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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

1412000042 貴峯荘地域支援センター 平塚市中里３４－１７ 社会福祉法人貴峯
1412200022 神奈川ワークショップ 藤沢市獺郷１００８－１ 社会福祉法人光友会
1412300145 独立行政法人国立病院機構箱根病院 小田原市風祭４１２ 独立行政法人国立病院機構
1412300343 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
1412400036 第２湘南鬼瓦 茅ヶ崎市甘沼１２３－２ 社会福祉法人　翔の会
1412800029 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
1414000156 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
1412800474 弘済学園デイケアセンター 秦野市南矢名２１７８－１ 公益財団法人鉄道弘済会
1412000026 貴峯荘ワークピア 平塚市達上ヶ丘１番９号 社会福祉法人貴峯
1412100388 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 特定非営利活動法人ｅ－ライフサポート
1412200113 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
1412300491 小田原アシスト 小田原市東町４－１１－２ 社会福祉法人　小田原支援センター
1413000033 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
1412900167 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
1412800524 みのりの家 秦野市渋沢１４８０－１ 社会福祉法人ビーハッピー
1412800532 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
1412100016 障害者生活支援センター鎌倉清和 鎌倉市植木１８番地 社会福祉法人清和会
1412800557 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
1412200683 就労移行支援事業　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
1412500165 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
1413000025 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
1413000058 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
1412400481 いずみ 茅ヶ崎市富士見町７－３０ 社会福祉法人　翔の会
1412100057 日日クラブ 鎌倉市鎌倉山２－８－３４ 社会福祉法人ほしづきの里
1413000041 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
1411200080 つくしの家 高座郡寒川町岡田６１０ 社会福祉法人　翔の会
1412400531 湘南鬼瓦 茅ヶ崎市甘沼１２３－２ 社会福祉法人翔の会
1412900647 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
1414200251 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
1414200269 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 特定非営利活動法人日本就労支援センター
1411300195 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
1412000778 スタジオ　クーカ 平塚市平塚４－１５－１６ 株式会社愉快
1412900688 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
1412100552 アトリエ　そらのいろ 鎌倉市由比ヶ浜１－２－６ 特非）アートスタジオかまくらの森
1412300574 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
1412000158 ポラリス・ワークサポート 平塚市出縄３３５－２番地 医療法人研水会
1412100560 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
1412100586 Ｗｏｒｋｓｈｏｐレスカル 鎌倉市小袋谷２－１４－１０ 特定非営利活動法人ゆうほ
1412200840 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
1412800045 やまばと通所センター 秦野市渋沢２６２０番地２ 社会福祉法人浄泉会

障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援）
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援）

1414000164 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
1414100295 グローリー 座間市緑ヶ丘５－４－２５ 特非）ワーカーズ・コレクティブこかげ
1412900738 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
1413000595 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
1412900753 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
1412000083 おあしす湘南 平塚市田村４－１０－７ 社会福祉法人小百合会
1413000702 Ｂｉ－ｚ　Ｌａｂｏ大和 大和市桜森２－１５－１１ （株）ソーシャル・スパイス・カンパニー

1413000629 障がい者自立支援たんぽぽ事業所
大和市南林間１－８－１１パストラル小林２０
１号室

特定非営利活動法人たんぽぽ

1411200114 ｓｔｕｄｉｏ　トリネコ 高座郡寒川町岡田３－１８－５ 社会福祉法人　翔の会
1414000339 デイ　空 伊勢原市三ノ宮１８０９－１ 特定非営利活動法人　虹
1412000125 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
1412200121 グランツ遠藤 藤沢市遠藤２０２０－１７ 社会福祉法人県央福祉会
1412700047 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
1412800011 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

1412900761 Ｊｕｍｐ 厚木市旭町２－９－１５メゾンサモワール１Ｆ ＮＰＯ法人ハイテンション

1412900779 厚木身体障害者等生活介護事業所 厚木市中町１－４－１ 社会福祉法人かながわ共同会

1412900787 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
ター内

社会福祉法人かながわ共同会

1414100345 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

特非）座間市障害者団体連合会

1414200335 海老名市立わかばケアセンター 海老名市中新田３８３－１ 社会福祉法人県央福祉会
1412100628 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
1412800649 うぐいすの家 秦野市西田原１４６番地 社会福祉法人鶯会

1411300229 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

1411400060 コスモス学園松田センター
足柄上郡松田町松田惣領８０６番１
足柄上郡松田町松田惣領８２４－１

社会福祉法人足柄緑の会

1412100669 ピースウェーブ 鎌倉市御成町３－１０ 特定非営利活動法人Ｂｅ－Ｏｎｅｓｅｌｆ
1412800128 くず葉学園通所事業所Ⅰ 秦野市菩提字入角２０５８－２ 社会福祉法人かしの木会
1412800680 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

1411300039 かたつむりの家
中郡大磯町国府本郷中瀬１１９６大磯町横溝千
鶴子記念障害福祉センター２Ｆ

社会福祉法人おおいそ福祉会

1412700070 虹の橋事業所 三浦市南下浦町金田１８７７ 株式会社虹の橋

1412100693 道工房
鎌倉市小町２－１２－３７小町ティアイビルⅡ
２Ａ

特定非営利活動法人道

1412800706 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
1412000844 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
1412201178 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
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称
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1412300699 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

1412300707 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
1412300715 デイセンター永耕 小田原市永塚４０８ 社会福祉法人永耕会
1412700096 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 精神障害者のあすの福祉をよくする三浦市民
1412800110 松下園 秦野市戸川４５４－１ 社会福祉法人寿徳会
1412800748 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

1412800763 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

1412900837 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
1412900845 紅梅園 厚木市上荻野字深堀５３０３番地 社会福祉法人紅梅会

1413000751
クロスオーバー大和
クロスオーバーnext

大和市中央一丁目７番１２ 中央レジデンス１０
１・１０２号
大和市大和南一丁目１６番２８雅マンション大
和１階

一般社団法人　クロスオーバー大和

1414400190 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
1412300764 せせらぎの杜 小田原市蓮正寺８２７－１ 有限会社サポート・ティー
1413000785 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

1412100768 就労サポートセンターねくすと 鎌倉市大船３－１－３セイショウナンビル６階 特非営利活動法人地域生活サポートまいんど

1412400705 おーらい 茅ヶ崎市今宿４７３－１ 社会福祉法人　翔の会
1412900878 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
1412201244 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

1412201269 Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ　湘南藤沢Ｏｆｆｉｃｅ
藤沢市鵠沼石上１－５－４ 三井生命藤沢ビル２
Ｆ

株式会社ココルポート

1412800839 もえぎ 秦野市南矢名４３０－１５ 特定非営利活動法人もえ木
1412100370 ジャックと豆の木 鎌倉市由比ガ浜２－４－３９ 特非地域生活サポートまいんど

1412200972 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

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

1412800854 いんくるはだの
秦野市堀山下１８２番地３号丸江ビル１階１０
１

株式会社秦野インクルージョン

1412800870 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
1414000487 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
1413000926 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
1412201301 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

1412900985 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

1414200434 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
1412800904 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

3



事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援）

1411200155 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
1412000950 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
1412001115 ベルカンパニー 平塚市平塚２－７－４ 　ＮＰＯ法人　フレッシュ
1412201459 いとぐるま 藤沢市亀井野３１８７ 社会福祉法人　藤沢育成会
1413000991 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
1412300939 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
1412800946 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
1414100527 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
1412901017 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

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

株式会社プラーナ

1414100543 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

1412201558 プレミア藤沢
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

1412901041 ウェルビー本厚木駅前センター
厚木市中町３－１８－５ソーケン本厚木ビル３
階

ウェルビー株式会社

1412201582 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

1412201590 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２階 ウェルビー株式会社

1412800995 就労移行支援事業所りんく 秦野市柳町１－１６－１　Ｔビル２階 医療法人社団秦和会
1412100925 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
1412700039 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
1413001080 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
1411600156 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
1412400937 ちがさきの木魂 茅ヶ崎市松ヶ丘１－６－３５ 社会福祉法人　翔の会
1412000117 ロータス授産センター 平塚市出縄３３６番５ 社会福祉法人　日辰会

1412100941
りりぃふ
みらたね

鎌倉市大船２－１２－６
鎌倉市大船２－１０－２６

特非地域生活サポートまいんど

1412400952 就労移行支援プラーナ湘南 茅ケ崎市新栄町１３－４５陽北ビル３Ｆ－Ａ 株式会社プラーナ
1414100592 アンダンテ 座間市相模が丘４－２７－６ 医療法人聖医会
1414100600 ゆめひろば 座間市入谷１－３０７５－１ 特定非営利活動法人宝島
1412100974 すてっぷ鎌倉ときわ 鎌倉市常盤５３０ 特定非営利活動法人　あゆみの会
1414100360 ＷＯＲＫ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
1414200525 アシスト 海老名市杉久保南１丁目７－２０ 特定非営利活動法人若菜会
1412001263 ギャラリー　クーカ 平塚市明石町１４－８ 　1Ｆ、2Ｆ 株式会社　愉快
1412001354 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
1412201749 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
1412201756 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
1412400986 ブルーベリー 茅ヶ崎市萩園１６２４ 社会福祉法人翔の会
1412801043 みんなの広場 秦野市曽屋５８１９－４ 一般社団法人ＳＯＷＥＴ
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援）

1412301051 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

1413001130 福祉創造スクウェア・すぷら 大和市上和田１０８３－１ 社会福祉法人県央福祉会
1414000644 貴峯荘第２ワークピア 伊勢原市岡崎６５３０番地１ 社会福祉法人貴峯
1412100982 りっしん洞 鎌倉市梶原３－２１－３ 一般社団法人りっしん洞
1412300491 第３小田原アシスト 小田原市東町１丁目３２－２０ 社会福祉法人　小田原支援センター

1414200541 はぁとすまいる
海老名市今里２－１６－１エスポワール１０
１・３０１

社会福祉法人成和会

1412100990 ワークセンター　かまくら愛の郷 鎌倉市岡本１０２２－３２ 社会福祉法人　湘南愛心会
1414000685 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

1414200566 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ショッパーズプラザ海
老名２Ｆ

アビリティーズジャスコ株式会社

1412401026 就労支援Ｂ型　ぷちぷち茅ケ崎
茅ケ崎市室田２－３－１リヴェール茅ケ崎１０
２

株式会社グリーンサポート

1411600206 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

1412001446 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
1412001461 キャロット工房 平塚市西真土１－７－５６ 特非）トムトム

1412201848 カフェすばる 藤沢市南藤沢７－１０英邦第一ビル１Ｆ、４Ｆ 特定非営利活動法人昴の会

1412401034 ぐっじょぶ矢畑 茅ヶ崎市矢畑２６２番地２ 社会福祉法人茅ケ崎市社会福祉事業団
1413001197 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

1414100733 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１０１号室

医療法人社団博奉会

1414200574 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４Ｆ

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ

1412001487 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

1412201889 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

1412201897 えにしんぐ
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

1411300310 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
1411400169 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
1412001495 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
1412301101 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
1412301127 こころね 小田原市穴部５４７－２ 株式会社リンクライン

1412201913 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１
Ｆ

づくり株式会社

1412901256 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
1413001270 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
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援）

1414000743 ばななの木　伊勢原 伊勢原市伊勢原１－１４－１８岩﨑ビル４階 株式会社アプリス
1411400193 ＫＯＭＮＹほたるの家生活介護 足柄上郡中井町雑色３１番地４ 特定非営利活動法人ＫＯＭＮＹ
1412201954 ウェルビー藤沢第２センター 藤沢市藤沢１０１５－１４ リブレ藤沢３階 ウェルビー株式会社

1412201962 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

1411200213 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
1412101030 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
1412101055 らぱんステップ 鎌倉市材木座６－５－２６ 株式会社　ラパン
1412301143 就労継続支援Ｂ型笑和工房 小田原市蓮正寺４３５ 有限会社山一建設
1412001511 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３Ｆ 一般社団法人ペガサス
1412101063 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

1413001304 リアクタント 大和市下鶴間１５９４－４ ベルウッド中央林間 一般社団法人レジスト

1412202010 チャレンジドジャパン藤沢センター
藤沢市南藤沢１８－１グレイシャスＫ南藤沢２
階

株式会社チャレンジドジャパン

1412801142 横田リハビリセンター 秦野市柳町１－１－１６ 合同会社　コンフォート
1412901314 オーシャン本厚木 厚木市泉町５－１２ １階 合同会社オーシャン
1411400219 ＫＯＭＮＹやまなみ工芸生活介護 足柄上郡山北町山北１４３０番地 特定非営利活動法人ＫＯＭＮＹ
1412001529 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
1412801175 ウィズ秦野障害福祉職業訓練支援センター 秦野市栄町６－１６－２階 株式会社ウィズ
1412202044 カルチャースクール　亀吉 藤沢市鵠沼海岸７－２０－２１ 特非活動法人シニアライフセラピー研究所
1412202051 Ｎｉｃｏ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 藤沢市大鋸１－９－２玉樹ビル１Ｆ 特非活動法人Ｎｉｃｏ’ｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ

1413001189 ミライてらす大和
大和市中央二丁目３番１９号 ウエストビルディ
ング５Ｆ

株式会社　現代企画

1412901322 Ｂｌｕｅｂｅｅ－Ｄｒｅａｍ 厚木市上依知２７５１－１ 株式会社ジャパン

1414200632 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

1412202069 ケアセンターふわふわ 藤沢市石川１-３１-３-１０２ 株式会社ハビリスデザイン
1411600230 Ｂｌｕｅｂｅｅ－Ｆｏｒｅｓｔ 愛甲郡愛川町中津２９５－３ 株式会社ジャパン
1414400331 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
1411300328 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
1412202085 トリートメントモール　亀吉 藤沢市鵠沼松が岡１－４－５ 特非法人シニアライフセラピー研究所
1412001586 サライ湘南 平塚市東真土四丁目１９番５５号 Ｃｉｅｌ　Ｗｏｒｋｓ合同会社

1412202119 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

1412801225 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

1412202135 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

1412202143 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
1412202150 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パートナーズ
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援）

1412901389 ａｊｉｔｏ 厚木市愛甲１丁目７番３０号 有限会社いいづか
1412901397 モン・レーヴ「わたしの夢」 厚木市戸室３丁目１７番１１号 特定非営利活動法人Ｈｅａｒｔ３４

1413001353 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

1412001602 Cocorport平塚Ｏｆｆｉｃｅ 平塚市明石町１０番３ 第一住建平塚ビル３階 株式会社ココルポート

1413001379 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

1412400515 夢ある街のたいやき屋さん　若松町店
茅ヶ崎市若松町２－２７
茅ヶ崎市浜見平３－１ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎２ １
Ｆ

