逗子市
やさしい手逗子訪問介護事業所 居宅介護
逗子市
やさしい手逗子訪問介護事業所 重度訪問介護
逗子市
逗子市こども発達支援センターくろーばー 放課後等デイサービス
逗子市
逗子市こども発達支援センターくろーばー 児童発達支援
逗子市
湘南クリエイティブサービス逗子相談支援事業所 計画相談支援 逗子市
湘南クリエイティブサービス逗子相談支援事業所 障害児相談支援
逗子市
ピュアフレンド 児童発達支援
逗子市
ピュアフレンド 放課後等デイサービス
逗子市
コペルプラス 逗子教室 児童発達支援
逗子市
コペルプラス 逗子教室 放課後等デイサービス
逗子市
支援センター凪 計画相談支援
逗子市
支援センター凪 地域相談支援（地域移行支援）
逗子市
支援センター凪 地域相談支援（地域定着支援）
逗子市
mai!えるしい 就労継続支援Ｂ型
逗子市
支援センター凪 障害児相談支援
逗子市
株式会社 クリンリイ 重度訪問介護
逗子市
ほっとハウス星ヶ谷短期入所事業所 短期入所
逗子市
福祉のみらい 居宅介護
逗子市
福祉のみらい 重度訪問介護
逗子市
福祉のみらい 同行援護
逗子市
逗子市社会福祉協議会さくら貝サービス事業所 居宅介護
逗子市

1412500082
1412500306
1452500067
1452500067
1412500280
1412500017
1412500181
1412500074
1412500074
1412500074
1432500369
1412500389
1412500124
1422500023
1412500165
1432500161
1432500161
1432500161
1431500121
1411500018
1411500018
1411500018
1411500158
1411500158
1411500018
1411500018
1451530016
1451530016
1471530053
1411500141
1411500141
1451530024
1451530040
1451530040
1411400292
1451440018

12
45
63
65
46
22
22
11
12
15
52
13
24
33
46
54
52
53
52
11
12
15
11
12
22
46
63
65
70
11
12
65
63
65
22
63

逗子市社会福祉協議会さくら貝サービス事業所 重度訪問介護
ワークセンター逗子杜の郷 就労継続支援Ａ型
スタジオみらい逗子 児童発達支援
スタジオみらい逗子 放課後等デイサービス
ワークハウス虹 就労継続支援Ｂ型
もやいデイサービス 生活介護
もやい 生活介護
有限会社 猫の手 居宅介護
有限会社 猫の手 重度訪問介護
有限会社 猫の手 同行援護
有限会社 猫の手 計画相談支援
ヘルパー派遣事業所 行動援護
ジャストサイズ小坪 短期入所
ジャストサイズ 共同生活援助
リサイクルショップカモミール 就労継続支援Ｂ型
相談事業所カモミール 地域相談支援（地域定着支援）
相談事業所カモミール 計画相談支援
相談事業所カモミール 地域相談支援（地域移行支援）
たんぽぽ相談支援事業所 計画相談支援
たんぽぽ居宅介護事業所 居宅介護
たんぽぽ居宅介護事業所 重度訪問介護
たんぽぽ同行援護事業所 同行援護
鐘丘湯河原訪問介護センター 居宅介護
鐘丘湯河原訪問介護センター 重度訪問介護
たんぽぽ生活介護事業所 生活介護
たんぽぽ就労継続支援事業所 就労継続支援Ｂ型
たんぽぽ児童デイサービス事業所 児童発達支援
たんぽぽ児童デイサービス事業所 放課後等デイサービス
たんぽぽ相談支援事業所 障害児相談支援
神奈川県ホームヘルプ協会・西湘 居宅介護
神奈川県ホームヘルプ協会・西湘 重度訪問介護
笑っこ 放課後等デイサービス
花菜プラザ 児童発達支援
花菜プラザ 放課後等デイサービス
トレイランド 生活介護
どんぐりん 児童発達支援

逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
逗子市
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄下郡湯河原町
足柄上郡開成町
足柄上郡山北町

