
神奈川県「介護サービス情報の公表」制度　令和4年度　計画
グループ番号 グループ名称 事業所番号 事業所名 計画名 報告月（WEB用） 調査月（WEB用） 公表月（WEB用）
147190092612 訪問入浴介護等 1471900926 ニチイケアセンター湘南山手 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190094211 訪問介護等 1471900942 共楽荘訪問介護福祉サービスセンター 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190098315 通所介護等 1471900983 ひまわりケアサービス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190099111 訪問介護等 1471900991 聖隷ヘルパーステーション横須賀 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190105611 訪問介護等 1471901056 みうら 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190125432 認知症対応型共同生活介護等 1471901254 グループホーム　ひなたぼっこ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190130432 認知症対応型共同生活介護等 1471901304 グループホーム　とまと 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190131211 訪問介護等 1471901312 ニチイケアセンター横須賀 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190133832 認知症対応型共同生活介護等 1471901338 グループホーム　みうら富士 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190141132 認知症対応型共同生活介護等 1471901411 さくらの家二番館 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190142932 認知症対応型共同生活介護等 1471901429 グループホームこころ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190149432 認知症対応型共同生活介護等 1471901494 グループホーム・美咲の家 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190170032 認知症対応型共同生活介護等 1471901700 グループホームゆりの花 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190173432 認知症対応型共同生活介護等 1471901734 グループホームつばき 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190174251 介護老人福祉施設等 1471901742 太陽の家 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190176743 居宅介護支援 1471901767 横須賀あじさい園　ケアプランセンター 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190178351 介護老人福祉施設等 1471901783 横須賀あじさい園 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190180951 介護老人福祉施設等 1471901809 特別養護老人ホーム　塚山ホーム 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190182511 訪問介護等 1471901825 福祉の森　湘南 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190183311 訪問介護等 1471901833 みさとの家 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190188243 居宅介護支援 1471901882 シャロームケアプランセンター 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190189011 訪問介護等 1471901890 聖ヨゼフヘルパーステーション 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190190815 通所介護等 1471901908 デイサービスセンター塚山ホーム 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190191643 居宅介護支援 1471901916 塚山居宅介護支援センター 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190192443 居宅介護支援 1471901924 スマイル介護相談所　長坂 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190194011 訪問介護等 1471901940 訪問介護　さんふらわぁ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190197332 認知症対応型共同生活介護等 1471901973 グループホーム秋谷 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190198111 訪問介護等 1471901981 ホームヘルパーステーション　あしたの風 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190199915 通所介護等 1471901999 デイサービスセンター　あしたの風 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190200543 居宅介護支援 1471902005 居宅介護支援事業所　あしたの風 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190201317 福祉用具貸与等 1471902013 しんわレンタル館 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190203932 認知症対応型共同生活介護等 1471902039 グループホーム　あしたの風 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190206217 福祉用具貸与等 1471902062 介護用品専門店　かすみ草 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190211232 認知症対応型共同生活介護等 1471902112 グループホーム　あんずの家 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190212032 認知症対応型共同生活介護等 1471902120 グループホーム　ふれんど 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190214611 訪問介護等 1471902146 在宅ケアセンター陽だまり 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190218751 介護老人福祉施設等 1471902187 特別養護老人ホーム　興寿苑 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190220343 居宅介護支援 1471902203 居宅介護支援事業所　興寿苑 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190221115 通所介護等 1471902211 老人デイサービス　興寿苑 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190226011 訪問介護等 1471902260 たづ介護センター 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190226043 居宅介護支援 1471902260 たづ介護センター 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190235115 通所介護等 1471902351 まるなかデイサービス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190248432 認知症対応型共同生活介護等 1471902484 ぐるーぷほーむ　梅の郷 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190250032 認知症対応型共同生活介護等 1471902500 スマイル住まいる横須賀大矢部 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190256715 通所介護等 1471902567 デイサービスひまわりの家 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190258332 認知症対応型共同生活介護等 1471902583 グループホーム観音崎 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190264132 認知症対応型共同生活介護等 1471902641 グループホーム　サンライフ三春町 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190265832 認知症対応型共同生活介護等 1471902658 スマイル住まいる走水 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190269032 認知症対応型共同生活介護等 1471902690 グループホーム　アイ・ウィッシュ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190280732 認知症対応型共同生活介護等 1471902807 グループホーム　チェリーホーム森崎 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190283132 認知症対応型共同生活介護等 1471902831 やすらぎの杜 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190284932 認知症対応型共同生活介護等 1471902849 グループホームゆりの花･森崎 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190288032 認知症対応型共同生活介護等 1471902880 グループホーム　古街の家 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190292232 認知症対応型共同生活介護等 1471902922 グループホームゆりの花・武 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190296332 認知症対応型共同生活介護等 1471902963 さくらの家三番館 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
141200301014 訪問リハビリテーション等 1412003010 くらた病院 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
141200354914 訪問リハビリテーション等 1412003549 ふれあい平塚ホスピタル 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145198002816 通所リハビリテーション等 1451980028 第二湘南グリーン介護老人保健施設 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145198002852 介護老人保健施設等 1451980028 第二湘南グリーン介護老人保健施設 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145198006916 通所リハビリテーション等 1451980069 介護老人保健施設　野比苑 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145198006952 介護老人保健施設等 1451980069 介護老人保健施設　野比苑 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145198007716 通所リハビリテーション等 1451980077 第三湘南グリーン介護老人保健施設 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145198007752 介護老人保健施設等 1451980077 第三湘南グリーン介護老人保健施設 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145198008516 通所リハビリテーション等 1451980085 介護老人保健施設　しんわ走水荘 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145198008552 介護老人保健施設等 1451980085 介護老人保健施設　しんわ走水荘 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145208005914 訪問リハビリテーション等 1452080059 介護老人保健施設　フィオーレ湘南真田 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146199014213 訪問看護等 1461990142 しんわ福祉サービス　訪問看護ステーション 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146199023313 訪問看護等 1461990233 訪問看護ステーション友・友 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
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146199033213 訪問看護等 1461990332 セントケア訪問看護ステーション横須賀 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146199038113 訪問看護等 1461990381 コトノハ訪問看護リハビリステーション 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146199040711 訪問介護等 1461990407 さくらんぼ武山 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146199041513 訪問看護等 1461990415 訪問看護ステーション　はな 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146199045613 訪問看護等 1461990456 アミカルケアサービス　訪問看護ステーション 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146199064713 訪問看護等 1461990647 マークスター訪問看護ステーション 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146209025613 訪問看護等 1462090256 訪問看護ステーションＢｅｎｎｙ’ｓ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190001712 訪問入浴介護等 1471900017 ニチイケアセンター横須賀中央 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190018143 居宅介護支援 1471900181 スマイル介護相談所　彩歳 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190067832 認知症対応型共同生活介護等 1471900678 グループホームいずみ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190069432 認知症対応型共同生活介護等 1471900694 さくらの家一番館 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190078532 認知症対応型共同生活介護等 1471900785 グループホーム　なごみ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190086832 認知症対応型共同生活介護等 1471900868 グループホーム　チェリーホーム 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190092611 訪問介護等 1471900926 ニチイケアセンター湘南山手 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190298932 認知症対応型共同生活介護等 1471902989 ローズホーム 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190302915 通所介護等 1471903029 デイサービスあんず 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190303715 通所介護等 1471903037 スマイルデイサービス長坂 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190304532 認知症対応型共同生活介護等 1471903045 グループホーム　浦上台 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190305232 認知症対応型共同生活介護等 1471903052 グループホーム　ちゃばしら 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190308632 認知症対応型共同生活介護等 1471903086 はくおうの里 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190309432 認知症対応型共同生活介護等 1471903094 あずみ苑　津久井浜 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190310232 認知症対応型共同生活介護等 1471903102 グループホーム　吉井の郷 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190312832 認知症対応型共同生活介護等 1471903128 グループホーム　ゆう愛 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190313632 認知症対応型共同生活介護等 1471903136 グループホーム　来夢の家 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190317743 居宅介護支援 1471903177 来夢のこころ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190321912 訪問入浴介護等 1471903219 アースサポート横須賀 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190324311 訪問介護等 1471903243 あゆみ福祉サービス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190325043 居宅介護支援 1471903250 ナイスケアプランセンター 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190327615 通所介護等 1471903276 リハビリデイセンター悠　第２ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190331833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471903318 サニーステージ野比海岸 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190339111 訪問介護等 1471903391 すずせい福祉サービス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190341711 訪問介護等 1471903417 特定非営利活動法人　くろふね 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190341743 居宅介護支援 1471903417 特定非営利活動法人　くろふね 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190342515 通所介護等 1471903425 ＲＥ:Ｂorn式　リハビリセンター大矢部 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190343311 訪問介護等 1471903433 訪問介護のぞみ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190343343 居宅介護支援 1471903433 訪問介護のぞみ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190384711 訪問介護等 1471903847 ニチイケアセンター横須賀佐原 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190384715 通所介護等 1471903847 ニチイケアセンター横須賀佐原 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190391211 訪問介護等 1471903912 ケアステーション杏の実 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190392011 訪問介護等 1471903920 介護センター鈴鈴 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190392043 居宅介護支援 1471903920 介護センター鈴鈴 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190393815 通所介護等 1471903938 デイサービス　ひなたぼっこ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190394643 居宅介護支援 1471903946 居宅介護支援オフィス　咲き花 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190396111 訪問介護等 1471903961 ヘルパーステーション　イワサキ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190461351 介護老人福祉施設等 1471904613 さくらの里山科 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190462151 介護老人福祉施設等 1471904621 介護老人福祉施設　玉成苑 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190466215 通所介護等 1471904662 スマイル池上 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190467051 介護老人福祉施設等 1471904670 特別養護老人ホーム　ゆうあいの郷　衣笠 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190471215 通所介護等 1471904712 デイサービス花栞 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190475311 訪問介護等 1471904753 ＮＰＯ法人ケアリリーフよこすか 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190475343 居宅介護支援 1471904753 ＮＰＯ法人ケアリリーフよこすか 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190481115 通所介護等 1471904811 リハビリデイサービス　アニュー 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190482943 居宅介護支援 1471904829 野比ケアプランセンター 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190484543 居宅介護支援 1471904845 居宅介護支援事業所　フィオーレ久里浜　いえじ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190486015 通所介護等 1471904860 デイサービス宝夢 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190491015 通所介護等 1471904910 リハビリステーション　つう快 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190492815 通所介護等 1471904928 機能回復訓練強化型　マッスルデイサービス　追浜 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190493615 通所介護等 1471904936 デイリハセンター　花の里　すみれ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190495133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471904951 ゆうゆうassistナーシングホーム北久里浜 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190496915 通所介護等 1471904969 デイサービスセンター天真館　衣笠 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190497717 福祉用具貸与等 1471904977 サクラサービス株式会社　追浜営業所 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190498515 通所介護等 1471904985 デイサロン武１番館 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190499315 通所介護等 1471904993 津久井浜ケアセンターデイサービス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190501615 通所介護等 1471905016 クラールデイサービス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190503211 訪問介護等 1471905032 十愛 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190506543 居宅介護支援 1471905065 しんわ福祉サービス居宅 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190541211 訪問介護等 1471905412 しんわ福祉サービス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190590915 通所介護等 1471905909 リハビリデイケアサロンすずの木 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
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147190593315 通所介護等 1471905933 彩葉デイサービス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190594115 通所介護等 1471905941 デイサービスセンターさくらんぼ　湘南野比 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190595811 訪問介護等 1471905958 ライフコート湘南野比　さくらんぼ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190597415 通所介護等 1471905974 あすりはデイサービス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190600643 居宅介護支援 1471906006 アミカルケアサービス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190601443 居宅介護支援 1471906014 湘南ケアセンター追浜居宅介護支援事業所 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190604811 訪問介護等 1471906048 CoCo訪問介護ステーション 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190608952 介護老人保健施設等 1471906089 第三湘南グリーン介護老人保健施設（ユニット型） 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190609711 訪問介護等 1471906097 太陽の家　浦賀ケアステーション 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190611315 通所介護等 1471906113 リハビリデイセンター悠　学び館 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190616243 居宅介護支援 1471906162 居宅介護支援事業所　フィオーレ久里浜　あかり 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190617015 通所介護等 1471906170 セカンドアルバムとりむ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190618843 居宅介護支援 1471906188 ケアマネオフィス　薫風 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190620443 居宅介護支援 1471906204 ケアプラン青い鳥 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190714543 居宅介護支援 1471907145 りのケアプランセンター 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190715211 訪問介護等 1471907152 アシストワン 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190718611 訪問介護等 1471907186 若武者ケア　横須賀南事業所 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190719411 訪問介護等 1471907194 ツクイ横須賀 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190719443 居宅介護支援 1471907194 ツクイ横須賀 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190720215 通所介護等 1471907202 ツクイ横須賀森崎 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190721011 訪問介護等 1471907210 ツクイ北久里浜 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190721012 訪問入浴介護等 1471907210 ツクイ北久里浜 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190723643 居宅介護支援 1471907236 若武者ケア横須賀　居宅介護支援事業所 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190724411 訪問介護等 1471907244 ニチイケアセンター野比 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190725143 居宅介護支援 1471907251 福祉相談所　一歩一歩 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190728511 訪問介護等 1471907285 ＳＡヘルパーステーションおはな 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190731911 訪問介護等 1471907319 訪問介護　りぼん 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190732711 訪問介護等 1471907327 訪問介護事業所　ありがとう 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190733511 訪問介護等 1471907335 さくら・竹の葉ヘルパーステーション追浜 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190734343 居宅介護支援 1471907343 ケアサポートめぐみ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190735011 訪問介護等 1471907350 さくら介護クラブ横須賀 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190736811 訪問介護等 1471907368 セントケア訪問介護ステーション横須賀 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190737643 居宅介護支援 1471907376 桜ケアプラン横須賀 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190738415 通所介護等 1471907384 けいしんデイサービスセンター&Orange 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147190739243 居宅介護支援 1471907392 めぐみ介護相談室 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200075911 訪問介護等 1472000759 ケアステーションカミヤ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200083315 通所介護等 1472000833 アビリティーズ・デイサービス湘南高村 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200087411 訪問介護等 1472000874 アースサポート平塚 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200087412 訪問入浴介護等 1472000874 アースサポート平塚 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200087443 居宅介護支援 1472000874 アースサポート平塚 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200098132 認知症対応型共同生活介護等 1472000981 ミモザ平塚南原 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200192216 通所リハビリテーション等 1472001922 やました通所リハビリテーション 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200264915 通所介護等 1472002649 通所介護　フィジオルーム見附町 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200275543 居宅介護支援 1472002755 居宅介護支援事業所　フィオーレ湘南真田　ともしび 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200354811 訪問介護等 1472003548 ふくとみケアサ－ビス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200359715 通所介護等 1472003597 エクサーズ　デイサービス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200360515 通所介護等 1472003605 らいおんハートリハビリ温泉デイサービス立野町 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147200384511 訪問介護等 1472003845 ミモザヘルパーステーション平塚 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190005432 認知症対応型共同生活介護等 1491900054 ニチイケアセンター横須賀佐原 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190006232 認知症対応型共同生活介護等 1491900062 ニチイケアセンター衣笠 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190025273 小規模多機能型居宅介護等 1491900252 小規模多機能なかよし 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190028615 通所介護等 1491900286 デイリハセンター　花の里　あさがお 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190074015 通所介護等 1491900740 リハビリデイサービス　チェリーホーム田浦 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190075715 通所介護等 1491900757 デイサービス　ひだまり 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190076532 認知症対応型共同生活介護等 1491900765 ツクイ横須賀光風台グループホーム 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190077332 認知症対応型共同生活介護等 1491900773 ツクイ津久井浜グループホーム 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190078115 通所介護等 1491900781 デイサービス　はち 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190079915 通所介護等 1491900799 デイサービス　ジョイクラブ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190080715 通所介護等 1491900807 セカンドアルバムみなくら 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190081515 通所介護等 1491900815 セカンドアルバムそら 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190082332 認知症対応型共同生活介護等 1491900823 グループホーム　はるかぜハウス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190083177 看護小規模多機能型居宅介護 1491900831 看護小規模多機能型居宅介護　はるかぜハウス 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190084915 通所介護等 1491900849 リハビリステーション　つう快　きたくり店 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149190085615 通所介護等 1491900856 けいしんデイサービスセンター&Orange 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149200003773 小規模多機能型居宅介護等 1492000037 小規模多機能型居宅介護施設　そよかぜ 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149200017776 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492000177 ＳＭＣ定期巡回・随時対応型ケアステーションひらつか 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149200024373 小規模多機能型居宅介護等 1492000243 小規模多機能型居宅介護施設しおさい 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149200052415 通所介護等 1492000524 ステップぱーとなー湘南 県10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
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141210060014 訪問リハビリテーション等 1412100600 医療法人南浜会　鈴木病院 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
141210275414 訪問リハビリテーション等 1412102754 医療法人　湘和会　湘南記念病院 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
141221050814 訪問リハビリテーション等 1412210508 藤沢在宅クリニック 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
141221107616 通所リハビリテーション等 1412211076 角谷整形外科通所リハビリテーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
