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事業者名 事業所・施設名称 事業所番号 処理状況 サービスの種類

２４Ｈヘルプサービスユッキーハウス株式会社 ２４Ｈヘルプサービス　ユッキーハウス 1414000628 未申請 居宅介護

２４Ｈヘルプサービスユッキーハウス株式会社 ２４Ｈヘルプサービス　ユッキーハウス 1414000628 未申請 重度訪問介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社 訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎 1412400754 未申請 居宅介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社 訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎 1412400754 未申請 重度訪問介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社 訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎 1412400754 未申請 同行援護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社 アミカ鎌倉介護センター 1412101154 未申請 居宅介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社 アミカ鎌倉介護センター 1412101154 未申請 重度訪問介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社 かたくり湘南 1412202424 未申請 居宅介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社 かたくり湘南 1412202424 未申請 重度訪問介護

ＮＰＯ法人ここのわ ここのわ 1411600131 未申請 就労継続支援Ａ型

ＮＰＯ法人ライラック心の会 地域支援らいらっく 1431600319 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

ＮＰＯ法人ライラック心の会 地域支援らいらっく 1431600319 未申請 地域相談支援（地域定着支援）

ＮＰＯ法人ライラック心の会 ライラック相談支援 1431600319 未申請 計画相談支援

ＮＰＯ法人ライラック心の会 ライラック相談支援 1471610095 未申請 障害児相談支援

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

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

ＮＰＯ法人地域で共に生きる会 グループホーム・コンブリオ 1422100758 未申請 共同生活援助

ＰＯＳＩＴＩＶＥ　ＧＩＶＥＲＳ合同会社 アロハヤマト 1413001601 未申請 居宅介護

ＰＯＳＩＴＩＶＥ　ＧＩＶＥＲＳ合同会社 アロハヤマト 1413001601 未申請 重度訪問介護

ＰＯＳＩＴＩＶＥ　ＧＩＶＥＲＳ合同会社 アロハヤマト 1413001601 未申請 同行援護

Ｒ’ｓマネジメント合同会社 はあと♡ケアプラン 1431600327 未申請 計画相談支援

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

Ｔｅａｍ・Ｓｐｉｒｉｔ合同会社 ＨＡＮＡ花ヘルパーステーション 1413001775 未申請 居宅介護

Ｔｅａｍ・Ｓｐｉｒｉｔ合同会社 ＨＡＮＡ花ヘルパーステーション 1413001775 未申請 重度訪問介護

アンダンテミライ株式会社 訪問介護　Ａｑｕａ　小田原 1412301499 未申請 居宅介護

アンダンテミライ株式会社 訪問介護　Ａｑｕａ　小田原 1412301499 未申請 重度訪問介護

アンダンテミライ株式会社 toiro　二宮 1451320079 未申請 児童発達支援

アンダンテミライ株式会社 toiro　二宮 1451320079 未申請 放課後等デイサービス

アンダンテミライ株式会社 toiro　湯河原 1451530065 未申請 児童発達支援
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アンダンテミライ株式会社 toiro　湯河原 1451530065 未申請 放課後等デイサービス

アンダンテミライ株式会社 toiro　大船 1452100363 未申請 児童発達支援

アンダンテミライ株式会社 toiro　藤沢 1452200882 未申請 児童発達支援

アンダンテミライ株式会社 toiro　茅ヶ崎 1452400433 未申請 児童発達支援

アンダンテミライ株式会社 toiro　辻堂 1452400565 未申請 放課後等デイサービス

アンダンテミライ株式会社 toiro　辻堂 1452400565 未申請 児童発達支援

アンダンテミライ株式会社 toiro　秦野 1452800475 未申請 児童発達支援

アンダンテミライ株式会社 toiro　本厚木 1452900598 未申請 児童発達支援

アンダンテミライ株式会社 toiro　伊勢原 1454000298 未申請 児童発達支援

アンダンテミライ株式会社 toiro　かしわ台 1454200294 未申請 児童発達支援

いまここケア株式会社 いまここケア藤沢 1432202933 未申請 計画相談支援

インターメディック株式会社 もみの木デイサービス 1413001379 未申請 生活介護

インターメディック株式会社 多機能型　もみの木生活介護 1413001445 未申請 生活介護

インターメディック株式会社 多機能型　もみの木就労継続支援Ｂ型 1413001445 未申請 就労継続支援Ｂ型

インターメディック株式会社 もみの木放課後等デイサービス 1453000307 未申請 放課後等デイサービス

エプシロンコア合同会社 わがや・・・上平塚 1422001790 未申請 共同生活援助

エプシロンコア合同会社 わがや・・・東成瀬 1424000725 未申請 共同生活援助

おだわら共生会合同会社 しもそがＷＯＲＫＳ 1412301465 未申請 就労継続支援Ｂ型

カスミ有限会社 カスミ湘南 1412401455 未申請 生活介護

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

株式会社スマイルゲートパートナーズ スマイルクオ福田 1413001783 未申請 生活介護

コスモトランスポート株式会社 ＣＯＳＭＯ－ＣＡＲＥ 1412800607 未申請 居宅介護

コスモトランスポート株式会社 ＣＯＳＭＯ－ＣＡＲＥ 1412800607 未申請 重度訪問介護

コスモトランスポート株式会社 放デイ・ＣＯＳＭＯ｢まなび館｣ 1452800376 未申請 放課後等デイサービス

こども療育株式会社 こぱんはうすさくら　小田急相模原教室 1454100346 未申請 児童発達支援

こども療育株式会社 こぱんはうすさくら　小田急相模原教室 1454100346 未申請 放課後等デイサービス

シナジーアドバンス合同会社 わんフォーライフ平塚 1422001683 未申請 共同生活援助

シマダリビングパートナーズ株式会社 ひばり訪問介護ステーション葉山 1411100108 未申請 居宅介護

シマダリビングパートナーズ株式会社 ひばり訪問介護ステーション葉山 1411100108 未申請 重度訪問介護
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スターホーム株式会社 セラヴィ平塚 1412001644 未申請 短期入所

スターホーム株式会社 セラヴィ藤沢 1412202234 未申請 短期入所

スターホーム株式会社 セラヴィ平塚 1422001626 未申請 共同生活援助

スターホーム株式会社 セラヴィ藤沢 1422202216 未申請 共同生活援助

スターホーム株式会社 セラヴィレヴェ小田原 1412301507 未申請 短期入所

スターホーム株式会社 セラヴィレヴェ秦野 1412801464 未申請 短期入所

スターホーム株式会社 セラヴィ葉山 1421100130 未申請 共同生活援助

スターホーム株式会社 セラヴィレヴェ小田原 1422301513 未申請 共同生活援助

スターホーム株式会社 セラヴィレヴェ秦野 1422801470 未申請 共同生活援助

スマイルライフ株式会社 スマイルライフ株式会社　就労継続支援Ｂ型座間事業所 1414101061 未申請 就労継続支援Ｂ型

セレリアンス株式会社 セレリアンス・ハウス綾瀬 1424400370 未申請 共同生活援助

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

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

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

ていてい合同会社 岡田ハウス 1422901338 未申請 共同生活援助

ファミリー・ホスピス株式会社 訪問介護ファミリー・ホスピス四之宮 1412001438 未申請 居宅介護

ファミリー・ホスピス株式会社 訪問介護ファミリー・ホスピス四之宮 1412001438 未申請 重度訪問介護

ファミリー・ホスピス株式会社 訪問介護ファミリー・ホスピス小田原 1412300962 未申請 居宅介護

ファミリー・ホスピス株式会社 訪問介護ファミリー・ホスピス小田原 1412300962 未申請 重度訪問介護

ファミリー・ホスピス株式会社 訪問介護ファミリー・ホスピス茅ヶ崎 1412401224 未申請 居宅介護

ファミリー・ホスピス株式会社 訪問介護ファミリー・ホスピス茅ヶ崎 1412401224 未申請 重度訪問介護

プレミア株式会社 プレミア藤沢 1412201558 未申請 就労移行支援

プレミア株式会社 プレミア藤沢　Ｂ 1412201558 未申請 就労継続支援Ｂ型

フレンズ株式会社 庭と森 1414200822 未申請 就労継続支援Ｂ型

ミナノワ株式会社 短期入所クライス藤沢 1412202598 未申請 短期入所

ミナノワ株式会社 クライスハイム藤沢事業所 1422202588 未申請 共同生活援助

ミナノワ株式会社 クライスハイム茅ヶ崎事業所 1422401388 未申請 共同生活援助

ミモザ株式会社 ミモザ在宅療養支援ステーション藤沢 1412200568 未申請 居宅介護

ミモザ株式会社 ミモザ在宅療養支援ステーション藤沢 1412200568 未申請 重度訪問介護
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ユースタイルラボラトリー株式会社 グループホーム土屋高座渋谷 1423001807 未申請 共同生活援助

