
令和２年４月１日 

指定障害福祉サービス事業所及び指定障害者支援施設 

管理者 各位 
（令和元年度１～３月及び令和２年度中に指定更新申請予定の事業所） 

横浜市健康福祉局障害施策推進課 
 

指定障害福祉サービス事業所等の指定更新について 
 

 障害者総合支援法に基づく指定を受けた指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設が、６年
間の指定有効期間満了後に引き続き指定を受けようとする場合には指定更新が必要です。 
 つきましては、指定更新対象となる事業所について、次の事項に留意いただき申請を行うようお願いし
ます。 
 
１ 申請受付期間 

横浜市では、原則、指定有効期間満了日が属する月の前月１か月間を指定更新の申請受付期間としま
す。ただし、例年、４月１日指定に関しては他の月に比較し対象数が非常に多いため、指定更新の申請
受付期間を指定有効期間満了日が属する月の前々月（２か月前）の１か月間とします。 
引き続き指定を受けようとする場合は、申請受付期間に申請をおこなってください。指定更新を受け

なければ有効期間の満了によりその効力を失いますのでご注意ください。 
具体的な申請期間は、別紙１「令和元年度(１～３月)及び令和２年度 指定更新申請期間一覧」を参照

してください。 
 
２ 更新対象となる事業所 
  令和元年度１～３月及び令和２年度中に指定更新の申請対象となる事業所は、別紙２「令和元年度１
月から令和２年度３月までの期間に指定更新申請を行う事業所一覧」を参照してください。 

 
３ 申請に必要な書類（詳細は別紙３「障害福祉サービス事業者等指定更新申請に係る必要申請書類一覧」参照） 

必ず提出する書類 注意事項など 
指定更新申請に関する送付票（チェックシート） 提出物のチェックを正しく記載 
指定更新申請書 様式第１号－２ 法人印が必要 
各種付表  
指定更新に関する誓約書 法人印が必要 

参考様式１ 事業所・施設の平面図 
・既存の平面図を別添とすることも可 
・机、椅子及び鍵付書庫等の備品も加筆やマーカーなどにより落

とし込むこと 
【訪問系以外の事業所のみ】 
参考様式２ 居室面積等一覧表 設備基準上必要な居室やスペースは全て記載する 

参考様式３ 事業所の設備・備品等一覧表 机、椅子及び鍵付書庫等の備品について全て記載する 
参考様式９－１（欠格事項に該当しない旨の誓約書） 法人印が必要 

 
参考様式９－４（神奈川県警察本部への照会についての

同意書） 
法人印が必要 
 

参考様式９別紙（役員等名簿） 事業所の管理者も記載する 
【訪問系事業所】 
別紙２-１ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

【訪問系以外の事業所】 
別紙２-２ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

指定更新となる時点での人員基準上必要な従業員を全て記載す

る 

損害賠償保険証書（写し） 最新のものの写し（申請の事業所が対象であることが分かるもの 

申請時点が契約期間に含まれているもの） 
該当がある場合のみ提出する書類 該当要件 

別紙１（他法により既に指定を受けている事業等） 他の法律において既に指定を受けている事業がある場合（介護保

険法、児童福祉法等） 

建物賃貸借契約書（写し） 事業所等の建物が賃貸等の場合（申請時点が契約期間に含まれて

いるもの） 

有償運送許可証（写し） 居宅介護の事業で、通院等乗降介助のサービス提供を行っている

場合 
その他必要な書類 

・複数サービスを実施している事業者又は多機能型事業所の場合、サービスの種別毎に書類の提出が必要です。ただし、重

複する書類は事業所番号毎に一枚で結構です。 
・指定を受けてから、これまで未届出の変更事項がある場合は、別紙３「未届出の変更があるときの添付書類について」を

参照してください。 
 



４ 申請書等の様式 
申請書等の様式については、ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」 
（http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/）の「書式ライブラリ」よりダウンロードできます。 
「書式ライブラリ」 ⇒ 「２．横浜市からのお知らせ」  
 ⇒ 「④-1 指定更新に関する届出様式（障害者総合支援法 相談系以外）」 
※ 様式や必要書類は、県・指定都市・中核市で異なりますのでご注意ください。 

 
５ 書類の提出方法 

提出方法は郵送のみで、申請期間までの必着とさせていただきます。 
なお、新市庁舎への移転に伴い送付日により送付先が異なりますのでご注意ください。 

＜令和２年５月８日（金）までの送付先＞ 
〒231-0021 横浜市中区日本大通１８番地 ＫＲＣビル６階 

＜令和２年５月 11 日（月）以降着の送付先＞ 
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 
 
横浜市健康福祉局障害施策推進課宛 
 
※ 封筒には必ず「指定更新申請書在中（各サービス名）」と明記してください。 

 
６ 提出時にあたっての注意事項 
(1) 「指定更新申請に関する送付票（チェックシート）」と提出内容を確認の上、書類の不足や押印 
  もれ等が無いようご注意ください。チェック済みの送付票（チェックシート）も必ず提出してくだ 