1451440018
1411400219
1411400219
1411400276
1411400276
1431400207
1451430027
1411400094
1411400235
1411400235
1471430031
1411400060
1431400124
1471430015
1411400060
1411400094
1451420010
1421400241
1421400266
1411400193
1411400193
1411400011
1411400011
1411400011
1411400011
1453000521
1473000493
1413001098
1413001098
1413001098
1413000264
1413000264
1413000264
1413001189
1413001189
1423000734

65
22
46
11
12
52
65
46
11
12
70
46
52
70
22
46
65
33
33
22
46
22
24
32
42
65
70
11
12
15
11
12
15
42
60
33

どんぐりん 放課後等デイサービス
足柄上郡山北町
ＫＯＭＮＹやまなみ工芸生活介護 生活介護
足柄上郡山北町
ＫＯＭＮＹやまなみ工芸 就労継続支援Ｂ型
足柄上郡山北町
ニチイケアセンターあしがら 居宅介護
足柄上郡松田町
ニチイケアセンターあしがら 重度訪問介護
足柄上郡松田町
相談支援喜の実 計画相談支援
足柄上郡松田町
放課後等デイサービス喜の実 放課後等デイサービス
足柄上郡松田町
ＫＯＭＮＹ 就労継続支援Ｂ型
足柄上郡松田町
訪問介護まつだ 居宅介護
足柄上郡松田町
訪問介護まつだ 重度訪問介護
足柄上郡松田町
相談支援喜の実 障害児相談支援
足柄上郡松田町
コスモス学園松田センター 就労継続支援Ｂ型
足柄上郡松田町
相談支援事業所あすなろ 計画相談支援
足柄上郡松田町
相談支援事業所あすなろ 障害児相談支援
足柄上郡松田町
コスモス学園松田センター 生活介護
足柄上郡松田町
ほほえみ 就労継続支援Ｂ型
足柄上郡大井町
放課後等デイサービス ピースオブマインド 放課後等デイサービス
足柄上郡大井町
ウィズ中井ホームＡ棟 共同生活援助
足柄上郡中井町
schwester幸 共同生活援助
足柄上郡中井町
ＫＯＭＮＹほたるの家生活介護 生活介護
足柄上郡中井町
ＫＯＭＮＹほたるの家 就労継続支援Ｂ型
足柄上郡中井町
神奈川県立中井やまゆり園 生活介護
足柄上郡中井町
神奈川県立中井やまゆり園 短期入所
足柄上郡中井町
神奈川県立中井やまゆり園 施設入所支援
足柄上郡中井町
神奈川県立中井やまゆり園 自立訓練（生活訓練）
足柄上郡中井町
ウイングやまと 放課後等デイサービス
大和市
Ｏｈａｎａ相談支援センター 障害児相談支援
大和市
ドレミファランド介護ステーション 居宅介護
大和市
ドレミファランド介護ステーション 重度訪問介護
大和市
ドレミファランド介護ステーション 同行援護
大和市
ワーカーズ想事業所 居宅介護
大和市
ワーカーズ想事業所 重度訪問介護
大和市
ワーカーズ想事業所 同行援護
大和市
ミライてらす大和 自立訓練（生活訓練）
大和市
就労移行支援事業所 ミライてらす大和 就労移行支援
大和市
第３ゆりの木ホーム 共同生活援助
大和市

1413001395
1413001304
1433000385
1433000385
1413000553
1413000553
1413000553
1433000385
1413001619
1433000237
1433000237
1413000314
1413000918
1413000918
1413001593
1431300332
1451320061
1452200908
1412201285
1412202267
1412202267
1412202630
1412202630
1412200972
1412201897
1412201897
1412202184
1412202184
1412202184
1412201368
1412201368
1412201368
1412201749
1412201749
1412201749
1412201426

24
46
53
54
22
24
32
52
46
53
52
11
11
12
46
52
65
67
22
11
12
11
12
22
46
46
11
12
15
12
11
15
22
46
60
11