らいふＬＡＢＯ株式会社 障害者グループホーム　Colors 1422002095 未申請 共同生活援助

医療法人光陽会 ハートケア鎌倉訪問介護事業所 1412100966 未申請 居宅介護

医療法人光陽会 ハートケア鎌倉訪問介護事業所 1412100966 未申請 重度訪問介護

医療法人財団青山会 こころの相談センター　チームブルー 1432700126 未申請 計画相談支援

医療法人財団青山会 こころの相談センター　チームブルー 1432700126 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

医療法人財団青山会 こころの相談センター　チームブルー 1432700126 未申請 地域相談支援（地域定着支援）

医療法人財団青山会 こころの相談センター　チームブルー 1472700051 未申請 障害児相談支援

医療法人社団康心会 茅ヶ崎市新北陵病院短期入所事業所 1412401125 未申請 短期入所

医療法人社団昌栄会 相武台病院短期入所事業所 1414101020 未申請 短期入所

医療法人社団清風会 メゾン金目 1422000180 未申請 共同生活援助

医療法人仁愛会 近藤病院短期入所事業所 1412901512 未申請 短期入所

医療法人泉心会 いずみ訪問介護ステーション 1414200657 未申請 居宅介護

医療法人泉心会 いずみ訪問介護ステーション 1414200657 未申請 重度訪問介護

一般財団法人光之村 青い鳥 1432401477 未申請 計画相談支援

一般財団法人光之村 青い鳥 1472400488 未申請 障害児相談支援

一般社団法人aosora aosora　湘南台 1412202911 未申請 自立訓練（生活訓練）

一般社団法人Ｂ－ＮＥＸＴ ＮＥＸＴ大和 1413001791 未申請 就労継続支援Ｂ型

一般社団法人Ｂ－ＮＥＸＴ 深見西グループホーム 1423001328 未申請 共同生活援助

一般社団法人ＨＯＰＥ 湘南ダルク 1422201861 未申請 共同生活援助

一般社団法人ＨＹＧＧＥ 湘南塩梅 1412202978 未申請 就労継続支援Ｂ型

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

一般社団法人耀やまと 居宅介護事業所　耀やまと 1413000983 未申請 居宅介護

一般社団法人耀やまと 居宅介護事業所　耀やまと 1413000983 未申請 重度訪問介護

一般社団法人耀やまと 計画相談支援事業　恵 1433000971 未申請 計画相談支援

一般社団法人耀やまと 計画相談支援事業　恵 1473000378 未申請 障害児相談支援

一般社団法人こもれび ヘルパーステーションこもれび 1414100758 未申請 居宅介護

一般社団法人こもれび ヘルパーステーションこもれび 1414100758 未申請 重度訪問介護

一般社団法人こもれび グループホームこもれび 1424101101 未申請 共同生活援助
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一般社団法人さくら インテグリティ茅ヶ崎 1412401505 未申請 就労継続支援Ｂ型

一般社団法人シオン シオンホーム 1422801512 未申請 共同生活援助

一般社団法人ふれあいの郷 相談支援あすなろ 1432202883 未申請 計画相談支援

一般社団法人ふれあいの郷 相談支援あすなろ 1472201001 未申請 障害児相談支援

一般社団法人マザーサポート グループホーム　にじのはし 1414200830 未申請 短期入所

一般社団法人マザーサポート グループホーム　にじのはし 1424200846 未申請 共同生活援助

一般社団法人リエール カードル 1422101178 未申請 共同生活援助

一般社団法人ワイズ・インフィニティ・エイト GHソシオKUKUNA伊勢原 1414001071 未申請 短期入所

一般社団法人ワイズ・インフィニティ・エイト GHソシオKUKUNA伊勢原 1424001087 未申請 共同生活援助

一般社団法人医療介護ケア協会 らいおんハート福祉ケア支援事業所大和 1433001490 未申請 計画相談支援

一般社団法人医療介護ケア協会 らいおんハートからだの児童デイサービス大和 1453000588 未申請 児童発達支援

一般社団法人医療介護ケア協会 らいおんハートからだの児童デイサービス大和 1453000588 未申請 放課後等デイサービス

一般社団法人医療介護ケア協会 らいおんハート福祉ケア支援事業所大和 1473000469 未申請 障害児相談支援

一般社団法人社会福祉施設支援協議会 カランドリエ座間　短期入所 1414100972 未申請 短期入所

一般社団法人社会福祉施設支援協議会 カランドリエ本藤沢 1422202513 未申請 共同生活援助

一般社団法人社会福祉施設支援協議会 カランドリエ赤羽根 1422401404 未申請 共同生活援助

一般社団法人社会福祉施設支援協議会 カランドリエ座間 1424100962 未申請 共同生活援助

一般社団法人湘南コネクト 相談支援事業所フルート 1432001822 未申請 計画相談支援

一般社団法人湘南コネクト 相談支援事業所フルート 1472000726 未申請 障害児相談支援

一般社団法人神奈川社会福祉支援パスセンター パスセンター大船 1412101188 未申請 就労移行支援

一般社団法人文化芸術推進協会 はとのもり 1452000399 未申請 放課後等デイサービス

一般社団法人幼少児体育開発センター 放課後等デイ　キッズポートらんど 1452900226 未申請 児童発達支援

一般社団法人幼少児体育開発センター 放課後等デイ　キッズポートらんど 1452900226 未申請 放課後等デイサービス

一般社団法人葉山ぷらす 多機能型事業所ｈａｎｔｏ 1411100124 未申請 生活介護

一般社団法人葉山ぷらす 多機能型事業所ｈａｎｔｏ 1411100124 未申請 就労継続支援Ｂ型

介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 1412001420 未申請 居宅介護

介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 1412001420 未申請 重度訪問介護

介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 1412001420 未申請 同行援護

介護隊株式会社 介護隊湘南 1412202390 未申請 居宅介護
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介護隊株式会社 介護隊湘南 1412202390 未申請 重度訪問介護