さい。 
 (2) 提出された書類の写しは返送できませんので、提出前にコピーされることをお勧めします。 
 (3) 受領確認のための返信用封筒等の同封はご遠慮ください。受領確認が必要な場合は、簡易書留 
  等をご利用ください。 
(4) 申請書等の状況により、資料の差し替えや追加が発生する場合がありますので、なるべくお早め 

にご提出ください。また、書類作成の際は記載例をよくご確認ください。 
 
７ 指定更新に関する質問等 

多くの質問に正確に回答するため、所定の質問票を使用し電子メールにてお送りください。回答は 
原則翌営業日以降に電子メールで返信します。 

 
８ 指定更新通知書 

更新手続を完了した事業者の指定更新通知書は、当初の指定有効期間満了日までに送付する予定です。 
 
９ その他 
  指定更新を行う予定のない事業所は、速やかに担当までご連絡ください。 
 
 
【参考】 指定更新について（障害者総合支援法第 41条） 
障害者総合支援法に基づく「指定障害福祉サービス事業者」及び「指定障害者支援施設」の指定は、同

法第41条により「６年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失
う。」とされています。引き続き指定の更新を受けようとする指定障害福祉サービス事業者等は、指定有
効期間満了日前に横浜市に指定の更新申請を行う必要があります。 
 
 
 

担当：横浜市健康福祉局障害施策推進課施策調整係 
Eメール：kf-syositei@city.yokohama.jp 

電話：045-671-3601 
FAX：045-671-3566 

 

mailto:kf-syositei@city.yokohama.jp


 

令和元年度(１～３月)及び令和２年度 指定更新申請期間一覧 

(令和元年度２月以降に有効期間満了日を迎える横浜市内の事業所向け) 

 

指定の有効期間満了日・前回の指定年月日ごとの申請期間です。 

 

１ 令和元年度 

指定の有効期間満了日 前回の指定年月日 申 請 期 間（必着） 

令和２年２月29日 平成26年３月１日 令和２年１月６日 ～ 令和２年１月31日 

令和２年３月31日 平成26年４月１日 令和２年１月６日 ～ 令和２年１月31日※ 

令和２年４月30日 平成26年５月１日 令和２年３月２日 ～ 令和２年３月31日 

 