141221161316 通所リハビリテーション等 1412211613 医療法人知真会　湘南真心クリニック 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145218000816 通所リハビリテーション等 1452180008 医療法人　養生院　介護老人保健施設　かまくらしるばーほーむ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145218000852 介護老人保健施設等 1452180008 医療法人　養生院　介護老人保健施設　かまくらしるばーほーむ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145218002416 通所リハビリテーション等 1452180024 老健ぬかだ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145218002452 介護老人保健施設等 1452180024 老健ぬかだ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145218003216 通所リハビリテーション等 1452180032 介護老人保健施設　かまくら 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145218003252 介護老人保健施設等 1452180032 介護老人保健施設　かまくら 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145218005016 通所リハビリテーション等 1452180050 介護老人保健施設　リハビリケア湘南かまくら 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145218005052 介護老人保健施設等 1452180050 介護老人保健施設　リハビリケア湘南かまくら 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145228002214 訪問リハビリテーション等 1452280022 湘南わかば苑 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145228002216 通所リハビリテーション等 1452280022 湘南わかば苑 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145228002252 介護老人保健施設等 1452280022 湘南わかば苑 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145228004814 訪問リハビリテーション等 1452280048 介護老人保健施設　ケアパーク湘南台 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145228004816 通所リハビリテーション等 1452280048 介護老人保健施設　ケアパーク湘南台 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145228004852 介護老人保健施設等 1452280048 介護老人保健施設　ケアパーク湘南台 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145228006316 通所リハビリテーション等 1452280063 老健リハビリセンター　クローバーヴィラ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145228006352 介護老人保健施設等 1452280063 老健リハビリセンター　クローバーヴィラ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146209016513 訪問看護等 1462090165 つるかめ訪問看護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146209022313 訪問看護等 1462090223 在宅療養支援ステーション楓の風　湘南平塚 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146209038913 訪問看護等 1462090389 訪問看護ステーションぐっち 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146219005611 訪問介護等 1462190056 あさひ訪問看護・介護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146219005617 福祉用具貸与等 1462190056 あさひ訪問看護・介護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146219005643 居宅介護支援 1462190056 あさひ訪問看護・介護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146219034613 訪問看護等 1462190346 訪問看護ステーション　はな　大船 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146219035313 訪問看護等 1462190353 訪問看護ステーション　フレディ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146219036113 訪問看護等 1462190361 アカラ・ケア訪問看護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146219038713 訪問看護等 1462190387 愛心訪問看護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146229011213 訪問看護等 1462290112 コスモス訪問看護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146229030213 訪問看護等 1462290302 エクセルシオール湘南台　訪問看護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146229031013 訪問看護等 1462290310 医療法人徳洲会　湘南藤沢訪問看護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146229067413 訪問看護等 1462290674 在宅看護センター　Ｌａｎａケア湘南藤沢 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146229068213 訪問看護等 1462290682 SORA訪問看護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146229074013 訪問看護等 1462290740 訪問看護ステーションなでしこ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146229075713 訪問看護等 1462290757 医療法人社団栄友会訪問看護ステーション湘南ゆずリハ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146229076513 訪問看護等 1462290765 ココライフ訪問看護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146229077313 訪問看護等 1462290773 ツクイ藤沢訪問看護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200057732 認知症対応型共同生活介護等 1472000577 グループホーム　湘南安居　花樹庵 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200060132 認知症対応型共同生活介護等 1472000601 グループホーム　ＭＯＭＯ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200062732 認知症対応型共同生活介護等 1472000627 グループホーム　エレクト 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200077532 認知症対応型共同生活介護等 1472000775 グループホーム「へいあんなでしこ」 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200081732 認知症対応型共同生活介護等 1472000817 グループホーム　幸せふくろう 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200084111 訪問介護等 1472000841 ケアステーションたむら 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200085815 通所介護等 1472000858 ケア・たんぽぽ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200093232 認知症対応型共同生活介護等 1472000932 グループホーム悠悠苑 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200132832 認知症対応型共同生活介護等 1472001328 ツクイ平塚徳延グループホーム 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200143515 通所介護等 1472001435 デイサービス　カシーボ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200143543 居宅介護支援 1472001435 デイサービス　カシーボ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200145043 居宅介護支援 1472001450 居宅介護支援事業所　あおば 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200146815 通所介護等 1472001468 ケアサロン　ひと房のぶどう 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200147615 通所介護等 1472001476 悠悠倶楽部 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200148433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472001484 慶愛苑　平塚 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200149215 通所介護等 1472001492 デイハウスＴＯＭＯ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200150011 訪問介護等 1472001500 ハッピーハッピー平塚 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200153433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472001534 湘南ふれあいの園　平塚 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200191451 介護老人福祉施設等 1472001914 特別養護老人ホーム　陽だまりの丘 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200193011 訪問介護等 1472001930 絆 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200193043 居宅介護支援 1472001930 絆 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200196343 居宅介護支援 1472001963 おあしす総合相談センター 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200197115 通所介護等 1472001971 デイケアセンター花宿 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200197143 居宅介護支援 1472001971 デイケアセンター花宿 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200199715 通所介護等 1472001997 わかば健康倶楽部富士見 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200200343 居宅介護支援 1472002003 ケアプラン悠悠苑 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200259911 訪問介護等 1472002599 ハートケア港 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200260711 訪問介護等 1472002607 もみじ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
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147200261533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472002615 ここち平塚 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200263133 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1472002631 ケアハウス　ういすたりあ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200266415 通所介護等 1472002664 デイサービスおあしす 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200268015 通所介護等 1472002680 わかば健康倶楽部あさひ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200271415 通所介護等 1472002714 デイサービスセンターれんげの郷　山下 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200274843 居宅介護支援 1472002748 つるかめ居宅介護支援センター 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200277111 訪問介護等 1472002771 イザカマクラ平塚ケアステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200278915 通所介護等 1472002789 デイサービス御殿４丁目の家 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200279711 訪問介護等 1472002797 ニチイケアセンター湘南銀河 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200279715 通所介護等 1472002797 ニチイケアセンター湘南銀河 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200284715 通所介護等 1472002847 樹楽　湘南平 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200285411 訪問介護等 1472002854 ケアステーション　あさがお 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200286215 通所介護等 1472002862 百笑 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200287011 訪問介護等 1472002870 ケアホームナミ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200290415 通所介護等 1472002904 デイサービスセンター　グッディ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200357143 居宅介護支援 1472003571 ケアプラン　あしたば 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200361315 通所介護等 1472003613 デイサービス　あしたば 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200362115 通所介護等 1472003621 デイサービスごしき 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200367015 通所介護等 1472003670 Ｆリハビリテーション平塚 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200368811 訪問介護等 1472003688 学研ココファン湘南平塚ヘルパーセンター 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200373843 居宅介護支援 1472003738 介護相談ひらつか 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200375343 居宅介護支援 1472003753 居宅介護支援事業所ピクシー 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200377915 通所介護等 1472003779 ココファンデイサービスしのみや 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200378715 通所介護等 1472003787 ココファン健康リハやさか 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200379511 訪問介護等 1472003795 学研ココファン西平塚ヘルパーセンター 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200380311 訪問介護等 1472003803 学研ココファン東平塚ヘルパーセンター 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200381111 訪問介護等 1472003811 学研ココファン四之宮ヘルパーセンター 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200382915 通所介護等 1472003829 デイサービス　あとりえ中原 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200383733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472003837 ココファンメゾン湘南平 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200388611 訪問介護等 1472003886 Ｒａｋｕｅ平塚 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200390243 居宅介護支援 1472003902 ツクイ平塚中原 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200391015 通所介護等 1472003910 デイサービスセンターみんなの家ＯＫＡＺＡＫＩ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200460311 訪問介護等 1472004603 ツクイ平塚中原 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200461115 通所介護等 1472004611 ツクイ平塚中堂 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200462915 通所介護等 1472004629 ツクイ平塚 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200465215 通所介護等 1472004652 平塚ケアセンターそよ風 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200465251 介護老人福祉施設等 1472004652 平塚ケアセンターそよ風 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200466043 居宅介護支援 1472004660 おひさまケアプラン 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200467811 訪問介護等 1472004678 真　訪問介護 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147200468611 訪問介護等 1472004686 クレール四之宮ヘルパーセンター 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210038533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472100385 鎌倉山荘 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210040143 居宅介護支援 1472100401 鎌倉市医師会鎌倉居宅介護支援事業所 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210045011 訪問介護等 1472100450 鎌倉ケアハートガーデン 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210045015 通所介護等 1472100450 鎌倉ケアハートガーデン 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210045043 居宅介護支援 1472100450 鎌倉ケアハートガーデン 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210080751 介護老人福祉施設等 1472100807 鎌倉清和由比 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210082311 訪問介護等 1472100823 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ愛コープ鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210083111 訪問介護等 1472100831 有限会社　トミー介護センター 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210084911 訪問介護等 1472100849 ドルフィンケアーサービス 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210086432 認知症対応型共同生活介護等 1472100864 グループホーム　鎌倉常盤の家 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210088043 居宅介護支援 1472100880 福祉クラブ生協オプティ鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210089811 訪問介護等 1472100898 グランダ鎌倉山ケアステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210091432 認知症対応型共同生活介護等 1472100914 グループホーム虹の家 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210093033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472100930 グランダ深沢・鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210099733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472100997 ライフコミューン北鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210108643 居宅介護支援 1472101086 医療法人　養生院　居宅介護支援事業所かまくらしるばーほーむ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210139143 居宅介護支援 1472101391 けいすいケアセンター湘南 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210142543 居宅介護支援 1472101425 ライフケアファミリー　エステル 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210150811 訪問介護等 1472101508 介護センター　おひさま 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210153211 訪問介護等 1472101532 ゆず　訪問ケアサービス 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210160715 通所介護等 1472101607 デイのおうち　森のくまさん 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210162311 訪問介護等 1472101623 イザカマクラ大船ケアステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210163111 訪問介護等 1472101631 倫ライフサポート 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210165643 居宅介護支援 1472101656 メディカルゆう居宅支援事業所 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210167243 居宅介護支援 1472101672 居宅介護支援事業ふれあいの泉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210204311 訪問介護等 1472102043 有限会社エムアンドエフ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210240715 通所介護等 1472102407 ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ鎌倉笛田 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210241517 福祉用具貸与等 1472102415 Ｋ＆Ｋコーポレーション株式会社 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
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147210245617 福祉用具貸与等 1472102456 福祉用具　ふくすけ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210250615 通所介護等 1472102506 リハビリデイセンター悠　大船 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210251415 通所介護等 1472102514 デイサービス　いこい家　材木座 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210256315 通所介護等 1472102563 リハビリラボ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210257143 居宅介護支援 1472102571 アシスタンス 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210300911 訪問介護等 1472103009 フラワー訪問介護ステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210301711 訪問介護等 1472103017 在宅ケアサービス　虹　色 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210302543 居宅介護支援 1472103025 すばるケアプランセンター 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210341311 訪問介護等 1472103413 アミカ鎌倉介護センター 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210342133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472103421 チャームプレミア鎌倉山 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210343911 訪問介護等 1472103439 ツクイ鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210343912 訪問入浴介護等 1472103439 ツクイ鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210343943 居宅介護支援 1472103439 ツクイ鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210344717 福祉用具貸与等 1472103447 株式会社ニッショウ　鎌倉営業所 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210345443 居宅介護支援 1472103454 サンシャインプラン 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210347043 居宅介護支援 1472103470 リーフケア 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210348811 訪問介護等 1472103488 ｔｅａｍ　ＡＴＥＫＡ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210350433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472103504 ｱﾌﾟﾙｰﾙ材木座 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210351251 介護老人福祉施設等 1472103512 特別養護老人ホーム　雪のほこら 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210352011 訪問介護等 1472103520 鎌倉玉縄やわらぎ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210354643 居宅介護支援 1472103546 湘南鎌倉介護相談室 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147210356117 福祉用具貸与等 1472103561 パナソニックエイジフリーショップ鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220037532 認知症対応型共同生活介護等 1472200375 ミモザ湘南台 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220102732 認知症対応型共同生活介護等 1472201027 グループホーム　結 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220160511 訪問介護等 1472201605 チックタック 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220167032 認知症対応型共同生活介護等 1472201670 グループホーム　花樹 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220227232 認知症対応型共同生活介護等 1472202272 ミモザ藤沢いしかわ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220238911 訪問介護等 1472202389 イザカマクラ藤沢大庭ケアステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220248843 居宅介護支援 1472202488 湘南ピュア福祉サービス 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220250443 居宅介護支援 1472202504 ケアプランセンター　育心 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220255333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472202553 フェリエ　ドゥ　鵠沼海岸 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220256151 介護老人福祉施設等 1472202561 ショートステイセンターはばたき「風音」 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220272843 居宅介護支援 1472202728 かさまケアマネージメント 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220327015 通所介護等 1472203270 ミモザ藤沢皐月苑 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220332033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472203320 ニチイケアセンタ－湘南藤沢 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220337915 通所介護等 1472203379 リハビリテーションセンター　育心 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220342911 訪問介護等 1472203429 エクセルシオール湘南台ケアサービス 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220342943 居宅介護支援 1472203429 エクセルシオール湘南台ケアサービス 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220361911 訪問介護等 1472203619 アースサポート湘南台 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220399943 居宅介護支援 1472203999 ケアプランセンター　草ほたる 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220417915 通所介護等 1472204179 だんらんの家　湘南台 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220423715 通所介護等 1472204237 リハビリ特化型デイサービス　ムーブメントプロ鵠沼 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220519215 通所介護等 1472205192 シンシア藤沢デイサービス 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220524215 通所介護等 1472205242 デイサービスセンター　ケアサポートふじさわ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220525951 介護老人福祉施設等 1472205259 ショートステイ　ケアサポートふじさわ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220535843 居宅介護支援 1472205358 クローバー居宅介護支援事業所 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220539011 訪問介護等 1472205390 ココライフ介護サービス 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220539043 居宅介護支援 1472205390 ココライフ介護サービス 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220679415 通所介護等 1472206794 リハビリデイサービス　ポーラスター神明 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220681011 訪問介護等 1472206810 ふくまめ訪問介護事業所 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220682815 通所介護等 1472206828 レコードブック湘南台 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220685111 訪問介護等 1472206851 プルメリア訪問介護　神奈川事業所 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220688511 訪問介護等 1472206885 訪問介護ステーション湘南こころ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220689333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472206893 ベストライフ湘南台 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220690143 居宅介護支援 1472206901 ツクイ藤沢　ケアプランセンター 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220692743 居宅介護支援 1472206927 かたくり長後 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220693511 訪問介護等 1472206935 かたくり湘南 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220694311 訪問介護等 1472206943 かたくり長後 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220696812 訪問入浴介護等 1472206968 ツクイ藤沢羽鳥 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220696815 通所介護等 1472206968 ツクイ藤沢羽鳥 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220697611 訪問介護等 1472206976 ツクイ・サンフォレスト藤沢長後 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220697615 通所介護等 1472206976 ツクイ・サンフォレスト藤沢長後 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220698415 通所介護等 1472206984 ツクイ藤沢辻堂西海岸 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220699215 通所介護等 1472206992 ツクイ藤沢駅前 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220700811 訪問介護等 1472207008 ツクイ・サンフォレスト藤沢駅前 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220701611 訪問介護等 1472207016 ツクイ・サンフォレスト辻堂西海岸 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220702417 福祉用具貸与等 1472207024 イーライフ株式会社　湘南営業所 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220705715 通所介護等 1472207057 デイサービス藤沢　シャンティ 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
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147220706511 訪問介護等 1472207065 訪問介護メイケア 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220708111 訪問介護等 1472207081 いまここケア藤沢 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220713115 通所介護等 1472207131 縁カナーデ片瀬海岸 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220714911 訪問介護等 1472207149 訪問介護ケアレジデンス湘南藤沢 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147220719811 訪問介護等 1472207198 サンウェルズ藤沢ヘルパーステーション 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149200001115 通所介護等 1492000011 いきいき 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149200006032 認知症対応型共同生活介護等 1492000060 ニチイケアセンター平塚湘南 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149200014473 小規模多機能型居宅介護等 1492000144 小規模多機能型居宅介護施設　あかね 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149200015151 介護老人福祉施設等 1492000151 特別養護老人ホーム　れんげの郷　アネックス 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149200016933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1492000169 悠悠みらい 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149200021932 認知症対応型共同生活介護等 1492000219 グループホームはな畑 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149200025033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1492000250 ココファンメゾン四之宮 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149200050815 通所介護等 1492000508 デイサービス歩家 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149200051615 通所介護等 1492000516 デイサービス歩楽 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149200053215 通所介護等 1492000532 デイサービス　野いちご 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149210009232 認知症対応型共同生活介護等 1492100092 グループホームちいさな手鎌倉の杜 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149210018332 認知症対応型共同生活介護等 1492100183 グループホームちいさな手ききょうの花鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149210019173 小規模多機能型居宅介護等 1492100191 小規模多機能ホームちいさな手ききょうの花鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149210020976 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492100209 みどりの園鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149210046415 通所介護等 1492100464 リハスタジオ西鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149210047215 通所介護等 1492100472 レコードブック西鎌倉 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149210048032 認知症対応型共同生活介護等 1492100480 鎌倉グループホーム　えん 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149210049873 小規模多機能型居宅介護等 1492100498 小規模多機能型居宅介護　ふぁいと今泉の里 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149220009073 小規模多機能型居宅介護等 1492200090 ミモザ白寿庵湘南台 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149220011673 小規模多機能型居宅介護等 1492200116 長後いきいき広場 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149220026432 認知症対応型共同生活介護等 1492200264 愛の家グループホーム藤沢遠藤 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149220027232 認知症対応型共同生活介護等 1492200272 ニチイケアセンター藤沢 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149220042132 認知症対応型共同生活介護等 1492200421 愛の家グループホーム藤沢片瀬 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149220044777 看護小規模多機能型居宅介護 1492200447 ぐるーぷ藤しがらきの湯 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149220057973 小規模多機能型居宅介護等 1492200579 ぐるんとびー駒寄 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149220088477 看護小規模多機能型居宅介護 1492200884 看護小規模多機能型居宅介護ぐるんとびー駒寄 県11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
141220557316 通所リハビリテーション等 1412205573 藤沢御所見病院 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141220608416 通所リハビリテーション等 1412206084 ティー．エイチ．ピー．メディカルクリニック 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141230003614 訪問リハビリテーション等 1412300036 小林病院 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141240250143 居宅介護支援 1412402501 湘南東部総合病院 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145238003816 通所リハビリテーション等 1452380038 介護老人保健施設　“悠久” 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145238003852 介護老人保健施設等 1452380038 介護老人保健施設　“悠久” 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145248004414 訪問リハビリテーション等 1452480044 介護老人保健施設　ケアパーク茅ヶ崎 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145248004416 通所リハビリテーション等 1452480044 介護老人保健施設　ケアパーク茅ヶ崎 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145248004452 介護老人保健施設等 1452480044 介護老人保健施設　ケアパーク茅ヶ崎 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145278001343 居宅介護支援 1452780013 介護老人保健施設　なぎさ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146229008813 訪問看護等 1462290088 ナースケア湘南　訪問看護ステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146229039313 訪問看護等 1462290393 ハートケア湘南訪問看護リハビリステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146229040113 訪問看護等 1462290401 在宅療養支援ステーション楓の風　湘南藤沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146229070813 訪問看護等 1462290708 ショウエイ訪問看護ステーション湘南藤沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146229071613 訪問看護等 1462290716 訪問看護ステーション　ナースであんしん湘南 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146229078113 訪問看護等 1462290781 ゆいまーる訪問看護ステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146229079913 訪問看護等 1462290799 訪問看護クロスハート藤沢本町 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146229084913 訪問看護等 1462290849 ロイヤル鵠沼訪問看護ステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146239007813 訪問看護等 1462390078 ＡＲＳ訪問看護リハビリステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146239014413 訪問看護等 1462390144 アコモケア訪問看護ステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146239015113 訪問看護等 1462390151 アムール訪問看護ステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146239021913 訪問看護等 1462390219 ロイヤル小田原訪問看護ステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146239022713 訪問看護等 1462390227 Ｈ.Ｓ.Ａ訪問看護リハビリステーション　花はな 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146239023513 訪問看護等 1462390235 皆んなの訪問看護 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146239035913 訪問看護等 1462390359 ソフィアメディ訪問看護ステーション小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146249013413 訪問看護等 1462490134 あず訪問看護リハビリステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146249020913 訪問看護等 1462490209 エリー訪問看護ステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146279000443 居宅介護支援 1462790004 みうら訪問看護ステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146279006113 訪問看護等 1462790061 みまもり訪問看護　みかん 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147160025243 居宅介護支援 1471600252 ケアプラン　青　龍 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220036717 福祉用具貸与等 1472200367 湘南ホームフレンド　介護サービス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220051615 通所介護等 1472200516 有限会社　デイハウス夢家 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220075511 訪問介護等 1472200755 ホームケア　直 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220081333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472200813 湘南長寿園 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220083933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472200839 オーシャンプロムナード湘南 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220084711 訪問介護等 1472200847 湘南ホームフレンド　藤沢北介護サービス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220087043 居宅介護支援 1472200870 きちケアプランセンター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