社会福祉法人翔の会

1412201251 るる湘南
藤沢市辻堂元町四丁目３番３２号
藤沢市鵠沼神明１丁目５－１６

株式会社　るるカンパニー

1412401000 アゼリアうみ風
茅ヶ崎市松林１－１７－４４
茅ケ崎市松林１－１７－１７

社会福祉法人県央福祉会

1412100958 トライフル鎌倉

鎌倉市小袋谷二丁目３番２２号アイランドハウ
ス２０１号室
鎌倉市雪ノ下三丁目４－２５ 五十嵐ビル２階奥
鎌倉市雪ノ下三丁目４－２５ 五十嵐ビル２階

株式会社ダブルコーポレーション
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

1412400028 水平線 茅ヶ崎市芹沢７８６ 社会福祉法人翔の会
1412400044 入道雲 茅ヶ崎市芹沢７８６ 社会福祉法人翔の会
1414400026 綾瀬ホーム 綾瀬市吉岡２３３７番地 社会福祉法人聖音会
1412800037 やまばと学園 秦野市渋沢２６２０番地２ 社会福祉法人浄泉会
1412000018 貴峯荘 平塚市達上ヶ丘１番９号 社会福祉法人神奈川県厚生協会
1412800052 くず葉学園 秦野市菩提字入角２０５８－２ 社会福祉法人かしの木会
1412800102 松下園 秦野市戸川４５４－１ 社会福祉法人寿徳会
1412900050 すぎな会愛育寮 厚木市小野２１３６番地 社会福祉法人　すぎな会
1412900100 紅梅学園 厚木市上荻野深堀５３０３番地 社会福祉法人紅梅会

障害者支援施設
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

1411100025 葉山町社協　介護サービスセンター
三浦郡葉山町一色２５１２－１４須永マンショ
ン２階

社会福祉法人葉山町社会福祉協議会

1411200056 サポートステーションすまいる 高座郡寒川町岡田９３５司ビル１０７ 社会福祉法人　翔の会

1411300096 介護サポートすまいる
中郡大磯町国府新宿５２１番地の５それいゆ大
磯１０２号室

有限会社　蓑島オフィス

1411300153
二宮町社会福祉協議会ホームヘルパーステー
ション

中郡二宮町山西５－１ 社会福祉法人　　二宮町社会福祉協議会

1411400037 在宅福祉ケア子育サポートすずろ 足柄上郡開成町宮台１１０７－１ 有限会社　山一建設
1411500059 はこね社協サービスセンター 足柄下郡箱根町湯本８５５ 社会福祉法人　箱根町社会福祉協議会
1412000190 アクア・ケアサービス平塚 平塚市立野町４０番１３号 株式会社　アクアテック

1412000232
サン・ライフ福祉サービスセンター　湘南事業
所

平塚市馬入本町１３－２－１ 株式会社　ザ・サンパワー

1412000257 株式会社　ヘルシーサービス　平塚営業所 平塚市万田９８ 株式会社　ヘルシーサービス
1412000265 ケアステーションカミヤ 平塚市袖ヶ浜１６－６２ クリエーティブカミヤ株式会社
1412000364 特定非営利活動法人　ひまわり福祉サービス 平塚市高村２０３ 高村団地１２－１０３ 特定非営利活動法人　ひまわり福祉サービス
1412000406 特非　ワーカーズ・コレクティブ笑顔 平塚市南原１－１２－１６－１０２ 特非　ワーカーズ・コレクティブ笑顔

1412000463 どんぐりケアサービス
平塚市田村５丁目６番地１３アークリッジフル
オヤ１０１号

有限会社プラスチックヨシノ

1412100057 ケアサービスセンターさくら道 鎌倉市鎌倉山２丁目８番３４号 社会福祉法人ほしづきの里
1412100081 あさひ訪問看護・介護ステーション 鎌倉市大船２－１－３ ミサオビル２階 あさひ健康福祉サービス株式会社
1412100099 ヘルパーステーションふかさわ 鎌倉市手広３丁目１－３６ 医療生協かながわ生活協同組合
1412100172 ＮＰＯ法人スローライフ支援事業部 鎌倉市腰越４丁目９番８号 スローライフ障害者地域生活支援センター
1412100198 福祉クラブ生協訪問介護ステーションであい 鎌倉市台５－２－３ 福祉クラブ生活協同組合
1412100206 イザカマクラ訪問介護サービス 鎌倉市腰越３－１７－３０ 株式会社イザカマクラ
1412100214 有限会社　同仁家事介護サービス 鎌倉市雪ノ下２－１６－１０ 有限会社　同仁家事介護サービス
1412100222 ドルフィンケアーサービス 鎌倉市今泉台４－６－１１ 有限会社ドルフィンケアーサービス
1412100230 介護センター　おひさま 鎌倉市大船１１７５番地小坂ビル２０３号室 有限会社　はたらくや
1412200253 株式会社　ライフサポートエム 藤沢市善行７－６－６ 株式会社　ライフサポートエム
1412200279 労協藤沢地域福祉事業所長後あかり 藤沢市高倉６５６ 企業組合労協センター事業団
1412200329 サービスセンター　ぱる 藤沢市小塚５９２ 社会福祉法人　藤沢育成会

1412200444 特非）ワーカーズ・コレクティブ実結
藤沢市辻堂新町３丁目８番２２号住園深澤２０
３号室

特非）ワーカーズ・コレクティブ実結

1412200469 福祉クラブ生協えんじょい 藤沢市善行６－１９－５１ 福祉クラブ生活協同組合
1412200527 有限会社ケアーサポートあい 藤沢市辻堂元町２丁目１４－３ 有限会社ケアーサポートあい
1412200535 有限会社　湘南ケアサービス 藤沢市鵠沼桜が岡３－５－２６ 有限会社　湘南ケアサービス
1412200568 ミモザヘルパーステーション藤沢 藤沢市円行１－９－１３ ミモザ株式会社
1412200576 訪問介護　ラポール城南 藤沢市城南４－９－８ 社会福祉法人いきいき福祉会
1412300137 有限会社　なかはま商会 小田原市小竹８２２－１２１ 有限会社　なかはま商会
1412300160 株式会社エスティサービス小田原営業所 小田原市鴨宮３４３－２ 株式会社エスティサービス

居宅介護事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

居宅介護事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）

1412300194 有限会社マコトコーポレーション 小田原市国府津２５２１－１飯塚商事ビル１Ｆ 有限会社マコトコーポレーション

1412300202 ＮＰＯ法人　歩歩 小田原市柳新田５０－３やぎゅうビル２階 特定非営利活動法人　歩歩

1412300236 小田原市社会福祉協議会介護サービスセンター 小田原市久野１１５番２号 社会福祉法人小田原市社会福祉協議会

1412300293 陽だまりの家ホームヘルプサービス
小田原市北ノ窪４６１－１グレースＩＳＨＩＤ
Ａ１０４

有限会社トータルケア陽だまり

1412300319 有限会社　シェイクハンズ 小田原市東町１丁目３０番３５号 有限会社　シェイクハンズ
1412300335 はる訪問介護ステーション 小田原市東町３－６－３５ 有限会社　前田介護相談所
1412300392 潤生園ホームヘルプサービス 小田原市蓮正寺９９７－１ 社会福祉法人小田原福祉会
1412400101 ヘルパーステーション結 茅ヶ崎市香川５－４－２４ 株式会社　結
1412400135 あいる湘南 茅ヶ崎市小和田１－１８－３７ 特定非営利活動法人　あいむ湘南
1412400200 ＮＰＯ法人　ワーカーズ　一心 茅ヶ崎市十間坂１－５－４９ 特非）ワーカーズ・コレクティブ　一心
1412400218 アメニティ３６５ 茅ケ崎市茅ヶ崎二丁目４番１０－１１０４号 有限会社　アメニティ３６５
1412400234 ケアサポート福寿草 茅ヶ崎市萩園２１１４－７９ 有限会社ケアサポート福寿草
1412400259 日本福祉相談所 茅ヶ崎市南湖五丁目１８番４６号 有限会社　日本福祉相談所
1412400267 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

1412400291 ヘルパー事業所轍
茅ヶ崎市香川５－４－２４コミュニティー香川
Ｂ－３

社会福祉法人湘南福祉センター

1412400309 サポートステーションとれいん 茅ヶ崎市元町４－２６竹内ビル１０２ 社会福祉法人　翔の会

1412400333
茅ヶ崎市社会福祉協議会障害者ホームヘルプ事
業所

茅ヶ崎市新栄町１３番４４号さがみ農協ビル２
階

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会

1412500058 けいすいケアセンター逗子 逗子市逗子４－１－２２ 医療法人社団　　景翠会
1412500066 やさしい手逗子訪問介護事業所 逗子市逗子５－６－７興和第二ビル５階 株式会社　やさしい手

1412500074 有限会社　猫の手
逗子市逗子２－６－２６逗子駅前クリニックビ
ル３階

有限会社　猫の手

1412500082 逗子市社会福祉協議会さくら貝サービス事業所 逗子市桜山５丁目３２番１号 社会福祉法人逗子市社会福祉協議会

1412700021 特非）三浦市介護サービスセンター 三浦市栄町９番４ 特非）三浦市介護サービスセンター
1412800169 医療法人　三喜会鶴巻ホームヘルプセンター 秦野市鶴巻北２－１４－２ 医療法人社団三喜会
1412800193 株式会社エスティサービス　秦野営業所 秦野市寿町２－１６ 株式会社エスティサービス
1412800268 オンリーワンケアセンター 秦野市南矢名５－２－１０今井パレス１０６ 特定非営利活動法人オンリーワン
1412800284 特定非営利活動法人野の花ネットワーク 秦野市名古木４０２番地の２ 特定非営利活動法人野の花ネットワーク
1412800292 特定非営利活動法人　みきフレンド 秦野市西田原１２３７－３ 特定非営利活動法人　みきフレンド

1412800359 秦野市社会福祉協議会居宅支援事業所
秦野市緑町１６－３  秦野市保健福祉センター
１階

社会福祉法人　秦野市社会福祉協議会

1412800409 秦野精華園居宅介護事業所 秦野市南矢名四丁目２７－２０ 社会福祉法人かながわ共同会
1412900175 スマイルサポート 厚木市船子５７９－１ 株）イノベイションオブメディカルサービス

1412900274 ケアサポートツマダ
厚木市妻田東１丁目２３番６号 三和ビル２Ｆ
２０２号室

有限会社エス・シー・プランニング
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

居宅介護事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）

1412900282 介護支援センターなごみ 厚木市林２－２９－４９ 有限会社介護支援センターなごみ
1412900415 光温会温水ケアセンター 厚木市温水７０４－１ 社会福祉法人　光温会
1412900464 玉川グリーンホーム 厚木市小野７３４番地の２ 社会福祉法人　清琉会
1412900480 ケアセンターあさひ　在宅支援 厚木市旭町２丁目２－７三和ビル３階 社会福祉法人　藤雪会
1413000066 アースサポート大和 大和市大和南２丁目１０番３号 アースサポート株式会社

1413000074 神奈川県ホームヘルプ協会・県央
海老名市国分南１－２－１６チサンマンション
海老名５０３号

特非）神奈川県ホームヘルプ協会

1413000116 介護ステーション「はあとふる」 大和市中央２－５－２０ ＹＧＣビル 株式会社ワイジーシー
1413000157 スマイルケア大和 大和市中央６－３－１ 有限会社　相新
1413000165 ダームメディカルケアサービスつきみ野 大和市つきみ野５－９－２１ 有限会ダーム
1413000173 敬愛会居宅介護事業所 大和市福田１５５１番地 社会福祉法人　敬愛会

1413000181
社福　介護支援ステーション　アイネットやま
と

大和市柳橋２－１－１４ 社会福祉法人　県央福祉会

1413000264 ワーカーズ想事業所 大和市西鶴間１－１１－１５シャローム１階 特非）ワーカーズ・コレクティブ想
1414000107 湘栄居宅介護支援センター 伊勢原市石田１７７２番地 有限会社　ＫＯＷＡ
1414100097 ２４Ｈヘルプサービスざま福祉会 座間市東原４－１２－５１ 特定非営利活動法人ざま福祉会
1414100154 ケアサービス　サンセール 座間市入谷三丁目１７番１５号 有限会社　サンセール
1414100170 株式会社　スカイプラザ 座間市入谷西５丁目４９番９号 株式会社　スカイプラザ
1414200103 ふれ愛サービス事業所 海老名市めぐみ町６－３ 社会福祉法人海老名市社会福祉協議会
1414200160 えびな北高齢者施設 海老名市上今泉４－８－２８ 社会福祉法人　中心会
1414300077 南足柄市社協居宅介護サービス事業所 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

1414400083
あやせ福祉サービスセンター障害者介護支援事
業所

綾瀬市落合北７－１－２０ 社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会

1412000562 ケアステ－ションたむら 平塚市四之宮７－１２－２７ 神奈川高齢者生活協同組合
1412900522 ケアステーションひだまり 厚木市長谷８２５－８観音坂アパート１０１ 特定非営利活動法人オーソレイユ

1412200618 特非）ケアステーション陽だまり
藤沢市大庭５０１１－４アゼリアコート湘南３
０７号

特非）ケアステーション陽だまり

1411100041 生活リハビリクラブ葉山 三浦郡葉山町長柄１２７５－１ 生活クラブ生活協同組合
1412100446 倫ライフサポート 鎌倉市津西１－１－１３ 株式会社ＳＡＫＡＥ

1412100404 セントケア鎌倉
鎌倉市大町１－１０－２１カマクラガーデンハ
ウス１階

セントケア神奈川株式会社

1412100420 セントケア大船 鎌倉市大船２－１７－３ ヨシダビル２Ｆ セントケア神奈川株式会社
1412400382 有限会社　萌夢舎 茅ヶ崎市南湖４－１９－１３ 有限会社　萌夢舎
1412800490 セントケア秦野 秦野市曲松１－４－２３パインビル１Ｆ セントケア神奈川株式会社
1413000314 セントケア大和 大和市つきみ野２丁目７－１８ セントケア神奈川株式会社

1414100196 セントケア座間
座間市相武台三丁目２７－４６フジヤマンショ
ン２００号室

セントケア神奈川株式会社

1412400408 セントケア茅ヶ崎 茅ヶ崎市共恵１－１６－１６ セントケア神奈川株式会社
1414000206 ＮＰＯ法人　グルーポ　朋 伊勢原市西富岡６７５－１ ＮＰＯ法人　グルーポ　朋
1414100204 ヘルパーステーション　ぴーぷる 座間市相模が丘１－４０－１５ 株式会社ぴーぷる
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