レガート福田北 短期入所
リアクタント 就労継続支援Ｂ型
福田の里相談支援 地域相談支援（地域移行支援）
福田の里相談支援 地域相談支援（地域定着支援）
福田の里 生活介護
福田の里 短期入所
福田の里 施設入所支援
福田の里相談支援 計画相談支援
つばさ 就労継続支援Ｂ型
コンパス 地域相談支援（地域移行支援）
コンパス 計画相談支援
セントケア大和 居宅介護
東電さわやかケア鶴間・訪問介護 居宅介護
東電さわやかケア鶴間・訪問介護 重度訪問介護
ファースト 就労継続支援Ｂ型
みつばち大磯 相談支援事業所 計画相談支援
夢門塾二宮 放課後等デイサービス
クロッカFujisawaSST 保育所等訪問支援
湘南むぎばたけ 生活介護
ウェルハート訪問介護くげぬま 居宅介護
ウェルハート訪問介護くげぬま 重度訪問介護
イザカマクラ藤沢大庭ケアステーション 居宅介護
イザカマクラ藤沢大庭ケアステーション 重度訪問介護
すてっぷ渡内 生活介護
えにしんぐⅡ 就労継続支援Ｂ型
えにしんぐ 就労継続支援Ｂ型
訪問介護事業所il sole 居宅介護
訪問介護事業所il sole 重度訪問介護
訪問介護事業所il sole 同行援護
訪問介護事業所 ゆい・ゆい 重度訪問介護
訪問介護事業所 ゆい・ゆい 居宅介護
訪問介護事業所 ゆい・ゆい 同行援護
モンド湘南藤沢 生活介護
モンド湘南藤沢 就労継続支援Ｂ型
モンド湘南藤沢 就労移行支援
エルダーホームケア藤沢 居宅介護

大和市
大和市
大和市
大和市
大和市
大和市
大和市
大和市
大和市
大和市
大和市
大和市
大和市
大和市
大和市
中郡大磯町
中郡二宮町
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市

1412201426
1412202721
1412201384
1412201384
1412200022
1412200022
1412200022
1412200022
1412201962
1452200957
1452200957
1412201376
1412201376
1412200204
1412200329
1412200329
1412200329
1412200113
1412200568
1412200568
1422200459
1422201549
1422201531
1412202648
1432200325
1432200325
1432200325
1472200177
1422202687
1412202713
1412202150
1412202150
1432201430
1412200063
1412202143
1412202333

12
46
11
12
60
46
45
46
45
63
65
11
12
24
12
11
13
22
11
12
33
33
33
46
52
53
54
70
33
45
60
62
52
22
22
24

エルダーホームケア藤沢 重度訪問介護
藤沢市
Ｋ’ｓ Ｒoot 就労継続支援Ｂ型
藤沢市
ケアステーション希望 居宅介護
藤沢市
ケアステーション希望 重度訪問介護
藤沢市
神奈川ワークショップ 就労移行支援
藤沢市
神奈川ワークショップ従たる事業所 就労継続支援Ｂ型
藤沢市
神奈川ワークショップ 就労継続支援Ａ型
藤沢市
神奈川ワークショップ 就労継続支援Ｂ型
藤沢市
Ｍ工房 藤沢 就労継続支援Ａ型
藤沢市
児童発達支援・放課後等デイサービスつみき 児童発達支援
藤沢市
児童発達支援・放課後等デイサービスつみき 放課後等デイサービス
藤沢市
神奈川県ホームヘルプ協会・湘南 居宅介護
藤沢市
神奈川県ホームヘルプ協会・湘南 重度訪問介護
藤沢市
神奈川県立総合療育相談センター 短期入所
藤沢市
サービスセンター ぱる 重度訪問介護
藤沢市
サービスセンター ぱる 居宅介護
藤沢市
サービスセンター ぱる 行動援護
藤沢市
ふじさわ爽風舎 生活介護
藤沢市
ミモザ在宅療養支援ステーション藤沢 居宅介護
藤沢市
ミモザ在宅療養支援ステーション藤沢 重度訪問介護
藤沢市
ひばりの宿 共同生活援助
藤沢市
善行ピアハイツ 共同生活援助
藤沢市
善行なでしこハイツ 共同生活援助
藤沢市
フライト 就労継続支援Ｂ型
藤沢市
ふらっと 計画相談支援
藤沢市
ふらっと 地域相談支援（地域移行支援）
藤沢市
ふらっと 地域相談支援（地域定着支援）
藤沢市
ふらっと 障害児相談支援
藤沢市
ペンギンヴィレッジ 共同生活援助
藤沢市
ほまれの家長後店 就労継続支援Ａ型
藤沢市
ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス藤沢 就労移行支援
藤沢市
ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス藤沢 就労定着支援
藤沢市
湘南北部療育センター 計画相談支援
藤沢市
よし介工芸館 生活介護
藤沢市
アートスペースわかくさ 生活介護
藤沢市
いちごテラス藤沢葛原 短期入所
藤沢市