介護隊株式会社 介護隊本部 1414400307 未申請 居宅介護

介護隊株式会社 介護隊本部 1414400307 未申請 重度訪問介護

株式会社アオバメディカル あおば福祉サービス 1414100428 未申請 居宅介護

株式会社アオバメディカル あおば福祉サービス 1414100428 未申請 重度訪問介護

株式会社やさしい手 やさしい手逗子訪問介護事業所 1412500066 未申請 居宅介護

株式会社やさしい手 やさしい手逗子訪問介護事業所 1412500066 未申請 重度訪問介護

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

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

株式会社ａｌｅｇｒｉａ てらぴぁぽけっと　本厚木教室 1452900465 未申請 児童発達支援

株式会社ａｌｅｇｒｉａ こぱんはうすさくら厚木恩名教室 1452900309 未申請 児童発達支援

株式会社ａｌｅｇｒｉａ こぱんはうすさくら厚木恩名教室 1452900309 未申請 放課後等デイサービス

株式会社ＡＭＡＴＵＨＩ ＡＭＡＮＥＫＵ平塚 1422001907 未申請 共同生活援助

株式会社ＡＭＡＴＵＨＩ ＡＭＡＮＥＫＵ平塚短期入所 1412001925 未申請 短期入所

株式会社ＢＭＳ いちごテラス秦野くずは台 1412801530 未申請 短期入所

株式会社ＢＭＳ いちごテラス座間入谷西 1414101046 未申請 短期入所

株式会社ＢＭＳ いちごテラス秦野くずは台 1422801546 未申請 共同生活援助

株式会社ＢＭＳ いちごテラス座間入谷西 1424101051 未申請 共同生活援助

株式会社ＥーＬＵＣＫ ＨＡＲＥＳ上平塚 1422001691 未申請 共同生活援助

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

株式会社Ｋ ヘルパーステーションかいんど藤沢 1412202101 未申請 居宅介護

株式会社Ｋ ヘルパーステーションかいんど 1414200301 未申請 居宅介護

株式会社Ｋ ヘルパーステーションかいんど 1414200301 未申請 重度訪問介護

株式会社Life グループホームミライ 1422001832 未申請 共同生活援助

株式会社ＬＯＧＺ 就労移行ＩＴスクール平塚 1412002048 未申請 就労移行支援

株式会社ＭＭＳ ウィズ・ユー座間 1454100312 未申請 児童発達支援

株式会社ＭＭＳ ウィズ・ユー座間 1454100312 未申請 放課後等デイサービス

株式会社ＭＭＳ ウィズ・ユー座間 1454100312 未申請 保育所等訪問支援

株式会社ｍｏｒｅｌｉｋｅ モアライク湘南台 1452201047 未申請 児童発達支援
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株式会社ｍｏｒｅｌｉｋｅ モアライク湘南台 1452201047 未申請 放課後等デイサービス

株式会社mt.view mt.view　あおば訪問介護 1414101079 未申請 居宅介護

株式会社mt.view mt.view　あおば訪問介護 1414101079 未申請 重度訪問介護

株式会社Ｐｒｅｆｅｒｌｉｎｋ レインボーワークスタジオ 1412301457 未申請 就労継続支援Ｂ型

株式会社ＳＡＫＡＥ 倫ライフサポート 1412100446 未申請 居宅介護

株式会社ＳＡＫＡＥ 倫ライフサポート 1412100446 未申請 重度訪問介護

株式会社ＳＡＫＡＥ 倫ライフサポート 1412100446 未申請 同行援護

株式会社ＳＣあつぎ ＳＣあつぎ 1412900712 未申請 居宅介護

株式会社ＳＣあつぎ ＳＣあつぎ 1412900712 未申請 重度訪問介護

株式会社ｔｅａｍ　ＡＴＥＫＡ ｔｅａｍ　ＡＴＥＫＡ 1412101212 未申請 重度訪問介護

株式会社TOWASIS とわしすホーム 1422001535 未申請 共同生活援助

株式会社TOWASIS デイサービス　TOWASIS 1412002055 未申請 生活介護

株式会社Ｕｃｃｉｅコーポレーション 総活躍　山際 1411600263 未申請 就労継続支援Ｂ型

株式会社Ｖenus Ｓtyle スマイルエンジェル 1452201054 未申請 放課後等デイサービス

株式会社いつき ケアステーションいつき 1412001560 未申請 居宅介護

株式会社いつき ケアステーションいつき 1412001560 未申請 重度訪問介護

株式会社インユー クラブハウス・インユー 1412201582 未申請 生活介護

株式会社インユー 木の花ホーム秦野 1422801405 未申請 共同生活援助

株式会社ウィズ 秦野障害福祉職業訓練支援センター 1412801175 未申請 就労継続支援Ｂ型

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

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

株式会社ウィズ ウィズ秦野障害福祉相談支援センター 1432801320 未申請 計画相談支援

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

株式会社エスティサービス 株式会社エスティサービス小田原営業所 1412300160 未申請 居宅介護

株式会社エスティサービス 株式会社エスティサービス小田原営業所 1412300160 未申請 重度訪問介護

株式会社エスティサービス 株式会社エスティサービス秦野営業所 1412800193 未申請 居宅介護

株式会社エスティサービス 株式会社エスティサービス秦野営業所 1412800193 未申請 重度訪問介護

株式会社エルーセラ ディーキャリア　藤沢オフィス　 1412202259 未申請 就労移行支援

株式会社かかわ あう 1432401089 未申請 計画相談支援
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株式会社クリエイティブ湘南 就労継続支援Ｂ型　シェリール 1412001883 未申請 就労継続支援Ｂ型

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

株式会社クリンリイ 株式会社　クリンリイ 1412500173 未申請 居宅介護

株式会社クローバー さくら・介護ステーション大和中央 1413001247 未申請 居宅介護

株式会社クローバー さくら・介護ステーション大和中央 1413001247 未申請 重度訪問介護

株式会社グローブＳＶ 放課後等デイサービス　グローブ 1452100223 未申請 放課後等デイサービス

株式会社ケア２１ ケア２１　鎌倉 1412101311 未申請 重度訪問介護

株式会社ケア２１ ケア２１　鎌倉 1412101311 未申請 同行援護

株式会社ケア２１ ケア２１　江ノ島 1412203026 未申請 居宅介護

株式会社ケア２１ ケア２１　江ノ島 1412203026 未申請 重度訪問介護

株式会社ケア２１ ケア２１　江ノ島 1412203026 未申請 同行援護

株式会社ケアラボ アウル相談支援事業所藤沢 1432202529 未申請 計画相談支援

株式会社ケアンズ グラッセン辻堂　訪問介護 1412202002 未申請 居宅介護

株式会社ケアンズ グラッセン辻堂　訪問介護 1412202002 未申請 重度訪問介護

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

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

株式会社ココルポート CocorportCollege 平塚駅前キャンパス 1412001818 未申請 自立訓練（生活訓練）

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

株式会社ココルポート CocorportCollege　湘南藤沢キャンパス 1412202861 未申請 自立訓練（生活訓練）

株式会社コペル コペルプラス　BRANCH茅ヶ崎教室 1452400573 未申請 児童発達支援

株式会社ザ・サンパワー サン・ライフ福祉サービスセンター湘南事業所 1412000232 未申請 居宅介護

株式会社ザ・サンパワー サン・ライフ福祉サービスセンター湘南事業所 1412000232 未申請 重度訪問介護

株式会社ザ・サンパワー サン・ライフ福祉サービスセンター湘南事業所 1412000232 未申請 同行援護

株式会社ザ・サンパワー サン・ライフ福祉サービスセンター厚木事業所 1412900894 未申請 居宅介護

株式会社ザ・サンパワー サン・ライフ福祉サービスセンター厚木事業所 1412900894 未申請 重度訪問介護

株式会社ザ・サンパワー サン・ライフ福祉サービスセンター伊勢原事業所 1414000446 未申請 居宅介護

株式会社ザ・サンパワー サン・ライフ福祉サービスセンター伊勢原事業所 1414000446 未申請 重度訪問介護

株式会社サークル・バレー ブロッサムジュニア　座間教室 1454100338 未申請 児童発達支援

株式会社サークル・バレー ブロッサムジュニア　座間教室 1454100338 未申請 放課後等デイサービス
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株式会社サードステージ ともがき小田原飯田岡 1412301440 未申請 短期入所