居宅介護事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）

1412400416 湘南ベルサイドヘルパーステーション 茅ヶ崎市中島 ７３６－１ 社会福祉法人かがやき
1412000653 ニチイケアセンター平塚 平塚市宝町１－１ 神奈中宝町ビル４Ｆ 株式会社ニチイ学館
1412000661 ニチイケアセンター湘南神田 平塚市大神１７７７ 株式会社ニチイ学館
1412000679 ニチイケアセンター湘南銀河 平塚市東中原２－１－２３ 株式会社ニチイ学館
1412100453 ニチイケアセンター大船 鎌倉市小袋谷１－１－６第１三美ビル３０１ 株式会社ニチイ学館
1412200642 ニチイケアセンター辻堂 藤沢市辻堂３－１－２６ 株式会社ニチイ学館
1412300533 ニチイケアセンター小田原 小田原市曽比３１７０－２ 株式会社ニチイ学館
1412300541 ニチイケアセンター西湘 小田原市成田２２２－１ 株式会社ニチイ学館
1412400424 ニチイケアセンター茅ヶ崎 茅ヶ崎市元町３－１７秋田屋ビル３階 株式会社ニチイ学館
1412500157 ニチイケアセンター逗子 逗子市桜山５－７－６－１０１ 株式会社ニチイ学館
1412800516 ニチイケアセンター秦野 秦野市大秦町１－１０ アルファビル２Ｆ 株式会社ニチイ学館

1412900571 ニチイケアセンター本厚木 厚木市旭町１－２－１ 日本生命本厚木ビル３Ｆ 株式会社ニチイ学館

1412900589 ニチイケアセンター厚木北 厚木市妻田北４丁目５－３２ 株式会社ニチイ学館
1413000355 ニチイケアセンター大和 大和市上和田１８７８－４ 株式会社ニチイ学館
1414200228 ニチイケアセンター海老名 海老名市大谷北４丁目５－１８ 株式会社ニチイ学館
1414400158 ニチイケアセンター綾瀬 綾瀬市深谷上１丁目１３番８号 株式会社ニチイ学館
1412100461 ヒース・ケア 鎌倉市津西１丁目５番１号 株式会社ヒース

1412900605 特定非営利活動法人福祉グループコアラ県央 厚木市恩名２－２２－５５コーポ高橋１０３号 特定非営利活動法人福祉グループコアラ県央

1412500173 クリンリィ
逗子市桜山６－２－２４ コートデゥサクラ１０
１

株式会社クリンリィ

1412300574 ヘルパーステーションかのん 小田原市板橋１５５－１３所沢ビル３階 株式会社ライフアファーミング奨生
1412400465 湘南ひまわり 茅ヶ崎市今宿１０４０－２ 有限会社　湘南ひまわり
1412100503 れんげの里 鎌倉市小袋谷１－４－２０ピオニー鎌倉１階 社会福祉法人ラファエル会

1412200709 ジャパンケア藤沢　訪問介護
藤沢市湘南台三丁目３番１２号湘南ニューエス
タ２１－１

株式会社ジャパンケアサービス

1412300582 ジャパンケア小田原　訪問介護
小田原市荻窪３６２ 第一オギクボビル１０２号
室

株式会社ジャパンケアサービス

1412400473 ジャパンケア茅ケ崎　訪問介護 茅ケ崎市矢畑２６２ サザンクロス１０１号室 株式会社ジャパンケアサービス

1412800565 ジャパンケア秦野　訪問介護 秦野市栄町５－１１ 東邦ビル２階 株式会社ジャパンケアサービス
1412300590 きらら湘南 小田原市北ノ窪３８２－１ きらら湘南株式会社
1412200725 ニチイケアセンター南藤沢 藤沢市本町４－３－９Ｋ．Ｈ藤沢１０１ 株式会社ニチイ学館
1412900654 小鮎ケアサービス 厚木市飯山 ２３８５番地２３ 小鮎ケアサービス　株式会社
1412900662 株式会社ふたばらいふ 厚木市中荻野９４１ 株式会社ふたばらいふ
1412100529 ナースケア鎌倉 鎌倉市笛田１－８－４９ 有限会社ナースケアー
1412100545 有限会社エムアンドエフ 鎌倉市七里ガ浜東３－３－１０ 有限会社エムアンドエフ

1414200301 ヘルパーステーションかいんど
海老名市杉久保北２－１３－２５ゴールドハイ
ツ１０５

株式会社Ｋ
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

居宅介護事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）

1414200319 海老名ほっとステーションかがやき 海老名市柏ヶ谷６００－１１－２ 企業組合労協センター事業団
1412900712 ＳＣあつぎ 厚木市林４－１－３グラーブワン３０２ 株式会社ＳＣあつぎ
1411500083 ヘルパー事業所蜜柑 足柄下郡湯河原町宮上１４５－５ 合同会社タイヨウとダイチ

1412200899 ヘルパーステーションひまわり　湘南台
藤沢市湘南台６－３４－１０グランドール湘南
台２階

株式会社湘南ケアライフ

1412200907 希望の郷ヘルパーステーション 藤沢市獺郷１００８－４ 社会福祉法人光友会

1412000810 ヘルパーステーションあんしん元気平塚
平塚市中里１１番地１号プレビューフジミ１０
１号室

株式会社サンマークケア

1412800607 ＣＯＳＭＯ－ＣＡＲＥ
秦野市曲松２－３－２０ストリングフィルド２
０１号

コスモトランスポート株式会社

1414100303 ケアサポートあおぞら 座間市ひばりが丘１－３７－１８ 株式会社プリマヴェール
1412300640 ヘルパーステーションみゅう 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
1412200923 いろはけあ 藤沢市片瀬２－１－１１ 新和合同会社
1412000869 ニチイケアセンター平塚西海岸 平塚市菫平９－１２ 菫平ビル２０１ 株式会社　ニチイ学館
1414000321 ケアステーションいたど 伊勢原市板戸197 神奈川高齢者生活協同組合

1412200931 在宅福祉サービスセンター 藤沢市朝日町１番地の１藤沢市役所分庁舎１階 社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会

1412201004 労協藤沢地域福祉事業所あかり 藤沢市亀井野２－１－６アドーレ湘南１０２ 企業組合労協センター事業団
1412201012 聖隷ヘルパーステーション藤沢 藤沢市大庭５５２６－２ 社会福祉法人聖隷福祉事業団
1412201038 ヘルパーステーション　亀吉 藤沢市鵠沼海岸７－２０－２１ 特非）シニアライフセラピー研究所
1412201046 優輝さぽーと２４ 藤沢市高倉９２９番地の１５ 株式会社ジェイグリッター
1412400598 湘南シニアサービス 茅ヶ崎市矢畑６８９ 有限会社湘南シニアサービス
1412400606 翔の会　萩園ケアセンター訪問介護 茅ヶ崎市萩園１２１５－４ 社会福祉法人翔の会
1414400182 友ケア 綾瀬市深谷４２０６－１ 株式会社友ケア
1414100139 てまりホームヘルプサービス 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
1414100378 ひばり訪問介護ステーション小田急相模原 座間市相模が丘四丁目６３番７号 シマダリビングパートナーズ株式会社

1414100386 あおば福祉サービス　相武台
座間市相武台２－３６－８Ｆｏｒｅｓｔｅｒ１
０１号室

株式会社アオバメディカル

1412100701 愛生会 鎌倉市大船２－１２－６ 特非）地域生活サポートまいんど
1412000984 サンレジデンス湘南居宅介護サービス 平塚市田村二丁目１１番５号 社会福祉法人　惠伸会
1412400697 茅ヶ崎手をつなぐ育成会ウィズ 茅ヶ崎市矢畑５９７番地４ 特非）茅ヶ崎手をつなぐ育成会ウィズ
1412300780 歩歩訪問サービス 小田原市柳新田５０－３やぎゅうビル２階 有限会社フエルシ

1411600115 ニチイケアセンター愛川
愛甲郡愛川町中津７３１－５アサノビル２階２
０１号室

株式会社ニチイ学館

1414200368 ワーカーズ・コレクティブあい
海老名市中央２－７－３３コーポラスエビナＡ
１０７

特非）ワーカーズ・コレクティブあい

1412201210 ＮＰＯ法人樹ケアサポート
藤沢市善行１丁目２２－５富士マンション２０
１

ＮＰＯ法人　樹ケアサポート

1412900761 Ｌｏｖｅ　ｊｅｔｓ
厚木市旭町２丁目９番地の１５メゾンサモワー
ル２０２号室

ＮＰＯ法人ハイテンション
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

居宅介護事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）

1413000793 神奈川県ホームヘルプ協会・大和 大和市中央１－２－４レールサイド３０１号 特非）神奈川県ホームヘルプ協会
1413000801 アスモ介護サービス大和 大和市中央７－４－２１ 株式会社アスモ介護サービス
1414100428 あおば福祉サービス 座間市新田宿２０７ 株式会社アオバメディカル
1412201277 アースサポート湘南台 藤沢市湘南台１丁目１６番地２３ アースサポート株式会社

1412900894 サン・ライフ福祉サービスセンター厚木事業所 厚木市戸室４－２１－２６－１０１ 株式会社ザ・サンパワー

1414000446
サン・ライフ福祉サービスセンター伊勢原事業
所

伊勢原市桜台1－38－32 株式会社ザ・サンパワー

1412100792 ケアプラザ鎌倉・今泉 鎌倉市今泉三丁目１６番３号１０１ コスモシェア合同会社

1412400754 訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎 茅ヶ崎市幸町６－２１山田テナントビル１０１ ＡＬＳＯＫ介護株式会社

1412201327 ケアステーションあおぞら 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

1412900902 ふらっとケアサービス 厚木市三田南２－１９－５２ 有限会社ネオビジョン
1412800862 ニチイケアセンターまほろば 秦野市鶴巻２１６６－１ 株式会社　ニチイ学館
1414100469 さくらの郷 座間市入谷５－２５５５－１ 株式会社　Ｂｒａｉｎ

1411200122 訪問介護ステーション湘南恵みの会寒川
高座郡寒川町一之宮１丁目１６番地３８号第３
和泉コーポ１０１号室

一般社団法人湘南恵みの会

1414000479 アテンドサービス湘南
伊勢原市伊勢原４－６７０－１プリメール伊勢
原３０６

有限会社アテンドサービス湘南

1412201368 訪問介護事業所　ゆい・ゆい 藤沢市善行６－６－４３ 合同会社　ゆい・ゆい
1412900910 ヘルパーステーションひなた 厚木市中荻野８５番地２ 株式会社日向

1413000918 東電さわやかケア鶴間・訪問介護
大和市西鶴間１丁目８－１４ヌーヴェル南林間
１０１号室

東電パートナーズ株式会社

1412300855 有限会社介護サービスサンライズ 小田原市中町１丁目９番６号 有限会社介護サービスサンライズ

1412800854 いんくるケア
秦野市堀山下１８２番地３号　丸江ビル１階１
０２

株式会社秦野インクルージョン

1412900951 きせき
厚木市愛甲二丁目２３番９号メゾンジョージ２
番館１０３号室

ＮＰＯ法人きせき

1412100826 訪問介護　アリンコ 鎌倉市笛田６－１－２０ 合同会社　ハッピースマイル

1412201376 神奈川県ホームヘルプ協会・湘南
藤沢市鵠沼橘１－３－１１ フレックスハウス鵠
沼２－Ｂ

特非）神奈川県ホームヘルプ協会

1412201384 ケアステーション希望
藤沢市善行６－８ー２　ハイラーク五月１０３
号

神奈川高齢者生活協同組合

1413000959 おひさまケア　相模
大和市桜森２丁目１０番１５号桜森ハイツ２０
１号室

株式会社Ａ－ｐｌａｃｅ

1412201426 エルダーホームケア藤沢 藤沢市柄沢２丁目２９－７ 株式会社　創生事業団
1412400796 茅ヶ崎徳洲会駅前介護センター 茅ヶ崎市幸町１４－１ 医療法人　徳洲会

1413000983 居宅介護事業　耀やまと 大和市福田八丁目２２番地２０ 福田憩いの家 一般社団法人耀やまと
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

居宅介護事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）

1414400240 泉の郷綾瀬　訪問介護 綾瀬市落合南２丁目３－６０ 社会福祉法人　誠幸会
1412400861 ホームヘルプ・ライフタウン 茅ヶ崎市堤４２－２ 特非）ホームヘルプ・ライフタウン
1412400879 生活リハビリクラブ茅ヶ崎 茅ヶ崎市茅ヶ崎２３４－１ 生活クラブ生活協同組合
1412700138 サポート歩 三浦市南下浦町上宮田８９８番地５ 特定非営利活動法人歩
1412700146 マイホーム　訪問介護センター 三浦市初声町下宮田１０５０－５ 有限会社　オートハウス
1411200171 大樹苑わかば 高座郡寒川町倉見２４２５番地１０ 株式会社大樹苑
1412201525 有限会社ドリームケア・ホーム 藤沢市片瀬山４－７－４ 有限会社ドリームケア・ホーム
1412001198 訪問介護　りんく 平塚市老松町３－２２ 株式会社　ＬＩＮＫ
1412001206 ケアプラザみち 平塚市虹ケ浜３番５号 株式会社　ケアプラザみち
1412800987 訪問介護サービス　ココロコネクト 秦野市寿町４－６コーポ寿２０１ 合同会社ココロコネクト
1412201574 善行ふれあい訪問介護センター 藤沢市善行団地３－１４－３ 一般社団法人ふれあいの郷
1412300962 訪問介護ファミリー・ホスピス小田原 小田原市西酒匂２丁目５番１０号 ファミリー・ホスピス株式会社
1412901058 訪問介護てだすけ 厚木市岡田４－５－２２ 株式会社てだすけ

1414200475 ケアサポート今泉
海老名市上今泉２丁目１０－８コーポＰＢ５ １
０１号

有限会社エス・シー・プランニング

1414200483 クオール海老名
海老名市中新田３－９－５１－１０６プレージ
オ’９９

合同会社クオール

1412201640 イーケアーズ訪問介護ステーション 藤沢市辻堂２－１３－３１ 株式会社ジャテックスネット
1412300970 ケアサポート　えにし 小田原市荻窪２９８番地２ 湘南テックヒューマン株式会社
1412400945 訪問介護事業所　ハピネス茅ヶ崎 茅ヶ崎市赤羽根１５５番地 社会福祉法人讃助の会

1412500314
三和ケアサービス鎌倉　逗子ヘルパーステー
ション

逗子市逗子３－１－２６ 近藤ビル３階 有限会社三和ケアサービス鎌倉

1414100584 ひばり介護サービス 座間市ひばりが丘１丁目４１番地１号 さがみ福禄寿興産株式会社
1412201681 ケアステーション空飛ぶペンギン 藤沢市城南２丁目１２番５号 合同会社空飛ぶペンギン
1414000586 クローバー訪問介護いせはら 伊勢原市上粕屋２５４５番地１ 株式会社日本アメニティライフ協会