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147220089643 居宅介護支援 1472200896 特別養護老人ホーム　みどりの園 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220089651 介護老人福祉施設等 1472200896 特別養護老人ホーム　みどりの園 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220103533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472201035 メディカルホームグランダ湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220138111 訪問介護等 1472201381 労協藤沢地域福祉事業所　長後あかり 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220142317 福祉用具貸与等 1472201423 ダスキンヘルスレント湘南ステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220143143 居宅介護支援 1472201431 福祉クラブ生協　オプティ藤沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220151432 認知症対応型共同生活介護等 1472201514 メールブルー鵠沼 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220153015 通所介護等 1472201530 デイサービスセンター　あい 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220157115 通所介護等 1472201571 やすらぎケアセンター藤沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220159711 訪問介護等 1472201597 訪問介護　ラポール城南 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220164732 認知症対応型共同生活介護等 1472201647 偕老ホーム 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220166243 居宅介護支援 1472201662 春風ケアステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220171212 訪問入浴介護等 1472201712 介護相談室ピア 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220171243 居宅介護支援 1472201712 介護相談室ピア 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220195132 認知症対応型共同生活介護等 1472201951 ホームフレンド　藤沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220206643 居宅介護支援 1472202066 ケアセンター遊 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220221543 居宅介護支援 1472202215 デイ・リハスタジオ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220222332 認知症対応型共同生活介護等 1472202223 グループホーム　クロスハート本鵠沼・藤沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220230632 認知症対応型共同生活介護等 1472202306 グループホーム葡萄畑 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220234832 認知症対応型共同生活介護等 1472202348 のぞみの家　とみ丘 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220235532 認知症対応型共同生活介護等 1472202355 ホームフレンド　湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220237115 通所介護等 1472202371 ココタウンデイサービスセンター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220240533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472202405 ライフケアガーデン湘南 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220241351 介護老人福祉施設等 1472202413 ライフケアガーデン湘南ショートステイ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220251233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472202512 有料老人ホーム　サニーライフ藤沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220254615 通所介護等 1472202546 へいあん亀井野　デイサービスセンター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220257911 訪問介護等 1472202579 特定非営利活動法人ケアステーション陽だまり 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220268615 通所介護等 1472202686 やすらぎケアセンター　湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220326212 訪問入浴介護等 1472203262 まごの手介護サービス湘南営業所 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220329643 居宅介護支援 1472203296 ケアプラン　たんぽぽ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220330415 通所介護等 1472203304 デイサービス　もえの樹 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220333811 訪問介護等 1472203338 ヘルパーステーションひまわり　湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220336115 通所介護等 1472203361 ほっと柄沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220396533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472203965 ボンセジュール湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220400511 訪問介護等 1472204005 グリーンケア善行 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220400515 通所介護等 1472204005 グリーンケア善行 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220401351 介護老人福祉施設等 1472204013 藤沢富士白苑 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220402115 通所介護等 1472204021 藤沢富士白苑　居宅介護支援センター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220402143 居宅介護支援 1472204021 藤沢富士白苑　居宅介護支援センター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220407015 通所介護等 1472204070 デイリハセンターひまわり　湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220411215 通所介護等 1472204112 リハビリデイセンターフレンド 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220415343 居宅介護支援 1472204153 居宅介護支援事業所　ケアプラン　ゆめの樹 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220416111 訪問介護等 1472204161 ヘルパーステーションさくら草 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220422915 通所介護等 1472204229 フィジカルケア　南藤沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220427815 通所介護等 1472204278 デイサービス　花束 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220527551 介護老人福祉施設等 1472205275 リフシア鵠沼海岸ショートステイ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220528315 通所介護等 1472205283 リフシア鵠沼海岸デイサービス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220529115 通所介護等 1472205291 ココファン健康リハかえる湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220530943 居宅介護支援 1472205309 学研ココファン藤沢SST 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220531711 訪問介護等 1472205317 学研ココファン湘南台ヘルパーセンター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220532551 介護老人福祉施設等 1472205325 ココファンメゾン大庭 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220533333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472205333 ココファンメゾン湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220534111 訪問介護等 1472205341 ケアステーション　たんぽぽ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220537415 通所介護等 1472205374 り・あるく 藤沢橋 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220540815 通所介護等 1472205408 デイリハセンターひまわり　藤沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220542411 訪問介護等 1472205424 グランダ鵠沼・藤沢ケアステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220614115 通所介護等 1472206141 ニッショウ　スマイルステーション湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220675215 通所介護等 1472206752 デイサービス　ココファン弥勒寺 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220676011 訪問介護等 1472206760 介護隊　湘南 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220677811 訪問介護等 1472206778 学研ココファン弥勒寺ヘルパーセンター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220680243 居宅介護支援 1472206802 ケアプラン　リフシア神明 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220683643 居宅介護支援 1472206836 はーとプラン 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220684411 訪問介護等 1472206844 リフシア辻堂 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220686943 居宅介護支援 1472206869 コーラル居宅介護 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220687743 居宅介護支援 1472206877 居宅介護支援　クロスハート藤沢本町 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220703211 訪問介護等 1472207032 医心館 訪問介護ステーション 湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220707343 居宅介護支援 1472207073 みその台居宅介護支援事業所 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220709915 通所介護等 1472207099 在宅生活支援型デイサービス　いちばん星 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
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147220710751 介護老人福祉施設等 1472207107 特別養護老人ホーム　結いの丘 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220711515 通所介護等 1472207115 レッツ倶楽部辻堂 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220712343 居宅介護支援 1472207123 福祉クラブ生協　オプティ辻堂 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147220720611 訪問介護等 1472207206 センチュリーハウス藤沢　訪問介護事業所 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230020917 福祉用具貸与等 1472300209 ニチイケアセンター小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230030817 福祉用具貸与等 1472300308 株式会社茶利　チャーリーケア 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230031611 訪問介護等 1472300316 有限会社　シェイクハンズ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230031612 訪問入浴介護等 1472300316 有限会社　シェイクハンズ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230048032 認知症対応型共同生活介護等 1472300480 グループホームはーもにー 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230056311 訪問介護等 1472300563 ニコニコ介護サービス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230057111 訪問介護等 1472300571 ケアサービス　あいあい 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230059743 居宅介護支援 1472300597 ニチイケアセンターおだわら 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230060543 居宅介護支援 1472300605 株式会社　エイチ・エス・エー居宅介護支援センター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230061311 訪問介護等 1472300613 有限会社　Ｙ・Ｍ企画 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230061343 居宅介護支援 1472300613 有限会社　Ｙ・Ｍ企画 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230063911 訪問介護等 1472300639 マコトコーポレーション　訪問介護 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230064711 訪問介護等 1472300647 株式会社　エスティサービス　小田原営業所 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230064712 訪問入浴介護等 1472300647 株式会社　エスティサービス　小田原営業所 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230064717 福祉用具貸与等 1472300647 株式会社　エスティサービス　小田原営業所 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230102532 認知症対応型共同生活介護等 1472301025 グループホームローズハウス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230106632 認知症対応型共同生活介護等 1472301066 ハーティオセアン小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230107432 認知症対応型共同生活介護等 1472301074 グループホーム　ぽぽ箱根板橋 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230116532 認知症対応型共同生活介護等 1472301165 グループホーム「へいあん鴨宮」 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230118143 居宅介護支援 1472301181 歩歩　居宅介護支援事業所 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230120715 通所介護等 1472301207 ふらっと 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230122333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472301223 ふじロマンス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230125643 居宅介護支援 1472301256 社会福祉士事務所　あしすと 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230127215 通所介護等 1472301272 デイサービスなごみ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230128051 介護老人福祉施設等 1472301280 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護 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230129815 通所介護等 1472301298 潤生園在宅介護総合センターれんげの里通所介護 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230130615 通所介護等 1472301306 デイサービス　なかさんち 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230134815 通所介護等 1472301348 シニア倶楽部久野 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230135515 通所介護等 1472301355 デイサービスセンター翔 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230165215 通所介護等 1472301652 介護サービス「銀の鈴」　デイサービスセンター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230174415 通所介護等 1472301744 ＨＳＡデイサービス　めだかの学校　桑原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230194243 居宅介護支援 1472301942 株式会社　ケア・サポート光 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230226243 居宅介護支援 1472302262 さくら　ケアプラン 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230227011 訪問介護等 1472302270 歩歩訪問サービス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230228815 通所介護等 1472302288 潤生園　やすらぎの家　南鴨宮 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230230443 居宅介護支援 1472302304 もみの木居宅介護支援事業所 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230236111 訪問介護等 1472302361 ニチイケアセンター西湘 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230236115 通所介護等 1472302361 ニチイケアセンター西湘 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230303915 通所介護等 1472303039 きらら湘南ポラリス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230307011 訪問介護等 1472303070 たすけあい小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230307015 通所介護等 1472303070 たすけあい小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230308817 福祉用具貸与等 1472303088 メディケアセンター小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230309643 居宅介護支援 1472303096 あいわ　さくら館 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230310411 訪問介護等 1472303104 ロイヤル小田原訪問介護ステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230311211 訪問介護等 1472303112 奨生 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230312033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472303120 デンマークＩＮＮ小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230313833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472303138 ココファンメゾン小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230314615 通所介護等 1472303146 デイサービス　ココファンほたるだ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230315315 通所介護等 1472303153 ココファン元気オアシスなかざと 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230316111 訪問介護等 1472303161 学研ココファン中里ヘルパーセンター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230318733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472303187 ココファンレジデンス小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230321111 訪問介護等 1472303211 ケアステーション　ささえあい 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230322915 通所介護等 1472303229 ロコモ予防型デイサービスあしすと 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230323743 居宅介護支援 1472303237 ニコニコプラン 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230325211 訪問介護等 1472303252 ケアサービス　みらい 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230355915 通所介護等 1472303559 アースサポート小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230361743 居宅介護支援 1472303617 ライブリーケア中銀小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230362543 居宅介護支援 1472303625 ケアプラン　ドリーミン 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230363315 通所介護等 1472303633 デイサービスセンター福寿おだわら飯田岡 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230364115 通所介護等 1472303641 ブルーミングラボ小田原浜町 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230365811 訪問介護等 1472303658 ツクイ小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230365812 訪問入浴介護等 1472303658 ツクイ小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230365815 通所介護等 1472303658 ツクイ小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230365843 居宅介護支援 1472303658 ツクイ小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
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147230366615 通所介護等 1472303666 ツクイ小田原鴨宮 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230367433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472303674 ツクイ・サンシャイン小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230368211 訪問介護等 1472303682 医心館 訪問介護ステーション 小田原 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230370851 介護老人福祉施設等 1472303708 特別養護老人ホーム　宙のとびら 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230372411 訪問介護等 1472303724 ヘルパーステーションフラワー 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230373211 訪問介護等 1472303732 エムズサポート 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147230374017 福祉用具貸与等 1472303740 ダスキンヘルスレント小田原ステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240074415 通所介護等 1472400744 ミモザ茅ヶ崎 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240074433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472400744 ミモザ茅ヶ崎 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240090011 訪問介護等 1472400900 ニッショウケアサービス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240090043 居宅介護支援 1472400900 ニッショウケアサービス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240133832 認知症対応型共同生活介護等 1472401338 ミモザ茅ヶ崎萩園 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240174211 訪問介護等 1472401742 合同会社　在宅介護　りぼん 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240174243 居宅介護支援 1472401742 合同会社　在宅介護　りぼん 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240180915 通所介護等 1472401809 デイ　サービス　Ｏｈａｎａ倶楽部 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240181743 居宅介護支援 1472401817 本村ケアセンター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240213811 訪問介護等 1472402138 チャンティック介護センター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240214615 通所介護等 1472402146 なごみの里 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240217915 通所介護等 1472402179 デイサロン いきいき 鶴が台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240221111 訪問介護等 1472402211 訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240223743 居宅介護支援 1472402237 居宅介護支援センター　湘南茅ヶ崎 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240224515 通所介護等 1472402245 デイサービス湘南茅ヶ崎 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240225215 通所介護等 1472402252 デイサービスセンター福寿ちがさき柳島 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240267411 訪問介護等 1472402674 茅ヶ崎新北陵訪問介護事業所 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240269043 居宅介護支援 1472402690 ケアパーク茅ヶ崎居宅介護支援センター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240279915 通所介護等 1472402799 デイサービスセンター福寿ちがさき甘沼 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240306011 訪問介護等 1472403060 ＮＰＯ法人　サザンコアラ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240307851 介護老人福祉施設等 1472403078 福寿ちがさき甘沼北 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147240318515 通所介護等 1472403185 ブルーミングケア茅ヶ崎萩園 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147250018815 通所介護等 1472500188 ディサービス　らくらく 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147250047732 認知症対応型共同生活介護等 1472500477 グループホーム「櫻」 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147250080815 通所介護等 1472500808 デイ茶緒 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147250107943 居宅介護支援 1472501079 チャームケアプランセンター東逗子 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147250108711 訪問介護等 1472501087 チャームヘルパーステーション東逗子 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147250109543 居宅介護支援 1472501095 レジットケアプランセンター 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147250111112 訪問入浴介護等 1472501111 訪問入浴のテイカバ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147250112933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472501129 ベストライフ逗子 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147250114543 居宅介護支援 1472501145 逗子ケアマネジメントオフィス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147250115217 福祉用具貸与等 1472501152 メディケアセンター逗子 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147250119417 福祉用具貸与等 1472501194 ＣＡＲＥ　ＯＮＥ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147270027511 訪問介護等 1472700275 みうらヘルパーステーション 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147270032532 認知症対応型共同生活介護等 1472700325 グループホーム　チェリーホーム油壺 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147270058032 認知症対応型共同生活介護等 1472700580 グループホーム宮川 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147270070543 居宅介護支援 1472700705 ケアセンター南下浦・羊の家けあまね 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147270072143 居宅介護支援 1472700721 介護支援オフィス三浦 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147270100011 訪問介護等 1472701000 ケアステーション　ゆずのいえ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147270101833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472701018 はなことば三浦 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147270118233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472701182 ベストライフ油壷 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147270124011 訪問介護等 1472701240 訪問介護はたけ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147290086743 居宅介護支援 1472900867 介護の相談　「チャイム」 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147430065211 訪問介護等 1474300652 ケアサービス　りんどう 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220008273 小規模多機能型居宅介護等 1492200082 ホームフレンド辻堂 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220010832 認知症対応型共同生活介護等 1492200108 ホームフレンド辻堂 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220029832 認知症対応型共同生活介護等 1492200298 グループホーム　クロスハート円行・藤沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220030632 認知症対応型共同生活介護等 1492200306 リフシア神明 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220043973 小規模多機能型居宅介護等 1492200439 絆 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220058773 小規模多機能型居宅介護等 1492200587 ココファンらいふケア湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220059532 認知症対応型共同生活介護等 1492200595 ココファンホーム湘南台 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220060333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1492200603 ココファンメディカル藤沢 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220061133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1492200611 ココファンメゾン鵠沼 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220062933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1492200629 ココファンメゾン大庭 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220063777 看護小規模多機能型居宅介護 1492200637 リフシア神明 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220090073 小規模多機能型居宅介護等 1492200900 リフシア藤が岡 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220091873 小規模多機能型居宅介護等 1492200918 桜庵辻堂 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220092632 認知症対応型共同生活介護等 1492200926 桜庵辻堂 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220093476 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492200934 リフシア辻堂 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149220094215 通所介護等 1492200942 生活ケア・リハビリ　ここち 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149230001576 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492300015 潤生園ホームヘルプサービス 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