株式会社サードステージ ともがき秦野羽根 1412801589 未申請 短期入所

株式会社サードステージ ともがき厚木船子 1412901819 未申請 短期入所

株式会社サードステージ ともがき小田原飯田岡 1422301430 未申請 共同生活援助

株式会社サードステージ ともがき秦野羽根 1422801579 未申請 共同生活援助

株式会社サードステージ ともがき厚木船子 1422901809 未申請 共同生活援助

株式会社サードステージ ともがき海老名 1424200796 未申請 共同生活援助

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

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

株式会社セスタ 土屋訪問介護事業所　鎌倉センター 1412101220 未申請 居宅介護

株式会社セスタ 土屋訪問介護事業所　鎌倉センター 1412101220 未申請 重度訪問介護

株式会社ゼノリス ノードワークス綾瀬 1414400430 未申請 就労移行支援

株式会社セルヴィス クレール四之宮ヘルパーセンター 1412002014 未申請 居宅介護

株式会社センチュリーライフ センチュリーハウス藤沢　訪問介護事業所 1412201996 未申請 居宅介護

株式会社センチュリーライフ センチュリーハウス藤沢　訪問介護事業所 1412201996 未申請 重度訪問介護

株式会社ソーシエ 障がい者グループホーム　らしく 1423001559 未申請 共同生活援助

株式会社ソーシエ 障がい者グループホーム　らしく海老名 1424200747 未申請 共同生活援助

株式会社タチバナ技研 たちばな訪問介護ステーション 1413001262 未申請 居宅介護

株式会社タチバナ技研 たちばな訪問介護ステーション 1413001262 未申請 重度訪問介護

株式会社ダブルコーポレーション トライフル鎌倉 1412100958 未申請 就労移行支援

株式会社ダブルコーポレーション トライフル鎌倉 1412100958 未申請 自立訓練（生活訓練）

株式会社ダブルコーポレーション トライフル鎌倉 1412100958 未申請 生活介護

株式会社トクショー リンクjaパル半原事業所 1411600255 未申請 就労継続支援Ｂ型

株式会社なごみ みさき訪問介護 1412700278 未申請 居宅介護

株式会社なごみ みさき訪問介護 1412700278 未申請 重度訪問介護

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

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

株式会社ハピネス ハピネス　ヘルパーステーション 1413000413 未申請 居宅介護

株式会社ハピネス ハピネス　ヘルパーステーション 1413000413 未申請 重度訪問介護
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株式会社ピースマイル 訪問介護ステーション　ピースマイル 1414000990 未申請 居宅介護

株式会社ピースマイル 訪問介護ステーション　ピースマイル 1414000990 未申請 重度訪問介護

株式会社ピュアステップ 訪問介護のんな　南林間 1413001684 未申請 居宅介護

株式会社ピュアステップ 訪問介護のんな　南林間 1413001684 未申請 重度訪問介護

株式会社ファイブスピリッツ ミントステーション 1411200304 未申請 居宅介護

株式会社フラワー フラワー訪問介護ステーション 1412101139 未申請 居宅介護

株式会社フラワー フラワー訪問介護ステーション 1412101139 未申請 重度訪問介護

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

株式会社ヘルシーサービス 株式会社　ヘルシーサービス　平塚営業所 1412000257 未申請 居宅介護

株式会社ヘルシーサービス 株式会社　ヘルシーサービス　平塚営業所 1412000257 未申請 重度訪問介護

株式会社マルクニ ケアサービス　りんどう 1412301317 未申請 居宅介護

株式会社マルクニ ケアサービス　りんどう 1412301317 未申請 重度訪問介護

株式会社マルクニ ケアサービス　りんどう 1412301317 未申請 同行援護

株式会社ミライ 訪問介護ミライ 1412901835 未申請 居宅介護

株式会社ミライ 訪問介護ミライ 1412901835 未申請 重度訪問介護

株式会社むげんらく 児童デイサービス　えっぐねすと 1453000216 未申請 放課後等デイサービス

株式会社メディホス メディホス訪問介護鎌倉 1412101337 未申請 居宅介護

株式会社メディホス メディホス訪問介護鎌倉 1412101337 未申請 重度訪問介護

株式会社ゆうわソサエティ いちごテラス藤沢葛原 1412202333 未申請 短期入所

株式会社ゆうわソサエティ いちごテラス藤沢葛原 1422202323 未申請 共同生活援助

株式会社よろこびの森 よろこびの森 1422500411 未申請 共同生活援助

株式会社ライフ　アファーミング奨生 ヘルパーステーションかのん 1412300574 未申請 居宅介護

株式会社ライフ　アファーミング奨生 ヘルパーステーションかのん 1412300574 未申請 重度訪問介護

株式会社ライフ　アファーミング奨生 ヘルパーステーションかのん 1412300574 未申請 同行援護

株式会社ライフ　アファーミング奨生 かのん 1412300574 未申請 就労継続支援Ｂ型

株式会社ライフ　アファーミング奨生 ふぁみーる　かのん 1422300861 未申請 共同生活援助

株式会社ライフ　アファーミング奨生 障がい者支援センターかのん 1432300950 未申請 計画相談支援

株式会社ライフ　アファーミング奨生 障がい者支援センターかのん 1432300950 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

株式会社ライフ　アファーミング奨生 障がい者支援センターかのん 1432300950 未申請 地域相談支援（地域定着支援）
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株式会社ライフ　アファーミング奨生 障がい者支援センターかのん 1472300241 未申請 障害児相談支援

株式会社リノアス パトリア湘南 1422401339 未申請 共同生活援助

株式会社リバース アスカ 1421200294 未申請 共同生活援助

株式会社リバース アスカ萩園 1422401537 未申請 共同生活援助

株式会社楽学舎 楽学舎 1422301232 未申請 共同生活援助

株式会社鎌倉こどもリテラシー 鎌倉こども学園「チューリップ」 1452100132 未申請 児童発達支援

株式会社鎌倉こどもリテラシー 鎌倉こども学園「チューリップ」 1452100132 未申請 放課後等デイサービス

株式会社恵 グループホームふわふわ平塚 1412001941 未申請 短期入所

株式会社恵 グループホームふわふわ藤沢 1412202770 未申請 短期入所

株式会社恵 グループホームふわふわ茅ケ崎 1412401422 未申請 短期入所

株式会社恵 グループホームふわふわ平塚 1422001956 未申請 共同生活援助

株式会社恵 グループホームふわふわ藤沢 1422202786 未申請 共同生活援助

株式会社恵 グループホームふわふわ茅ケ崎 1422401438 未申請 共同生活援助

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

株式会社現代企画 ミライてらす相談支援室 1433001755 未申請 計画相談支援

株式会社黒たまごジャパン みらいのたね平塚 1422001758 未申請 共同生活援助

株式会社湘南オールスターズ やえちゃん　訪問介護事業所 1412202895 未申請 重度訪問介護

株式会社湘南ケアステージ ケアステーションあおぞら 1412201327 未申請 居宅介護

株式会社湘南ケアステージ ケアステーションあおぞら 1412201327 未申請 重度訪問介護

株式会社湘南ケアステージ ケアセンターあおぞら 1412202119 未申請 生活介護

株式会社湘南ケアステージ 相談支援センターあおぞら 1432201802 未申請 計画相談支援

株式会社湘南ケアステージ 相談支援センターあおぞら 1472200524 未申請 障害児相談支援

株式会社湘南ケアステージ ショートセンターあおぞら 1412202804 未申請 短期入所

株式会社相吉 グループホームあまうめ 1422301398 未申請 共同生活援助

株式会社東京ビューティースパ Ohanaグループホーム 1424200887 未申請 共同生活援助

株式会社日本アメニティライフ協会 クローバー訪問介護いせはら 1414000586 未申請 居宅介護

株式会社日本アメニティライフ協会 クローバー訪問介護いせはら 1414000586 未申請 重度訪問介護

株式会社日本アメニティライフ協会 さくら介護クラブ海老名 1414200764 未申請 居宅介護

株式会社日本アメニティライフ協会 さくら介護クラブ海老名 1414200764 未申請 重度訪問介護
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株式会社日本アメニティライフ協会 ケアサービスひまわり 1413001767 未申請 居宅介護