1422200582
1472200706
1412200121
1412202655
1412201640
1412201640
1422202695
1412201707
1412202531
1412200311
1412200311
1412200311
1412200311
1412201046
1412201046
1412200469
1412200469
1412202168
1412202168
1412202135
1412201301
1412201327
1412201582
1432201562
1412200527
1412200527
1412200527
1472200417
1412202093
1422201986
1422200186
1422202679
1412202606
1412202606
1412202291
1422202281

33
70
22
46
11
12
33
12
60
11
12
13
15
12
13
11
12
11
12
22
22
12
22
52
11
12
15
70
24
33
33
33
46
60
24
33

黒崎ホーム 共同生活援助
相談支援事業所 りんぐ 障害児相談支援
グランツ遠藤 生活介護
ラパンキッチン 就労継続支援Ｂ型
イーケアーズ訪問介護ステーション 居宅介護
イーケアーズ訪問介護ステーション 重度訪問介護
障がい者グループホーム アリエッティ湘南 共同生活援助
グリーンケア善行 重度訪問介護
オンステージ藤沢 就労移行支援
ぐるーぷ藤ホームヘルプ 居宅介護
ぐるーぷ藤ホームヘルプ 重度訪問介護
ぐるーぷ藤ホームヘルプ 行動援護
ぐるーぷ藤ホームヘルプ 同行援護
優輝さぽーと２４ 重度訪問介護
優輝さぽーと２４ 行動援護
福祉クラブ生協えんじょい 居宅介護
福祉クラブ生協えんじょい 重度訪問介護
ロイヤル鵠沼訪問介護ステーション 居宅介護
ロイヤル鵠沼訪問介護ステーション 重度訪問介護
第2木曜クラブ 生活介護
第１木曜クラブ 生活介護
ケアステーションあおぞら 重度訪問介護
クラブハウス・インユー 生活介護
あい相談サポート 計画相談支援
有限会社ケアーサポートあい 居宅介護
有限会社ケアーサポートあい 重度訪問介護
有限会社 ケアーサポートあい 同行援護
あい相談サポート 障害児相談支援
ルエーダ今田 短期入所
ルエーダ今田 共同生活援助
ラソメゾン今田 共同生活援助
グループホーム ビートル藤沢本町 共同生活援助
白い翼 Ｂ型秘書室 就労継続支援Ｂ型
移行支援党 白い翼 就労移行支援
湘南あっとほーむ・ひだまり短期入所 短期入所
湘南あっとほーむ・ひだまり 共同生活援助

藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市

1412202242
1422200178
1412200618
1412200618
1412200923
1412200923
1412202440
1412202440
1412201731
1422201721
1432201620
1412200683
1422200285
1422201093
1422200293
1422200301
1412200683
1412200683
1412201822
1412201822
1412200030
1412200030
1412200030
1422202794
1412202317
1412202317
1412202317
1412202457
1412202457
1412202010
1412202010
1452200916
1412201574
1412202739
1412202622
1452200932

61
33
11
12
11
12
11
12
62
33
52
62
33
33
33
33
46
60
11
12
22
24
32
33
11
12
15
11
12
60
62
65
11
22
22
63