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149230039515 通所介護等 1492300395 デイサービス　イヴ 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149230040332 認知症対応型共同生活介護等 1492300403 ツクイ小田原富水グループホーム 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149230041115 通所介護等 1492300411 認知症リハビリテーション　ぱーそんらいふ　久野 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149230042973 小規模多機能型居宅介護等 1492300429 小規模多機能型居宅介護　はまちょう 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149230043715 通所介護等 1492300437 西湘デイサービス　えん 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149240018773 小規模多機能型居宅介護等 1492400187 医療法人社団　オーエフシー　ファミリーケア浜須賀 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149240040132 認知症対応型共同生活介護等 1492400401 愛の家グループホーム茅ヶ崎平和町 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149250016815 通所介護等 1492500168 デイサービス　いこい家　逗子 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149270018015 通所介護等 1492700180 ケアセンター南下浦・羊の家 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149270020676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492700206 みまもり訪問看護　みかん 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149270021432 認知症対応型共同生活介護等 1492700214 花物語はまゆう南 県12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141240155143 居宅介護支援 1412401551 長岡病院介護支援センター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141240284014 訪問リハビリテーション等 1412402840 湘南すずきクリニック 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141241006616 通所リハビリテーション等 1412410066 医療法人徳洲会　茅ヶ崎徳洲会病院 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141290181714 訪問リハビリテーション等 1412901817 亀田森の里病院 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141300237514 訪問リハビリテーション等 1413002375 南大和クリニック 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141300237516 通所リハビリテーション等 1413002375 南大和クリニック 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141300312616 通所リハビリテーション等 1413003126 医療法人社団もみの木　もみの木医院 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141300332414 訪問リハビリテーション等 1413003324 みどり野リハビリテーション病院 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141301046914 訪問リハビリテーション等 1413010469 医療法人社団楓の風　在宅療養支援クリニック　かえでの風やまと 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145288002911 訪問介護等 1452880029 医療法人社団　三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ鶴巻 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145288002916 通所リハビリテーション等 1452880029 医療法人社団　三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ鶴巻 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145288002943 居宅介護支援 1452880029 医療法人社団　三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ鶴巻 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145288002952 介護老人保健施設等 1452880029 医療法人社団　三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ鶴巻 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145298007916 通所リハビリテーション等 1452980079 介護老人保健施設　リハビリケア湘南厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145298007952 介護老人保健施設等 1452980079 介護老人保健施設　リハビリケア湘南厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145308002516 通所リハビリテーション等 1453080025 介護老人保健施設　しょうじゅの里大和 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145308002543 居宅介護支援 1453080025 介護老人保健施設　しょうじゅの里大和 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145308002552 介護老人保健施設等 1453080025 介護老人保健施設　しょうじゅの里大和 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145308003316 通所リハビリテーション等 1453080033 介護老人保健施設　大地 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145308003352 介護老人保健施設等 1453080033 介護老人保健施設　大地 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145408001616 通所リハビリテーション等 1454080016 医療法人社団　松和会　介護老人保健施設ききょう苑 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145408001652 介護老人保健施設等 1454080016 医療法人社団　松和会　介護老人保健施設ききょう苑 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145408002716 通所リハビリテーション等 1454080027 医療法人社団　佑樹会　介護老人保健施設　あゆみの里 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145408002752 介護老人保健施設等 1454080027 医療法人社団　佑樹会　介護老人保健施設　あゆみの里 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146209020713 訪問看護等 1462090207 つるかめ訪問看護ステーション秦野 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146249006813 訪問看護等 1462490068 きずな訪問看護ステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146249006843 居宅介護支援 1462490068 きずな訪問看護ステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146249011813 訪問看護（療養通所介護含む）等 1462490118 訪問看護　そよかぜ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146249019113 訪問看護等 1462490191 訪問看護ステーション　結 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146249022513 訪問看護等 1462490225 こころナースリハビリステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146259004013 訪問看護等 1462590040 けいすい訪問看護ステーション逗子 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146259005713 訪問看護等 1462590057 なのはな訪問看護リハビリステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146289002813 訪問看護等 1462890028 秦野赤十字訪問看護ステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146289003613 訪問看護等 1462890036 医療法人社団三喜会　鶴巻訪問看護ステーションはだの 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146289012713 訪問看護等 1462890127 ケアーズ訪問看護リハビリステーションみなせ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146289016813 訪問看護等 1462890168 ふたさんち訪問看護ステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146289017613 訪問看護等 1462890176 ソフィアメディ訪問看護ステーション秦野 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146299006713 訪問看護等 1462990067 こまち訪問看護ステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146299016613 訪問看護等 1462990166 タツミ訪問看護ステーション厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146299028113 訪問看護等 1462990281 ソフィアメディ訪問看護ステーション本厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146299031513 訪問看護等 1462990315 えち訪問看護ステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146299032313 訪問看護等 1462990323 いろどり訪問看護リハビリステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146299034913 訪問看護等 1462990349 湘南厚木病院 訪問看護ステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146309019813 訪問看護等 1463090198 ケアステーション　訪問看護　らら 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240028032 認知症対応型共同生活介護等 1472400280 社会福祉法人　麗寿会　ふれあいの家みのり 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240042111 訪問介護等 1472400421 湘南ひまわり 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240042143 居宅介護支援 1472400421 湘南ひまわり 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240043915 通所介護等 1472400439 特別養護老人ホーム湘南ベルサイド 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240043943 居宅介護支援 1472400439 特別養護老人ホーム湘南ベルサイド 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240043951 介護老人福祉施設等 1472400439 特別養護老人ホーム湘南ベルサイド 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240045411 訪問介護等 1472400454 有限会社　南湖サーボ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240045443 居宅介護支援 1472400454 有限会社　南湖サーボ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240068643 居宅介護支援 1472400686 ＮＰＯ法人　ワーカーズ　一心 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240079311 訪問介護等 1472400793 訪問介護センターまつなみ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240080111 訪問介護等 1472400801 訪問介護ステーション友 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240081943 居宅介護支援 1472400819 居宅介護支援事業所　友 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240083543 居宅介護支援 1472400835 香川在宅介護よろず相談所　結 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
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147240084311 訪問介護等 1472400843 香川ヘルパーステーション　結 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240089211 訪問介護等 1472400892 生活リハビリクラブ茅ヶ崎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240089215 通所介護等 1472400892 生活リハビリクラブ茅ヶ崎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240089243 居宅介護支援 1472400892 生活リハビリクラブ茅ヶ崎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240093411 訪問介護等 1472400934 有限会社　萌夢舎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240134643 居宅介護支援 1472401346 つるみね介護センター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240137915 通所介護等 1472401379 へいあん小和田デイサービスセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240138711 訪問介護等 1472401387 あいる湘南 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240139515 通所介護等 1472401395 デイハウス　さくら倶楽部 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240143751 介護老人福祉施設等 1472401437 介護老人福祉施設　ハピネス茅ヶ崎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240166843 居宅介護支援 1472401668 湘南シニアサービス 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240173415 通所介護等 1472401734 デイサービス　さくらの木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240177543 居宅介護支援 1472401775 居宅介護支援センター　富士見 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240178343 居宅介護支援 1472401783 居宅介護支援事業所ハピネス茅ヶ崎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240183315 通所介護等 1472401833 デイサービスセンターハピネス茅ヶ崎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240184143 居宅介護支援 1472401841 ケアプラン　リフシア 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240185815 通所介護等 1472401858 リフシア萩園 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240216143 居宅介護支援 1472402161 居宅介護支援　だいち 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240218715 通所介護等 1472402187 リフシア松が丘 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240222951 介護老人福祉施設等 1472402229 特別養護老人ホーム　ゆるり 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240229433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472402294 リハビリホームボンセジュール茅ヶ崎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240230215 通所介護等 1472402302 ウェルネスパーク萩園 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240231015 通所介護等 1472402310 茅ヶ崎ケアセンターそよ風 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240231051 介護老人福祉施設等 1472402310 茅ヶ崎ケアセンターそよ風 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240264143 居宅介護支援 1472402641 相談センターまつなみ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240271611 訪問介護等 1472402716 学研ココファン浜見平ヘルパーセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240272415 通所介護等 1472402724 ココファン健康リハ甘沼 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240274015 通所介護等 1472402740 ココファン健康リハ浜見平 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240275715 通所介護等 1472402757 ココファンミールデイズ茅ヶ崎ガーデン 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240276511 訪問介護等 1472402765 学研ココファン茅ヶ崎ヘルパーセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240277311 訪問介護等 1472402773 学研ココファン本村ヘルパーセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240308615 通所介護等 1472403086 ツクイ茅ヶ崎室田 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240309411 訪問介護等 1472403094 ツクイ茅ヶ崎浜見平 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240309412 訪問入浴介護等 1472403094 ツクイ茅ヶ崎浜見平 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240310211 訪問介護等 1472403102 ツクイ・サンフォレスト辻堂駅前 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240312815 通所介護等 1472403128 デイリハセンターひまわり　茅ヶ崎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240313643 居宅介護支援 1472403136 ツクイ茅ヶ崎室田 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240314415 通所介護等 1472403144 ステップぱーとなー茅ヶ崎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240316943 居宅介護支援 1472403169 ぐっどらいふ相談所 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147240320115 通所介護等 1472403201 かがやきデイサービス茅ヶ崎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250006333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472500063 逗子パーク・ヴィラ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250034543 居宅介護支援 1472500345 けいすいケアセンター逗子 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250036011 訪問介護等 1472500360 有限会社　三和ケアサービス鎌倉　逗子ヘルパーステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250051915 通所介護等 1472500519 湘南ホームフレンド　小坪デイサービスセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250063415 通所介護等 1472500634 デイサービスセンター天真館 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250067515 通所介護等 1472500675 ぬくもりデイサービス 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250076615 通所介護等 1472500766 デイサービス四誠会　ミソラ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250078215 通所介護等 1472500782 デイサービス　ゆめ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250093133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472500931 メディカルホームグランダ逗子 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250110311 訪問介護等 1472501103 ケアライフつむぎ訪問介護事業所 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250113715 通所介護等 1472501137 けいすいデイサービスおりぃぶ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250116015 通所介護等 1472501160 リハビリデイサービス　ポーラスター逗子 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147250117811 訪問介護等 1472501178 訪問介護　ゆめぽっけ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270017643 居宅介護支援 1472700176 ピア介護福祉サービスセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270029111 訪問介護等 1472700291 訪問介護ステーション　三浦ダン・ダン 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270034133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472700341 有料老人ホーム　サニーライフ三浦 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270049932 認知症対応型共同生活介護等 1472700499 グループホーム　みづき 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270051532 認知症対応型共同生活介護等 1472700515 グループホーム　ひなたぼっこ菊名 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270052332 認知症対応型共同生活介護等 1472700523 スマイル住まいる三浦 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270056432 認知症対応型共同生活介護等 1472700564 三浦市総合福祉センターグループホーム 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270071343 居宅介護支援 1472700713 キムラ介護支援サービス 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270075415 通所介護等 1472700754 特定非営利活動法人　成樹会　サロンハナミズキ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270076211 訪問介護等 1472700762 ルナランド　介護センター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270088715 通所介護等 1472700887 ルナランド　デイサービス 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270089515 通所介護等 1472700895 キムラ介護デイサービス 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270090343 居宅介護支援 1472700903 居宅介護支援事業所アンド 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270099411 訪問介護等 1472700994 さくらんぼ三浦海岸 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270119015 通所介護等 1472701190 ツクイ三浦 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月



神奈川県「介護サービス情報の公表」制度　令和4年度　計画
グループ番号 グループ名称 事業所番号 事業所名 計画名 報告月（WEB用） 調査月（WEB用） 公表月（WEB用）
147270120833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472701208 ツクイ・サンシャイン三浦 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147270121643 居宅介護支援 1472701216 遊楽の丘　居宅介護支援センター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280026532 認知症対応型共同生活介護等 1472800265 グループホーム　おおね 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280032311 訪問介護等 1472800323 医療法人社団　三喜会　鶴巻ホームヘルプセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280034932 認知症対応型共同生活介護等 1472800349 グループホーム　あかつき 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280036432 認知症対応型共同生活介護等 1472800364 医療法人社団三喜会　グループホーム渋沢 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280037215 通所介護等 1472800372 医療法人社団三喜会　デイサービスセンター渋沢 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280038043 居宅介護支援 1472800380 有限会社　ウーマンケアサービス 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280039832 認知症対応型共同生活介護等 1472800398 グループホームそば 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280049715 通所介護等 1472800497 特定非営利活動法人　みきフレンド・あふり 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280056243 居宅介護支援 1472800562 湘南老人ホーム　居宅介護支援 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280058851 介護老人福祉施設等 1472800588 湘南老人ホーム　介護老人福祉施設 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280062015 通所介護等 1472800620 デイサービスの家　菜の花 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280065315 通所介護等 1472800653 デイサービス和楽 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280068743 居宅介護支援 1472800687 ＪＡデイサービスセンターはだの 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280095043 居宅介護支援 1472800950 はだの松寿苑ケアサービスセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280097643 居宅介護支援 1472800976 特定非営利活動法人野の花ネットワーク・ひまわり 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280099243 居宅介護支援 1472800992 介護支援サービス“どんぐり” 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280114933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472801149 あずみ苑グランデ鶴巻 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280123033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472801230 エクセルシオール秦野 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280127133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472801271 ニチイケアセンターほりにし特定施設入居者生活介護 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280128911 訪問介護等 1472801289 ＣＯＳＭＯ－ＣＡＲＥ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280129733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472801297 有料老人ホーム　サニーライフ秦野 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280148733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472801487 メディカル・リハビリホームボンセジュール秦野渋沢 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280149515 通所介護等 1472801495 湘南老人ホーム通所介護　ぷらっと 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280150315 通所介護等 1472801503 リハセンター　Ｒ－studio 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280151111 訪問介護等 1472801511 学研ココファン東海大学前ヘルパーセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280156017 福祉用具貸与等 1472801560 すまいるサポート 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280157843 居宅介護支援 1472801578 学研ココファン渋沢 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280158611 訪問介護等 1472801586 学研ココファン渋沢ヘルパーセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280160215 通所介護等 1472801602 ファミリー介護サービス秦野店 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280161043 居宅介護支援 1472801610 ケアサポート　きぼう 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280168543 居宅介護支援 1472801685 横田リハビリセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280189143 居宅介護支援 1472801891 ケアマネ湖 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280191733 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1472801917 介護付有料老人ホーム「結」 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280192515 通所介護等 1472801925 デイサービス　コミュニティー万年青 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280193351 介護老人福祉施設等 1472801933 介護老人福祉施設　ユニット菖蒲荘 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280194115 通所介護等 1472801941 ケアステーションあさひ秦野 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280198215 通所介護等 1472801982 ケアステーションあさひ渋沢 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280199015 通所介護等 1472801990 ハッピータウン　デイサービスセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280200611 訪問介護等 1472802006 思いやりケア 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280235215 通所介護等 1472802352 デイサービスあすなろ　曽屋店 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280236033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472802360 リアンレーヴ鶴巻温泉 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280237843 居宅介護支援 1472802378 ケアプランゆう 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280239415 通所介護等 1472802394 ツクイ秦野 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280240211 訪問介護等 1472802402 訪問介護かがやき 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280241033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472802410 ベストライフ秦野 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280242811 訪問介護等 1472802428 介護クラーク秦野 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280243633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472802436 プライムガーデン秦野弐番館 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280244411 訪問介護等 1472802444 横田リハビリセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147280245143 居宅介護支援 1472802451 ホームケアcocoro 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290043833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472900438 サンライズ・ヴィラ森の里 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290049511 訪問介護等 1472900495 ニチイケアセンター厚木北 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290049515 通所介護等 1472900495 ニチイケアセンター厚木北 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290072732 認知症対応型共同生活介護等 1472900727 オーババーズセキ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290080032 認知症対応型共同生活介護等 1472900800 花物語あつぎ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290084251 介護老人福祉施設等 1472900842 第二森の里 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290085943 居宅介護支援 1472900859 居宅介護支援事業所　さくら 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290089143 居宅介護支援 1472900891 ケアプラン　あいな 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290114715 通所介護等 1472901147 デイリハ　ＢＬＵＥ　ＳＫＹ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290116243 居宅介護支援 1472901162 ケアマネのぞみ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290143615 通所介護等 1472901436 特別養護老人ホーム　はなの家とむろ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290149311 訪問介護等 1472901493 本厚木やわらぎ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290150115 通所介護等 1472901501 トワのぞみ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290153515 通所介護等 1472901535 フォローライフ厚木恩名 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290154315 通所介護等 1472901543 フォローライフ厚木宮の里 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290157643 居宅介護支援 1472901576 リビングケア居宅介護支援事業所厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290159243 居宅介護支援 1472901592 サニーライフ厚木戸室　居宅介護支援事業所 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
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147290162615 通所介護等 1472901626 ファミリーケア　厚木さくら物語 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290165911 訪問介護等 1472901659 厚木戸室やわらぎ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290166743 居宅介護支援 1472901667 ケアーズ　山藤ケアセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290169143 居宅介護支援 1472901691 まごの手ケアプランセンター厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290212943 居宅介護支援 1472902129 訪問介護　てだすけ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290220243 居宅介護支援 1472902202 ケアプラン船子 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290222815 通所介護等 1472902228 リハビリ特化型デイサービス　ムーブメントプロ厚木北 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290224451 介護老人福祉施設等 1472902244 グランモールさくら及川 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290226915 通所介護等 1472902269 デイサービス　グランモールさくら及川 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290228543 居宅介護支援 1472902285 ケアプラン　さくらなみき 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290232715 通所介護等 1472902327 春色デイサービス 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290233515 通所介護等 1472902335 のぞみの家　本厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290234333 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1472902343 介護付有料老人ホーム「健康倶楽部館　ファンコート厚木」 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290235015 通所介護等 1472902350 デイサービスセンター「健康倶楽部館　ファンコート厚木」 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290274911 訪問介護等 1472902749 訪問介護事業所きせき 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290277233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472902772 ベストライフ本厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290278043 居宅介護支援 1472902780 りぼん　居宅介護支援事業所 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290279811 訪問介護等 1472902798 ツクイ厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290279812 訪問入浴介護等 1472902798 ツクイ厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290280615 通所介護等 1472902806 ツクイ厚木水引 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290281443 居宅介護支援 1472902814 亀田居宅介護支援事業所森の里 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290283017 福祉用具貸与等 1472902830 ダスキンヘルスレント厚木ステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290284843 居宅介護支援 1472902848 居宅介護支援センター　メイサムホール 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290285515 通所介護等 1472902855 ケアセンター　メイサムホール 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290287151 介護老人福祉施設等 1472902871 特別養護老人ホーム　メイサムホール 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290288943 居宅介護支援 1472902889 居宅介護支援事業所　モーメント厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290289743 居宅介護支援 1472902897 医心館　居宅介護支援事業所　本厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290290511 訪問介護等 1472902905 医心館 訪問介護ステーション 本厚木 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147290291333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472902913 ミモザ厚木藤苑 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300033711 訪問介護等 1473000337 ニチイケアセンター大和 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300037812 訪問入浴介護等 1473000378 有限会社　まごの手介護サービス 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300055015 通所介護等 1473000550 晃風園デイサービス団欒 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300063411 訪問介護等 1473000634 介護ステーション「はあとふる」 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300075832 認知症対応型共同生活介護等 1473000758 グループホーム　欅 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300086532 認知症対応型共同生活介護等 1473000865 グループホーム晃風園 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300105332 認知症対応型共同生活介護等 1473001053 グループホーム　すみれの家 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300118611 訪問介護等 1473001186 ハピネス　ヘルパーステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300154111 訪問介護等 1473001541 フェリエ　ドゥ　高座渋谷　訪問介護ステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300155843 居宅介護支援 1473001558 フェリエ　ドゥ　高座渋谷　居宅介護支援センター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300158215 通所介護等 1473001582 地域福祉おもいで　デイサービス 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300202815 通所介護等 1473002028 ＭＯデイサービス 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300209315 通所介護等 1473002093 デイサービス　げ・ん・き 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300255615 通所介護等 1473002556 らいおんハートリハビリ温泉デイサービス中央林間 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300261451 介護老人福祉施設等 1473002614 介護老人福祉施設　スミール桜ヶ丘 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300326543 居宅介護支援 1473003265 ベルケア居宅介護支援事業所 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300327311 訪問介護等 1473003273 たいよう 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300328143 居宅介護支援 1473003281 喫茶マチカド　介護とくらしの相談所 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300330733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473003307 ベストライフ大和 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300332315 通所介護等 1473003323 あすかフィジカルセンター南林間 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300336443 居宅介護支援 1473003364 フラステーション　居宅介護支援事業所 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300339843 居宅介護支援 1473003398 さちケアマネステーション 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300341443 居宅介護支援 1473003414 居宅介護支援ステーションはな 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147300342211 訪問介護等 1473003422 ケアサービスひまわり 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147400067415 通所介護等 1474000674 りんどう２４６デイサービスセンター 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147400146643 居宅介護支援 1474001466 医療法人社団　佑樹会　居宅介護支援事業所　あゆみの里 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147410104311 訪問介護等 1474101043 フルール・ケア 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147440036117 福祉用具貸与等 1474400361 フランスベッド株式会社　メディカル大和営業所 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149240001373 小規模多機能型居宅介護等 1492400013 ひまわりの家 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149240002132 認知症対応型共同生活介護等 1492400021 グループホーム「へいあん小和田」 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149240011273 小規模多機能型居宅介護等 1492400112 リフシア柳島 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149240013873 小規模多機能型居宅介護等 1492400138 リフシア松林 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149240019573 小規模多機能型居宅介護等 1492400195 リフシア松が丘 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149240023732 認知症対応型共同生活介護等 1492400237 ココファンホーム湘南の杜 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149240036932 認知症対応型共同生活介護等 1492400369 茅ヶ崎松尾グループホームそよ風 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149240039315 通所介護等 1492400393 リハプロ茅ヶ崎 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149250002832 認知症対応型共同生活介護等 1492500028 グループホームみんなの家　逗子 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149250006932 認知症対応型共同生活介護等 1492500069 愛の家グループホーム逗子沼間 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149250015032 認知症対応型共同生活介護等 1492500150 けいすいグループホームみるいろ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