1411500141 神奈川県ホームヘルプ協会・西湘
足柄下郡湯河原町土肥４－６－３コルムイース
ト１０２

特非）神奈川県ホームヘルプ協会

1412100966 ハートケア鎌倉訪問介護事業所 鎌倉市材木座１－５－４ 医療法人　光陽会
1412201707 グリーンケア善行 藤沢市善行団地３－１７－２ 社会福祉法人喜寿福祉会
1412901157 ひまわり介護 厚木市愛甲１丁目７番３０号 有限会社いいづか
1413001098 ドレミファランド介護ステーション 大和市西鶴間一丁目１０番７号 合同会社タケザワ

1412001313 Ｒａｋｕｅ平塚
平塚市四之宮五丁目２０番２５号マベールテラ
ス２１０５号

合同会社ミタテ

1414100642 ひばり訪問介護ステーション座間
座間市座間１丁目３４１２－１ガーデンテラス
座間１階

シマダリビングパートナーズ株式会社

1412201715 ココライフ介護サービス 藤沢市南藤沢７－６－２０２ ココライフ株式会社

1412301010 ケアサービス　みらい
小田原市扇町一丁目４５番１４号若宮ハイツ２
０３号

合同会社美来

1412500330 Ｃｅｒｕｌｅａｎ　ｂｌｕｅ 逗子市逗子４－１２－１９ 合同会社Ｃｅｒｕｌｅａｎ　ｂｌｕｅ
1411300278 こすもす大磯 中郡大磯町西小磯１４３番地 有限会社福寿社
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

居宅介護事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）

1414000628 ２４Ｈヘルプサービス　ユッキーハウス 伊勢原市高森１１８５番地の９ ２４Ｈヘルプサービスユッキーハウス（株）
1414100659 訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠 座間市栗原中央２－２３－１７－２ 一般社団法人グランツ
1412001396 ハートケア港 平塚市札場町１２－１２樹ハイツ１０２ 株式会社ハートケア港
1412201772 はっぴぃタウン 藤沢市鵠沼神明４－１１－２０－２０２ 合同会社優心
1413001155 東京海上日動みずたま介護ＳＴ大和 大和市中央２－２－１Ｙフロント５階１ 東京海上日動ベターライフサービス株式会社

1414300218 訪問介護　ほっとの実
南足柄市雨坪４１１番地サンビレッジ壱番館２
０５号

合同会社ほっとの実

1411500158 鐘丘湯河原訪問介護センター 足柄下郡湯河原土肥４－６－１４ 合同会社ケアサービス湯河原

1412301069 ほたるだ訪問介護
小田原市堀之内１４０番地１２ハウス堀の内１
０１

合同会社ＭＲＯ

1413001163 泉心会メディカルサービス訪問介護事業所
大和市中央林間九丁目３番３５号ＫＫ－１長谷
川ビル２０１

株式会社泉心会メディカルサービス

1414000677 ケアサポートゆかり 伊勢原市上粕屋１０４３番地 有限会社ケアサポートゆかり
1412001404 湘南介護支援センター 平塚市東真土１－１０－６１ 株式会社リアン
1412001412 ＳＭＣケアステーションさなだ 平塚市真田２丁目６番２７号 医療法人救友会
1414200558 ニチイケアセンター海老名西 海老名市中央３－５－１０ 株式会社ニチイ学館
1411300294 オリーブヘルパーステーション 中郡二宮町一色７９０－１０ 株式会社ＮＣＣＳ
1412001420 のぞみケアサービス 平塚市西八幡３丁目２－１１ 介護支援のぞみ合同会社
1414400307 介護隊本部 綾瀬市寺尾台一丁目１番２号笠間第一ビル 介護隊株式会社

1412101006
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

鎌倉市台５－８－２９いけだビル２階 医療法人社団湘南友和会

1414100683 ワーカーズ・コレクティブ風 座間市入谷東三丁目８番９号 特非）座間たすけあいワーカーズ風
1412201822 fujiケアサービス 藤沢市大鋸２丁目９－７ＫＲＣ藤沢ビル１Ｆ ＦＪケア株式会社
1414100691 うるわしの羽 座間市相武台３－６－２４－２０１ 一般社団法人在宅医療推進協会
1412001438 訪問介護ファミリー・ホスピス四之宮 平塚市四之宮２丁目２３番１９号 ファミリー・ホスピス株式会社
1412800524 訪問サービス　りん 秦野市渋沢１４８０番地１ 社会福祉法人ビーハッピー
1412901215 ケアサポート上依知 厚木市上依知 １５９４－１ 有限会社エス・シー・プランニング

1412401059 こころの介護　エボシ
茅ヶ崎市若松町１６番４３号アメニティハイム
２０３号

ＮＰＯ法人エボシ

1412901223 ケアステーション森の里こくど
厚木市森の里５丁目１８番８ダイヤモンドライ
フ森の里ヒルズ

神奈川高齢者生活協同組合

1414000735 訪問介護ケアフルライフ 伊勢原市沼目２丁目１６－１１ 株式会社ケアフルライフ
1412101014 いまここケア 鎌倉市笛田三丁目１３番１－２１１号 いまここケア株式会社
1414300234 コープケアセンター 南足柄市竹松７４１ 富士フイルム生活協同組合
1411400185 太陽の門ヘルパーステーション 足柄上郡開成町延沢832番１ 社会福祉法人風祭の森

1413001247 さくら・介護ステーション大和中央
大和市中央五丁目３－２１下田中央ハイツ１０
３

株式会社クローバー

1412901249 フル－ル・ケア 厚木市三田２６１７番地７ 合同会社ａｍｉｅｌ
1413001262 たちばな訪問介護ステーション 大和市草柳３－３－２ 株式会社タチバナ技研
1414400315 さんしゃいんケアサービス 綾瀬市吉岡東三丁目１番７号 株式会社ソアー
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

居宅介護事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）

1412201921 ふわふわイーレ 藤沢市石川１－３１－３ 株式会社ハビリスデザイン

1412901264 福祉クラブ生協　みんなの手 厚木市旭町５－４１－１５ メゾンコヒラ１０２ 福祉クラブ生活協同組合

1414100758 ヘルパーステーションこもれび
座間市相模が丘１－２２－２２シャトレーシブ
ヤ６０２号

一般社団法人こもれび

1412201970 訪問介護事業所　ルピナス 藤沢市善行２ー１５ー７ メゾン松本Ⅲ １０２ 特定非営利活動法人善行援助サービス

1412901280 ケアいぶき 厚木市戸室５－１－２５ 株式会社ハートランド
1412201996 センチュリーハウス藤沢　訪問介護事業所 藤沢市大鋸１－１－５ 株式会社センチュリーライフ

1412301150 幸輝
小田原市国府津３丁目１２番３号イイジマア
パート１

幸輝合同会社

1412202002 グラッセン辻堂　訪問介護
藤沢市辻堂元町一丁目２－４エルム湘南Ⅱ１０
１号

株式会社ケアンズ

1412401091 訪問介護センターまつなみ
茅ヶ崎市松浪１丁目１番１２号ホワイトビル１
階１号室

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

1412901306 ケアいぶき 厚木市戸室５－１－２５ 株式会社ハートランド
1412202028 ＳＯＭＰＯケア　湘南台　訪問介護 藤沢市湘南台４－２６－１ ＳＯＭＰＯケア株式会社
1412401109 ＳＯＭＰＯケア　茅ヶ崎　訪問介護 茅ケ崎市矢畑２６２ サザンクロス １０１号 ＳＯＭＰＯケア株式会社

1413001312 ＳＯＭＰＯケア　中央林間　訪問介護
大和市中央林間八丁目７番３号 コモドビル２０
１号

ＳＯＭＰＯケア株式会社

1414200624 ＳＯＭＰＯケア　海老名　訪問介護 海老名市六丁目１０番２５号 ＳＯＭＰＯケア株式会社
1412801183 つるかめヘルパーステーション 秦野市上大槻１０２６ ミアミ事務所２号室 有限会社　たくみケアサービス

1414000776 ネクサスケア伊勢原　訪問介護事業所
伊勢原市桜台１丁目１５－３２ グレイスマン
ション３０３号室

株式会社ネクサスケア

1412500371 福祉のみらい 逗子市小坪１－１２－４ Ａ棟 有限会社ワールドブレイン
1412801191 訪問支援事業所　一静 秦野市菖蒲６４２ 株式会社菖蒲の郷ふかわ
1412301184 れもんケアステーション 小田原市千代４７１番地の１ 株式会社あみかるそわん
1412101089 マロン鎌倉 鎌倉市大船１１７５小坂ビル２０２ 合同会社マウナケア
1414200657 いずみ訪問介護ステーション 海老名市門沢橋四丁目３番１５号 医療法人泉心会

1412001560 ケアステーションいつき
平塚市岡崎３１３７番地の１ガーデンヒル１号
室

株式会社いつき

1412202101 ヘルパーステーションかいんど　藤沢 藤沢市遠藤６４２－１ザ・パインズⅠ ２階Ｆ室 株式会社　Ｋ

1411400235 訪問介護まつだ
足柄上郡松田町松田惣領５１３コーポえんどう
Ⅱ－２０１

株式会社クオリティータイム

1411600248 デイ・ケアセンター　ひまわり 愛甲郡愛川町中津３０５番地の３ 株式会社オフィスタカギ

1412202127 ヘルパーステーションひまわり　善行
藤沢市善行２－２６－１８クエスタ・デル・ラ
モスⅡ １階

株式会社湘南ケアライフ

1412401141 訪問介護かえで茅ヶ崎サービスセンター 茅ヶ崎市本村１－９－６ベルカーサ本村Ａ号室 株式会社日本エルダリーケアサービス
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

居宅介護事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）

1412401158 ニッショウケアサービス 茅ヶ崎市本村４－１９－４８ 有限会社ニッショウケアサービス
1412901371 訪問介護かえで厚木サービスセンター 厚木市泉町１３－５レジデンス堀事務所１Ｆ 株式会社日本エルダリーケアサービス
1412202168 ロイヤル鵠沼居宅介護事業所 藤沢市本鵠沼２－１０－２５ 株式会社　社会福祉総合研究所
1412301192 ロイヤル小田原訪問介護ステーション 小田原市久野１２８－１ 株式会社　社会福祉総合研究所
1413001361 たいよう 大和市中央一丁目７－２０伊波ビル３０５ 株式会社Ｎｅｗ　Ｖａｌｌｅｙ

1412202184 訪問介護事業所ｉｌ　ｓｏｌｅ
藤沢市石川４－１６－１０ドリームアロー石川
Ａ棟Ａ号室

合同会社ｉｌ　ｓｏｌｅ

1412202192 ぱぴこ
藤沢市善行１－２４－２Ｒｏｕｔｅ善行Ⅰ－２
階

ＮＰＯ法人障害者支援グリーンライフ

1412202200 土屋訪問介護事業所藤沢 藤沢市藤沢５７２ ラ・ホーヤ藤沢７０８号室 ユースタイルラボラトリー株式会社
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

1411400011 神奈川県立中井やまゆり園 足柄上郡中井町境２１８ 神奈川県
1411600016 短期入所事業清川ホーム 愛甲郡清川村煤ヶ谷３２９３ 社会福祉法人緑友会
1412000075 進和あさひホーム 平塚市高根３１５ 社会福祉法人進和学園
1412000158 医療法人研水会　ポラリス 平塚市出縄３３５－２ 医療法人研水会
1412000505 精陽学園 平塚市寺田縄２６５－１ 社会福祉法人法人至泉会
1412100032 鎌倉清和園 鎌倉市関谷７５３番地 社会福祉法人　清和会
1412200204 神奈川県立総合療育相談センター 藤沢市亀井野３１１９ 神奈川県
1412300053 竹の子学園 小田原市府川７５２－５ 社会福祉法人明星会
1412400028 水平線 茅ヶ崎市芹沢７８６ 社会福祉法人翔の会
1412400044 入道雲 茅ケ崎市芹沢７８６ 社会福祉法人翔の会
1412800037 やまばと学園 秦野市渋沢２６２０番地２ 社会福祉法人浄泉会
1412800052 くず葉学園 秦野市菩提２０５８－２ 社会福祉法人かしの木会
1412800086 ライフステージ・悠トピア 秦野市南矢名１９５５ 社会福祉法人悠々倶楽部
1412800102 松下園　短期入所 秦野市戸川４５４－１ 社会福祉法人寿徳会
1412800227 弘済学園児童ショートステイ 秦野市北矢名１２０４－１１ 公益財団法人鉄道弘済会
1412800342 グループホームせせらぎ 秦野市三屋１２７－３ 社会福祉法人　成和会
1412900050 すぎな会愛育寮 厚木市小野２１３６ 社会福祉法人　すぎな会
1412900076 すぎなの郷 厚木市小野２１３６ 社会福祉法人すぎな会
1412900092 野百合園 厚木市上荻野５１６０ 社会福祉法人野百合会
1412900100 紅梅学園 厚木市上荻野５３０３ 社会福祉法人紅梅会
1412900167 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
1414000016 みどり園 伊勢原市粟窪６０５番地１ 社会福祉法人　緑友会
1414100030 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
1414100220 アガペ壱番館 座間市小松原２－１０－１４ 社会福祉法人日本キリスト教奉仕団
1414200012 星谷学園 海老名市杉久保南３－３１－８ 社会福祉法人星谷会
1414400026 綾瀬ホーム短期入所 綾瀬市吉岡２３３７番地 社会福祉法人聖音会
1412100016 障害者生活支援センター鎌倉清和 鎌倉市植木１８番地 社会福祉法人清和会
1412800524 ショートステイみのりの家 秦野市渋沢１４８０－１ 社会福祉法人ビーハッピー
1412000018 貴峯荘短期入所事業所 平塚市達上ヶ丘１番９号 社会福祉法人神奈川県厚生協会
1412200964 けいずらいふ２４ 藤沢市遠藤８５６－１５ 株式会社ケイズ
1414300184 コスモスホーム 南足柄市中沼字久保田１６２－４ 社会福祉法人足柄緑の会
1412500272 ほっとハウス星ヶ谷短期入所事業所 逗子市池子２－８－１４ 特定非営利活動法人き・ら・ら
1412300806 わらべの杜 小田原市小竹１８６ 社会福祉法人よるべ会
1413001064 あおば 大和市柳橋５－２－３ 社会福祉法人県央福祉会
1412801019 弘済学園第二児童寮ショートステイ 秦野市北矢名１１９５－３ 公益財団法人鉄道弘済会
1412201764 カナルの家 藤沢市天神町２－１１－２ 社会福祉法人県央福祉会
1412301028 あずさの家 小田原市蓮正寺２０６ 社会福祉法人よるべ会
1413001122 福祉創造スクウェア・すぷら 大和市上和田１０８３－１ 社会福祉法人県央福祉会
1412001453 神奈川県立子ども自立生活支援センター 平塚市片岡９９１－１ 神奈川県
1412801100 ショートステイあん 秦野市渋沢３－３６－７－２ 社会福祉法人ビーハッピー