２ 令和２年度 

指定の有効期間満了日 前回の指定年月日 申 請 期 間（必着） 

令和２年５月31日 平成26年６月１日 令和２年４月１日 ～ 令和２年４月30日 

令和２年６月30日 平成26年７月１日 
 令和２年５月１日 ～ 令和２年５月29日 

※新市庁舎移転に伴い送付日によって送付先が異なる

ので注意ください。（通知文参照） 

令和２年７月31日 平成26年８月１日 令和２年６月１日 ～ 令和２年６月30日 

令和２年８月31日 平成26年９月１日 令和２年７月１日 ～ 令和２年７月31日 

令和２年９月30日 平成26年10月１日 令和２年８月３日 ～ 令和２年８月31日 

令和２年10月31日 平成26年11月１日 令和２年９月１日 ～ 令和２年９月30日 

令和２年11月30日 平成26年12月１日 令和２年10月１日 ～ 令和２年10月30日 

令和２年12月31日 平成27年１月１日 令和２年11月２日 ～ 令和２年11月30日 

令和３年１月31日 平成27年２月１日 令和２年12月１日 ～ 令和２年12月28日 

令和３年２月28日 平成27年３月１日 令和３年１月４日 ～ 令和３年１月29日 

令和３年３月31日 平成27年４月１日 令和３年１月４日 ～ 令和３年１月29日※ 

令和３年４月30日 平成27年５月１日 令和３年３月１日 ～ 令和３年３月31日 

※ ４月１日指定に関しては他の月に比較し対象数が非常に多いため、指定更新の申請受付期間を指 

定有効期間満了日が属する月の前々月（２か月前）の１か月間としていますので、ご注意ください。 

別紙１ 



令和元年12月27日時点

※リストは事業所番号順になっています。

事業所番号 事業所 サービス種類 指定有効開始年月日 指定有効終了年月日 申請期間

1410100448 ヘルパーステーション　福ちゃん 居宅介護 平成26年3月1日 令和2年2月29日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410100448 ヘルパーステーション　福ちゃん 重度訪問介護 平成26年3月1日 令和2年2月29日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410100455 ヘルパーステーションうしおだ 居宅介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410100489 障害者支援施設　希望 生活介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410100489 障害者支援施設　希望 短期入所 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410100489 障害者支援施設　希望 施設入所支援 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410100497 フルライフ鶴見 居宅介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410100497 フルライフ鶴見 重度訪問介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410100505 アースサポート横浜鶴見 居宅介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410100505 アースサポート横浜鶴見 重度訪問介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410100919 訪問介護事業所　ローズマリー 居宅介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410100919 訪問介護事業所　ローズマリー 重度訪問介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410100935 江ヶ崎生活介護事業所 生活介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410100968 障害者地域活動ホームふれあいの家 生活介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410100976 無憂樹ケアステーション 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410101008 ぱれっとワークスれんげ 就労継続支援Ｂ型 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410101016 株式会社関ケアサービス 居宅介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410101016 株式会社関ケアサービス 重度訪問介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410101032 ヘルパーステーション　なごみ 居宅介護 平成27年1月1日 令和2年12月31日 令和２年11月２日～令和２年11月30日

1410101032 ヘルパーステーション　なごみ 重度訪問介護 平成27年1月1日 令和2年12月31日 令和２年11月２日～令和２年11月30日

1410101040 一歩舎１・２号館 就労継続支援Ｂ型 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410101057 一歩舎３号館 就労継続支援Ｂ型 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410101065 ふれんど 就労継続支援Ｂ型 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410200016 希望更生センター 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410200016 希望更生センター 就労継続支援Ｂ型 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410200024 横浜光センター 就労継続支援Ｂ型 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410200503 エコーケアサービス横濱片倉 居宅介護 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1410200503 エコーケアサービス横濱片倉 重度訪問介護 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1410200875 Ｋａｉｅｎ横浜 就労移行支援 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410200891 Ｍｅｌｋ　横浜Ｏｆｆｉｃｅ 就労移行支援 平成26年12月1日 令和2年11月30日 令和２年10月１日～令和２年10月30日

1410200909 ＳＡＫＵＲＡ横浜センター 就労移行支援 平成27年1月1日 令和2年12月31日 令和２年11月２日～令和２年11月30日

1410200933 さら就労塾＠ぽれぽれ／横浜 就労移行支援 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410200966 わいわいケア 居宅介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410200966 わいわいケア 重度訪問介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410200966 わいわいケア 同行援護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410200974 かりゆし介護横浜 居宅介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410200974 かりゆし介護横浜 重度訪問介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410200974 かりゆし介護横浜 同行援護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410200982 リエンゲージメント　横浜 就労移行支援 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1410300030 横浜技術センター 就労継続支援Ｂ型 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410300246 市民ハート中央 居宅介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410300246 市民ハート中央 重度訪問介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410300253 エヌ・クラップ 就労移行支援 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410300253 エヌ・クラップ 就労継続支援Ｂ型 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410300337 株式会社ネオ企画　ケアステーションふれ愛 同行援護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410300501 アール 就労継続支援Ｂ型 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410300519 みつる福祉サービス 居宅介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410300519 みつる福祉サービス 重度訪問介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410300519 みつる福祉サービス 同行援護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410300527 まごころ介護訪問ステーション 居宅介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410300527 まごころ介護訪問ステーション 重度訪問介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410300527 まごころ介護訪問ステーション 同行援護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410300535 ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ 就労継続支援Ｂ型 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410400020 エール福祉協会 行動援護 平成27年2月1日 令和3年1月31日 令和２年12月１日～令和２年12月28日

1410400277 あい　コンセント 行動援護 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410400343 エターナル 行動援護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410400475 かながわヘルパーステーション 同行援護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410400483 わくわくワーク大石 就労継続支援Ｂ型 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1410400517 のげざか訪問介護 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410400517 のげざか訪問介護 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410400558 中区本牧活動ホーム 生活介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410400954 なかサービス 居宅介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410400954 なかサービス 重度訪問介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410400962 株式会社ケアステーション大樹　横浜センター 居宅介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410400962 株式会社ケアステーション大樹　横浜センター 重度訪問介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410400962 株式会社ケアステーション大樹　横浜センター 同行援護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410400988 ケアサービスＣｈｏｕＣｈｏｕ 居宅介護 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

令和元年度１月から令和２年度３月までの期間に指定更新申請を行う事業所一覧 別紙２



1410400988 ケアサービスＣｈｏｕＣｈｏｕ 重度訪問介護 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1410401002 本牧一丁目工房 就労継続支援Ｂ型 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410401010 アカリエ　総合福祉サービス 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410401010 アカリエ　総合福祉サービス 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410401010 アカリエ　総合福祉サービス 同行援護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410401028 ギッフェリ 就労継続支援Ｂ型 平成26年8月1日 令和2年7月31日 令和２年６月１日～令和２年６月30日