株式会社日本アメニティライフ協会 ケアサービスひまわり 1413001767 未申請 重度訪問介護

株式会社日本教育指導協会 カナガク自立支援学習センター放課後デイ藤沢駅前 1452200247 未申請 放課後等デイサービス

株式会社日本教育指導協会 カナガク放課後デイ辻堂駅前 1452200288 未申請 放課後等デイサービス

株式会社美音の郷 美音の郷 1414300275 未申請 短期入所

株式会社美音の郷 美音の郷 1424300281 未申請 共同生活援助

株式会社彦星 グループホーム　あるたいる 1423001625 未申請 共同生活援助

株式会社和美 子育て支援　和美　平塚駅前教室 1452000647 未申請 放課後等デイサービス

鎌倉市 鎌倉市発達支援室 1432100780 未申請 計画相談支援

鎌倉市 鎌倉市発達支援室 1472100088 未申請 障害児相談支援

公益財団法人横浜ＹＭＣＡ ＹＭＣＡ児童発達支援ふじさわ 1452200726 未申請 児童発達支援

公益財団法人横浜ＹＭＣＡ ＹＭＣＡ児童発達支援あつぎ 1452900341 未申請 児童発達支援

公益財団法人積善会 公益財団法人積善会　曽我病院 1412300251 未申請 短期入所

合同会社ｃｅｒｃｌｅ ｃｅｒｃｌｅ坂ノ下 1422101368 未申請 共同生活援助

合同会社Ｍａｎａ そだちサポートＭａｎａ 1451310039 未申請 放課後等デイサービス

合同会社Ｍａｎａ そだちサポートＭａｎａ 1451310039 未申請 保育所等訪問支援

合同会社ＰＬＡＮＥＴ　ＷＯＲＫ あおいとり 1432401485 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

合同会社ＰＬＡＮＥＴ　ＷＯＲＫ あおいとり 1432401485 未申請 計画相談支援

合同会社ＰＬＡＮＥＴ　ＷＯＲＫ あおいとり 1472400512 未申請 障害児相談支援

合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏｕ 相談室ｔｉｎｏ 1472000528 未申請 障害児相談支援

合同会社ｔｉｎｏ－ｃｈｏｕ ｔｉｎｏ　ｐｉｎｏ 1452000704 未申請 放課後等デイサービス

合同会社あんず えんじぇるビレッジ上依知 1452900689 未申請 放課後等デイサービス

合同会社アンドピース アンドピース 1412202754 未申請 重度訪問介護

合同会社オオハシ メゾン・カランドリエ萩園ショートステイ 1412401513 未申請 短期入所

合同会社ククル 就労継続支援Ｂ型事業所　ぱぴる 1412203018 未申請 就労継続支援Ｂ型

合同会社ククル ゆいくくる綾瀬 1424400446 未申請 共同生活援助

合同会社くまくす湘南 かなゑホーム 1424000790 未申請 共同生活援助

合同会社コムイク・ジャパン サポートじょいん 1412901561 未申請 居宅介護

合同会社コムイク・ジャパン サポートじょいん 1412901561 未申請 重度訪問介護
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合同会社コムイク・ジャパン サポートじょいん 1412901561 未申請 行動援護

合同会社コムイク・ジャパン サポートじょいん 1412901561 未申請 同行援護

合同会社ころころ紡ぎ 紡ぎ舎・鎌倉 1422101129 未申請 共同生活援助

合同会社タイヨウとダイチ 相談支援事業所　蜜・柑 1431500105 未申請 計画相談支援

合同会社タイヨウとダイチ 相談支援事業所　蜜・柑 1471530038 未申請 障害児相談支援

合同会社にじいろ 児童発達支援にじいろ 1452200924 未申請 児童発達支援

合同会社ひまわり 訪問介護かがやき 1412801357 未申請 居宅介護

合同会社ひまわり 訪問介護かがやき 1412801357 未申請 重度訪問介護

合同会社ひまわり 訪問介護かがやき 1412801357 未申請 同行援護

合同会社プロハイド 短期入所事業所フォレストinn大和 1413001429 未申請 短期入所

合同会社マノ・マヒカ ヘルパーステーション　いなほ 1414300309 未申請 居宅介護

合同会社マノ・マヒカ ヘルパーステーション　いなほ 1414300309 未申請 重度訪問介護

合同会社ゆい・ゆい ケアステイ　ゆい・ゆい　藤沢 1412201368 未申請 居宅介護

合同会社ゆい・ゆい ケアステイ　ゆい・ゆい　藤沢 1412201368 未申請 重度訪問介護

合同会社ゆい・ゆい ケアステイ　ゆい・ゆい　藤沢 1412201368 未申請 同行援護

合同会社大笑 大笑サポートセンター 1414000867 未申請 居宅介護

合同会社大笑 大笑サポートセンター 1414000867 未申請 重度訪問介護

合同会社明和 あかりヘルパーステーション 1412901488 未申請 居宅介護

合同会社明和 あかりヘルパーステーション 1412901488 未申請 重度訪問介護

合同会社優心 はっぴぃタウン 1412201772 未申請 居宅介護

合同会社優心 はっぴぃタウン 1412201772 未申請 重度訪問介護

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

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

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

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

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

社会福祉法人藤沢ひまわり グリーンウェーブ 1422201093 未申請 共同生活援助

社会福祉法人藤沢ひまわり あんしんサポート藤沢ひまわり 1412200683 未申請 就労定着支援

社会福祉法人藤沢ひまわり 就労継続支援事業Ｂ型　藤沢ひまわり 1412200683 未申請 就労継続支援Ｂ型
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社会福祉法人藤沢ひまわり 就労移行支援事業　藤沢ひまわり 1412200683 未申請 就労移行支援

社会福祉法人藤沢ひまわり 藤沢市地域生活支援センター　おあしす 1432200499 未申請 計画相談支援

社会福祉法人藤沢ひまわり 藤沢市地域生活支援センター　おあしす 1432200499 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

社会福祉法人藤沢ひまわり 藤沢市地域生活支援センター　おあしす 1432200499 未申請 地域相談支援（地域定着支援）

社会福祉法人藤沢ひまわり 藤沢市地域生活支援センター　おあしす 1472200193 未申請 障害児相談支援

社会福祉法人藤沢ひまわり 就労継続支援事業Ｂ型　第３藤沢ひまわり 1412200683 未申請 就労継続支援Ｂ型

社会福祉法人箱根町社会福祉協議会 はこね社協サービスセンター 1411500059 未申請 居宅介護

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 平塚栗原ホーム 1412001354 未申請 生活介護

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 相談支援事業所くりはら 1432001327 未申請 計画相談支援

社会福祉法人緑友会 清川ホーム 1411600016 未申請 生活介護

社会福祉法人緑友会 短期入所事業清川ホーム 1411600016 未申請 短期入所

社会福祉法人緑友会 清川ホーム 1411600016 未申請 施設入所支援

社会福祉法人緑友会 みどり園 1414000016 未申請 短期入所

社会福祉法人緑友会 みどり園 1414000016 未申請 施設入所支援

社会福祉法人緑友会 みどり園 1414000016 未申請 生活介護

社会福祉法人緑友会 つくし 1414000222 未申請 就労継続支援Ｂ型

社会福祉法人緑友会 アトリエ　ヴェルデ 1414000537 未申請 就労継続支援Ｂ型

社会福祉法人緑友会 げんき家 1424000139 未申請 共同生活援助

社会福祉法人緑友会 つくし相談室 1434000269 未申請 計画相談支援

社会福祉法人緑友会 つくし相談室 1434000269 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

社会福祉法人おおいそ福祉会 かたつむりの家　短期入所 1411300377 未申請 短期入所

社会福祉法人おおいそ福祉会 相談室こんぱす 1431300340 未申請 計画相談支援

社会福祉法人かながわ共同会 秦野精華園指定相談支援事業所「せいか」 1472800042 未申請 障害児相談支援

社会福祉法人きしろ社会事業会 みちテラス 1412101345 未申請 生活介護

社会福祉法人きしろ社会事業会 鎌倉プライエムきしろ 1432101291 未申請 計画相談支援

社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会 あやせ福祉サービスセンター障害者介護支援事業所 1434400220 未申請 計画相談支援

社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会 あやせ福祉サービスセンター障害者介護支援事業所 1474400114 未申請 障害児相談支援