かたくりホーム 自立生活援助
かたくりホーム 共同生活援助
特非）ケアステーション陽だまり 居宅介護
特非）ケアステーション陽だまり 重度訪問介護
いろはけあ 居宅介護
いろはけあ 重度訪問介護
ツクイ・サンフォレスト藤沢長後 居宅介護
ツクイ・サンフォレスト藤沢長後 重度訪問介護
ミラトレ藤沢 就労定着支援
ファミール長後 共同生活援助
相談支援事業所 リブラン 計画相談支援
あんしんサポート藤沢ひまわり 就労定着支援
グリーンウェーブ湘南 共同生活援助
グリーンウェーブ 共同生活援助
グリーンウェーブ湘南Ａ 共同生活援助
グリーンウェーブ湘南Ｂ 共同生活援助
就労継続支援事業Ｂ型 藤沢ひまわり 就労継続支援Ｂ型
就労移行支援事業 藤沢ひまわり 就労移行支援
Ｆｕｊｉケアサービス 居宅介護
Ｆｕｊｉケアサービス 重度訪問介護
湘南希望の郷 生活介護
湘南希望の郷 短期入所
湘南希望の郷 施設入所支援
藤綾会 あおぞら障害福祉事業所 共同生活援助
ニチイケアセンター長後 居宅介護
ニチイケアセンター長後 重度訪問介護
ニチイケアセンター長後 同行援護
ツクイ・サンフォレスト辻堂西海岸 居宅介護
ツクイ・サンフォレスト辻堂西海岸 重度訪問介護
チャレンジドジャパン藤沢センター 就労移行支援
チャレンジドジャパン藤沢センター 就労定着支援
放課後デイGranny藤沢 放課後等デイサービス
善行ふれあい訪問介護センター 居宅介護
湘南ジョイフル 生活介護
ＰＬＡＹ ＷＯＲＫＳ リノア 生活介護
遊びリパーク Ｌiｎｏ’ａ おおば 児童発達支援

藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市

1452200932
1412201525
1412201525
1422101202
1422202489
1412202614
1412200964
1412200139
1412200139
1412201764
1422200210
1422202562
1452200759
1452200759
1472200185
1412200535
1412200535
1412202119
1432201802
1412201327
1412201715
1412201715
1412201715
1412201343
1412201343
1412200626
1412200626
1412201004
1412201004
1412200733
1412200733
1412200576
1412200576
1452200940
1452200940
1412200279

65
11
12
33
33
46
24
46
60
24
33
33
63
65
70
11
12
22
52
11
11
12
15
60
62
22
46
11
12
46
22
11
12
63
65
11

遊びリパーク Ｌiｎｏ’ａ おおば 放課後等デイサービス
藤沢市
有限会社ドリームケア・ホーム 居宅介護
藤沢市
有限会社ドリームケア・ホーム 重度訪問介護
藤沢市
ぽじぶる玉縄 共同生活援助
藤沢市
ぽじぶる長後 共同生活援助
藤沢市
ビーバー 就労継続支援Ｂ型
藤沢市
けいずらいふ２４ 短期入所
藤沢市
ライフ湘南 就労継続支援Ｂ型
藤沢市
ライフ湘南 就労移行支援
藤沢市
カナルの家 短期入所
藤沢市
カナルの家 共同生活援助
藤沢市
プラタナス高倉 共同生活援助
藤沢市
フレンズ藤沢 児童発達支援
藤沢市
フレンズ藤沢 放課後等デイサービス
藤沢市
子ども相談室ぷれっじ 障害児相談支援
藤沢市
有限会社 湘南ケアサービス 居宅介護
藤沢市
有限会社 湘南ケアサービス 重度訪問介護
藤沢市
ケアセンターあおぞら 生活介護
藤沢市
相談支援センターあおぞら 計画相談支援
藤沢市
ケアステーションあおぞら 居宅介護
藤沢市
ココライフ介護サービス 居宅介護
藤沢市
ココライフ介護サービス 重度訪問介護
藤沢市
ココライフ介護サービス 同行援護
藤沢市
Cocorport 湘南辻堂Office 就労移行支援
藤沢市
Cocorport 湘南辻堂Office 就労定着支援
藤沢市
かたくりの里 生活介護
藤沢市
かたくりの里 就労継続支援Ｂ型
藤沢市
労協藤沢地域福祉事業所あかり 居宅介護
藤沢市
労協藤沢地域福祉事業所あかり 重度訪問介護
藤沢市
エール湘南 就労継続支援Ｂ型
藤沢市
リガーレ 生活介護
藤沢市
訪問介護 ラポール城南 居宅介護
藤沢市
訪問介護 ラポール城南 重度訪問介護
藤沢市
Ｏｎｅ ｓｔｅｐ ｓｍｉｌｅ 藤沢教室 児童発達支援
藤沢市
Ｏｎｅ ｓｔｅｐ ｓｍｉｌｅ 藤沢教室 放課後等デイサービス
藤沢市
労協藤沢地域福祉事業所長後あかり 居宅介護
藤沢市