1410401044 ウェルビー桜木町駅前センター 就労移行支援 平成26年10月1日 令和2年9月30日 令和２年８月３日～令和２年８月31日

1410401077 東電さわやかケア馬車道・訪問介護 居宅介護 平成26年12月1日 令和2年11月30日 令和２年10月１日～令和２年10月30日

1410401085 Ｍｅｌｋ　関内Ｏｆｆｉｃｅ 就労移行支援 平成27年2月1日 令和3年1月31日 令和２年12月１日～令和２年12月28日

1410401093 ワールドケア 居宅介護 平成27年2月1日 令和3年1月31日 令和２年12月１日～令和２年12月28日

1410401093 ワールドケア 重度訪問介護 平成27年2月1日 令和3年1月31日 令和２年12月１日～令和２年12月28日

1410401093 ワールドケア 同行援護 平成27年2月1日 令和3年1月31日 令和２年12月１日～令和２年12月28日

1410401119 インカル 就労移行支援 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410401119 インカル 就労継続支援Ｂ型 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410500597 株式会社さくら 居宅介護 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410500597 株式会社さくら 重度訪問介護 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410500605 サザン・ワーク 就労継続支援Ｂ型 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410500886 ジャーニー 就労継続支援Ｂ型 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1410500902 おひさま介護アールエス 居宅介護 平成26年8月1日 令和2年7月31日 令和２年６月１日～令和２年６月30日

1410500902 おひさま介護アールエス 重度訪問介護 平成26年8月1日 令和2年7月31日 令和２年６月１日～令和２年６月30日

1410500902 おひさま介護アールエス 同行援護 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1410500910 ヘルプサービス　ランタン 居宅介護 平成26年8月1日 令和2年7月31日 令和２年６月１日～令和２年６月30日

1410500910 ヘルプサービス　ランタン 重度訪問介護 平成26年8月1日 令和2年7月31日 令和２年６月１日～令和２年６月30日

1410500969 ケアステーション桜 居宅介護 平成27年1月1日 令和2年12月31日 令和２年11月２日～令和２年11月30日

1410500969 ケアステーション桜 重度訪問介護 平成27年1月1日 令和2年12月31日 令和２年11月２日～令和２年11月30日

1410500977 訪問介護ステーション　白朋苑 居宅介護 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410500977 訪問介護ステーション　白朋苑 重度訪問介護 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410500985 あいの木きょうしん 就労継続支援Ｂ型 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410500993 かもめケア 居宅介護 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1410500993 かもめケア 重度訪問介護 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1410600066 幸陽園 生活介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410600066 幸陽園 就労移行支援 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410600066 幸陽園 就労継続支援Ｂ型 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410600629 ＳＯＭＰＯケア横浜西　訪問介護 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410600629 ジャパンケア横浜西　訪問介護 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410600637 豊穣の大地ヘルパーステーション 居宅介護 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1410600637 豊穣の大地ヘルパーステーション 重度訪問介護 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1410600645 フルライフ保土ヶ谷 居宅介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410600645 フルライフ保土ヶ谷 重度訪問介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410600652 リプラス 就労継続支援Ｂ型 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410601023 合同会社はるかぜケアサービス 居宅介護 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1410601023 合同会社はるかぜケアサービス 重度訪問介護 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1410601023 合同会社はるかぜケアサービス 同行援護 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1410601064 フェア・コーヒー 就労継続支援Ｂ型 平成26年10月1日 令和2年9月30日 令和２年８月３日～令和２年８月31日

1410601122 地域支援事業所ダンボ 生活介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410700197 つむぎ会 行動援護 平成26年10月1日 令和2年9月30日 令和２年８月３日～令和２年８月31日

1410700460 フルライフ磯子 居宅介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410700460 フルライフ磯子 重度訪問介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410700478 福祉クラブ生協　訪問介護ステーションおひさま 居宅介護 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1410700478 福祉クラブ生協　訪問介護ステーションおひさま 重度訪問介護 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1410700817 生活介護事業所いそご青い鳥 生活介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410700825 株式会社ダックス 居宅介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410700825 株式会社磯子ダックス 重度訪問介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410800021 聖星学園 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410800021 聖星学園 就労継続支援Ｂ型 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410800344 特定非営利活動法人　ＮＰＯいきいき横浜 行動援護 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1410800542 セントケア　ウィル　金沢 居宅介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410800542 セントケア　ウィル　金沢 重度訪問介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410800559 陽光の大地ヘルパーステーション 居宅介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410800559 陽光の大地ヘルパーステーション 重度訪問介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410800567 ＳＯＭＰＯケア横浜金沢文庫　訪問介護 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410800567 ＳＯＭＰＯケア横浜金沢文庫　訪問介護 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410800575 ごのご 就労継続支援Ｂ型 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410800757 あった介護 同行援護 平成26年8月1日 令和2年7月31日 令和２年６月１日～令和２年６月30日