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149270001673 小規模多機能型居宅介護等 1492700016 豊夢　三浦海岸 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149270002473 小規模多機能型居宅介護等 1492700024 小規模多機能型居宅介護事業所はつらつ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149270003232 認知症対応型共同生活介護等 1492700032 三浦市総合福祉センターグループホーム第2 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149270019832 認知症対応型共同生活介護等 1492700198 ツクイ三浦グループホーム 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149280003015 通所介護等 1492800030 通所介護サービス　ほっと 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149280027973 小規模多機能型居宅介護等 1492800279 花織はだの 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149290008732 認知症対応型共同生活介護等 1492900087 ニチイケアセンター厚木愛甲 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149290044215 通所介護等 1492900442 レコードブック厚木林 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149290045932 認知症対応型共同生活介護等 1492900459 花物語あつぎ北 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149290046715 通所介護等 1492900467 花織あつぎ北 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149290047515 通所介護等 1492900475 シンフーディーファンうみ 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149290048332 認知症対応型共同生活介護等 1492900483 ツクイ厚木荻野グループホーム 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149290049151 介護老人福祉施設等 1492900491 特別養護老人ホーム　メイサムフレール 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149290050973 小規模多機能型居宅介護等 1492900509 ミモザ厚木藤苑小規模多機能 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149290051715 通所介護等 1492900517 シンフーディーファン　そら 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149290052515 通所介護等 1492900525 ミモザ厚木藤苑デイサービス 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149300011932 認知症対応型共同生活介護等 1493000119 ニチイケアセンター大和桜森 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149300012732 認知症対応型共同生活介護等 1493000127 ニチイケアセンター大和西鶴間 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149300013532 認知症対応型共同生活介護等 1493000135 ニチイケアセンター大和南 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149300047315 通所介護等 1493000473 デイランド　ユニークケア 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149300050773 小規模多機能型居宅介護等 1493000507 ゆらり倶楽部大和 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149300051532 認知症対応型共同生活介護等 1493000515 グループホームゆらり大和 県1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141110046016 通所リハビリテーション等 1411100460 湘南葉山デイケアクリニック 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141151004913 訪問看護等 1411510049 独立行政法人地域医療機能推進機構　湯河原病院 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141151004914 訪問リハビリテーション等 1411510049 独立行政法人地域医療機能推進機構　湯河原病院 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141160046916 通所リハビリテーション等 1411600469 愛川北部病院 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141401017916 通所リハビリテーション等 1414010179 湘南伊勢原クリニック 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141411008614 訪問リハビリテーション等 1414110086 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス　座間総合病院 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141420049914 訪問リハビリテーション等 1414200499 海老名総合病院 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141420131516 通所リハビリテーション等 1414201315 オアシス湘南クリニック 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141421006816 通所リハビリテーション等 1414210068 今里リハビリステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141430021643 居宅介護支援 1414300216 医療法人社団　明芳会　北小田原病院 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
145118000916 通所リハビリテーション等 1451180009 湘南グリーン介護老人保健施設　葉山 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
145118000952 介護老人保健施設等 1451180009 湘南グリーン介護老人保健施設　葉山 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
145118001752 介護老人保健施設等 1451180017 湘南グリーン介護老人保健施設  葉山(ユニット型) 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
145408000843 居宅介護支援 1454080008 介護老人保健施設　ほほえみの丘 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146139002013 訪問看護等 1461390020 りんどうリハビリ看護ステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146149008513 訪問看護等 1461490085 ｃａｒｅｎリハ訪問看護ステーション開成 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146159005813 訪問看護等 1461590058 訪問看護ステーション真鶴 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146159006613 訪問看護等 1461590066 オレンジ訪問看護ステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146169002313 訪問看護等 1461690023 訪問看護ステーション　あすなろ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146299029913 訪問看護等 1462990299 望星台訪問看護ステーション厚木 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146309015613 訪問看護等 1463090156 医療法人徳洲会　大和徳洲会訪問看護ステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146309034713 訪問看護等 1463090347 訪問看護・リハビリテーション　わかみどり 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146409013013 訪問看護等 1464090130 宝命訪問看護リハビリステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146409026213 訪問看護等 1464090262 訪問看護ステーション　ぽの 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146419013813 訪問看護等 1464190138 相武台病院訪問看護ステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146419014613 訪問看護等 1464190146 湘陽かしわ台病院訪問看護ステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146419020313 訪問看護等 1464190203 医療法人社団博愛医院　友栄ナースステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146419021113 訪問看護等 1464190211 けあぶる訪問看護リハビリステーション相武台 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146419022913 訪問看護等 1464190229 訪問看護ステーション　ミモザ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146429014413 訪問看護等 1464290144 スギ訪問看護ステーション道　さがみ野 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146449010813 訪問看護等 1464490108 ハンズ綾南訪問看護ステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146449011613 訪問看護等 1464490116 訪問看護ステーションひあし 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110003011 訪問介護等 1471100030 生活リハビリクラブ葉山 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110003043 居宅介護支援 1471100030 生活リハビリクラブ葉山 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110008915 通所介護等 1471100089 葉山清寿苑　デイサービスセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110010532 認知症対応型共同生活介護等 1471100105 グループホーム　びゃくしんの苑 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110012133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471100121 グランダ葉山 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110013932 認知症対応型共同生活介護等 1471100139 グループホーム　葉山の里 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110020451 介護老人福祉施設等 1471100204 特別養護老人ホーム　葉山グリーンヒル 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110022043 居宅介護支援 1471100220 ケアプランセンター葉山の丘 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110040211 訪問介護等 1471100402 ひばり訪問介護ステーション葉山 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110042811 訪問介護等 1471100428 むつ花ケアサービス 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110043615 通所介護等 1471100436 らいおんハートリハビリデイサービス葉山フットパワー 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147110044443 居宅介護支援 1471100444 湘南葉山デイケアクリニック 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147120044215 通所介護等 1471200442 デイサービス　あいしまキャロット 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147120045911 訪問介護等 1471200459 寒川訪問看護・介護センター　なごやか 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
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147120045943 居宅介護支援 1471200459 寒川訪問看護・介護センターなごやか 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147120052511 訪問介護等 1471200525 ふじケアサービス寒川 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147120061643 居宅介護支援 1471200616 かいごプラス 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147120062411 訪問介護等 1471200624 ゆうケアステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130015011 訪問介護等 1471300150 特定非営利活動法人　ワーカーズ大空 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130017643 居宅介護支援 1471300176 介護支援事業所りんどう大磯 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130024215 通所介護等 1471300242 デイ　つばさ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130027515 通所介護等 1471300275 湘南二宮デイサービスセンター　はなの杜 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130038232 認知症対応型共同生活介護等 1471300382 グループホーム悠悠苑　大磯事業所 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130042432 認知症対応型共同生活介護等 1471300424 グループホーム　はなの家 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130043243 居宅介護支援 1471300432 介護相談　こすもす 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130044015 通所介護等 1471300440 デイサービスセンター　福寿荘 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130052311 訪問介護等 1471300523 湘南ホームフレンド　二宮介護サービス 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130060633 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1471300606 湘南こいじシニアハイツ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130061433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471300614 有料老人ホーム　サニーライフ二宮 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130062215 通所介護等 1471300622 デイサービス　フォルテシモ二宮 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130064843 居宅介護支援 1471300648 介護相談所やまだ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130073943 居宅介護支援 1471300739 オリーブケアマネステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130075433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471300754 富士白苑大磯コーポ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130076243 居宅介護支援 1471300762 あおばと介護相談 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130077015 通所介護等 1471300770 デイサービスきんかん大磯 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130078843 居宅介護支援 1471300788 大磯町社協ケアプランセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130079615 通所介護等 1471300796 デイサービス　ぽっかぽか　二宮 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130089511 訪問介護等 1471300895 訪問介護あいろ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147130090343 居宅介護支援 1471300903 くらしの相談ステーションおおいそ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140018232 認知症対応型共同生活介護等 1471400182 グループホーム　みやまの里 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140024015 通所介護等 1471400240 みんなの家 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140026517 福祉用具貸与等 1471400265 株式会社　リフテック　西湘 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140035632 認知症対応型共同生活介護等 1471400356 グループホーム「足柄の春」 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140037232 認知症対応型共同生活介護等 1471400372 グループホームやまきた 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140038032 認知症対応型共同生活介護等 1471400380 バーデンライフ山北 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140042243 居宅介護支援 1471400422 松田町社協　居宅介護支援サービス 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140043015 通所介護等 1471400430 デイサービスあゆみ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140045515 通所介護等 1471400455 あずみ苑　山北 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140045543 居宅介護支援 1471400455 あずみ苑　山北 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140045551 介護老人福祉施設等 1471400455 あずみ苑　山北 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140070333 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1471400703 介護付き有料老人ホーム グランデュオ イルカ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140071143 居宅介護支援 1471400711 居宅介護支援事業所　芳徳の郷　ほなみ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140089343 居宅介護支援 1471400893 あかつき居宅介護支援センター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140090133 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1471400901 介護付き有料老人ホーム　グランデュオイルカ　二号館 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147140103211 訪問介護等 1471401032 ニチイケアセンターあしがら 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150010643 居宅介護支援 1471500106 株式会社ティー・シー・エス湯河原営業所 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150028815 通所介護等 1471500288 シニア倶楽部湯河原 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150030432 認知症対応型共同生活介護等 1471500304 グループホーム　泉の郷　仙石原 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150031211 訪問介護等 1471500312 神奈川県ホームヘルプ協会・西湘 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150032032 認知症対応型共同生活介護等 1471500320 湯河原温泉ケアセンターそよ風 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150033815 通所介護等 1471500338 有限会社　宅老所　吉浜 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150045243 居宅介護支援 1471500452 マミープラン 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150060115 通所介護等 1471500601 ミモザ白寿庵真鶴 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150077533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471500775 ミモザ湯河原 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150079133 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1471500791 ホームステーションらいふ湯河原 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150080933 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1471500809 ホームステーションらいふ湘南かねか湯河原 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150087473 小規模多機能型居宅介護等 1471500874 ふらっと湯河原 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150107043 居宅介護支援 1471501070 居宅介護支援事業所ハーモニー 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147150108815 通所介護等 1471501088 まごころデイサービスリベルタス 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147160017915 通所介護等 1471600179 デイサービスさくら（愛川運動機能回復センター） 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147160018712 訪問入浴介護等 1471600187 ふれあい 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147160027811 訪問介護等 1471600278 ニチイケアセンター愛川 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147160029415 通所介護等 1471600294 デイサービスあすなろ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147160037715 通所介護等 1471600377 だんらんの家　愛川 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147160038515 通所介護等 1471600385 フォローライフ愛川 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147160044311 訪問介護等 1471600443 ケアステーション匠の荘 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147160046811 訪問介護等 1471600468 合同会社　ホームケアふじ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147220695017 福祉用具貸与等 1472206950 かたくり福祉用具海老名センター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147250092311 訪問介護等 1472500923 イザカマクラ逗子葉山ケアステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147290021443 居宅介護支援 1472900214 特別養護老人ホーム　甘露苑 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147290048715 通所介護等 1472900487 デイ・サービス　モック 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147290048743 居宅介護支援 1472900487 デイ・サービス　モック 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
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147290071932 認知症対応型共同生活介護等 1472900719 どんぐり庵 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147290108911 訪問介護等 1472901089 小鮎ケアサービス 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147290110515 通所介護等 1472901105 カルチャーデイ　サザンクラブ厚木北 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147290111311 訪問介護等 1472901113 介護サービス・光 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147290152711 訪問介護等 1472901527 ふらっとケアサービス 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147290227711 訪問介護等 1472902277 めいせいスマイルファミリー 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300026143 居宅介護支援 1473000261 特別養護老人ホーム　和喜園 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300026151 介護老人福祉施設等 1473000261 特別養護老人ホーム　和喜園 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300031117 福祉用具貸与等 1473000311 介護ハウス　パートナー 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300045132 認知症対応型共同生活介護等 1473000451 グループホームひだまり 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300051933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473000519 グランダ鶴間・大和 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300058432 認知症対応型共同生活介護等 1473000584 大和ＹＭＣＡグループホーム 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300059215 通所介護等 1473000592 大和ＹＭＣＡデイサービスセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300069132 認知症対応型共同生活介護等 1473000691 グループホームひだまり弐番館 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300071711 訪問介護等 1473000717 ケアサービスグレイス 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300073333 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1473000733 ホームステーションらいふ大和 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300088132 認知症対応型共同生活介護等 1473000881 グループホーム「やすらぎの家　大和渋谷」 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300114515 通所介護等 1473001145 大和市社協まごころデイサービスセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300119451 介護老人福祉施設等 1473001194 特別養護老人ホーム　ひまわりの郷 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300151743 居宅介護支援 1473001517 県央福祉会　介護支援ステーション　アイネットやまと 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300201015 通所介護等 1473002010 ケアセンター敬愛の園だんだん 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300208515 通所介護等 1473002085 デイサービスハッピー鶴間 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300211911 訪問介護等 1473002119 アスモ介護サービス大和 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300214311 訪問介護等 1473002143 トータルケア健やか　大和 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300258015 通所介護等 1473002580 ピンポンデイハッピー渋谷 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300259843 居宅介護支援 1473002598 ケアサポート　ゆかりの里 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300260611 訪問介護等 1473002606 ドレミファランド介護ステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300263015 通所介護等 1473002630 がんばろう製作所大和 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300264815 通所介護等 1473002648 がんばろう研究所 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300329943 居宅介護支援 1473003299 居宅介護支援　ハイスポ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300331543 居宅介護支援 1473003315 ケアプランオーレ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300333143 居宅介護支援 1473003331 ツクイやまと 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300334911 訪問介護等 1473003349 ツクイ大和鶴間 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300335615 通所介護等 1473003356 ツクイやまと 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300337211 訪問介護等 1473003372 訪問介護ステーション　Ｃｏｏ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300338011 訪問介護等 1473003380 コアラ介護ケア 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300340643 居宅介護支援 1473003406 居宅介護支援事業所　ケアプランわかみどり 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147300346343 居宅介護支援 1473003463 プレマ会ケアプランセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400033615 通所介護等 1474000336 すずらん 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400033632 認知症対応型共同生活介護等 1474000336 すずらん 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400047615 通所介護等 1474000476 デイサービス天使の手 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400048443 居宅介護支援 1474000484 風の丘　居宅支援事業所 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400066615 通所介護等 1474000666 ケアステーションいたど通所介護事業所 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400068233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474000682 ニチイケアセンター伊勢原 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400082315 通所介護等 1474000823 すまいる伊勢原白根 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400083115 通所介護等 1474000831 デイサービス和がんせ下落合 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400084951 介護老人福祉施設等 1474000849 特別養護老人ホーム　湘南けやきの郷 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400086415 通所介護等 1474000864 デイサービス　えがお 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400087243 居宅介護支援 1474000872 ゆめいろケアプラン 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400090611 訪問介護等 1474000906 学研ココファン愛甲石田ヘルパーセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400091443 居宅介護支援 1474000914 学研ココファン伊勢原 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400092215 通所介護等 1474000922 デイサービス　ココファン伊勢原 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400093011 訪問介護等 1474000930 学研ココファン伊勢原ヘルパーセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400111011 訪問介護等 1474001110 クローバー訪問介護いせはら 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400113611 訪問介護等 1474001136 すまいる 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400143311 訪問介護等 1474001433 SMCケアステーションいせはら 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400144115 通所介護等 1474001441 ツクイ伊勢原東大竹 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147400147443 居宅介護支援 1474001474 桜ケアプラン伊勢原 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410019315 通所介護等 1474100193 ケアセンター　憩 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410033411 訪問介護等 1474100334 やすらぎケアステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410033443 居宅介護支援 1474100334 やすらぎケアステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410056511 訪問介護等 1474100565 ヘルパーステーション　ぴーぷる 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410066415 通所介護等 1474100664 デイサービスセンター　サライ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410067251 介護老人福祉施設等 1474100672 特別養護老人ホーム　第二座間苑 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410093843 居宅介護支援 1474100938 株式会社　楽友舎　居宅介護支援センター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410094615 通所介護等 1474100946 デイサービスセンター　手をつな号 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410098715 通所介護等 1474100987 おけいこサロン　寿 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410099515 通所介護等 1474100995 わ～くすケア座間 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