社会福祉法人伊勢原市手をつなぐ育成会 特定相談支援事業所ドリーム 1434000699 未申請 計画相談支援

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

社会福祉法人花 ホーム花 1422001238 未申請 共同生活援助

社会福祉法人恵正福祉会 おれんじハウス 1423001526 未申請 共同生活援助

社会福祉法人小田原福祉会 潤生園在宅介護総合センターれんげの里短期入所生活介 1412301366 未申請 短期入所

社会福祉法人湘南の凪 新葉山はばたき 1411100140 未申請 生活介護

社会福祉法人八寿会 ぐるんぱ 1452100215 未申請 放課後等デイサービス

社会福祉法人八寿会 みどりの園鎌倉 1432100855 未申請 計画相談支援

社会福祉法人八寿会 みどりの園鎌倉 1472100120 未申請 障害児相談支援

社会福祉法人八寿会 みどりの園鎌倉 1412100735 未申請 重度訪問介護

社会福祉法人二宮町社会福祉協議会 二宮町社会福祉協議会ホームヘルパーステーション 1411300153 未申請 居宅介護

社会福祉法人二宮町社会福祉協議会 二宮町社会福祉協議会ホームヘルパーステーション 1411300153 未申請 重度訪問介護

社会福祉法人二宮町社会福祉協議会 二宮町社会福祉協議会ホームヘルパーステーション 1411300153 未申請 同行援護

社会福祉法人二宮町社会福祉協議会 カンナカンナ 1411300211 未申請 就労継続支援Ｂ型

社会福祉法人二宮町社会福祉協議会 カンナカンナ 1431300282 未申請 計画相談支援

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

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

新和合同会社 いろはけあ 1412200923 未申請 居宅介護

新和合同会社 いろはけあ 1412200923 未申請 重度訪問介護

神奈川県 神奈川県立子ども自立生活支援センター 1412001453 未申請 短期入所

神奈川県 神奈川県立子ども自立生活支援センター 1452000332 未申請 福祉型障害児入所施設

神奈川高齢者生活協同組合 ケアステーションのぞみ 1412203042 未申請 居宅介護

神奈川高齢者生活協同組合 ケアステーションのぞみ 1412203042 未申請 重度訪問介護

相生ホーミーハウス株式会社 咲みの里　Care style 1412202994 未申請 居宅介護

相生ホーミーハウス株式会社 咲みの里　Care style 1412202994 未申請 重度訪問介護

東電パートナーズ株式会社 東電さわやかケア鶴間・訪問介護 1413000918 未申請 居宅介護

東電パートナーズ株式会社 東電さわやかケア鶴間・訪問介護 1413000918 未申請 重度訪問介護

特定非営利活動法人ひこうせん サポートセンター　ひこうせん 1434000509 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人ひこうせん 放課後等デイサービス　ひこうせん 1454000033 未申請 放課後等デイサービス

特定非営利活動法人ひこうせん サポートセンター　ひこうせん 1474000104 未申請 障害児相談支援
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特定非営利活動法人ＡＤＤＳ ＡＤＤＳ　Ｋｉｄｓ１ｓｔ　鎌倉 1452100272 未申請 児童発達支援

特定非営利活動法人ＡＤＤＳ ＡＤＤＳ　Ｋｉｄｓ 1ｓｔ　鎌倉 1472100302 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人ｒｏｏｔｓ 座間市こころの相談支援センターｎｏｕｅｄ 1434100390 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

特定非営利活動法人ｒｏｏｔｓ 座間市こころの相談支援センターｎｏｕｅｄ 1434100390 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人ｒｏｏｔｓ 座間こころの相談支援センターｎｏｕｅｄ 1474100078 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人ＵＣＨＩ うち 1421200146 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人アートスタジオかまくらの森 アトリエそらのいろ 1412100552 未申請 就労継続支援Ｂ型

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

特定非営利活動法人いっぽ 就労継続支援Ｂ型事業所いっぽ綾瀬 1414400331 未申請 就労継続支援Ｂ型

特定非営利活動法人えにし えにしんぐ 1412201897 未申請 就労継続支援Ｂ型

特定非営利活動法人えにし えにしんぐⅡ 1412201897 未申請 就労継続支援Ｂ型

特定非営利活動法人エンジェルランド エンジェルランド 1412900738 未申請 就労継続支援Ｂ型

特定非営利活動法人エンゼルあきちゃん デイサービスエンゼルあきちゃんⅡ 1414200715 未申請 生活介護

特定非営利活動法人オーソレイユ ケアステーションひだまり 1412900522 未申請 重度訪問介護

特定非営利活動法人おだわら共生会 ＳＭＩＬＥ　ＨＯＭＥ 1422301414 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人きづき 自立生活援助事業所　ＬＩＦＥきづき 1414101111 未申請 自立生活援助

特定非営利活動法人きづき ＰＬＡＮきづき 1434100630 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

特定非営利活動法人きづき ＰＬＡＮきづき 1434100630 未申請 地域相談支援（地域定着支援）

特定非営利活動法人クローバー クローバー 1414000156 未申請 就労継続支援Ｂ型

特定非営利活動法人クローバー グループホーム　小杉 1424000824 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人ことりのおうち 就労継続支援B型事業所すいかのたね 1412202879 未申請 就労継続支援Ｂ型

特定非営利活動法人そよ風 伊勢原そよ風ハウス 1414000487 未申請 就労継続支援Ｂ型

特定非営利活動法人そよ風 青空 1424000527 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人そよ風 Ｂｒｅｅｚｅ 1434000541 未申請 計画相談支援

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

特定非営利活動法人ハートラインあゆみ ハートラインあゆみ 1412901017 未申請 就労継続支援Ｂ型

特定非営利活動法人ハートラインあゆみ ハートラインあゆみ 1432900247 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人ハートラインあゆみ ハートラインあゆみ 1432900247 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

特定非営利活動法人ハートラインあゆみ ハートラインあゆみ 1432900247 未申請 地域相談支援（地域定着支援）
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特定非営利活動法人ハートラインあゆみ いっぽ 1432901443 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人ハートラインあゆみ いっぽ 1432901443 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

特定非営利活動法人ハートラインあゆみ いっぽ 1432901443 未申請 地域相談支援（地域定着支援）

特定非営利活動法人ハートラインあゆみ さんぽみち 1432901773 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人ハートラインあゆみ ハートラインあゆみ 1472900636 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人ハートラインあゆみ いっぽ 1472900644 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人ハートラインあゆみ さんぽみち 1472900651 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人ビーハピネス ビーハピネス平塚 1412001156 未申請 就労継続支援Ａ型

特定非営利活動法人ヒューマンライツライフビリーフ 特定非営利活動法人ヒューマンライツライフビリーフ 1412000372 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人ヒューマンライツライフビリーフ 特定非営利活動法人ヒューマンライツライフビリーフ 1412000372 未申請 重度訪問介護

特定非営利活動法人ヒューマンライツライフビリーフ 特定非営利活動法人ヒューマンライツライフビリーフ 1412000372 未申請 同行援護

特定非営利活動法人ヒューマンライツライフビリーフ ビリーフ 1422001055 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人ヒューマンライツライフビリーフ 相談支援事業所　ビリーフ 1432001178 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ実結 特非）ワーカーズ・コレクティブ実結 1412200444 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ実結 特非）ワーカーズ・コレクティブ実結 1412200444 未申請 重度訪問介護

特定非営利活動法人茅ヶ崎手をつなぐ育成会ウィズ 茅ヶ崎手をつなぐ育成会ウィズ 1412400697 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人茅ヶ崎手をつなぐ育成会ウィズ 茅ヶ崎手をつなぐ育成会ウィズ 1412400697 未申請 重度訪問介護

特定非営利活動法人響 もっこす 1412100628 未申請 就労継続支援Ｂ型

特定非営利活動法人就学就労支援・福祉農園芸H a r m o n y schwester幸 1421400266 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人障碍者支援センター鮎の風 鮎の風 1412900647 未申請 就労継続支援Ｂ型

特定非営利活動法人神奈川県視覚障害者福祉協会 神奈川ライトハウス相談支援センター 1434100622 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人神奈川県視覚障害者福祉協会 神奈川ライトハウス相談支援センター 1474100136 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人善行援助サービス 訪問介護事業所　ルピナス 1412201970 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人地域生活支援の会・あい グループホームあいあい 1421600105 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人地域生活支援の会・あい グループホームきらきら 1421600147 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人地域生活支援の会・あい グループホームさんさん 1421600220 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワーク ふじさわ基幹相談支援センター　えぽめいく 1432201315 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワーク つむぎ 1432202669 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワーク つむぎ 1432202669 未申請 地域相談支援（地域定着支援）
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特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワーク つむぎ 1432202669 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワーク さむかわ基幹相談支援センター 1471200103 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワーク つむぎ 1472200946 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人虹 デイ　空 1414000339 未申請 生活介護