1412200279
1412201269
1412201269
1412202374
1422202364
1432202412
1412202309
1412202309
1412201178
1412200105
1412200105
1412200105
1412201681
1412201681
1412200253
1412200253
1412202507
1412202507
1412202473
1412202473
1412202473
1414300291
1412001883
1412001743
1472000205
1432001038
1432000386
1432000386
1472000122
1412001800
1422001535
1422001832
1422001659
1432001780
1452000043
1432000030

12
60
62
24
33
52
11
12
46
62
46
60
11
12
11
12
11
12
11
12
15
22
46
60
70
52
53
52
70
22
33
33
33
52
65
52

労協藤沢地域福祉事業所長後あかり 重度訪問介護
藤沢市
Cocorport 湘南藤沢Office 就労移行支援
藤沢市
Cocorport 湘南藤沢Office 就労定着支援
藤沢市
短期入所 藤沢菖蒲沢 短期入所
藤沢市
ソーシャルインクルーホーム藤沢菖蒲沢 共同生活援助
藤沢市
共生会居宅サービスセンター相談支援事業所ともいき 計画相談支援
藤沢市
やすらぎ湘南介護ステーション 居宅介護
藤沢市
やすらぎ湘南介護ステーション 重度訪問介護
藤沢市
就労継続支援Ｂ型事業 喫茶ポトピ 就労継続支援Ｂ型
藤沢市
みらい社 就労定着支援
藤沢市
みらい社 就労継続支援Ｂ型
藤沢市
みらい社 就労移行支援
藤沢市
ケアステーション空飛ぶペンギン 居宅介護
藤沢市
ケアステーション空飛ぶペンギン 重度訪問介護
藤沢市
株式会社ライフサポートエム 居宅介護
藤沢市
株式会社ライフサポートエム 重度訪問介護
藤沢市
いまここケア藤沢 居宅介護
藤沢市
いまここケア藤沢 重度訪問介護
藤沢市
訪問介護メイケア 居宅介護
藤沢市
訪問介護メイケア 重度訪問介護
藤沢市
訪問介護メイケア 同行援護
藤沢市
生活介護喜の実 生活介護
南足柄市
就労継続支援Ｂ型 シェリール 就労継続支援Ｂ型
平塚市
てといろプラス 就労移行支援
平塚市
相談室ブブ 障害児相談支援
平塚市
相談室ブブ 計画相談支援
平塚市
ほっとステーション平塚 地域相談支援（地域移行支援）
平塚市
ほっとステーション平塚 計画相談支援
平塚市
ほっとステーション平塚 障害児相談支援
平塚市
やなぎこんぶ 生活介護
平塚市
とわしすホーム 共同生活援助
平塚市
グループホームミライ 共同生活援助
平塚市
グループホームあさがお 共同生活援助
平塚市
スペースセル相談室 計画相談支援
平塚市
にじいろクラブきしゃポッポ 放課後等デイサービス
平塚市
しせん相談室ひらつか 計画相談支援
平塚市

1432000030
1472000106
1412000364
1412000364
1412000364
1412001719
1422000628
1412001263
1422001840
1432001475
1472000478
1452000027
1452000027
1452000027
1452000621
1412001511
1432001186
1412001818
1412001636
1412001636
1412001636
1432001301
1472000403
1432001277
1422001071
1412000778
1412000778
1452000639
1432001285
1472000379
1412001412
1412001412
1432001707
1472000551
1412000190
1412000190

53
70
11
12
15
22
33
22
33
52
70
63
65
67
65
60
52
42
11
12
15
52
70
52
33
22
46
65
52
70
11
12
52
70
11
12