短期入所事業所
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

短期入所事業所

1412202093 ルエーダ今田 藤沢市今田７４１－５ 社会福祉法人県央福祉会
1412401125 茅ヶ崎新北陵病院短期入所事業所 茅ヶ崎市行谷５８３番－１ 医療法人社団　康心会
1412001578 ショートさくら 平塚市南金目３４６番地の１ 社会福祉法人花
1412001594 グループホームやしの木 平塚市田村八丁目１６番１号 社会福祉法人小百合会
1412901413 ソーシャルインクルーホーム厚木金田 厚木市金田字西田８４４－１ ソーシャルインクルー株式会社

20



事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

1414000685 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
1412900621 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
1414100360 ＳＴＥＰ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
1412000695 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

1412100768 就労サポートセンターねくすと 鎌倉市大船３－１－３セイショウナンビル６階 特非営利活動法人地域生活サポートまいんど

1412201244 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
1411400086 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
1412200683 あんしんサポート藤沢ひまわり 藤沢市西俣野１９２５－３ 社会福祉法人　藤沢ひまわり

1412201269 Cocorport　湘南藤沢Ｏｆｆｉｃｅ
藤沢市鵠沼石上１－５－４ 三井生命藤沢ビル２
Ｆ

株式会社ココルポート

1412201590 就労定着支援事業所　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２階 ウェルビー株式会社

1412900837 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
1412900936 Cocorport 本厚木Ｏｆｆｉｃｅ 厚木市寿町３－１－１ 株式会社ココルポート

1412901041
就労定着支援事業所　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

1413000298 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 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

1414200566 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ショッパーズプラザ海
老名２Ｆ

アビリティーズジャスコ株式会社

1414200574 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４Ｆ

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ

1414400059 コペルタ貴志園 綾瀬市吉岡２３８１－１ 社会福祉法人　唐池学園
1412300087 ほうあんのぞみ 小田原市本町２－４－１２ 社会福祉法人宝安寺社会事業部
1412800995 就労定着支援事業所りんく 秦野市柳町１－１６－１　Ｔビル２階 医療法人社団秦和会
1412200105 みらい社 藤沢市石川４６６２ 社会福祉法人藤沢育成会
1412800144 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
1412100891 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
1412201731 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
1414100014 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
1411200155 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
1412200147 ハートピア湘南 藤沢市善行４丁目３６８９－１ 社会福祉法人ひばり
1414200038 ＳＥＬＰビナ 海老名市本郷４０３３－１ 社会福祉法人星谷会
1414200525 アシスト 海老名市杉久保南１丁目７－２０ 特定非営利活動法人若菜会

就労定着支援事業所
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

1412201244 地域福祉支援センター　亀吉
藤沢市鵠沼海岸５－３－２３ コーポしおさい１
０２

特非）シニアライフセラピー研究所

自立生活援助事業所
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

1421200047 下宿屋寒川
高座郡寒川町大曲２－２－１５ クローバーハイ
ツ１０１号

社会福祉法人湘南福祉センター

1421500040 喜心寮 小田原市酒匂２－９－２５ 社会福祉法人　小田原支援センター
1421600063 かもめの家 愛甲郡愛川町田代１４４７－１ 社会福祉法人　紅梅会
1422000164 医療法人研水会メゾン公所 平塚市公所２３１－１ 医療法人研水会

1422000180 メゾン金目 平塚市南金目８５０－２ 玉吉ハイツ１１号室 医療法人社団清風会

1422000339 なでしこホーム 平塚市東八幡４－１１－１９ 特定非営利活動法人　撫子
1422000347 グリーンヒル撫子 平塚市土屋１１０５番地 特定非営利活動法人　撫子
1422000479 メゾン高根 平塚市高根２６２－１ 社会福祉法人アルタイル
1422000511 しんわグループホーム 平塚市万田４７５番地の７ 社会福祉法人進和学園
1422100253 ほしづきの里ホーム松毬の家 鎌倉市扇ガ谷３丁目７番９号－１ 社会福祉法人ほしづきの里

1422100261 グループホーム新星
鎌倉市玉縄１－１４－１ヴィレッタあすなろ２
０２号

社会福祉法人ラファエル会

1422100279 第一清和ホーム 鎌倉市佐助１－５－１８ 社会福祉法人　清和会
1422100287 びびら 鎌倉市小袋谷２－４－１ 特定非営利活動法人ゆうほ
1422100295 五所神社前レジデンス 鎌倉市材木座２－８－２５ 特定非営利活動法人　ゆうほ

1422200178 かたくりホーム 藤沢市湘南台３－２６－３７かたくりの花 １階 社会福祉法人　県央福祉会

1422200186 ラソメゾン今田 藤沢市今田７４１－４ 社会福祉法人　県央福祉会
1422200210 カナルの家 藤沢市天神町２丁目１１番２号 社会福祉法人　県央福祉会
1422200285 グリーンウェーブ湘南 藤沢市西富３６８－２ 社会福祉法人　藤沢ひまわり
1422200293 グリーンウェーブ湘南Ａ 藤沢市西富３６８－１ 社会福祉法人　藤沢ひまわり
1422200301 グリーンウェーブ湘南Ｂ 藤沢市西富３６８－１ 社会福祉法人　藤沢ひまわり
1422200582 黒崎ホーム 藤沢市小塚５９２－１ 社会福祉法人　藤沢育成会
1422300176 わかば会　栢山寮 小田原市栢山２８１６－１ 特定非営利活動法人　わかば会
1422300366 グループホームあさ 小田原市成田９２９－１ 特定非営利活動法人　あさ
1422400273 白星園 茅ヶ崎市甘沼１２３ 社会福祉法人小百合会
1422400281 アイハイム 茅ヶ崎市本村４－１３－２６ 社会福祉法人小百合会

1422400299 下宿屋
茅ヶ崎市香川５－４－２４コミュニティー香川
Ａ－２

社会福祉法人湘南福祉センター

1422400315 はちみつ 茅ケ崎市萩園１６２４ 社会福祉法人　翔の会
1422500023 ジャストサイズ 逗子市小坪５－１９－２８ 社会福祉法人湘南の凪
1422800324 桜ホーム 秦野市戸川１４９－４　１階 社会福祉法人　寿徳会
1422800332 やまばとグループホーム 秦野市渋沢２６２０番地２ 社会福祉法人　浄泉会
1422800373 わくわくハウス 秦野市南矢名２丁目１５番１８号 医療法人厚仁会
1422800423 秦野精華園今泉地区生活ホーム 秦野市今泉３３４－４ 社会福祉法人　かながわ共同会
1422900355 厚木精華園ゆめホーム 厚木市鳶尾４－４－８ 社会福祉法人　かながわ共同会
1422900371 愛名やまゆり園あいなホーム 厚木市愛名遠矢塚１００６－１ 社会福祉法人　かながわ共同会
1422900421 あすかの 厚木市鳶尾５－１５－２６ 社会福祉法人　紅梅会

共同生活援助事業所
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1422900439 プラムハウス 厚木市妻田西２－６－１３ 社会福祉法人　紅梅会
1422900447 ソレイユ尾崎 厚木市上荻野８４６ 社会福祉法人　紅梅会
1422900454 すぎな会生活ホーム 厚木市小野２１３６ 社会福祉法人　すぎな会
1422900470 野百合ホーム 厚木市鳶尾４－２６－１９ 社会福祉法人　野百合会
1423000213 第１ゆりの木ホーム 大和市福田８－２２－７ 社会福祉法人　県央福祉会
1423000221 どれみホーム 大和市林間１－１９－８ 社会福祉法人　県央福祉会
1424000089 グループホームすぎな 伊勢原市池端２７０－１城所ハイツ１０８号 特非）　結の会
1422000602 山晃央園ホーム 平塚市中原３－２１－３ 特定非営利活動法人　山晃央園
1422000628 共同生活援助事業所麦の家 平塚市万田５６６－３ 特定非営利活動法人　麦の家

1422100436 ビーンズ
鎌倉市由比ガ浜二丁目４番３９号 松田屋本店ビ
ル２階

特定非営利活動法人　ゆうほ

1422300523 かもめホーム 小田原市酒匂３－１－１５ 特非法人地域活動ホーム　かもめの家
1422900165 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
1422200715 藤沢サンライズおおば 藤沢市大庭５１４１番地３ 社会福祉法人光友会
1421300185 メゾン元町 中郡二宮町二宮１３７２－３ 特定非営利活動法人湘南いこいの里
1424000279 秦野精華園平塚・大根地区生活ホーム 平塚市真田２－７－１５ 社会福祉法人かながわ共同会
1421200096 けやぐ 高座郡寒川町宮山５００－９７ 社会福祉法人　翔の会
1424000295 ケアホーム虹 伊勢原市神戸５８３－１ 特定非営利活動法人虹
1423000510 しらかし 大和市西鶴間一丁目１２番４号 社会福祉法人大和しらかし会
1422000800 医療法人研水会　　ポラリス 平塚市出縄３３５－２番地 医療法人　研水会
1422200871 藤沢サンライズおそごう 藤沢市獺郷１００８番地の３ 社会福祉法人光友会
1423000577 リバーシティ大和 大和市桜森２－２６－４ 社会福祉法人県央福祉会
1423000668 コモンシティ萌Ⅰ 大和市林間２－１９－１９ 社会福祉法人県央福祉会
1422800639 キャンバス秦野 秦野市戸川３２５番地 社会福祉法人　寿徳会
1422800670 グループホームせせらぎ 秦野市三屋１２７番地３ 社会福祉法人成和会
1423000692 森の家Ｂ 大和市深見西３－２－３７ １階 医療法人正史会
1422201093 グリーンウェーブ 藤沢市西富３６８－２ 社会福祉法人　藤沢ひまわり
1421600105 グループホームあいあい 愛甲郡愛川町春日台１－１３－４ 特定非営利活動法人地域生活支援の会・あい
1422000941 コミュニティハウス　結実花 平塚市徳延５９１－１ 特定非営利活動法人　よろずやたきの会
1422400729 サザンホーム松林 茅ヶ崎市松林１－１７－４８ 社会福祉法人県央福祉会

1422800829 いんくるホーム
秦野市春日町３－２１カーサ・ディ・チェント
ル１０１

株式会社秦野インクルージョン

1422800845 もえ木の丘 秦野市南矢名４３０－１４ 特定非営利活動法人もえ木
1422201291 本藤沢の家 藤沢市本藤沢２－８－６ ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤
1423000890 ファミリーナ宮下 大和市深見３３３２－１ 社会福祉法人県央福祉会
1423000908 コンフォート光ヶ丘 大和市深見３８８６－２１ 社会福祉法人県央福祉会
1422300846 ながつか 小田原市永塚４４９－１ 特定非営利活動法人豊邑会
1422001071 ｃａｒｅｈｏｍｅ　ＣＬＡＳＳＯ 平塚市高根７２－１メゾン木島３０３号室 株式会社愉快

1422300861 ふぁみーる　かのん
小田原市蓮正寺７９５－６ アービスＥＷ ２
階、３階

株式会社ライフ　アファーミング奨生
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1422900942 はーとふるイコロ 厚木市まつかげ台１５－１７ 株式会社ケイエスハーモニー

1421200146 うち
高座郡寒川町大曲１－１５－３グレイス石塚３
０４

特定非営利活動法人ＵＣＨＩ

1422001105 指定共同生活援助事業所第一貴峯館 平塚市中里３４－１７ 社会福祉法人神奈川県厚生協会
1423001021 カーサ柳橋 大和市柳橋５－２－７ 社会福祉法人県央福祉会
1424000527 青空 伊勢原市桜台１丁目４０番３６号 特定非営利活動法人　そよ風

1421300243 メゾン中里
中郡二宮町中里１０１４－１シャトーレ中里１
０７号

社会福祉法人アルタイル

1423001039 さんさんホーム
大和市深見東３丁目３－１６イーストパレス３
０７号

特定非営利活動法人　ステラポラリス

1424400271 ばすけっと 綾瀬市落合南３－１６－４ 一般社団法人社会的弱者が地域で生きる会
1424000576 カサ・デ・いせはら 伊勢原市西富岡１９２番地の１ ＮＰＯ法人　もちの木
1421600147 グループホームきらきら 愛甲郡愛川町春日台３丁目１の２６番地 特非）地域生活支援の会・あい
1422201630 はうす・たんぽぽ 藤沢市村岡東１－１９－５ 医療法人社団清心会
1424400289 フロス寺尾 綾瀬市寺尾南２－４－５ 社会福祉法人県央福祉会

1422201671 グループホーム　亀吉　壱番館
藤沢市鵠沼海岸５－３－２３コーポしおさい１
０２

特非シニアライフセラピー研究所

1421600162 ヴィラ清川 愛甲郡清川村煤ケ谷６６１ 社会福祉法人日辰会
1422801025 シオンホーム 秦野市南矢名１６６９番地１ 一般社団法人シオン
1422300994 ありんこホーム　共同生活援助 小田原市南鴨宮１丁目１４番２７号 特定非営利活動法人おだわら虹の会
1421600188 バイステック新久 愛甲郡愛川町半原１４９６－７ 特定非営利活動法人ディプロワーク
1422201853 ルミナスホーム遠藤 藤沢市遠藤３５９０－３１ 社会福祉法人　県央福祉会
1422401040 ポプリ 茅ヶ崎市高田４丁目２－５コーポ大沢 特定非営利活動法人ちがサポ
1424000725 わがや・・・東成瀬 伊勢原市東成瀬４１－１４ エプシロンコア合同会社
1422201861 湘南ダルク 藤沢市宮前３７５－７ 一般社団法人ＨＯＰＥ
1422801116 ビーハッピーホーム 秦野市渋沢３－３６－７－２ 社会福祉法人ビーハッピー
1423001237 サポートイン 大和市桜森１－２－２３ 株式会社サポートイン
1424100749 ＬＩＦＥきづき 座間市相模が丘１－３９－１ルート相模が丘 特定非営利活動法人きづき
1422401073 つつみの郷 茅ヶ崎市堤３３０１ 社会福祉法人ひざしの丘
1421600212 ＭＳ愛川 愛甲郡愛川町中津１５７３ 株式会社泉心会メディカルサービス
1422101046 グループホームオハナ 鎌倉市今泉３丁目１４－２ ウェルフェアオフィス株式会社
1422201986 ルエーダ今田 藤沢市今田７４１－５ 社会福祉法人県央福祉会
1422700193 ソーシャルインクルーホーム三浦初声 三浦市初声町和田２９８６ ソーシャルインクルー株式会社
1423001294 ブナの樹 大和市西鶴間二丁目９番１２号 社会福祉法人大和しらかし会
1424100772 ソーシャルインクルーホーム座間入谷 座間市入谷東四丁目６１番３７号 ソーシャルインクルー株式会社
1424400321 セントエクレシア綾瀬 綾瀬市上土棚中４丁目５番地７１号 特定非営利活動法人福祉工房オハナ
1421600220 グループホームさんさん 愛甲郡愛川町春日台一丁目１３番の３ 特定非営利活動法人地域生活支援の会・あい
1423001328 深見西グループホーム 大和市深見西７－２－２９ 一般社団法人Ｂ－ＮＥＸＴ
1424100798 グループホームこすもす 座間市入谷東四丁目６０番３１号 特定非営利活動法人宝島
1422001535 とわしすホーム 平塚市上平塚１１－４８－３ 株式会社ＴＯＷＡＳＩＳ
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1422801215 ベースワン
秦野市南矢名１２４９ オレンジ川口ハイツ２０
８号室