特定非営利活動法人虹 デイ　空　虹彩 1414000339 未申請 生活介護

特定非営利活動法人虹 ケアホーム虹 1424000295 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人虹 相談サポート　海 1434000632 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人歩 サポート歩 1412700138 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人歩 サポート歩 1412700138 未申請 重度訪問介護

特定非営利活動法人歩歩 ＮＰＯ法人　歩歩 1412300202 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人歩歩 ＮＰＯ法人　歩歩 1412300202 未申請 重度訪問介護

特定非営利活動法人紡ぐ 生活介護事業所　竹 1414000883 未申請 生活介護

特定非営利活動法人紡ぐ 相談支援事業所　語らい 1434000954 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人紡ぐ 共同生活援助事業所　木守り 1424001038 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人療育教室歩会 療育教室歩会 1474100243 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど 地域生活サポートセンターとらいむ 1432100186 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど 地域生活サポートセンターとらいむ 1432100186 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど 地域生活サポートセンターとらいむ 1432100186 未申請 地域相談支援（地域定着支援）

特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど 地域生活サポートセンターとらいむ 1472100054 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど 就労サポートセンターねくすと 1412100768 未申請 就労移行支援

特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど 就労サポートセンターねくすと 1412100768 未申請 就労定着支援

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構箱根病院 1412300145 未申請 療養介護

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構箱根病院 1412300145 未申請 短期入所

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構箱根病院 1452300476 未申請 医療型障害児入所施設

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構神奈川病院 1412800300 未申請 療養介護

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構神奈川病院 1412800300 未申請 短期入所

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構神奈川病院 1452800467 未申請 医療型障害児入所施設

那由他プロパティーズ合同会社 ＪＯＹわーくす平塚 1412001719 未申請 生活介護

日本レメディー株式会社 若武者ケア　海老名事業所 1414200871 未申請 居宅介護
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日本レメディー株式会社 若武者ケア　海老名事業所 1414200871 未申請 重度訪問介護

富士ソフト企画株式会社 富士ソフト企画　就職予備校 1412100891 未申請 就労移行支援

富士ソフト企画株式会社 富士ソフト企画　就職予備校 1412100891 未申請 就労定着支援

富士フイルム生活協同組合 コープケアセンター 1414300234 未申請 居宅介護

富士フイルム生活協同組合 コープケアセンター 1414300234 未申請 重度訪問介護

有限会社同仁家事介護サービス 有限会社　同仁家事介護サービス 1412100214 未申請 居宅介護

有限会社同仁家事介護サービス 有限会社　同仁家事介護サービス 1412100214 未申請 重度訪問介護

有限会社同仁家事介護サービス 有限会社　同仁家事介護サービス 1412100214 未申請 同行援護

有限会社LC・ファクトリー カエルワークス 1414100956 未申請 就労継続支援Ｂ型

有限会社アテンドサービス湘南 アテンドサービス湘南 1414000479 未申請 居宅介護

有限会社アテンドサービス湘南 アテンドサービス湘南 1414000479 未申請 重度訪問介護

有限会社ケアーサポートあい 有限会社ケアーサポートあい 1412200527 未申請 居宅介護

有限会社ケアーサポートあい 有限会社ケアーサポートあい 1412200527 未申請 重度訪問介護

有限会社ケアーサポートあい 有限会社　ケアーサポートあい 1412200527 未申請 同行援護

有限会社ケアーサポートあい あい相談サポート 1432201562 未申請 計画相談支援

有限会社ケアーサポートあい あい相談サポート 1472200417 未申請 障害児相談支援

有限会社ケアーサポートあい 有限会社ケアーサポートあい 1412200527 未申請 行動援護

有限会社サポート・ティー せせらぎの杜 1412300764 未申請 就労継続支援Ｂ型

有限会社ジースカイ イーチ児童デイサービス相武台 1454100353 未申請 放課後等デイサービス

有限会社ジータイム コアラ介護ケア 1413001650 未申請 居宅介護

有限会社ジータイム コアラ介護ケア 1413001650 未申請 重度訪問介護

有限会社トータル・ケアサービス 相談オフィスわ～くすけあ 1434100929 未申請 計画相談支援

有限会社トータル・ケアサービス 相談オフィスわ～くすけあ 1434100929 未申請 地域相談支援（地域移行支援）

有限会社トータル・ケアサービス 相談オフィスわ～くすけあ 1434100929 未申請 地域相談支援（地域定着支援）

有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー茅ヶ崎 1412400267 未申請 居宅介護

有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー茅ヶ崎 1412400267 未申請 重度訪問介護

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

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

有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー茅ヶ崎 1412400267 未申請 同行援護
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有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー平塚 1452000571 未申請 放課後等デイサービス

有限会社ハッピーハッピー ハッピーハッピー茅ヶ崎 1452400243 未申請 児童発達支援

有限会社プラスチックヨシノ どんぐりケアサービス 1412000463 未申請 居宅介護

有限会社プラスチックヨシノ どんぐりケアサービス 1412000463 未申請 重度訪問介護

有限会社フラワーケア フラワーケア海老名 1414200277 未申請 居宅介護

有限会社フラワーケア フラワーケア海老名 1414200277 未申請 重度訪問介護

有限会社マコトコーポレーション 有限会社マコトコーポレーション 1412300194 未申請 居宅介護

有限会社マコトコーポレーション 有限会社マコトコーポレーション 1412300194 未申請 重度訪問介護

有限会社ワールドブレイン 福祉のみらい 1412500371 未申請 居宅介護

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

有限会社ワールドブレイン 福祉のみらい 1412500371 未申請 同行援護

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

有限会社介護サービスサンライズ 有限会社介護サービスサンライズ 1412300855 未申請 居宅介護

有限会社介護サービスサンライズ 有限会社介護サービスサンライズ 1412300855 未申請 重度訪問介護

有限会社帰陽堂オギクボ薬局 オギクボ薬局相談支援センター 1432301099 未申請 計画相談支援

有限会社三和ケアサービス鎌倉 三和ケアサービス鎌倉　逗子ヘルパーステーション 1412500314 未申請 居宅介護

有限会社湘南ケアサービス 有限会社　湘南ケアサービス 1412200535 未申請 重度訪問介護

有限会社湘南シニアサービス 湘南シニアサービス 1412400598 未申請 居宅介護

有限会社湘南シニアサービス 湘南シニアサービス 1412400598 未申請 重度訪問介護

有限会社湘南シニアサービス 湘南シニアサービス 1412400598 未申請 同行援護
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ＦｕｎＳｍｉｌｅ株式会社 Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ　ｓｍｉｌｅ　徳延教室 1452000688 差戻し 児童発達支援

ＦｕｎＳｍｉｌｅ株式会社 Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ　ｓｍｉｌｅ　徳延教室 1452000688 差戻し 放課後等デイサービス