1410800898 訪問介護事業所　ランタン 居宅介護 平成26年10月1日 令和2年9月30日 令和２年８月３日～令和２年８月31日

1410800898 訪問介護事業所　ランタン 重度訪問介護 平成26年10月1日 令和2年9月30日 令和２年８月３日～令和２年８月31日

1410800906 手織り工房　コパン 生活介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410900581 コープケアサポートセンター港北 居宅介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410900581 コープケアサポートセンター港北 重度訪問介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410900581 コープケアサポートセンター港北 行動援護 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410900599 ＳＯＭＰＯケア横浜大倉山　訪問介護 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410900599 ＳＯＭＰＯケア横浜大倉山　訪問介護 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日



1410900607 有限会社　オレンジ・ブロッサム 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410900607 有限会社　オレンジ・ブロッサム 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410900615 エミアルケア港北 居宅介護 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1410900615 エミアルケア港北 重度訪問介護 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1410900623 横浜市総合保健医療センター 就労移行支援 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1410900987 ヘルパーステーションアンド 居宅介護 平成26年3月1日 令和2年2月29日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410900987 ヘルパーステーションアンド 重度訪問介護 平成26年3月1日 令和2年2月29日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1410901001 のぞみ介護 居宅介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410901001 のぞみ介護 重度訪問介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1410901019 横浜健育自立センター 自立訓練（生活訓練） 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410901019 横浜健育自立センター 就労移行支援 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1410901035 かしの木ホーム 生活介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410901043 わーくす太尾 生活介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1410901068 ウェルビー新横浜駅前センター 就労移行支援 平成26年12月1日 令和2年11月30日 令和２年10月１日～令和２年10月30日

1411000019 朝日塾 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1411000019 朝日塾 施設入所支援 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1411000027 朝日塾 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1411000035 であい 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1411000167 医療生協かながわ生活協同組合ヘルパーステーションとつか 行動援護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1411000456 コープケアサポートセンター戸塚 居宅介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1411000456 コープケアサポートセンター戸塚 重度訪問介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1411000456 コープケアサポートセンター戸塚 行動援護 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1411000464 ケア・フレンズ横浜 居宅介護 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1411000464 ケア・フレンズ横浜 重度訪問介護 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1411000472 横浜ケアセンターそよ風 居宅介護 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1411000472 横浜ケアセンターそよ風 重度訪問介護 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1411000480 ＳＯＭＰＯケア横浜戸塚　訪問介護 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1411000480 ＳＯＭＰＯケア横浜戸塚　訪問介護 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1411000829 若武者ケア　戸塚事業所 居宅介護 平成26年3月1日 令和2年2月29日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1411000829 若武者ケア　戸塚事業所 重度訪問介護 平成26年3月1日 令和2年2月29日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413100445 コープケアサポートセンター港南 居宅介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413100445 コープケアサポートセンター港南 重度訪問介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413100445 コープケアサポートセンター港南 行動援護 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413100452 障害児余暇支援事業所くらぶ 行動援護 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1413100460 ＳＯＭＰＯケア横浜港南日野　訪問介護 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413100460 ＳＯＭＰＯケア横浜港南日野　訪問介護 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413100841 ケアサービス和 居宅介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413100841 ケアサービス和 重度訪問介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413200013 第一空とぶくじら社 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200021 第二空とぶくじら社 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200039 偕恵 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200039 偕恵 施設入所支援 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200047 偕恵シグナル 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200054 光の丘 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200054 光の丘 施設入所支援 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200062 風の丘 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200070 しらねの里 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200070 しらねの里 施設入所支援 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200096 社会就労センターしらね 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200278 ツクイ横浜希望が丘 行動援護 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413200609 社会就労センターのぞみ 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200609 社会就労センターのぞみ 就労継続支援Ｂ型 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200633 第三空とぶくじら社 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200658 コープケアサポートセンター旭 居宅介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200658 コープケアサポートセンター旭 重度訪問介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200658 コープケアサポートセンター旭 行動援護 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413200666 虹のかけはし 就労継続支援Ｂ型 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200674 麦の丘 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413200682 ＳＯＭＰＯケア横浜希望が丘　訪問介護 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413200682 ＳＯＭＰＯケア横浜希望が丘　訪問介護 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413200690 くるみの木 就労継続支援Ｂ型 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1413201193 合同会社サーブ 居宅介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413201193 合同会社サーブ 重度訪問介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413201219 ヘルパーステーションにじいろ 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413201219 ヘルパーステーションにじいろ 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413201219 ヘルパーステーションにじいろ 行動援護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413201227 横浜マックデイケアセンター 自立訓練（生活訓練） 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1413201235 泉の郷　南希望が丘　訪問介護 居宅介護 平成27年2月1日 令和3年1月31日 令和２年12月１日～令和２年12月28日