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147410100111 訪問介護等 1474101001 ひばり介護サービス 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410122543 居宅介護支援 1474101225 みのりケア 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410123351 介護老人福祉施設等 1474101233 太陽の家座間 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410124111 訪問介護等 1474101241 ひばり訪問介護ステーション座間 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410125843 居宅介護支援 1474101258 相模台病院居宅介護支援事業所 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410126615 通所介護等 1474101266 ひばりデイサービス座間 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410127443 居宅介護支援 1474101274 医療法人社団昌栄会　相武台病院居宅介護支援事業所 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410129043 居宅介護支援 1474101290 かなめ介護サービス居宅介護支援　緑ヶ丘 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410159715 通所介護等 1474101597 デイサービスひばりの里 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410160511 訪問介護等 1474101605 ライフケア 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410161343 居宅介護支援 1474101613 あおば福祉サービス相武台　居宅介護支援事業所 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410162143 居宅介護支援 1474101621 あおば福祉サービスひばりが丘 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147410163943 居宅介護支援 1474101639 ケアサポートひばり 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420016711 訪問介護等 1474200167 ニチイケアセンター海老名 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420018332 認知症対応型共同生活介護等 1474200183 グループホーム　グリーンハウス 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420026611 訪問介護等 1474200266 海老名ほっとステーションかがやき 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420026643 居宅介護支援 1474200266 海老名ほっとステーションかがやき 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420029051 介護老人福祉施設等 1474200290 特別養護老人ホーム　さつき 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420031615 通所介護等 1474200316 老人デイサービスセンター　さつき 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420032432 認知症対応型共同生活介護等 1474200324 グループホーム　えがお 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420040715 通所介護等 1474200407 デイサービス　エンゼルあきちゃん 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420041511 訪問介護等 1474200415 フラワーケア海老名 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420044951 介護老人福祉施設等 1474200449 特別養護老人ホーム　シェ・モア 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420045633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474200456 ホームステーションらいふ海老名 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420047233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474200472 有料老人ホーム　サニーライフ海老名 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420060511 訪問介護等 1474200605 えびな北高齢者施設 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420060515 通所介護等 1474200605 えびな北高齢者施設 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420060543 居宅介護支援 1474200605 えびな北高齢者施設 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420060551 介護老人福祉施設等 1474200605 えびな北高齢者施設 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420062133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474200621 ニチイホーム 海老名 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420063943 居宅介護支援 1474200639 ケアプラン　エンゼルあきちゃん 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420065411 訪問介護等 1474200654 サンライズ・ヴィラさがみ野　訪問介護ステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420066215 通所介護等 1474200662 サンライズ・ヴィラさがみ野　デイサービスセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420070411 訪問介護等 1474200704 ヘルパーステーションかいんど 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420088615 通所介護等 1474200886 デイサービス　いち　にい　さん 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420089411 訪問介護等 1474200894 訪問介護事業所　らくらくナウ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420105811 訪問介護等 1474201058 今里ヘルパーステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420106611 訪問介護等 1474201066 ライフコート海老名ふるさと　さくらんぼ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420107415 通所介護等 1474201074 ライフコート海老名ふるさと　デイサービスセンターさくらんぼ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420111611 訪問介護等 1474201116 いずみ訪問介護ステーション 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420112415 通所介護等 1474201124 デイサービスいずみ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420114015 通所介護等 1474201140 カフェ　デイサービス　ゆめの木 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420115743 居宅介護支援 1474201157 サポートステーションえびな 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420119911 訪問介護等 1474201199 イリーゼ海老名訪問介護センター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420120743 居宅介護支援 1474201207 イリーゼ海老名居宅介護支援事業所 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420149651 介護老人福祉施設等 1474201496 特別養護老人ホーム彩美苑 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420150411 訪問介護等 1474201504 学研ココファン海老名ヘルパーセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420152033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474201520 ベストライフさがみ野 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420153815 通所介護等 1474201538 ツクイ海老名杉久保 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420154643 居宅介護支援 1474201546 桜ケアプラン海老名 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420155311 訪問介護等 1474201553 さくら介護クラブ海老名 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147420156115 通所介護等 1474201561 デイサービスセンターいきいき 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430008217 福祉用具貸与等 1474300082 メディカルサービスおかもと 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430016511 訪問介護等 1474300165 コープケアセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430019932 認知症対応型共同生活介護等 1474300199 グループホーム　四季の丘 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430028015 通所介護等 1474300280 シニア倶楽部岩原 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430030643 居宅介護支援 1474300306 ケアセンター　にじの丘 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430037115 通所介護等 1474300371 リッチライトデイサービスセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430040515 通所介護等 1474300405 潤生園やすらぎの家和田河原別館 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430052015 通所介護等 1474300520 リビングケア唯の郷　南足柄 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430054615 通所介護等 1474300546 リビングケア唯の家　関本 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430055315 通所介護等 1474300553 リビングケア唯の郷　関本 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430061143 居宅介護支援 1474300611 シャインケアプランセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430062943 居宅介護支援 1474300629 ケアマネみなみあしがら 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430063712 訪問入浴介護等 1474300637 ツクイ南足柄 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430063715 通所介護等 1474300637 ツクイ南足柄 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147430064511 訪問介護等 1474300645 訪問介護愛和 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147440010615 通所介護等 1474400106 綾瀬西デイサービスセンター 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
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147440016317 福祉用具貸与等 1474400163 株式会社　星医療酸器神奈川事業所 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147440032015 通所介護等 1474400320 水車会　綾瀬の里 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147440046033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474400460 ヴィラ城山 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147440048633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474400486 有料老人ホーム　サニーライフ綾瀬 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147440051015 通所介護等 1474400510 サロンデイ綾瀬 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147440056915 通所介護等 1474400569 綾瀬ケアセンターそよ風 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147440056951 介護老人福祉施設等 1474400569 綾瀬ケアセンターそよ風 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147440082533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474400825 ヨウコーキャッスル綾瀬 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147440100543 居宅介護支援 1474401005 ケアステーション紅組 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147440102111 訪問介護等 1474401021 ヘルパーステーション白組 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147440104717 福祉用具貸与等 1474401047 テクニカルケアｍａｎａｔｅ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147540286133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475402861 ベストライフ相武台 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149110006915 通所介護等 1491100069 ひばりデイサービス葉山 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149120006732 認知症対応型共同生活介護等 1491200067 花物語さむかわ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149140004832 認知症対応型共同生活介護等 1491400048 グループホームはなの路 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149140006373 小規模多機能型居宅介護等 1491400063 小規模多機能型居宅介護施設　すずらん 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149140007132 認知症対応型共同生活介護等 1491400071 グループホーム　アミーゴ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149140008951 介護老人福祉施設等 1491400089 介護老人福祉施設メゾン・開成 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149140017015 通所介護等 1491400170 フレイル予防型デイサービス楽動　大井店 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149140018851 介護老人福祉施設等 1491400188 地域密着型特別養護老人ホーム　まほろばの家 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149140019673 小規模多機能型居宅介護等 1491400196 小規模多機能型居宅介護施設　きらめき 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149150001173 小規模多機能型居宅介護等 1491500011 多機能倶楽部　千歳川 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149150003773 小規模多機能型居宅介護等 1491500037 ミモザ白寿庵真鶴 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149150004532 認知症対応型共同生活介護等 1491500045 グループホームみんなの家・真鶴 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149150013677 看護小規模多機能型居宅介護 1491500136 ナーシングホーム真鶴 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149160001932 認知症対応型共同生活介護等 1491600019 グループホームさくら愛川 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149160007632 認知症対応型共同生活介護等 1491600076 花物語きよかわ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149290042651 介護老人福祉施設等 1492900426 あつぎポポロ（従来型） 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149290043451 介護老人福祉施設等 1492900434 あつぎポポロ（ユニット型） 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149300010132 認知症対応型共同生活介護等 1493000101 社会福祉法人プレマ会　そよ風 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149400001973 小規模多機能型居宅介護等 1494000019 風の丘 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149400002773 小規模多機能型居宅介護等 1494000027 小規模多機能型居宅介護　絆 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149400003532 認知症対応型共同生活介護等 1494000035 ピースフルライフ　さくら草 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149400003573 小規模多機能型居宅介護等 1494000035 ピースフルライフ　さくら草 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149400009232 認知症対応型共同生活介護等 1494000092 ニチイケアセンター峰岸 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149400013473 小規模多機能型居宅介護等 1494000134 小規模多機能型居宅介護サテライト絆 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149400019132 認知症対応型共同生活介護等 1494000191 ツクイ伊勢原高森グループホーム 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149400020932 認知症対応型共同生活介護等 1494000209 花物語ききょう 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149410001773 小規模多機能型居宅介護等 1494100017 ふれんどりぃの家 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149410009032 認知症対応型共同生活介護等 1494100090 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ  ｲｰ･ｹｱ座間 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149410010877 看護小規模多機能型居宅介護 1494100108 看護小規模多機能型居宅介護　まさみ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149420004973 小規模多機能型居宅介護等 1494200049 コミュニティケア　おおや 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149420011432 認知症対応型共同生活介護等 1494200114 グループホーム　あかりの家　海老名 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149420012215 通所介護等 1494200122 さくらクオーレプラス 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149430007015 通所介護等 1494300070 ほうとく　弐番館 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149430008832 認知症対応型共同生活介護等 1494300088 グループホームすいふようの郷 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149430009673 小規模多機能型居宅介護等 1494300096 デイホームすいふようの郷 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149430010473 小規模多機能型居宅介護等 1494300104 リバーサイドすいふよう 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149430016173 小規模多機能型居宅介護等 1494300161 潤生園みんなの家いいざわ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149430017915 通所介護等 1494300179 こむ竹松　デイサービス　えむ 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149440002932 認知症対応型共同生活介護等 1494400029 ニチイケアセンター綾瀬寺尾 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149440014432 認知症対応型共同生活介護等 1494400144 医療法人社団慈広会　グループホーム若葉 県2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141190471316 通所リハビリテーション等 1411904713 武　整形外科 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141190722914 訪問リハビリテーション等 1411907229 さいとう整形クリニック 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141190730214 訪問リハビリテーション等 1411907302 めぐみケアクリニック 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141190731016 通所リハビリテーション等 1411907310 あきやま医院 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141190753414 訪問リハビリテーション等 1411907534 白ゆり総合リハケアクリニック 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141190753416 通所リハビリテーション等 1411907534 白ゆり総合リハケアクリニック 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141191002516 通所リハビリテーション等 1411910025 黒坂整形外科医院 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141191072814 訪問リハビリテーション等 1411910728 久里浜在宅クリニック 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141200140215 通所介護等 1412001402 医療生協かながわ生活協同組合平塚診療所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141200185743 居宅介護支援 1412001857 医療法人社団　水野会　平塚十全病院 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141200196414 訪問リハビリテーション等 1412001964 医療法人　研水会　高根台病院 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141200354913 訪問看護等 1412003549 ふれあい平塚ホスピタル 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141200354916 通所リハビリテーション等 1412003549 ふれあい平塚ホスピタル 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198000216 通所リハビリテーション等 1451980002 介護老人保健施設　衣笠ろうけん 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198000252 介護老人保健施設等 1451980002 介護老人保健施設　衣笠ろうけん 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198001016 通所リハビリテーション等 1451980010 湘南グリーン介護老人保健施設 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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145198001052 介護老人保健施設等 1451980010 湘南グリーン介護老人保健施設 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198003614 訪問リハビリテーション等 1451980036 介護老人保健施設　ハートケア湘南・芦名 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198003616 通所リハビリテーション等 1451980036 介護老人保健施設　ハートケア湘南・芦名 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198003643 居宅介護支援 1451980036 介護老人保健施設　ハートケア湘南・芦名 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198003652 介護老人保健施設等 1451980036 介護老人保健施設　ハートケア湘南・芦名 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198004416 通所リハビリテーション等 1451980044 介護老人保健施設　ソレイユカーマ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198004452 介護老人保健施設等 1451980044 介護老人保健施設　ソレイユカーマ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198005116 通所リハビリテーション等 1451980051 介護老人保健施設　フィオーレ久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198005152 介護老人保健施設等 1451980051 介護老人保健施設　フィオーレ久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145198006914 訪問リハビリテーション等 1451980069 介護老人保健施設　野比苑 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208001816 通所リハビリテーション等 1452080018 しんど老人保健施設 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208001843 居宅介護支援 1452080018 しんど老人保健施設 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208001852 介護老人保健施設等 1452080018 しんど老人保健施設 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208003416 通所リハビリテーション等 1452080034 医療法人研水会　介護老人保健施設　あさひの郷 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208003452 介護老人保健施設等 1452080034 医療法人研水会　介護老人保健施設　あさひの郷 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208004216 通所リハビリテーション等 1452080042 介護老人保健施設　湘南シルバーガーデン 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208004252 介護老人保健施設等 1452080042 介護老人保健施設　湘南シルバーガーデン 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208005916 通所リハビリテーション等 1452080059 介護老人保健施設　フィオーレ湘南真田 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208005952 介護老人保健施設等 1452080059 介護老人保健施設　フィオーレ湘南真田 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208006016 通所リハビリテーション等 1452080060 介護老人保健施設　なでしこの里　リハビリひらつか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208006043 居宅介護支援 1452080060 介護老人保健施設　なでしこの里　リハビリひらつか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145208006052 介護老人保健施設等 1452080060 介護老人保健施設　なでしこの里　リハビリひらつか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199000113 訪問看護等 1461990001 よこすか訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199001913 訪問看護等 1461990019 衣笠訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199002713 訪問看護等 1461990027 湘南訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199004313 訪問看護等 1461990043 衣病訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199007613 訪問看護等 1461990076 聖ヨゼフ訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199008413 訪問看護等 1461990084 聖隷訪問看護ステーション横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199016713 訪問看護等 1461990167 衣病訪問看護ステーション長瀬 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199020911 訪問介護等 1461990209 かしこ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199020913 訪問看護等 1461990209 かしこ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199028213 訪問看護等 1461990282 ハビタスカーマ訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199046413 訪問看護等 1461990464 訪問看護リハビリステーション　サニーアワーズ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199048013 訪問看護等 1461990480 かのん訪問看護リハビリステーション　追浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199051413 訪問看護等 1461990514 興寿苑 訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199052213 訪問看護等 1461990522 はるかぜ訪問看護ステーション湘南長沢 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199053013 訪問看護等 1461990530 みはる訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199054813 訪問看護等 1461990548 おひさま訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199056313 訪問看護等 1461990563 津久井浜ケアセンター訪問看護 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199058913 訪問看護等 1461990589 愛の手訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199059713 訪問看護等 1461990597 小結訪問看護ステーションふなこし 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146199063913 訪問看護等 1461990639 咲希看護センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209000913 訪問看護等 1462090009 しんど訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209001713 訪問看護等 1462090017 平塚市医師会訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209001743 居宅介護支援 1462090017 平塚市医師会訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209002513 訪問看護等 1462090025 医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションひらつか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209002543 居宅介護支援 1462090025 医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションひらつか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209003313 訪問看護等 1462090033 済生会平塚訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209003343 居宅介護支援 1462090033 済生会平塚訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209004113 訪問看護等 1462090041 あさひの郷訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209007413 訪問看護等 1462090074 平塚共済病院　訪問看護ステーションさくら 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209007443 居宅介護支援 1462090074 平塚共済病院　訪問看護ステーションさくら 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209008213 訪問看護等 1462090082 サン・ライフ訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209009013 訪問看護等 1462090090 特定非営利活動法人ＫＯＫＯＲＯ　訪問看護ステーションひかり 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209012413 訪問看護等 1462090124 へいあん訪問看護平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209013213 訪問看護等 1462090132 ＳＭＣ訪問看護ステーションさなだ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209026413 訪問看護等 1462090264 訪問看護ステーション　フレッシュ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209027213 訪問看護等 1462090272 学研ココファン・ナーシング平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209028013 訪問看護等 1462090280 あいつぐ訪問看護リハビリステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209029813 訪問看護等 1462090298 訪問看護ファミリー・ホスピス四之宮 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209030613 訪問看護等 1462090306 訪問ステーションあすなろ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209031413 訪問看護等 1462090314 訪問看護ステーションＥ－まっち 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209033013 訪問看護等 1462090330 あさがお訪問看護リハビリステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209034813 訪問看護等 1462090348 さざなみ訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209036313 訪問看護等 1462090363 訪問看護ステーションまつがおか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146209037113 訪問看護等 1462090371 ひなた訪問看護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190001711 訪問介護等 1471900017 ニチイケアセンター横須賀中央 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190001743 居宅介護支援 1471900017 ニチイケアセンター横須賀中央 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147190002543 居宅介護支援 1471900025 共楽荘居宅支援センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190003311 訪問介護等 1471900033 よこすかヘルパーステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190005843 居宅介護支援 1471900058 衣笠病院ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190008243 居宅介護支援 1471900082 つばき園居宅介護支援センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190009043 居宅介護支援 1471900090 聖ヨゼフ居宅介護支援事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190010843 居宅介護支援 1471900108 太田和湘南ホーム居宅介護支援センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190012443 居宅介護支援 1471900124 湘南ケアセンター　居宅介護支援事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190013215 通所介護等 1471900132 高齢者総合福祉センターヒューマン 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190013243 居宅介護支援 1471900132 高齢者総合福祉センターヒューマン 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190013251 介護老人福祉施設等 1471900132 高齢者総合福祉センターヒューマン 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190016515 通所介護等 1471900165 横須賀グリーンヒルケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190016543 居宅介護支援 1471900165 横須賀グリーンヒルケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190017343 居宅介護支援 1471900173 聖ルカ会介護保険センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190019943 居宅介護支援 1471900199 医療生協在宅福祉センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190023143 居宅介護支援 1471900231 横須賀老人ホーム　居宅介護支援 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190025643 居宅介護支援 1471900256 田浦介護保険サービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190026415 通所介護等 1471900264 サニーヒル横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190026443 居宅介護支援 1471900264 サニーヒル横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190026451 介護老人福祉施設等 1471900264 サニーヒル横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190027211 訪問介護等 1471900272 ＮＰＯ法人　サポート横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190028043 居宅介護支援 1471900280 恵徳苑居宅介護サービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190032243 