ていてい合同会社 大和ハウス 1423001468 差戻し 共同生活援助

医療法人社団星林会 ショートステイ　Huｇ　Huｇ 1412901769 差戻し 短期入所

一般社団法人てといろ湘南 てといろプラス 1412001743 差戻し 就労継続支援Ｂ型

一般社団法人てといろ湘南 てといろラボ 1412001875 差戻し 就労継続支援Ｂ型

一般社団法人ワイズ・インフィニティ・エイト GHソシオ伊勢原 1424000915 差戻し 共同生活援助

一般社団法人ワイズ・インフィニティ・エイト GHソシオ大和 1423001740 差戻し 共同生活援助

一般社団法人神奈川県生活サポート ハーバー湯河原 1421500164 差戻し 共同生活援助

株式会社ＪＯＹわーくす みりおんりーふ秦野Ⅱ 1412801605 差戻し 就労継続支援Ｂ型

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス藤沢 1412202150 差戻し 就労移行支援

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス藤沢 1412202150 差戻し 就労定着支援

株式会社ｔｅａｍ　ＡＴＥＫＡ ｔｅａｍ　ＡＴＥＫＡ 1412101212 差戻し 居宅介護

株式会社オンステージ オンステージ藤沢 1412202531 差戻し 就労継続支援Ｂ型

株式会社ケントレイ ぽじぶる玉縄 1422101202 差戻し 共同生活援助

株式会社ケントレイ ぽじぶる長後 1422202489 差戻し 共同生活援助

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

株式会社ゼノファイル 障がい者グループホーム　らしく藤沢 1422202844 差戻し 共同生活援助

株式会社ゼノファイル 障がい者グループホーム　らしく座間 1424100996 差戻し 共同生活援助

株式会社ツクイ ツクイ小田原 1412301242 差戻し 居宅介護

株式会社ツクイ ツクイ小田原 1412301242 差戻し 重度訪問介護

株式会社ツクイ ツクイ茅ヶ崎浜見平 1412401307 差戻し 居宅介護

株式会社ツクイ ツクイ茅ヶ崎浜見平 1412401307 差戻し 重度訪問介護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター座間入谷 1414100907 差戻し 居宅介護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター座間入谷 1414100907 差戻し 重度訪問介護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター伊勢原さくら台 1414000875 差戻し 居宅介護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター伊勢原さくら台 1414000875 差戻し 重度訪問介護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター座間 1414100873 差戻し 居宅介護
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株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター座間 1414100873 差戻し 重度訪問介護

株式会社はっぴーパンらいふ はっぴーパンらいふ 1414000966 差戻し 就労継続支援Ｂ型

株式会社ハッピービューティフル はっぴぃたいむ渋沢 1412801597 差戻し 就労継続支援Ｂ型

株式会社ゆい 児童発達支援・放課後等デイサービス　ゆい 1452100462 差戻し 児童発達支援

株式会社ゆい 児童発達支援・放課後等デイサービス　ゆい 1452100462 差戻し 放課後等デイサービス

株式会社現代企画 ミライてらす大和 1413001189 差戻し 就労定着支援

株式会社現代企画 ミライてらす大和 1413001189 差戻し 就労継続支援Ｂ型

株式会社菖蒲の郷ふかわ 訪問支援事業所　一静 1412801191 差戻し 居宅介護

合同会社Ａｍｏｐ ＤＯＧ　ＳＴＡＭＰ 1424101085 差戻し 共同生活援助

合同会社ＡＷＡＮＡ AWANA 1412901678 差戻し 就労継続支援Ｂ型

合同会社イズ未来図 イズ未来図　秦野 1422801561 差戻し 共同生活援助

合同会社イズ未来図 イズ未来図　伊勢原 1424001020 差戻し 共同生活援助

合同会社ウィルグローブ 訪問介護　ゆめぽっけ 1412500421 差戻し 居宅介護

合同会社ウィルグローブ 訪問介護　ゆめぽっけ 1412500421 差戻し 重度訪問介護

合同会社クオール クオール海老名 1414200483 差戻し 居宅介護

合同会社クオール クオール海老名 1414200483 差戻し 重度訪問介護

合同会社ケアサービス湯河原 鐘丘湯河原訪問介護センター 1411500158 差戻し 居宅介護

合同会社ケアサービス湯河原 鐘丘湯河原訪問介護センター 1411500158 差戻し 重度訪問介護

合同会社ベイビースター ワンツージョイと愉快の仲間 1452400508 差戻し 児童発達支援

合同会社花 デイサービス　花束 1414400349 差戻し 生活介護

社会福祉法人いきいき福祉会 訪問介護　ラポール城南 1412200576 差戻し 居宅介護

社会福祉法人いきいき福祉会 訪問介護　ラポール城南 1412200576 差戻し 重度訪問介護

社会福祉法人おおいそ福祉会 かたつむりの家ワークセンター 1411300039 差戻し 就労継続支援Ｂ型

社会福祉法人かながわ共同会 就労継続支援Ｂ型事業所しらゆり 1412900787 差戻し 就労継続支援Ｂ型

社会福祉法人かながわ共同会 飯山地区日中活動支援センター 1412900878 差戻し 生活介護

社会福祉法人かながわ共同会 愛名やまゆり園あいなホーム 1422900371 差戻し 共同生活援助

社会福祉法人かながわ共同会 愛名やまゆり園　相談支援事業所 1432900346 差戻し 計画相談支援

社会福祉法人かながわ共同会 愛名やまゆり園　相談支援事業 1432900346 差戻し 地域相談支援（地域移行支援）
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社会福祉法人かながわ共同会 愛名やまゆり園　相談支援事業 1432900346 差戻し 地域相談支援（地域定着支援）

社会福祉法人かながわ共同会 愛名やまゆり園　相談支援事業所 1472900057 差戻し 障害児相談支援

社会福祉法人かながわ共同会 希望の丘はだの 1412801290 差戻し 施設入所支援

社会福祉法人かながわ共同会 希望の丘はだの 1412801290 差戻し 生活介護

社会福祉法人かながわ共同会 希望の丘はだの 1412801290 差戻し 自立訓練（生活訓練）

社会福祉法人かながわ共同会 希望の丘はだの 1412801290 差戻し 就労移行支援

社会福祉法人かながわ共同会 希望の丘はだの 1412801290 差戻し 短期入所

社会福祉法人かながわ共同会 秦野精華園自立生活援助事業所「はばたき」 1412801290 差戻し 自立生活援助

社会福祉法人かながわ共同会 秦野精華園指定相談支援事業所「せいか」 1432800405 差戻し 地域相談支援（地域移行支援）

社会福祉法人かながわ共同会 秦野精華園指定相談支援事業所「せいか」 1432800405 差戻し 地域相談支援（地域定着支援）

社会福祉法人かながわ共同会 秦野精華園 1412800078 差戻し 施設入所支援

社会福祉法人かながわ共同会 秦野精華園チャレンジセンター 1412800144 差戻し 就労継続支援Ｂ型

社会福祉法人きしろ社会事業会 二階堂デイサービスセンター 1412101261 差戻し 生活介護

特定非営利活動法人かでる湘南 相談支援　和 1432901559 差戻し 計画相談支援

特定非営利活動法人かでる湘南 相談支援　和 1472900487 差戻し 障害児相談支援

特定非営利活動法人しあわせハート しあわせハート相談室 1434000608 差戻し 計画相談支援

特定非営利活動法人しあわせハート しあわせハート相談室 1474000153 差戻し 障害児相談支援

特定非営利活動法人チャイルドハウスあおぞら 藤綾会　あおぞら障害福祉事業所 1422202794 差戻し 共同生活援助

特定非営利活動法人ディプロワーク バイステック新久 1421600188 差戻し 共同生活援助

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ想 ワーカーズ想事業所 1413000264 差戻し 居宅介護

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ想 ワーカーズ想事業所 1413000264 差戻し 重度訪問介護

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ想 ワーカーズ想事業所 1413000264 差戻し 同行援護

特定非営利活動法人湘南メンタル福祉サービス フリーブ甘沼 1422400497 差戻し 共同生活援助

有限会社Ｄ・プロデュース グループホームほほえみ高倉 1422202927 差戻し 共同生活援助

有限会社たくみケアサービス つるかめヘルパーステーション 1412801183 差戻し 居宅介護

有限会社たくみケアサービス つるかめヘルパーステーション 1412801183 差戻し 重度訪問介護

有限会社トータル・ケアサービス ケアサポートあおぞら 1414100840 差戻し 居宅介護

有限会社トータル・ケアサービス ケアサポートあおぞら 1414100840 差戻し 重度訪問介護
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有限会社トータル・ケアサービス ケアサポートあおぞら 1414100840 差戻し 同行援護

有限会社はたらくや 介護センター　おひさま 1412100230 差戻し 居宅介護