1413300391 障害者就労支援事業所　アルカヌエバ 就労継続支援Ｂ型 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413300417 ＵＮＯ工房 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413300425 ＳＯＭＰＯケア横浜十日市場　訪問介護 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413300425 ＳＯＭＰＯケア　横浜十日市場　訪問介護 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日



1413300441 横浜市つたのは学園 生活介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413300722 愛・十日市場事業所 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413300730 若武者ケア　緑事業所 居宅介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413300730 若武者ケア　緑事業所 重度訪問介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413300748 パーソナルアシスタント横浜 居宅介護 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1413300748 パーソナルアシスタント横浜 重度訪問介護 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1413300755 ヘルパーステーションみどり野 居宅介護 平成26年10月1日 令和2年9月30日 令和２年８月３日～令和２年８月31日

1413300755 ヘルパーステーションみどり野 重度訪問介護 平成26年10月1日 令和2年9月30日 令和２年８月３日～令和２年８月31日

1413300755 ヘルパーステーションみどり野 同行援護 平成26年10月1日 令和2年9月30日 令和２年８月３日～令和２年８月31日

1413400233 アームス在宅支援センター 居宅介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1413400233 アームス在宅支援センター 重度訪問介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1413400258 輝の杜 居宅介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413400480 虹 居宅介護 平成27年2月1日 令和3年1月31日 令和２年12月１日～令和２年12月28日

1413400480 虹 重度訪問介護 平成27年2月1日 令和3年1月31日 令和２年12月１日～令和２年12月28日

1413400498 せや福祉ホーム 生活介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413500040 ソイル栄 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413500040 ソイル栄 施設入所支援 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413500305 フルライフ本郷台 居宅介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1413500305 フルライフ本郷台 重度訪問介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1413500313 スマイルサポート　はぴねす 居宅介護 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1413500313 スマイルサポート　はぴねす 重度訪問介護 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1413500313 スマイルサポート　はぴねす 行動援護 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1413500479 なかま桂台西 生活介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413500487 杜の茶屋 就労継続支援Ｂ型 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413600451 いずみのさと 就労継続支援Ｂ型 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413600469 あおぞらステーション 居宅介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1413600469 あおぞらステーション 重度訪問介護 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1413600626 トムトムの家 短期入所 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413600899 障害者地域活動ホーム　いずみ会館 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413600907 ぶどうの樹 就労継続支援Ｂ型 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413600915 ぴぐれっと６ 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413600923 つぼみの家 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413600931 ファール　ニエンテ 就労継続支援Ｂ型 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1413600931 ファール　ニエンテ 就労継続支援Ｂ型 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1413601012 ぽらいと・えき 生活介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413601012 ぽらいと・えき 短期入所 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413601012 ぽらいと・えき 施設入所支援 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413601020 道 生活介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413700301 セントケアサポート青葉 居宅介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413700301 セントケアサポート青葉 重度訪問介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413700327 グリーン 生活介護 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1413700335 めたぽ 居宅介護 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1413700335 めたぽ 重度訪問介護 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1413700376 ブリランテ 生活介護 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413700426 キッチンわかば 就労継続支援Ｂ型 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413700673 ほっと・館　花 生活介護 平成27年1月1日 令和2年12月31日 令和２年11月２日～令和２年11月30日

1413700681 葵ステーション 居宅介護 平成27年1月1日 令和2年12月31日 令和２年11月２日～令和２年11月30日

1413700681 葵ステーション 重度訪問介護 平成27年1月1日 令和2年12月31日 令和２年11月２日～令和２年11月30日

1413800044 ワーク中川 生活介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413800044 ワーク中川 短期入所 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413800127 特定非営利活動法人　横浜らんぽ 行動援護 平成27年1月1日 令和2年12月31日 令和２年11月２日～令和２年11月30日

1413800325 第２かたるべ社　分室 就労継続支援Ｂ型 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413800390 コープケアサポートセンター都筑 居宅介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413800390 コープケアサポートセンター都筑 重度訪問介護 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413800390 コープケアサポートセンター都筑 行動援護 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413800416 レアリゼつづき 就労継続支援Ｂ型 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1413800622 ショコラボ 就労継続支援Ｂ型 平成27年5月1日 令和3年4月30日 令和３年３月１日～令和３年３月31日