居宅介護支援 1471900322 居宅介護支援センターやまびこ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190033017 福祉用具貸与等 1471900330 健康と介護の専門店　リップル 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190033043 居宅介護支援 1471900330 健康と介護の専門店　リップル 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190034811 訪問介護等 1471900348 スマイルヘルパーステーション横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190039743 居宅介護支援 1471900397 横須賀市本町介護相談センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190042143 居宅介護支援 1471900421 有限会社中央ライフ・ケア 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190043911 訪問介護等 1471900439 湘南ケアセンター　ホームヘルプ事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190046215 通所介護等 1471900462 喜望の園デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190049611 訪問介護等 1471900496 シャローム在宅ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190049615 通所介護等 1471900496 シャローム在宅ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190050415 通所介護等 1471900504 横須賀市立鷹取老人デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190053851 介護老人福祉施設等 1471900538 共楽荘　特養ホーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190054651 介護老人福祉施設等 1471900546 衣笠ホーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190055351 介護老人福祉施設等 1471900553 特別養護老人ホーム　恵徳苑 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190056151 介護老人福祉施設等 1471900561 介護老人福祉施設　湘南ホーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190057951 介護老人福祉施設等 1471900579 介護老人福祉施設　横須賀愛光園 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190058751 介護老人福祉施設等 1471900587 特別養護老人ホーム　横須賀グリーンヒル 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190059515 通所介護等 1471900595 特別養護老人ホーム　やまびこ荘 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190059551 介護老人福祉施設等 1471900595 特別養護老人ホーム　やまびこ荘 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190060351 介護老人福祉施設等 1471900603 特別養護老人ホーム　横須賀椿園 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190061151 介護老人福祉施設等 1471900611 特別養護老人ホーム　シャローム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190062916 通所リハビリテーション等 1471900629 パシフィックホスピタルデイケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190063715 通所介護等 1471900637 共楽荘通所介護福祉サービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190068611 訪問介護等 1471900686 さくらの里 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190068615 通所介護等 1471900686 さくらの里 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190068643 居宅介護支援 1471900686 さくらの里 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190070215 通所介護等 1471900702 横須賀愛光園　デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190074415 通所介護等 1471900744 横須賀市立北下浦老人デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190075115 通所介護等 1471900751 横須賀市立本町老人デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190076915 通所介護等 1471900769 横須賀市立鴨居老人デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190080115 通所介護等 1471900801 愛加那 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190080143 居宅介護支援 1471900801 愛加那 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190080151 介護老人福祉施設等 1471900801 愛加那 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190082715 通所介護等 1471900827 横須賀椿園ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190083543 居宅介護支援 1471900835 聖隷ケアプランセンター横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190092615 通所介護等 1471900926 ニチイケアセンター湘南山手 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190114843 居宅介護支援 1471901148 ＮＰＯ法人サポート横須賀居宅介護支援 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190120515 通所介護等 1471901205 太田和湘南ホームデイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190122111 訪問介護等 1471901221 有限会社　伸栄介護サービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190123933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471901239 ヴィンテージ・ヴィラ横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190124712 訪問入浴介護等 1471901247 スマイル　横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190128811 訪問介護等 1471901288 ライフサポートみとみ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190129611 訪問介護等 1471901296 ＮＰＯ法人　福祉ワーカーズコープ　ふれんど 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190131217 福祉用具貸与等 1471901312 ニチイケアセンター横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190132015 通所介護等 1471901320 恵徳苑デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190134617 福祉用具貸与等 1471901346 メディケアセンター横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190136151 介護老人福祉施設等 1471901361 ショートステイ　みうら富士 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147190137915 通所介護等 1471901379 デイサービス　みうら富士 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190140317 福祉用具貸与等 1471901403 株式会社　イノベイションオブメディカルサービス横須賀営業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190146015 通所介護等 1471901460 追浜老人デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190154451 介護老人福祉施設等 1471901544 横須賀老人ホーム　介護老人福祉施設 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190156915 通所介護等 1471901569 横須賀老人ホーム　通所介護 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190157711 訪問介護等 1471901577 横須賀老人ホーム　訪問介護 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190166843 居宅介護支援 1471901668 久里浜めぐみサポート 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190167611 訪問介護等 1471901676 衣笠病院長瀬ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190167615 通所介護等 1471901676 衣笠病院長瀬ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190167643 居宅介護支援 1471901676 衣笠病院長瀬ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190172611 訪問介護等 1471901726 有限会社　グループライフサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190172617 福祉用具貸与等 1471901726 有限会社　グループライフサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190230211 訪問介護等 1471902302 トータルケアサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190231015 通所介護等 1471902310 リハビリデイセンター悠 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190232815 通所介護等 1471902328 デイ　まちにて 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190234443 居宅介護支援 1471902344 特定非営利活動法人　居宅介護支援事業所　ふれんど 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190247633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471902476 有料老人ホーム　サニーライフ横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190249211 訪問介護等 1471902492 ケアステーションかもめ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190249243 居宅介護支援 1471902492 ケアステーションかもめ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190252643 居宅介護支援 1471902526 居宅介護支援事業所　野比苑 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190259143 居宅介護支援 1471902591 けいすい　ケアセンター　北久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190262515 通所介護等 1471902625 太陽の家　デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190263343 居宅介護支援 1471902633 太陽の家　居宅介護支援センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190265815 通所介護等 1471902658 スマイル住まいる走水 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190266611 訪問介護等 1471902666 株式会社　総合福祉協会 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190268215 通所介護等 1471902682 デイサービス　サンライフ三春町 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190270815 通所介護等 1471902708 大津ケアステーション元気 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190276517 福祉用具貸与等 1471902765 柴橋商会　介護用品ショップ横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190279943 居宅介護支援 1471902799 医療法人社団　相光会　居宅介護支援事業所　すずらん 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190289851 介護老人福祉施設等 1471902898 太陽の家二番館 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190316911 訪問介護等 1471903169 マイライフ介護サービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190321911 訪問介護等 1471903219 アースサポート横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190348211 訪問介護等 1471903482 セントケア久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190348212 訪問入浴介護等 1471903482 セントケア久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190350843 居宅介護支援 1471903508 セントケア横須賀ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190359911 訪問介護等 1471903599 特定非営利活動法人　コアラ横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190359943 居宅介護支援 1471903599 特定非営利活動法人　コアラ横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190367243 居宅介護支援 1471903672 居宅介護支援事業所　トータルケアサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190368015 通所介護等 1471903680 パナソニック　エイジフリーケアセンター横須賀佐原・デイサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190377115 通所介護等 1471903771 さんふらわぁデイサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190381343 居宅介護支援 1471903813 こう来居宅介護支援事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190382143 居宅介護支援 1471903821 ケアサービスそうわ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190397933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471903979 プラージュ・シエル湘南長沢 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190404343 居宅介護支援 1471904043 介護相談センター　たんぽぽ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190410015 通所介護等 1471904100 デイサービス二羽のうさぎ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190411843 居宅介護支援 1471904118 インプレッション　ケアプラン 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190412611 訪問介護等 1471904126 あひる訪問介護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190413415 通所介護等 1471904134 ローズホール 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190414233 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1471904142 ローズハイツ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190415911 訪問介護等 1471904159 ハートフルケア３６５ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190419115 通所介護等 1471904191 機能回復訓練強化型　マッスル　デイサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190420943 居宅介護支援 1471904209 よこすか居宅介護支援センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190423312 訪問入浴介護等 1471904233 アサヒサンクリーン在宅介護センター横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190426643 居宅介護支援 1471904266 ゆうなぎ介護相談センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190427415 通所介護等 1471904274 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ久里浜店 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190428211 訪問介護等 1471904282 株式会社ぴーすけあ・ホームヘルプセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190431643 居宅介護支援 1471904316 生き活きケアマネジメント 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190432415 通所介護等 1471904324 リハビリデイセンター悠　馬堀海岸 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190442333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471904423 ラ・ナシカ　よこすか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190444917 福祉用具貸与等 1471904449 エイトケア 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190447215 通所介護等 1471904472 リハビリデイサロン「海」 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190450643 居宅介護支援 1471904506 ハビタスカーマ居宅介護支援事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190451411 訪問介護等 1471904514 ハビタスカーマケアステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190452215 通所介護等 1471904522 サロンデイ根岸 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190454815 通所介護等 1471904548 アボンド追浜デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190473815 通所介護等 1471904738 オリーブデイズ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190504011 訪問介護等 1471905040 たんぽぽ　ヘルパーステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190507315 通所介護等 1471905073 サロンデイ池上 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147190509951 介護老人福祉施設等 1471905099 ショートステイ　ＴＡＫＥ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190511515 通所介護等 1471905115 デイサービス　ＡＲＫ　ＴＡＫＥ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190512333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471905123 ネクサスコート湘南鷹取 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190513143 居宅介護支援 1471905131 ナーシングケアプラン 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190517251 介護老人福祉施設等 1471905172 介護老人福祉施設　横須賀愛光園（ユニット型） 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190518015 通所介護等 1471905180 ケアライフ風樹 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190521415 通所介護等 1471905214 ホームケアセンター大津 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190523015 通所介護等 1471905230 えびすデイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190525515 通所介護等 1471905255 リハビリデイセンター悠　林 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190526343 居宅介護支援 1471905263 ケアプランオフィス　轍 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190529715 通所介護等 1471905297 リハビリデイセンター悠　久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190531343 居宅介護支援 1471905313 矢島ケアプランセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190533943 居宅介護支援 1471905339 介護相談室　ききょう 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190534743 居宅介護支援 1471905347 ごめい　介護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190537015 通所介護等 1471905370 さんふらわぁデイサービス根岸店 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190539611 訪問介護等 1471905396 訪問介護ほたる 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190539643 居宅介護支援 1471905396 訪問介護ほたる 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190540433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471905404 サニーステージ野比弐番館 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190542015 通所介護等 1471905420 しんわデイサービス佐原 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190545315 通所介護等 1471905453 といろ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190547915 通所介護等 1471905479 セカンドアルバムさいかの家 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190552911 訪問介護等 1471905529 こてつ介護サービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190552943 居宅介護支援 1471905529 こてつ介護サービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190554515 通所介護等 1471905545 デイサービス　えみふる 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190556043 居宅介護支援 1471905560 虹の音介護相談 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190559415 通所介護等 1471905594 だんらんの家　北久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190560243 居宅介護支援 1471905602 グループライフサービス　花の国支援センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190563615 通所介護等 1471905636 ＲＥ:Ｂorn式　リハビリセンター追浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190565115 通所介護等 1471905651 ひすいデイサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190568515 通所介護等 1471905685 かもい名倉堂リハビリセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190573515 通所介護等 1471905735 リハビリデイサロン「海」ＭＩＨＡＲＵ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190576811 訪問介護等 1471905768 若武者ケア　横須賀事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190579215 通所介護等 1471905792 セカンドアルバムこころね 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190582615 通所介護等 1471905826 クラールデイサービス　長沢 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190584215 通所介護等 1471905842 だんらんの家　ＯＨＡＮＡ　平成町 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190586751 介護老人福祉施設等 1471905867 ショートステイ　ケアサポートよこすか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190587515 通所介護等 1471905875 デイサービスセンター　ケアサポートよこすか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190619633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471906196 はなことば追浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190621243 居宅介護支援 1471906212 ローズピアーノ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190623833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471906238 アシステッドリビング湘南佐島 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190624633 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1471906246 住まいるＣｌａｓｓ池上 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190625343 居宅介護支援 1471906253 ケアプランセンター大矢部接骨院 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190627911 訪問介護等 1471906279 笑がおの訪問介護ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190628743 居宅介護支援 1471906287 古川ケアステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190629511 訪問介護等 1471906295 りんく介護事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190629543 居宅介護支援 1471906295 りんく介護事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190630311 訪問介護等 1471906303 しろやま介護タクシー 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190633711 訪問介護等 1471906337 特定非営利活動法人かもめケアサポート 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190634543 居宅介護支援 1471906345 まる和ケアサポート 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190636033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471906360 ラ・ナシカ　よこすか弐番館 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190637843 居宅介護支援 1471906378 居宅介護支援センター　チェリーホーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190643643 居宅介護支援 1471906436 笑がおのケアマネジャー 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190644443 居宅介護支援 1471906444 はるかぜケアプランセンター湘南長沢 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190646911 訪問介護等 1471906469 ミモザヘルパーステーション久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190650111 訪問介護等 1471906501 津久井浜ケアセンター訪問介護 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190652733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471906527 リアンレーヴ　横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190655011 訪問介護等 1471906550 やさしい手　横須賀訪問介護事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190656843 居宅介護支援 1471906568 やさしい手横須賀居宅介護支援事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190657643 居宅介護支援 1471906576 特定非営利活動法人　ニコニコ介護 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190659215 通所介護等 1471906592 デイサービスちろりん村横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190660043 居宅介護支援 1471906600 ヴィーナス・プラーン 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190661843 居宅介護支援 1471906618 津久井浜ケアセンター居宅介護支援 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190662643 居宅介護支援 1471906626 ケアステーション　こころ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190664243 居宅介護支援 1471906642 つぶあん 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190669143 居宅介護支援 1471906691 ケアプラン友愛 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190671743 居宅介護支援 1471906717 あいと　居宅介護支援事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190672515 通所介護等 1471906725 デイリハセンター　花の里　さくら 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190673311 訪問介護等 1471906733 真愛ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147190675843 居宅介護支援 1471906758 かのんケアサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190677415 通所介護等 1471906774 スマイルデイサービス彩歳１号館 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190678215 通所介護等 1471906782 スマイルデイサービス彩歳２号館 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190679033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471906790 トレクォーレ横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190680833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471906808 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ衣笠山公園 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190681633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471906816 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ横須賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190682411 訪問介護等 1471906824 ＳＯＭＰＯケア　横須賀公郷　訪問介護 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190683243 居宅介護支援 1471906832 ケアプランセンター　虹の橋 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190684043 居宅介護支援 1471906840 みどりケアプラン 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190685733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471906857 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190690743 居宅介護支援 1471906907 ジョイライフけあセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190691511 訪問介護等 1471906915 ニコニコ介護大津 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190692343 居宅介護支援 1471906923 ケアマネの部屋　喜樂 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190694943 居宅介護支援 1471906949 居宅介護支援事業所　ライトハウス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190695643 居宅介護支援 1471906956 こいそ　なんでも福祉相談室 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190698011 訪問介護等 1471906980 ホームヘルプ青い鳥 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190699811 訪問介護等 1471906998 ステップ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190700411 訪問介護等 1471907004 訪問介護すずの音 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190701215 通所介護等 1471907012 デイサービスセンター湘南荒崎 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190702033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471907020 オーシャンビュー湘南荒崎 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190703833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471907038 花珠の家よこすか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190704611 訪問介護等 1471907046 こねこケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190704643 居宅介護支援 1471907046 こねこケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190705315 通所介護等 1471907053 デイサービスセンター福寿よこすか武 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190706143 居宅介護支援 1471907061 ケアステーション　サニーアワーズ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190707943 居宅介護支援 1471907079 居宅介護支援事業所　空 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190708733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471907087 アシステッドリビング浦賀 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190709543 居宅介護支援 1471907095 さんふらわぁ介護相談センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190710311 訪問介護等 1471907103 訪問介護　HACHITOH 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190711143 居宅介護支援 1471907111 居宅介護　平野屋 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190712943 居宅介護支援 1471907129 ぴーす・とーく　地域福祉相談センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147190713717 福祉用具貸与等 1471907137 笑福レント＆リフォーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200001511 訪問介護等 1472000015 サンレジデンス湘南居宅介護サービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200001515 通所介護等 1472000015 サンレジデンス湘南居宅介護サービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200001543 居宅介護支援 1472000015 サンレジデンス湘南居宅介護サービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200002311 訪問介護等 1472000023 サン・ライフ福祉サービスセンター　湘南事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200002312 訪問入浴介護等 1472000023 サン・ライフ福祉サービスセンター　湘南事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200002317 福祉用具貸与等 1472000023 サン・ライフ福祉サービスセンター　湘南事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200002343 居宅介護支援 1472000023 サン・ライフ福祉サービスセンター　湘南事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200004943 居宅介護支援 1472000049 高根台居宅介護支援センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200005612 訪問入浴介護等 1472000056 株式会社ティー・シー・エス平塚本社 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200005617 福祉用具貸与等 1472000056 株式会社ティー・シー・エス平塚本社 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200006415 通所介護等 1472000064 伸生会デイケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200006443 居宅介護支援 1472000064 伸生会デイケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200007215 通所介護等 1472000072 ローズヒル　ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200007243 居宅介護支援 1472000072 ローズヒル　ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200018915 通所介護等 1472000189 岡崎ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200021315 通所介護等 1472000213 高齢者福祉総合施設　豊田敬愛ホーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200021343 居宅介護支援 1472000213 高齢者福祉総合施設　豊田敬愛ホーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200021351 介護老人福祉施設等 1472000213 高齢者福祉総合施設　豊田敬愛ホーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200022151 介護老人福祉施設等 1472000221 平塚特別養護老人ホーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200023951 介護老人福祉施設等 1472000239 ローズヒル 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200025415 通所介護等 1472000254 桜ヶ丘ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200025443 居宅介護支援 1472000254 桜ヶ丘ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200029617 福祉用具貸与等 1472000296 