一般社団法人グローイング

1422001543 ＢＲＡＶＥ平塚 平塚市中原３－１５－３４ ＢＲＡＶＥ合同会社
1422901338 岡田ハウス 厚木市岡田４－１８－５ ていてい合同会社
1422901346 ＧＨソシオ厚木 厚木市鳶尾四丁目２１番１８号 一般社団）ワイズ・インフィニティ・エイト
1424000782 グループホームかがやき 伊勢原市上粕屋１３４９番地の８ 特定非営利活動法人くぬぎと樫
1424200648 サポートイン海老名 海老名市東柏ヶ谷１－１４－２３－２ 株式会社サポートイン
1424000790 かなゑホーム 伊勢原市西富岡１１０７番地２ 合同会社くまくす湘南
1424200663 ソーシャルインクルーホーム海老名杉久保北 海老名市杉久保北１丁目１１－２５ ソーシャルインクルー株式会社
1422901353 グループホームはるめき 厚木市三田南３－２５－７ 株式会社アンダンテ
1422401131 中海岸ホーム 茅ヶ崎市中海岸２－５－４３ 社会福祉法人　翔の会
1421200237 ソーシャルインクルーホーム寒川町宮山 高座郡寒川町宮山３６４１－１ ソーシャルインクルー株式会社
1422202174 ルナテラスグループホーム高倉 藤沢市高倉２４２７番地の７ 株式会社エムティーケア
1422901429 ソーシャルインクルーホーム厚木金田 厚木市金田字西田８４４－１ ソーシャルインクルー株式会社
1422202216 セラヴィ藤沢 藤沢市亀井野１４０１－１ スターホーム株式会社
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1431200052 生活相談室すまいる 高座郡寒川町岡田１－９－１ 司ビル１０７号 社会福祉法人　翔の会

1431300027 地域支援センターそしん 中郡大磯町虫窪１８番地１ 社会福祉法人　素心会
1431300209 大磯談話室はまひるがお 中郡大磯町大磯９６０番地３ 特定非営利活動法人　大磯福祉コミュニティ

1432000386 ほっとステーション平塚
平塚市老松町２丁目１９番地読売高野ビル５０
１号室

特非平塚市精神障害者地域生活支援連絡会

1432000824 相談支援センターばあす 平塚市徳延５９１－１ 特定非営利活動法人　よろずやたきの会

1432100186 地域生活サポートセンターとらいむ 鎌倉市由比ガ浜二丁目２番４０ ＫＦビル４Ｆ 特非地域生活サポートまいんど

1432100392
地域活動支援センター　キャロットサポートセ
ンター

鎌倉市由比ガ浜二丁目９番６２号 フォーラム３
０１

特定非営利活動法人　ｅ－ライフサポート

1432100632 あさひ訪問看護・介護ステーション 鎌倉市大船２－１－３ ミサオビル２Ｆ あさひ健康福祉サービス株式会社
1432200028 藤沢障がい者生活支援センター 藤沢市湘南台１－８湘南台文化センター２階 社会福祉法人　光友会

1432200499 藤沢市地域生活支援センター　おあしす
藤沢市本町１－１２－１７藤沢市藤沢公民館・
労働会館等複合施設１階

社会福祉法人　藤沢ひまわり

1432201182 子ども相談室ぷれっじ 藤沢市亀井野３１８７ 湘南だいち 社会福祉法人藤沢育成会
1432400164 地域生活支援センター元町の家 茅ヶ崎市元町１６－３ 特非）茅ヶ崎・寒川精神保健福祉連絡会
1432400305 生活相談室とれいん 茅ヶ崎市元町４－２６ 竹内ビル１０２ 社会福祉法人　翔の会

1432400339 社福茅ヶ崎市社協障害者生活支援センター
茅ヶ崎市新栄町１３番４４号さがみ農協ビル２
階

福）茅ヶ崎市社会福祉協議会

1432500047 支援センター凪 逗子市桜山９－３－５３ 社会福祉法人湘南の凪
1432500161 相談事業所カモミール 逗子市逗子４－３－５ 特定非営利活動法人ゆうほ

1432800272 総合福祉サポートセンターはだの
秦野市緑町１６番地３号秦野市保健福祉セン
ター内

特非）総合福祉サポートセンターはだの

1432800405 秦野精華園指定相談支援事業所「せいか」 秦野市南矢名４－２７－２０ 社会福祉法人かながわ共同会
1432800538 鶴巻工芸　相談室 秦野市鶴巻１８４０－２ 社会福祉法人　地域精神保健福祉会
1432800579 やまばと学園相談支援事業所 秦野市渋沢２６２０番地２ 社会福祉法人浄泉会
1432800736 相談支援事業所こころの笑顔 秦野市曲松１－４－３９やまゆりビル４Ｆ 医療法人社団秦和会
1432800751 特定非営利活動法人　野の花ネットワーク 秦野市名古木４０２番地の２ 特定非営利活動法人　野の花ネットワーク
1432900247 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
1432900346 愛名やまゆり園相談支援事業所 厚木市長谷４２０－２ 社会福祉法人かながわ共同会
1433000773 計画相談支援事業　第１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

1434000400 指定特定相談支援事業所ドリーム
伊勢原市桜台１－１８－２２チェリーハイム１
０１

特非伊勢原市手をつなぐ育成会

1434200216 相談支援事業所　びーな’Ｓ 海老名市中新田３８３－１ わかば会館２Ｆ 医療法人社団青木末次郎記念会

1434300065 自立サポートセンター　スマイル
南足柄市関本４０３－２南足柄市りんどう会館
２階

社会福祉法人南足柄さつき会

1434300255 自立サポートセンタースマイル
南足柄市関本４０３－２南足柄市りんどう会館
内

社会福祉法人南足柄市社会福祉協議会

1431500105 相談支援事業所　蜜・柑 足柄下郡湯河原町宮上１４５－５ 合同会社　タイヨウとダイチ

相談支援事業所（特定相談支援事業所、一般相談支援事業所）
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

相談支援事業所（特定相談支援事業所、一般相談支援事業所）

1432400727 相談支援センター　つみき 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

1432201232 在宅福祉サービスセンター 藤沢市朝日町１番地の１ 藤沢市役所分庁舎１階 社会福祉法人　藤沢市社会福祉協議会

1434200380 海老名市立わかば学園 海老名市中新田３８３－１ 社会福祉法人県央福祉会

1432100780 鎌倉市発達支援室 鎌倉市御成町２０－２１鎌倉市福祉センター内 鎌倉市

1432300828 梅香園 小田原市蓮正寺６４７－５ 社会福祉法人よるべ会
1433000237 地域活動支援センター　コンパス 大和市 大和東 ３－５－２ ＫＤビル  １Ｆ 　社会福祉法人　県央福祉会

1433000914 ワン・ピース相談支援センター 大和市下鶴間２７７７番地５ コンフォール鶴間 ＮＰＯ法人サポートハウスワン・ピース

1432400750 特定相談支援事業所　水平線 茅ヶ崎市芹沢７８６ 社会福祉法人翔の会
1432400768 特定相談支援事業所　入道雲 茅ヶ崎市芹沢７８６ 社会福祉法人翔の会

1432201315 ふじさわ基幹相談支援センター　えぽめいく
藤沢市辻堂神台２丁目２番１号アイクロス湘南
２Ｆ

特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワー

1432400776 地域生活支援センター　元町の家 茅ヶ崎市元町１６番３号 社会福祉法人　碧
1432900973 ケアーズ山藤〔よろずや〕 厚木市三田南２－１－１山口ビル２０１ ケアーズ山藤株式会社

1434100390 座間市こころの相談支援センターｎｏｕｅｄ
座間市緑ヶ丘４丁目８番５号グリーンヒル３０
１

特定非営利活動法人ｒｏｏｔｓ

1434400220
あやせ福祉サービスセンター障害者介護支援事
業所

綾瀬市落合北７丁目１番２０号 社会福祉法人　綾瀬市社会福祉協議会

1432400800 特定相談支援事業所　湘南鬼瓦 茅ヶ崎市甘沼１２３－２ 社会福祉法人翔の会

1432700100 相談支援事業所エール
三浦市南下浦町菊名１２５８－３マルマンビル
１階

社会福祉法人　三浦市社会福祉協議会

1432800918 松下園 秦野市戸川４５４－１ 社会福祉法人　寿徳会
1432800926 くず葉学園　相談支援事業所 秦野市菩提２０５８－２ 社会福祉法人かしの木会　くず葉学園
1432900882 相談支援事業所すぎな 厚木市小野２１３６ 社会福祉法人すぎな会
1432901005 こうばい 厚木市上荻野字深堀５３０３番地 社会福祉法人紅梅会
1433000971 計画相談支援事業　恵 大和市福田八丁目２２番２０号 一般社団法人　耀やまと
1434400238 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
1434400253 もくれん 綾瀬市吉岡２３３７番地 社会福祉法人　聖音会
1432800967 相談支援事業所　えん 秦野市渋沢１４８０－３ 社会福祉法人ビーハッピー
1432800975 やまばと学園相談支援事業所 秦野市渋沢２６２０番地２ 社会福祉法人　浄泉会
1432201505 地域福祉支援センター亀吉 藤沢市鵠沼海岸７－２０－２１ 特非）シニアライフセラピー研究所
1432100871 相談支援事業所　ひびき鎌倉山 鎌倉市鎌倉山二丁目８番３４号 ほしづきの里
1432201513 なでしこ 藤沢市高谷１０８番地１ 医療法人社団清心会
1434100556 相談支援センター　宝島 座間市入谷１丁目３０７５番地の１ 特定非営利活動法人宝島
1434100564 ワーカーズ・コレクティブ風 座間市入谷４丁目２９２３番地の２２ 特非）座間たすけあいワーカーズ風
1434100572 株式会社　スカイプラザ 座間市入谷１丁目１４５番地の２ 株式会社　スカイプラザ
1432001160 アクア・フェアリーアシスト 平塚市立野町４０－１３ 株式会社　アクアテック
1432001186 相談支援事業所ルミエール 平塚市平塚２－７－４ ＮＰＯ法人フレッシュ
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相談支援事業所（特定相談支援事業所、一般相談支援事業所）

1432700159 相談支援事業所ビリーブ 三浦市栄町９番４ 特非）三浦市介護サービスセンター
1434200463 エアリアル 海老名市国分北一丁目８番２４号 特定非営利活動法人若菜会
1432001285 相談室　みらい 平塚市公所７２２－１１ 合同会社　みらい
1432901112 相談支援こあゆ 厚木市飯山２３８５－２３ 小鮎ケアサービス株式会社
1431600178 相談支援　こあゆ愛川 愛甲郡愛川町角田４１２６－１ 小鮎ケアサービス　株式会社
1432400966 特定相談支援事業所　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
1434100614 あおば福祉サービス　ひばりが丘 座間市ひばりが丘５－１１－１４ 株式会社　アオバメディカル
1432001301 相談支援サクラんぼ 平塚市四之宮一丁目２番１５号 ＮＰＯ法人サクラんぼ

1432500328
湘南クリエイティブサービス逗子相談支援事業
所

逗子市沼間１－４－５０ トラスティビル４階 特定非営利活動法人ＮＰＯ湘南クリエイティ

1434000608 しあわせハート相談室 伊勢原市串橋１５１番地 特定非営利活動法人　しあわせハート
1434100622 神奈川ライトハウス相談支援センター 座間市入谷３丁目１７０７－１６－Ｃ２０２ ＮＰＯ法人神奈川県視覚障害者福祉協会
1434100630 相談支援事業所ＰＬＡＮきづき 座間市緑ケ丘５丁目６番２９号 特定非営利活動法人　きづき
1432001327 相談支援事業所くりはら 平塚市立野町３１番２０号 社会福祉法人　平塚市社会福祉協議会
1431300266 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
1432400974 特定相談支援事業所　萩園ケアセンター 茅ヶ崎市萩園１２１５－４ 社会福祉法人　翔の会
1432001384 相談室　あたたかい 平塚市錦町１６番地２号 特定非営利活動法人　あたた会
1432500351 株式会社　ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 逗子市逗子２－５－４ 株式会社　ＬＯＶＥ・ＯＮＥ
1434000632 相談サポート　海 伊勢原市三ノ宮１８０９－１ 特定非営利活動法人　虹
1434000657 貴峯荘第２ワークピア 伊勢原市岡崎６５３０番地１ 社会福祉法人貴峯
1432301032 わらべの杜 小田原市小竹１８６ 社会福祉法人よるべ会

1434200539 はぁとすまいる相談室
海老名市今里２－１６－１エスポワール３０１
号室

社会福祉法人　成和会

1434100671 相談センター悠
座間市栗原中央３丁目１８番９号マロン・ドエ
ルA２０４号室

一般社団法人　グランツ

1434000699 特定相談支援事業所ドリーム 伊勢原市桜台五丁目１２番２７号 社会福祉法人伊勢原市手をつなぐ育成会

1432201802 相談支援センターあおぞら 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

1432901203 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 社会福祉法人県央福祉会
1431200193 ゆいっと 高座郡寒川町倉見６２３－２ ＮＰＯ法人藤沢相談支援ネットワーク
1432301081 潤生園れんげの里ケアマネジメントセンター 小田原市蓮正寺９９７－１ 社会福祉法人　小田原福祉会
1434100705 アイラックサポート 座間市東原４丁目２３番１３号 一般社団法人　楽育楽家
1432001475 相談室きしゃポッポ 平塚市見附町１７番７号 特定非営利活動法人きしゃポッポ

1432500369 有限会社　猫の手
逗子市逗子２－６－２６逗子駅前クリニックビ
ル３階

有限会社　猫の手

1432301099 オギクボ薬局相談支援センター 小田原市城山２－１５－２９ 有限会社帰陽堂オギクボ薬局
1432801122 障害福祉なんでも相談室 秦野市本町二丁目７番２５号 （一社）秦野市障害者地域生活支援推進機構
1431400173 太陽の門相談室 足柄上郡開成町延沢８２３－１ 社会福祉法人風祭の森
1432301115 かもめの家相談支援事業所 小田原市板橋１０２ 特非）地域活動ホームかもめの家
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1432101028 ツクイ鎌倉
鎌倉市岡本２丁目１－１９第二日信ビル１０１
号室