しせん相談室ひらつか 地域相談支援（地域移行支援）
しせん相談室ひらつか 障害児相談支援
特定非営利活動法人ひまわり福祉サービス 居宅介護
特定非営利活動法人ひまわり福祉サービス 重度訪問介護
特定非営利活動法人ひまわり福祉サービス 同行援護
ＪＯＹわーくす平塚 生活介護
共同生活援助事業所麦の家 共同生活援助
ギャラリークーカ 生活介護
mirai maison 平塚 共同生活援助
相談室きしゃポッポ 計画相談支援
相談室きしゃポッポ 障害児相談支援
平塚市にこにこ園 児童発達支援
平塚市にこにこ園 放課後等デイサービス
平塚市にこにこ園 保育所等訪問支援
こどもサポート教室「きらり」平塚校 放課後等デイサービス
ペガサス平塚センター 就労移行支援
相談支援事業所ルミエール 計画相談支援
CocorportCollege 平塚駅前キャンパス 自立訓練（生活訓練）
オリーブ 居宅介護
オリーブ 重度訪問介護
オリーブ 同行援護
相談支援サクラんぼ 計画相談支援
相談支援サクラんぼ 障害児相談支援
こんぺいとう相談室 計画相談支援
c a r e h o m e
C L A S S O 共同生活援助
スタジオ クーカ 生活介護
スタジオ クーカ 就労継続支援Ｂ型
放課後デイサービスtoiro平塚 放課後等デイサービス
相談室 みらい 計画相談支援
相談室 みらい 障害児相談支援
ＳＭＣケアステーションさなだ 居宅介護
ＳＭＣケアステーションさなだ 重度訪問介護
相談支援事業所 ゆい 計画相談支援
相談支援事業所 ゆい 障害児相談支援
アクア・ケアサービス平塚 居宅介護
アクア・ケアサービス平塚 重度訪問介護

平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市

1412000190
1412001677
1412001677
1412000950
1472000163
1422001865
1452000654
1452000654
1412001198
1412001198
1452000621
1422001790
1432000584
1432000584
1432000584
1472000114
1472000304
1432001160
1424000279
1432000907
1412000869
1412000869
1412001602
1412001602
1412000653
1412000653
1452000357
1412001156
1452000316
1412001669
1412001669
1412001560
1412001560
1412001917
1422001907
1472000361

15
11
12
46
70
33
63
65
11
12
63
33
52
53
54
70
70
52
33
52
11
12
60
62
11
12
65
45
65
46
60
11
12
46
33
70

アクア・ケアサービス平塚 同行援護
ニチイケアセンターさがみノ国湘南 居宅介護
ニチイケアセンターさがみノ国湘南 重度訪問介護
自立支援事業所あやとり 就労継続支援Ｂ型
ベンチこども発達相談室 障害児相談支援
Hinodeシェアホーム北金目 共同生活援助
きらりはーと平塚ＯＳＣ 児童発達支援
きらりはーと平塚ＯＳＣ 放課後等デイサービス
訪問介護 りんく 居宅介護
訪問介護 りんく 重度訪問介護
こどもサポート教室「きらり」平塚校 児童発達支援
わがや・・・上平塚 共同生活援助
サンシティひらつか 計画相談支援
サンシティひらつか 地域相談支援（地域移行支援）
サンシティひらつか 地域相談支援（地域定着支援）
サンシティひらつか 障害児相談支援
アクア・フェアリーアシスト 障害児相談支援
アクア・フェアリーアシスト 計画相談支援
秦野精華園平塚・大根地区生活ホーム 共同生活援助
ベンチこども発達相談室 計画相談支援
ニチイケアセンター平塚西海岸 居宅介護
ニチイケアセンター平塚西海岸 重度訪問介護
Cocorport 平塚Office 就労移行支援
Cocorport 平塚Office 就労定着支援
ニチイケアセンター平塚 居宅介護
ニチイケアセンター平塚 重度訪問介護
放課後等デイサービスみらい 放課後等デイサービス
ビーハピネス平塚 就労継続支援Ａ型
ぱらそる 放課後等デイサービス
湘南コネクト 就労継続支援Ｂ型
多機能型事業所 湘南コネクト 就労移行支援
ケアステーションいつき 居宅介護
ケアステーションいつき 重度訪問介護
グランズ平塚 就労継続支援Ｂ型
ＡＭＡＮＥＫＵ平塚 共同生活援助
こんぺいとう相談室 障害児相談支援

平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市

1412001727
1452000613

46 総活躍 平塚 就労継続支援Ｂ型
65 運動＆学習教室ジョイフルジョイフル平塚教室

平塚市
放課後等デイサービス
平塚市