1413800812 ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス横浜都筑 就労移行支援 平成26年3月1日 令和2年2月29日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413800820 クラーク川和 就労継続支援Ｂ型 平成26年3月1日 令和2年2月29日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1413800879 内野介護相談所 居宅介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1413800879 内野介護相談所 重度訪問介護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1413800879 内野介護相談所 同行援護 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1420100925 グループホーム　小さな夢 共同生活援助 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1420200923 グループホーム　なでしこ 共同生活援助 平成27年2月1日 令和3年1月31日 令和２年12月１日～令和２年12月28日

1420200956 クローバー 共同生活援助 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1420400317 本牧荘Ⅰ 共同生活援助 平成26年6月1日 令和2年5月31日 令和２年４月１日～令和２年４月30日

1420400523 ＧＨ見晴 共同生活援助 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1420400531 オリーブハイツ 共同生活援助 平成26年10月1日 令和2年9月30日 令和２年８月３日～令和２年８月31日

1420500926 かすみ草 共同生活援助 平成26年11月1日 令和2年10月31日 令和２年９月１日～令和２年９月30日

1420500934 アガペ 共同生活援助 平成26年12月1日 令和2年11月30日 令和２年10月１日～令和２年10月30日

1420500942 こもれび 共同生活援助 平成26年12月1日 令和2年11月30日 令和２年10月１日～令和２年10月30日

1420600999 おきな草 共同生活援助 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日



1420601005 サンハイム仏向 共同生活援助 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1420601088 サンハイツ横浜 共同生活援助 平成27年2月1日 令和3年1月31日 令和２年12月１日～令和２年12月28日

1420700443 ヒューハウス 共同生活援助 平成26年9月1日 令和2年8月31日 令和２年７月１日～令和２年７月31日

1420700450 一歩 共同生活援助 平成26年10月1日 令和2年9月30日 令和２年８月３日～令和２年８月31日

1420700765 グループホーム「下宿屋」 共同生活援助 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1420700807 ピースマイル 共同生活援助 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1420800581 つばき 共同生活援助 平成26年10月1日 令和2年9月30日 令和２年８月３日～令和２年８月31日

1420800888 灯 共同生活援助 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1420800920 グループホーム麦の家 共同生活援助 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1420900639 高田西グリーンハイム 共同生活援助 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1421000843 グループホーム歩む会 共同生活援助 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1421000850 クランスⅠ 共同生活援助 平成26年5月1日 令和2年4月30日 令和２年３月２日～令和２年３月31日

1421000868 もえぎホーム戸塚 共同生活援助 平成26年7月1日 令和2年6月30日 令和２年５月１日～令和２年５月29日

1423100435 グリーンヒルズそよかぜ 共同生活援助 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1423201183 グループホーム葵 共同生活援助 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1423400264 ハートウォーム 共同生活援助 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1423500402 グループホーム　コホラ 共同生活援助 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1423500428 るるはうす 共同生活援助 平成26年8月1日 令和2年7月31日 令和２年６月１日～令和２年６月30日

1423500444 ほっぷ 共同生活援助 平成26年12月1日 令和2年11月30日 令和２年10月１日～令和２年10月30日

1423600475 土屋荘 共同生活援助 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1423600889 寛 共同生活援助 平成26年3月1日 令和2年2月29日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1423600947 グループホーム輪の家 共同生活援助 平成27年1月1日 令和2年12月31日 令和２年11月２日～令和２年11月30日

1423600962 みんなの家　すてっぷ 共同生活援助 平成27年2月1日 令和3年1月31日 令和２年12月１日～令和２年12月28日

1423600996 ひかりホーム 共同生活援助 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1423800836 ぽけっと 共同生活援助 平成26年4月1日 令和2年3月31日 令和２年１月６日～令和２年１月31日

1423800893 リオ中川 共同生活援助 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日

1423800901 生活ホーム　エルファーロ 共同生活援助 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和３年１月４日～令和３年１月29日



　◎は必ず提出が必要なもの
　△は、未届出の変更がなければ省略可能なもの（※届出の有無がわからない場合は省略せず提出してください。）
　▲は、要件に該当する場合、必ず提出

居宅介護
重度訪問
同行援護
行動援護

療養介護 生活介護 短期入所
重度障害者等包

括支援
共同生活介護
共同生活援助

自立訓練
（機能訓練）

自立訓練（生活
訓練・宿泊型）

就労移行支援
就労継続支援
Ａ型・Ｂ型

障害者
支援施設

指定更新申請に関する送付票（チェックシート） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

様式第1号-２（申請書） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

別紙１（他法により既に指定を受けている事業等）
・他法による指定通知書の写し

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

各種付表
◎付表１
１-2

◎付表2
◎付表3

3-2
◎付表5 ◎付表6 ◎付表7

◎付表9
9-2

◎付表10
10-2

◎付表11
11-2

◎付表12
12-2

◎付表8
その1～3

多機能型の場合
▲付表13

13-2
▲付表13
13-2

▲付表13
13-2

▲付表13
13-2

▲付表13
13-2

指定更新に関する誓約書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

定款、登記事項証明（履歴事項全部証明書）等 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

運営規程 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

参考様式1（平面図） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

参考様式2（面積） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

参考様式3（設備） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

参考様式4（経歴書） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

参考様式5（実務経験） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

参考様式6（苦情解決） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

別紙2-1（勤務形態） ◎

別紙2-2（勤務形態） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

参考様式7（組織体制） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

参考様式8（主たる対象者） △ △ △ △ △ △ △ △ △

参考様式9-1（欠格事項に該当しない旨の誓約書） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

参考様式9-4（神奈川県警察本部への照会について
の同意書）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