株式会社ツクイ

1433001250 サポートセンター桜の木 大和市中央７－４－４ 一般社団法人サポートセンター桜の木

1432801130 相談支援　心愛（ここあ）
秦野市寿町８番３４号ＴＫＳユザワビル３０２
号室

一般社団法人　まほろば

1434000756 かなえ相談室
伊勢原市桜台１－３２－３チェリーハイムⅡ１
０６号室

合同会社くまくす湘南

1432000048 貴峯荘地域支援センター 平塚市達上ヶ丘１番９号 社会福祉法人貴峯

1432300737 特定相談所こはるび
小田原市栢山５９２－２リバーサイドハイツ２
０３号

ＮＰＯ法人　こどもの広場

1432401089 あう 茅ヶ崎市香川４丁目４０－５ 株式会社かかわ
1432901278 まゆみ 厚木市上荻野５１６０ 社会福祉法人野百合会

1433000260 ワーカーズ想事業所
大和市西鶴間１丁目１１番地の１５ シャローム
１階

特非ワーカーズ・コレクティブ想

1433000302 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

1433000336 サポートセンター花音
大和市柳橋５－３－１６（ふきのとう向生舎
内）

社会福祉法人県央福祉会

1433000344 計画相談支援事業　松風園
大和市西鶴間一丁目１２番２０号 たから壱番館
１階Ｂ号室

社会福祉法人　大和しらかし会

1434000384 こども教室・あん 伊勢原市岡崎字袋久保６７７３番地６ 特定非営利活動法人Ｍｅｒｒｙ－Ｎｕｒｓｅ
1434000418 障がいサポート　コールラビ 伊勢原市岡崎６９４０－２ 社会福祉法人さくらの家福祉農園
1432201935 イデア 藤沢市石川１－３１－３ 株式会社ハビリスデザイン

1434000806 ファミリー・サポート湘南
伊勢原市高森１８４５番地 ウラタビル５０４号
室

株式会社ベストライフジャパン

1432001046 ビーライトしんわ 平塚市万田５３７ 社会福祉法人進和学園
1431300332 みつばち大磯　相談支援事業所 中郡大磯町生沢４９１ 特定非営利活動法人ソーシャルファーム大磯
1431300340 相談室こんぱす 中郡大磯町国府本郷１１９５－２ 社会福祉法人おおいそ福祉会
1432001616 相談支援事業所　ミント 平塚市徳延３３４－４７ ２０５ 一般社団法人ソーシャルサポートだれでも
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1452000076 こども発達相談センター・ベンチ 平塚市明石町１５－１６ 社会福祉法人　湘南福祉センター
1452200072 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

1452300070 こはるび学園
小田原市栢山５９２－２リバーサイドハイツ１
０５号

ＮＰＯ法人こどもの広場

1452700014
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 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会

1452800012 秦野市児童発達支援事業たんぽぽ教室
秦野市緑町１６－３ 秦野市保健福祉センター４
階

秦野市

1452800020 虹 秦野市本町１－８－１６秦野エミネンス１０１ 特定非営利活動法人かでる湘南

1453000018 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
1453000034 児童発達支援事業　どんぐり 大和市南林間五丁目１番２４号３号棟 社会福祉法人　大和しらかし会
1453000059 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

1453000075 児童発達支援事業　みらい
大和市西鶴間一丁目２２番１２号トレジャーⅦ
１０２

社会福祉法人　大和しらかし会

1453000083 児童発達支援事業　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
1454000041 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
1454100023 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

1454100031 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

1453000158 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
1452900069 ケアライフあつぎ 厚木市戸田１７６２番地４ 株式会社ケアライフジャパン
1451530040 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
1452400110 おーらい 茅ケ崎市今宿４７３－１ 社会福祉法人翔の会
1452200254 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パートナーズ
1452900077 児童発達支援　おひさま 厚木市中町２－１２－２ラッキービル２Ｆ 特定非営利活動法人かでる湘南
1453000208 はあとふるキッズ桜ヶ丘 大和市上和田９６０－５ 特定非営利活動法人　はあとけあ
1452000282 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

1452900101 わくわくクラブ
厚木市中町３－１３－８アイリス・ヴェール１
４１－４Ｆ

株式会社興学社

1454400027 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
1452100132 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 株式会社鎌倉こどもリテラシー
1452100231 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
1452400177 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
1451100026 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

1454200138 ＬＩＴＡＬＩＣＯ　ジュニア海老名教室
海老名市中央２丁目１番１６号 海老名センチュ
リー八芳 ４階

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ

1452200395 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２Ｆ

株式会社ライフサポートパートナーズ

1452400193 おうるの木　茅ヶ崎 茅ヶ崎市下寺尾３７６番５号 株式会社ＭＡＳ

児童発達支援事業所
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1452200452 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
1452900200 児童デイサービスくれよん 厚木市飯山２１２０－６ （特非）ワーカーズ・コレクティブくれよん
1452200460 キッズコミュ　ソレイユ 藤沢市善行７－２－９ サンハイム寿Ⅱ １Ｆ ＮＰＯ法人　キッズコミュ
1452800228 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

1453000232 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
１１４０ １０３号室

特定非営利活動法人はあとけあ

1452900226 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　幼少時体育開発センター
1453000240 ぴこっと 大和市大和南２－８－３２－１Ｆ 社会福祉法人　大和しらかし会
1454100148 アイラック 座間市東原４－２３－１３ 一般社団法人楽育楽家
1454200153 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
1452000456 こども通園センター　ひまわりぐみ 平塚市徳延５７６番地４ 天野ビル１階 特定非営利活動法人　よろずやたきの会

1452200486 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１０３・
１０５号

株式会社湘南の虹

1452400227 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 きずな株式会社
1452900309 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
1452200437 遊びリパーク　Ｌｉｎｏ’ａ 藤沢市辻堂西海岸２－１０－３－１ 特定非営利活動法人ｌａｕｌｅ’ａ
1453000257 マーチ 大和市中央１－７－２０伊波ビル１階 株式会社Ｎｅｗ　Ｖａｌｌｅｙ

1452200379 ファミリー・キッズ藤沢
藤沢市大庭５２２４番地６ベストライフ藤沢ビ
ル３階Ａ号室

株式会社ベストライフジャパン

1452500059 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逗子市療育教育総合
センター２階

社会福祉法人県央福祉会

1453000190 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４
Ｆ

株式会社ベストライフジャパン

1454100064 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

1452800186 ファミリー・キッズ秦野 秦野市尾尻４８３番地１エステートサンワ１階 株式会社ベストライフジャパン

1454000132 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

1454100197 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

1452800269 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
1452200585 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

1452500067 スタジオみらい逗子
逗子市桜山二丁目２番５８号たんぽぽビル２階
Ａ・Ｂ号

湘南みらい株式会社

1452800277
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

1452200627 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１
０１

特定非営利活動法人はあとけあ
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1454100213
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

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

1452100272 ＡＤＤＳ　Ｋｉｄｓ　１ｓｔ　鎌倉 鎌倉市由比ガ浜三丁目１１番４８号 特定非営利活動法人ＡＤＤＳ

1452200668 のびの木南ふじさわ 藤沢市南藤沢１６－１２ ＦＤＩ第三ビル３Ｆ 株式会社フューチャーサポート

1452700048 それいけ！デイサービスセンター 三浦市三崎町小綱代１３６９ 社会福祉法人　三浦市社会福祉協議会
1454000215 こども発達支援教室アクア 伊勢原市伊勢原４－１４－１０ エクシオ・リーベリー株式会社

1452200718 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

1454200237 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

1454000231 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

1452200759 フレンズ藤沢 藤沢市渡内２－１－４ 株式会社Ｏｒｉｇｉｎ

1452200767 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

1452400326 ミライオ茅ケ崎駅前教室 茅ケ崎市共恵１丁目７番１号 伊澤ビル２Ｆ ミライ・オ　株式会社

1453000349 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

1452900382 りずむはーと 厚木市中町四丁目８番１号ＡＬＰ厚木ビル１階 ハッピーライフ株式会社

1454200252 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
1452300310 ハッピーテラス小田原教室 小田原市鴨宮１６２番地１ ２階 株式会社ライフサポート神奈川

1452900390 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

1452400359 ハッピーテラス茅ヶ崎エメロード教室 茅ケ崎市新栄町７－７丸岡第二ビル３階 株式会社Ａ＆Ｍ
1452000480 ｔｉｎｏ 平塚市宮の前２－２０クレアール湘南１０２ 合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏｕ
1452100314 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

1452200809 こどもサポート教室「きらり」藤沢校 藤沢市藤沢５３０－１０ Ｆ．Ｓ．Ｃビル１Ｆ 株式会社クラ・ゼミ

1452300377 どーむ 小田原市小竹１８６ 社会福祉法人よるべ会
1452900408 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
1454100239 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 株式会社ベストライフジャパン
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1451450017 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
1451610024 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
1452000019 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
1452000068 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
1452000076 こども発達相談センター・ベンチ 平塚市明石町１５－１６ 社会福祉法人　湘南福祉センター
1452200072 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

1452200080 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Ⅰ １０３ 一般社団法人ライブフォース

1452200106
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

1452200130
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１－２５－５ １階 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

1452300088 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
1452300443 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

1452700014
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 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会

1452800020 虹 秦野市本町２－３－３ 特定非営利活動法人かでる湘南
1452800038 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 公益財団法人鉄道弘済会

1452900036 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

1453000018 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
1453000026 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 特非）サポートハウスワン・ピース
1453000034 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２４号３号棟 社会福祉法人　大和しらかし会
1453000042 サポートハウス　ワン・ピースやまと南 大和市大和南２－１２－１ 特非）サポートハウスワン・ピース
1453000059 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

1453000075 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号トレジャーⅦ
１０２

社会福祉法人　大和しらかし会

1453000083 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
1454000041 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
1454100015 ホップステップ 座間市入谷４－２６９０－４５ 有限会社　介護サービスてまり

1454200013 海老名市立わかば学園
海老名市中新田３８３－１ 海老名市わかば会館
３階

社会福祉法人県央福祉会

1453000158 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
1454100056 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
1452300187 あったかサポートねこのて 小田原市浜町３－１－３８ 株式会社健康館
1452900069 ケアライフあつぎ 厚木市戸田１７６２番地４ 株式会社ケアライフジャパン
1452000225 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
1452000233 ビーライトしんわ 平塚市万田５３７ 社会福祉法人進和学園
1452100108 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
1454200070 ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ 海老名市浜田町２２番地９ 特定非営利活動法人ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ

放課後等デイサービス事業所
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1451530040 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
1452400102 放課後等デイサービス　サイン 茅ケ崎市萩園１２７０－２０５ 株式会社ＡＨサポート

1452200247
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
５階

株式会社　日本教育指導協会

1452900077 児童発達支援　おひさま 厚木市中町２－１２－２ラッキービル２Ｆ 特定非営利活動法人かでる湘南
1452300229 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
1453000208 はあとふるキッズ桜ヶ丘 大和市上和田９６０－５ 特定非営利活動法人　はあとけあ
1452900085 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
1452000290 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

1452200288 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

1452900101 わくわくクラブ
厚木市中町３－１３－８アイリス・ヴェール１
４１－４Ｆ

株式会社興学社

1454400027 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
1452100132 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 株式会社鎌倉こどもリテラシー

1452100173 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

1452100181 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
1452000316 ぱらそる 平塚市浅間町５－１９ 株式会社ワープル
1452000324 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
1452100223 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 株式会社　グローブＳＶ
1452400169 放課後等デイサービス　ふぃーる 茅ケ崎市萩園３１４６番地２ 株式会社ＡＨサポート
1452100231 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
1452400177 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
1451100026 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
1452000340 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
1452000357 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

1452200395 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２Ｆ

株式会社ライフサポートパートナーズ

1452300260 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
1454000140 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
1452200429 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
1452200437 遊びリパーク　Ｌｉｎｏ’ａ 藤沢市辻堂西海岸２－１０－３－１ 特定非営利活動法人ｌａｕｌｅ’ａ

1452900176 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１０
５号室

小鮎ケアサービス株式会社

1454200153 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
1452000399 はとのもり 平塚市東真土１－１－２２ 一般社団法人　文化芸術推進協会
1452400193 おうるの木　茅ヶ崎 茅ヶ崎市下寺尾３７６番５号 株式会社ＭＡＳ
1452800160 放課後等デイサービスＰＡＲＴＹ 秦野市落合５７８－６ ＮＰＯ法人Ｌｉｎｋ
1453000216 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
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

放課後等デイサービス事業所

1452100249 れいんぼーびぃ 鎌倉市台１ー５－１９ 特定非営利活動法人鎌倉はっぴーくらぶ
1452200452 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
1452800178 秦野つぼみ 秦野市上大槻１１１４番地５ 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
1452900200 児童デイサービスくれよん 厚木市飯山２１２０－６ （特非）ワーカーズ・コレクティブくれよん
1452900218 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
1452400227 こどもプラス茅ヶ崎教室 茅ヶ崎市香川４丁目４番９号 １階 きずな株式会社
1452900226 放課後等デイ　キッズポートらんど 厚木市南町１３番１６号 パル本社ビル１階 一般社団法人　幼少時体育開発センター
1452000449 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
1452200460 キッズコミュ　ソレイユ 藤沢市善行７－２－９ サンハイム寿Ⅱ １Ｆ ＮＰＯ法人　キッズコミュ
1452800228 虹のへや 秦野市本町２－３－３スタジオノブ秦野 特定非営利活動法人　かでる湘南
1452900242 どろんこランド 厚木市下川入５５５－３ 合同会社らしく

1452900259 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

1453000232 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
１１４０ １０３号室

特定非営利活動法人はあとけあ

1452400235 茅ケ崎ひかり 茅ケ崎市本村４－１９－４６ １Ｆ 株式会社朝
1453000240 ぴこっと 大和市大和南２－８－３２－１Ｆ 社会福祉法人　大和しらかし会
1454100148 アイラック 座間市東原４－２３－１３ 一般社団法人楽育楽家

1452000456 こども通園センター　すくすくばあす
平塚市高村２０３平塚高村団地第１２号棟第１
０２号室

特定非営利活動法人　よろずやたきの会

1452000464 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

1452200486 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１０３・
１０５号

株式会社湘南の虹

1452200494 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

1454200138 ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア海老名教室
海老名市中央２－１－１６ 海老名センチュリー
八芳 ４階

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ

1452200254 ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア藤沢教室 藤沢市南藤沢２０－１８ 長塚第１ビル ３階 株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ

1452900309 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

1452900317 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
1453000257 マーチ 大和市中央１－７－２０伊波ビル１階 株式会社Ｎｅｗ　Ｖａｌｌｅｙ

1454200203 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

1454100197 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

1452400243 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
1454000215 こども発達支援教室アクア 伊勢原市伊勢原４－１４－１０ エクシオ・リーベリー株式会社
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