参考様式9別紙（役員等名簿） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

参考様式10（協力医療） △ △ △ △ △ △ △ △ △

参考様式11（支援体制） △

管理者の誓約書 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

損害賠償保険証書写し ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

建物賃貸借契約書写し ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

有償運送許可証の写し ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

●　これまで申請を行った内容（新規申請及び変更申請）から変更がある場合、上記以外の書類が必要な場合があります。別紙「未届出の変更があるときの添付書類について」をご確認ください。

●　申請書・添付書類の様式等は、ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」(http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/)の「書式ライブラリ」→「２．横浜市からのお知らせ」→「④指定更新に係る届出様式（障害者総合支援法）」より
ダウンロードしてください。

●　複数のサービスを実施している事業者の場合、サービスの種別毎に書類の提出が必要になります。但し、重複する書類は事業所番号毎に一枚で結構です。

障害福祉サービス事業者等指定更新申請に係る必要申請書類一覧 別紙３



未届出の変更があるときの添付書類について（指定更新用）

変更となった項目 必要な書類 備考

事業所・施設の平面図（参考様式１）
居室面積等一覧表（参考様式２）
事業所の設備・備品の一覧表（参考様式３）
事業所の外観及び内部の写真

建物賃貸借契約書

管理者の経歴書（参考様式４）

管理者誓約書

サービス提供責任者、サービス管理責任者の経歴書
（参考様式４）

資格証明書の写し
実務経験証明書（参考様式５）

各研修の修了書の写し※

利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ず
る措置の概要

利用者（入所者）又はその家族からの苦情を解決す
るために講ずる措置の概要（参考様式６）
組織体制図（参考様式７）

勤務形態一覧表（別紙２-１もしくは２-２）

協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該医療機関
との契約の内容（医療機関との協力体制の概要も同
様）

協力医療機関との契約の内容（参考様式10）

事業所の種別（併設型・空床型の別） 運営規程 短期入所のみ該当。

事業所・施設の平面図（参考様式１）
居室面積の一覧表（参考様式２）
事業所の設備・備品の一覧表（参考様式３）
事業所の外観及び内部の写真
建物賃貸借契約書
運営規程
組織体制図（参考様式７）
勤務形態一覧表（別紙２－２）

変更するサービスの付表

関係機関との連携その他の適切な支援体制の概要
指定障害者支援施設等との連携体制及び支援の体制
の概要（参考様式11）

人員の変更が無く、単に氏や住所の変更の場合は経歴書のみで可。
（経歴書の余白に変更内容を記載してください。）
※研修の修了書の写しは行動援護、同行援護のサービス提供責任者
の変更やサービス管理責任者の変更時のみ必要。

　未届出の変更がある場合は、変更届出書（第５号様式）と下記の当該書類と併せて提出をお願いします。
※本来は事業所の届出内容に変更が生じた場合、変更の日から10日以内に届け出る必要がありますのでご注意ください。
（詳しくはウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」(http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/)の「書式ライブラリ」→「２．横浜市からのお知らせ」→「③変更等に関する届出
様式（障害者総合支援法）」の案内をご覧ください。）

提供する障害福祉サービスの種類
当該施設の入所定員

履歴事項全部証明書は３か月以内のもの。原本提出。

訪問系事業所の場合、「事業所の設備・備品の一覧表（参考様式
３）」は不要。

人員の変更が無く、単に氏や住所の変更の場合は経歴書のみで可。
（経歴書の余白に変更内容を記載してください。）

資格証の提出が必要な場合、これまでに提出されていない方につい
て提出してください。

「提供する障害福祉サービスの種類」については障害者支援施設の
昼間サービスのみ該当。

「当該施設の入所定員」については短期入所のみ該当。

当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤
務形態

登記事項証明（履歴事項全部証明書）

事業所の平面図及び設備の概要（建物の構造概要及び
平面図並びに設備の概要も同様）

運営規程

申請者の登記事項証明書又は条例等

事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

運営規程

事業所のサービス提供責任者、サービス管理責任者の
氏名、生年月日、住所及び経歴

別紙４
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