放課後等デイサービス事業所

1452200569 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

1452500059 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逗子市療育教育総合
センター２階

社会福祉法人県央福祉会

1452800269 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

1452200601 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

1452500067 スタジオみらい逗子
逗子市桜山二丁目２番５８号たんぽぽビル２階
Ａ・Ｂ号

湘南みらい株式会社

1452800277
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

1452200627 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１
０１

特定非営利活動法人はあとけあ

1453000299 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
1451450033 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
1453000307 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
1454200211 放課後等デイサービス　ガウディ 海老名市上河内２４０－４ 有限会社湘南在宅リハビリネットワーク
1452300336 りんごの木 小田原市多古３２６－９ 株式会社エイチ・エス・エー
1452400292 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
1452400300 ぷちっこ茅ケ崎 茅ケ崎市室田１－１５－２ 株式会社グラフティ

1451200081 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

1452100280 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

1452200668 のびの木南ふじさわ 藤沢市南藤沢１６－１２ ＦＤＩ第三ビル３Ｆ 株式会社フューチャーサポート

1452200684 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

1452200692
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 社会福祉法人喜寿福祉会

1452700048 それいけ！デイサービスセンター 三浦市三崎町小綱代１３６９ 社会福祉法人　三浦市社会福祉協議会

1453000331 ワン・ピース　グーン
大和市下鶴間３００１－３３ 南林間ウ゛リビッ
クコート１階

特非）サポートハウスワン・ピース

1454200237 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

1454000231 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

1452200759 フレンズ藤沢 藤沢市渡内２－１－４ 株式会社Ｏｒｉｇｉｎ

1452200767 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
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

放課後等デイサービス事業所

1452400326 ミライオ茅ケ崎駅前教室 茅ケ崎市共恵１丁目７番１号 伊澤ビル２Ｆ ミライ・オ　株式会社
1451320061 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
1452300351 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
1452800335 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

1452900382 りずむはーと 厚木市中町四丁目８番１号ＡＬＰ厚木ビル１階 ハッピーライフ株式会社

1454200245 夢門塾海老名 海老名市望地１－１－１ キャレオス株式会社
1452200783 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
1452200791 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
1452400359 ハッピーテラス茅ヶ崎エメロード教室 茅ケ崎市新栄町７－７丸岡第二ビル３階 株式会社Ａ＆Ｍ
1452000480 ｔｉｎｏ 平塚市宮の前２－２０クレアール湘南１０２ 合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏｕ

1452000498 放課後等デイサービスあおぞら
平塚市中原２－２１－２２千代田レジデンス１
Ｆ

株式会社りいど

1452100314 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

1452200809 こどもサポート教室「きらり」藤沢校 藤沢市藤沢５３０－１０ Ｆ．Ｓ．Ｃビル１Ｆ 株式会社クラ・ゼミ

1452200817 ホヌランド 藤沢市亀井野３２６３－７ 株式会社恵比寿堂
1452000506 こども通園センター　びびっどばあす 平塚市河内３４３－１１ 特定非営利活動法人　よろずやたきの会
1452900408 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
1454100239 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 株式会社ベストライフジャパン
1452800350 遊びリパーク　Ｌｉｎｏ’ａ　秦野 秦野市菖蒲１１０５？３ 特定非営利活動法人ｌａｕｌｅ’ａ
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

1452000332 神奈川県立子ども自立生活支援センター 平塚市片岡９９１－１ 神奈川県
1452000530 精陽学園 平塚市城所９２２ 社会福祉法人至泉会
1452300476 独立行政法人国立病院機構箱根病院 神奈川県小田原市風祭４１２ 独立行政法人国立病院機構箱根病院
1452800434 弘済学園児童寮 神奈川県秦野市北矢名１１９５－３ 公益財団法人鉄道弘済会
1452800442 弘済学園第二児童寮 神奈川県秦野市北矢名１１９５－３ 公益財団法人鉄道弘済会

障害児入所施設
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）名称

1452300443 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
1453000281 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 社会福祉法人　大和しらかし会
1454400142 綾瀬市立もみの木園 綾瀬市深谷上四丁目５番地１号 綾瀬市
1452400078 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
1454200146 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
1452800202 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 公益財団法人鉄道弘済会

1451610065 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

1452900333 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厚木市保健福祉センター
２階・４階

社会福祉法人県央福祉会

児童発達支援センター
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

1452300443 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
1453000281 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 社会福祉法人　大和しらかし会
1452400078 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
1454000041 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
1454400050 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
1452800038 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 公益財団法人鉄道弘済会

1451610065 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

1452900333 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厚木市保健福祉センター
２階・４階

社会福祉法人県央福祉会

1452000480 ｔｉｎｏ 平塚市宮の前２－２０クレアール湘南１０２ 合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏｕ

1452100025 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Ｂ棟２
０１

たすく株式会社

保育所等訪問支援事業所
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

1471200020 生活相談室すまいる 高座郡寒川町岡田１－９－１ 司ビル１０７号 社会福祉法人　翔の会

1471310027 地域支援センターそしん 中郡大磯町虫窪１８番地１ 社会福祉法人　素心会

1472100054 地域生活サポートセンターとらいむ 鎌倉市由比ガ浜二丁目２番４０ ＫＦビル４Ｆ 特非地域生活サポートまいんど

1472100062 地活支援センターキャロットサポートセンター
鎌倉市由比ガ浜二丁目９番６２号　フォーラム
３０１

特定非営利活動法人ｅ‐ライフサポート

1472200185 子ども相談室ぷれっじ 藤沢市亀井野３１８７ 湘南だいち内 社会福祉法人藤沢育成会

1472200193 藤沢市地域生活支援センター　おあしす
藤沢市本町1-12-17 藤沢市藤沢公民館・労働会
館等複合施設1F

社会福祉法人藤沢ひまわり

1472400041 社福茅ヶ崎市社協障害者生活支援センター
茅ヶ崎市新栄町１３番４４号さがみ農協ビル２
階

福）茅ヶ崎市社会福祉協議会

1472400058 生活相談室とれいん 茅ヶ崎市元町４－２６ 竹内ビル１０２ 社会福祉法人　翔の会
1472400066 地域生活支援センター元町の家 茅ヶ崎市元町１６－３ 特非）茅ヶ崎・寒川精神保健福祉連絡会
1472500014 支援センター凪 逗子市桜山９－３－５３ 社会福祉法人湘南の凪
1472800042 秦野精華園指定相談支援事業所「せいか」 秦野市南矢名４－２７－２０ 社会福祉法人かながわ共同会

1472800059 総合福祉サポートセンターはだの
秦野市緑町１６番地３号秦野市保健福祉セン
ター内

特非）総合福祉サポートセンターはだの

1472800067 特定非営利活動法人　野の花ネットワーク 秦野市名古木４０２番地の２ 特定非営利活動法人　野の花ネットワーク
1472900057 愛名やまゆり園相談支援事業所 厚木市長谷４２０－２ 社会福祉法人かながわ共同会
1474100045 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
1474200035 相談支援事業所　びーな’Ｓ 海老名市中新田３８３－１ わかば会館２Ｆ 医療法人社団青木末次郎記念会
1471530038 相談支援事業所　蜜・柑 足柄下郡湯河原町宮上１４５－５ 合同会社　タイヨウとダイチ
1472400082 相談支援センター　つみき 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
1472000213 ビーライトしんわ 平塚市万田５３７ 社会福祉法人進和学園

1472100088 鎌倉市発達支援室 鎌倉市御成町２０－１１鎌倉市福祉センター内 鎌倉市

1472100112 ハーモニー 鎌倉市玉縄1-2-23　石原ビル2階 株式会社ハーモニー

1473000188 ワン・ピース相談支援センター 大和市下鶴間２７７７番地５ コンフォール鶴間 ＮＰＯ法人サポートハウスワン・ピース

1472400124 地域生活支援センター　元町の家 茅ヶ崎市元町１６番３号 社会福祉法人　碧
1474100078 座間市こころの相談支援センターｎｏｕｅｄ 座間市緑ヶ丘４－８－５グリーンヒル301 特定非営利活動法人ｒｏｏｔｓ
1472000270 相談支援事業所　山晃央園 平塚市夕陽ヶ丘４３番７号 特定非営利活動法人　山晃央園
1472200268 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

1472400140
障害児相談支援事業　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

1472700028 相談支援事業所　ｙｅｌｌ 三浦市南下浦町上宮田3259-16マルマンビル１階 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会

1472800125 くず葉学園　相談支援事業所 秦野市菩提２０５８－２ 社会福祉法人かしの木会　くず葉学園
1474400015 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

障害児相談支援事業所
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事業者番号 事業所名称 事業所の所在地 申請者（法人）の名称

障害児相談支援事業所

1472200292 地域福祉支援センター亀吉 藤沢市鵠沼海岸7-20-21 特非）シニアライフセラピー研究所
1472100153 小さき花の園 鎌倉市腰越１丁目２番１号 社会福祉法人　聖テレジア会
1472100161 相談支援事業所　ひびき鎌倉山 鎌倉市鎌倉山二丁目８番３４号 ほしづきの里
1474100094 相談支援センター　宝島 座間市入谷１丁目３０７５番地の１ 特定非営利活動法人宝島
1474100102 株式会社　スカイプラザ 座間市入谷１丁目１４５番地の２ 株式会社　スカイプラザ
1472000304 アクア・フェアリーアシスト 平塚市立野町４０－１３ 株式会社　アクアテック
1472000379 相談室　みらい 平塚市公所７２２－１ 合同会社　みらい
1471610038 相談支援　こあゆ愛川 愛甲郡愛川町角田４１２６－１ 小鮎ケアサービス　株式会社
1472300274 わらべの杜 小田原市小竹１８６ 社会福祉法人よるべ会
1472000403 相談支援サクラんぼ 平塚市四之宮１－２－１５ ＮＰＯ法人放課後等デイサービスサクラんぼ

1472500030
湘南クリエイティブサービス逗子相談支援事業
所

逗子市沼間１－４－５０ トラスティビル４階 特定非営利活動法人ＮＰＯ湘南クリエイティ

1474000153 しあわせハート相談室 伊勢原市串橋１５１番地 特定非営利活動法人　しあわせハート
1474100136 神奈川ライトハウス相談支援センター 座間市入谷３丁目１７０７－１６－Ｃ２０２ ＮＰＯ法人神奈川県視覚障害者福祉協会
1472000411 相談支援事業所くりはら 平塚市立野町３１番２０号 社会福祉法人　平塚市社会福祉協議会
1471320018 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
1472800216 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 公益財団法人鉄道弘済会
1472500048 株式会社　ＬＯＶＥ・ＯＮＥ 逗子市逗子２－５－４ 株式会社　ＬＯＶＥ・ＯＮＥ
1472800232 秦野つぼみ 秦野市尾尻９４４番地２０ 特定非営利活動法人障害福祉支援もえぎ
1474100169 相談センター悠 座間市栗原中央２丁目２３番１７－２ 一般社団法人　グランツ
1472200524 相談支援センターあおぞら 藤沢市石川1-3-1フレックス湘南石川1F 株式会社湘南ケアステージ
1472900321 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 社会福祉法人県央福祉会
1471200079 ゆいっと 高座郡寒川町倉見６２３－２ ＮＰＯ法人藤沢相談支援ネットワーク
1474100201 アイラックサポート 座間市東原４丁目２３番１３号 一般社団法人　楽育楽家
1472000478 相談室きしゃポッポ 平塚市見附町１７番７号 特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブ
1471320042 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
1472800299 障害福祉なんでも相談室 秦野市本町二丁目７番２５号 （一社）秦野市障害者地域生活支援推進機構
1471450047 太陽の門相談室 足柄上郡開成町延沢８２３－１ 社会福祉法人風祭の森
1473000311 サポートセンター桜の木 大和市中央７－４－４ 一般社団法人サポートセンター桜の木

1472000122 ほっとステーション平塚
平塚市老松町２番１９号 読売高野ビル５０１号
室

特非平塚市精神障害者地域生活支援連絡会

1472000148 相談支援センターばあす 平塚市徳延５７８番地の１ 特定非営利活動法人　よろずやたきの会
1472000163 ベンチこども発達相談室 平塚市明石町１５番１６号 社会福祉法人　湘南福祉センター

1472200706 相談支援事業所　りんぐ
藤沢市本町３丁目１番３号 湘南ビル２階 ２０
１号室

株式会社湘南の虹

1472300126 障害児相談事業所こはるび
小田原市栢山５９２－２リバーサイドハイツ２
０３号

ＮＰＯ法人　こどもの広場

1472300134 小田原市障害者サポートセンター 小田原市東町一丁目７番７号 小田原市障害者福祉協議会
1472300167 相談支援センターエール 小田原市蓮正寺８６９番地の３ 社会福祉法人　明星会
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1473000097 ワーカーズ想事業所
大和市西鶴間１丁目１１番地の１５ シャローム
１階

特非ワーカーズ・コレクティブ想

1473000113 障害児相談支援事業　松風園
大和市西鶴間一丁目１２番２０号たから壱番館
１階Ｂ号室

社会福祉法人　大和しらかし会

1473000121 障害児相談支援事業　第１松風園
大和市西鶴間一丁目１２番２０号たから壱番館
１階Ｂ号室

社会福祉法人　大和しらかし会

1473000139 サポートセンター花音
大和市柳橋５－３－１６（ふきのとう向生舎
内）

社会福祉法人県央福祉会

1474000054 こども教室・あん 伊勢原市岡崎字袋久保６７７３番地６ 特定非営利活動法人Ｍｅｒｒｙ－Ｎｕｒｓｅ

1474200068 海老名市立わかば学園
海老名市中新田３８３－１ 海老名市立わかば会
館３階

社会福祉法人県央福祉会

1472200771 イデア 藤沢市石川１－３１－３ 株式会社ハビリスデザイン
1472300365 相談支援センター夢門塾扇町 小田原市扇町１－１３－３９ 清晋ビル２階 介護福祉サービス株式会社

1474000245 ファミリー・サポート湘南
伊勢原市高森１８４５番地 ウラタビル５０４号
室

株式会社ベストライフジャパン

1472100302 ＡＤＤＳ　Ｋｉｄｓ　１ｓｔ　鎌倉 鎌倉市由比ガ浜三丁目１１番４８号 特定非営利活動法人ＡＤＤＳ
1472700051 こころの相談センター　チームブルー 三浦市南下浦町上宮田３１１８ 医療法人財団青山会
1472000510 相談支援事業所　ミント 平塚市出縄３３４－４７ ２０５ 一般社団法人ソーシャルサポートだれでも
1472900412 ケアーズ山藤［よろずや］ 厚木市三田南２－１－１山口ビル２０１ ケアーズ山藤株式会社

1473000378 計画相談支援事業　恵 大和市福田八丁目２２番２０号 福田憩いの家 一般社団法人　耀やまと

1474100243 特定非営利活動法人　療育教室　歩会 座間市さがみ野一丁目８番１４号 特定非営利活動法人　療育教室　歩会
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