クリエーティブ　カミヤ株式会社　湘南営業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200030415 通所介護等 1472000304 平塚富士白苑指定居宅介護支援センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200030443 居宅介護支援 1472000304 平塚富士白苑指定居宅介護支援センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200031251 介護老人福祉施設等 1472000312 介護老人福祉施設　平塚富士白苑 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200032051 介護老人福祉施設等 1472000320 介護老人福祉施設　サンレジデンス湘南 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200034615 通所介護等 1472000346 デイサービス・センター　ういすたりあ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200035351 介護老人福祉施設等 1472000353 平塚養護老人ホーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200036115 通所介護等 1472000361 平塚市袖ケ浜デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200037911 訪問介護等 1472000379 湘南ホームフレンド　平塚介護サービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200038711 訪問介護等 1472000387 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ笑顔 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200042911 訪問介護等 1472000429 特定非営利活動法人　ひまわり福祉サービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200047843 居宅介護支援 1472000478 ケアサービス　エレクト 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200052811 訪問介護等 1472000528 社会福祉法人　則信会　ケアセンター・ういすたりあ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200069211 訪問介護等 1472000692 どんぐりケアサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147200094043 居宅介護支援 1472000940 カミヤ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200098115 通所介護等 1472000981 ミモザ平塚南原 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200111215 通所介護等 1472001112 通所介護センター　グローリーハウス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200116143 居宅介護支援 1472001161 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブういず 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200119533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472001195 ミモザ平塚高浜台 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200121117 福祉用具貸与等 1472001211 サンレジデンス湘南レンタルサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200124515 通所介護等 1472001245 ＮＰＯ法人のぎく　デイサービスのぎく 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200125215 通所介護等 1472001252 デイサービスセンター　れんげの郷 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200126017 福祉用具貸与等 1472001260 湘南営業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200127851 介護老人福祉施設等 1472001278 特別養護老人ホーム　れんげの郷 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200128615 通所介護等 1472001286 メディカルライフケア 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200130211 訪問介護等 1472001302 ニチイケアセンター湘南神田 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200130215 通所介護等 1472001302 ニチイケアセンター湘南神田 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200130243 居宅介護支援 1472001302 ニチイケアセンター湘南神田 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200135143 居宅介護支援 1472001351 れんげの郷　ケアセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200136915 通所介護等 1472001369 介護予防デイサービス　あんしん元気　平塚四之宮 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200150015 通所介護等 1472001500 ハッピーハッピー平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200157533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472001575 ビータスホーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200163333 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1472001633 サンステージ湘南 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200164115 通所介護等 1472001641 サンステージ湘南デイサービスセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200165811 訪問介護等 1472001658 れんげの郷　訪問介護 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200174011 訪問介護等 1472001740 へいあんホームケア平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200174012 訪問入浴介護等 1472001740 へいあんホームケア平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200174017 福祉用具貸与等 1472001740 へいあんホームケア平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200174043 居宅介護支援 1472001740 へいあんホームケア平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200176515 通所介護等 1472001765 わかば健康倶楽部花水 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200182311 訪問介護等 1472001823 ＣＳケアハウス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200183117 福祉用具貸与等 1472001831 アビリティーズ･ケアネット株式会社　湘南営業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200184943 居宅介護支援 1472001849 サンステージ湘南居宅介護サービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200186411 訪問介護等 1472001864 ＳＭＣケアステーションさなだ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200187243 居宅介護支援 1472001872 ＳＭＣ居宅介護支援事業所さなだ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200188051 介護老人福祉施設等 1472001880 特別養護老人ホーム　ふじの郷 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200189812 訪問入浴介護等 1472001898 アサヒサンクリーン在宅介護センター平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200211033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472002110 サンガーデン湘南 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200212815 通所介護等 1472002128 茶話本舗デイサービス平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200213611 訪問介護等 1472002136 ヘルパーステーション　あんしん元気　平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200216915 通所介護等 1472002169 湘南メディケアガーデン 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200220115 通所介護等 1472002201 わかば健康倶楽部田村 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200225015 通所介護等 1472002250 デイサービス　リハ日和 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200226815 通所介護等 1472002268 デイサービス　さうんどう 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200231811 訪問介護等 1472002318 特定非営利活動法人　まごころサービス平塚センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200234215 通所介護等 1472002342 デイサービス　きんかん 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200240933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472002409 シニアフォレスト湘南平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200243315 通所介護等 1472002433 デイサービス　ぽっかぽか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200246643 居宅介護支援 1472002466 サニーライフ平塚御殿　居宅介護支援事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200248211 訪問介護等 1472002482 平塚御殿　やわらぎ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200250815 通所介護等 1472002508 サロンデイ桜ヶ丘 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200251615 通所介護等 1472002516 デイサービスセンター　みんなの家ながもち 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200253233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472002532 ミモザ湘南平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200257315 通所介護等 1472002573 デイサービスセンター福寿ひらつか田村 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200259943 居宅介護支援 1472002599 ハートケア港 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200296117 福祉用具貸与等 1472002961 ダスキンヘルスレント平塚ステーション 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200298743 居宅介護支援 1472002987 ふれあい平塚居宅介護支援事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200300115 通所介護等 1472003001 貯筋デイ　太陽 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200301915 通所介護等 1472003019 らいおんハートリハビリ温泉デイサービス河内 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200307617 福祉用具貸与等 1472003076 わかばホームケア 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200308411 訪問介護等 1472003084 湘南介護支援センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200308443 居宅介護支援 1472003084 湘南介護支援センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200309215 通所介護等 1472003092 わかば健康倶楽部金田 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200311815 通所介護等 1472003118 デイサービスセンター　はな畑 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200312633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472003126 ニチイケアセンターさがみの国湘南 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200313443 居宅介護支援 1472003134 ケアサポートはまぼう 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200315951 介護老人福祉施設等 1472003159 エスケアステーション平塚　ショートステイ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200317543 居宅介護支援 1472003175 エスケアステーション平塚　居宅介護支援 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200318315 通所介護等 1472003183 エスケアステーション平塚　デイサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200320933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472003209 ここち平塚弐番館 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200321715 通所介護等 1472003217 デイサービス歩々亭 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200323343 居宅介護支援 1472003233 居宅介護支援事業所　結 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147200325843 居宅介護支援 1472003258 はるケアサービス居宅介護支援事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200326615 通所介護等 1472003266 すまいるデイサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200328215 通所介護等 1472003282 ウェルネスパーク八重咲 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200330817 福祉用具貸与等 1472003308 シルバーはあと平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200331615 通所介護等 1472003316 よつ葉 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200332411 訪問介護等 1472003324 ケアプラザみち 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200332443 居宅介護支援 1472003324 ケアプラザみち 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200333233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472003332 介護付き有料老人ホーム　エクセレント平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200338117 福祉用具貸与等 1472003381 株式会社イノベイションオブメディカルサービス平塚営業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200341543 居宅介護支援 1472003415 ケアサポート歩 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200343115 通所介護等 1472003431 デイサービス桜花乃郷　ゆたかん家　公所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200351451 介護老人福祉施設等 1472003514 特別養護老人ホーム　カメリア桜ヶ丘 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200401743 居宅介護支援 1472004017 居宅介護支援　ケアステーションあさがお 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200402515 通所介護等 1472004025 あずみ苑平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200403351 介護老人福祉施設等 1472004033 あずみ苑平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200404111 訪問介護等 1472004041 訪問介護たくみ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200407411 訪問介護等 1472004074 のぞみケアサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200409015 通所介護等 1472004090 サニーライフ平塚デイサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200413211 訪問介護等 1472004132 訪問介護ファミリー・ホスピス四之宮 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200414011 訪問介護等 1472004140 イリーゼ湘南ひらつか訪問介護センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200415743 居宅介護支援 1472004157 イリーゼ湘南ひらつか居宅介護支援事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200416515 通所介護等 1472004165 クローバーライフ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200417343 居宅介護支援 1472004173 百笑ケアサービス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200420733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472004207 ひらつか悠生苑 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200424943 居宅介護支援 1472004249 望　ケアサポート 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200426417 福祉用具貸与等 1472004264 株式会社　フロンティア　平塚営業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200428051 介護老人福祉施設等 1472004280 特別養護老人ホーム　ローズヒル東八幡 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200429843 居宅介護支援 1472004298 居宅介護支援事業所ファミリー・ホスピス四之宮 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200433017 福祉用具貸与等 1472004330 株式会社　ニッショウ　平塚営業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200434817 福祉用具貸与等 1472004348 介護福祉用具取扱事業所E-クラシオン 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200435543 居宅介護支援 1472004355 ケアパートナーどれみ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200436333 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1472004363 ふるさとホーム平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200437151 介護老人福祉施設等 1472004371 特別養護老人ホーム　あしたば 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200438915 通所介護等 1472004389 ひらつか福祉相談センター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200439743 居宅介護支援 1472004397 ケアサポート　グローリー 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200441333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472004413 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ湘南平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200442133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472004421 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ湘南平塚弐番館 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200444711 訪問介護等 1472004447 クレール平塚ヘルパーセンタ－ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200445411 訪問介護等 1472004454 ケアステーションいつき 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200446243 居宅介護支援 1472004462 居宅介護支援事業所　フィオーレ湘南真田　かもめ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200447011 訪問介護等 1472004470 学研ココファン湘南平塚弐番館ヘルパーセンター 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200448815 通所介護等 1472004488 デイサービス　ココファン湘南平塚弐番館 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200450443 居宅介護支援 1472004504 居宅介護支援事業所　ミント 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200451215 通所介護等 1472004512 アクアデイサービス平塚中堂 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200452043 居宅介護支援 1472004520 居宅介護支援事業所まつがおか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200454611 訪問介護等 1472004546 スマイルサポートセンター平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200456111 訪問介護等 1472004561 ニチイケアセンターさがみノ国湘南 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147200458711 訪問介護等 1472004587 訪問介護事業所オリーブ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147240257511 訪問介護等 1472402575 クローバー 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147290178211 訪問介護等 1472901782 オウルケア 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190002115 通所介護等 1491900021 デイサービス　リビングルーム 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190007073 小規模多機能型居宅介護等 1491900070 太陽の家安浦倶楽部 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190008815 通所介護等 1491900088 悠の家 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190009615 通所介護等 1491900096 スマイルデイサービス野比海岸 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190010415 通所介護等 1491900104 デイサービスセンター椿 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190011232 認知症対応型共同生活介護等 1491900112 小規模多機能ホームゆりの花　南武 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190011273 小規模多機能型居宅介護等 1491900112 小規模多機能ホームゆりの花　南武 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190012015 通所介護等 1491900120 スマイル鷹取 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190014632 認知症対応型共同生活介護等 1491900146 高齢者グループホーム　かもいの家 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190017915 通所介護等 1491900179 デイサービスセンター　チェリーホーム北久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190018715 通所介護等 1491900187 ローズハット 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190021173 小規模多機能型居宅介護等 1491900211 太陽の家馬堀倶楽部 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190023773 小規模多機能型居宅介護等 1491900237 サポート横須賀くごう 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190024573 小規模多機能型居宅介護等 1491900245 小規模多機能ホーム　チェリーホーム森崎 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190029415 通所介護等 1491900294 ローズハウス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190030215 通所介護等 1491900302 デイサービスつばさ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190031015 通所介護等 1491900310 デイサービス　さわやまテラス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190033615 通所介護等 1491900336 けいすいデイサービス　北久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月



神奈川県「介護サービス情報の公表」制度　令和4年度　計画
グループ番号 グループ名称 事業所番号 事業所名 計画名 報告月（WEB用） 調査月（WEB用） 公表月（WEB用）
149190034415 通所介護等 1491900344 デイサービス　ふる里 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190037777 看護小規模多機能型居宅介護 1491900377 セントケア看護小規模衣笠 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190038515 通所介護等 1491900385 デイサービスセンター　興寿苑池上 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190040115 通所介護等 1491900401 セントケア衣笠 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190041915 通所介護等 1491900419 ＲＥ:Ｂorn式　リハビリセンター上町 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190042715 通所介護等 1491900427 彩葉デイサービス　弐番館 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190043515 通所介護等 1491900435 セカンドアルバムひなた 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190044315 通所介護等 1491900443 デイサービス唯の風横須賀林 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190045073 小規模多機能型居宅介護等 1491900450 ミモザ久里浜セントポーリア 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190047615 通所介護等 1491900476 デイサービス　にこ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190048415 通所介護等 1491900484 デイサービス　のぞみ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190049276 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1491900492 太陽の家浦賀　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190050073 小規模多機能型居宅介護等 1491900500 太陽の家　逸見倶楽部 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190051815 通所介護等 1491900518 デイサービスふくふく亭プラス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190052615 通所介護等 1491900526 ぱわりはでい・久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190054277 看護小規模多機能型居宅介護 1491900542 太陽の家浦賀　看護小規模多機能型居宅介護 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190056715 通所介護等 1491900567 リハビリデイケアサロン　ゆうも 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190057515 通所介護等 1491900575 リハビリデイセンター悠　ハッピーマウス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190058315 通所介護等 1491900583 デイサービスふくふく亭 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190059115 通所介護等 1491900591 デイサービス　ふる里ハイランド 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190060915 通所介護等 1491900609 デイサービス　ももんが 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190064173 小規模多機能型居宅介護等 1491900641 サポート横須賀さの 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190065832 認知症対応型共同生活介護等 1491900658 花物語よこすか北 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190066615 通所介護等 1491900666 デイサービス　ウェーブ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190067432 認知症対応型共同生活介護等 1491900674 花物語はまゆう 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190068215 通所介護等 1491900682 デイサービス天真館テラス 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190069015 通所介護等 1491900690 リハビリデイケアサロンすずの木　みはる 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190070832 認知症対応型共同生活介護等 1491900708 花物語よこすか東 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190071673 小規模多機能型居宅介護等 1491900716 花織よこすか中央 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190072432 認知症対応型共同生活介護等 1491900724 花物語よこすか中央 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149190073215 通所介護等 1491900732 レコードブック久里浜 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200008632 認知症対応型共同生活介護等 1492000086 ミモザ平塚徳延 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200008673 小規模多機能型居宅介護等 1492000086 ミモザ平塚徳延 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200012873 小規模多機能型居宅介護等 1492000128 小規模多機能型居宅介護施設　はるかぜ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200020132 認知症対応型共同生活介護等 1492000201 ニチイケアセンターごてん 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200020173 小規模多機能型居宅介護等 1492000201 ニチイケアセンターごてん 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200022777 看護小規模多機能型居宅介護 1492000227 エクセレント湘南平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200023532 認知症対応型共同生活介護等 1492000235 えくせれんと湘南平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200027677 看護小規模多機能型居宅介護 1492000276 看護小規模多機能型居宅介護施設　だんらん 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200028432 認知症対応型共同生活介護等 1492000284 グループホーム　アゴラ 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200029215 通所介護等 1492000292 デイサービス　リハ日和mini 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200032615 通所介護等 1492000326 ウェルネスパーク宮の前 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200036715 通所介護等 1492000367 ヒューマンライフケア平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200037515 通所介護等 1492000375 通所介護はあと 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200038315 通所介護等 1492000383 デイサービス唯の風　平塚大神壱番館 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200039115 通所介護等 1492000391 レコードブック平塚真田 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200040915 通所介護等 1492000409 デイサービス唯の風　平塚大神弐番館 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200041776 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492000417 SOS介護センター平塚 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200044115 通所介護等 1492000441 ケアステーションたむら通所介護事業所 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200045815 通所介護等 1492000458 うんどう・デイ・まつがおか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200046632 認知症対応型共同生活介護等 1492000466 グループホームゆとり庵長持 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200047473 小規模多機能型居宅介護等 1492000474 小規模多機能型居宅介護　ゆとり庵　長持 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200048232 認知症対応型共同生活介護等 1492000482 花物語ひらつかナーシング 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149200049077 看護小規模多機能型居宅介護 1492000490 花織ひらつか 県10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141210024614 訪問リハビリテーション等 1412100246 清川病院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210060013 訪問看護等 1412100600 医療法人南浜会　鈴木病院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210085714 訪問リハビリテーション等 1412100857 聖テレジア病院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210085716 通所リハビリテーション等 1412100857 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210086514 訪問リハビリテーション等 1412100865 大船中央病院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210097213 訪問看護等 1412100972 ふれあい鎌倉ホスピタル 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210097214 訪問リハビリテーション等 1412100972 ふれあい鎌倉ホスピタル 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210097216 通所リハビリテーション等 1412100972 ふれあい鎌倉ホスピタル 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210097243 居宅介護支援 1412100972 ふれあい鎌倉ホスピタル 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210275413 訪問看護等 1412102754 湘南記念病院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210358813 訪問看護等 1412103588 さとうクリニック 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210426313 訪問看護等 1412104263 信愛クリニック 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141210471914 訪問リハビリテーション等 1412104719 鎌倉ヒロ病院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141220184613 訪問看護等 1412201846 山内病院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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141220579713 訪問看護等 1412205797 中沢内科医院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141220633215 通所介護等 1412206332 医療法人社団　桐英会　はじめクリニック 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141220684514 訪問リハビリテーション等 1412206845 クローバーホスピタル 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141220722314 訪問リハビリテーション等 1412207223 湘南太平台病院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141220724914 訪問リハビリテーション等 1412207249 かわしま神経内科クリニック 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141220853616 通所リハビリテーション等 1412208536 医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141221063116 通所リハビリテーション等 1412210631 山内病院付属　藤沢スマートタウンクリニック 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141221091214 訪問リハビリテーション等 1412210912 湘南なぎさ診療所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145208000014 訪問リハビリテーション等 1452080000 介護老人保健施設　社会福祉法人　恩賜財団済生会湘南苑 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145208000016 通所リハビリテーション等 1452080000 介護老人保健施設　社会福祉法人　恩賜財団済生会湘南苑 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145208000052 介護老人保健施設等 1452080000 介護老人保健施設　社会福祉法人　恩賜財団済生会湘南苑 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145218001616 通所リハビリテーション等 1452180016 介護老人保健施設　鎌倉幸寿苑 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145218001643 居宅介護支援 1452180016 介護老人保健施設　鎌倉幸寿苑 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145218001652 介護老人保健施設等 1452180016 介護老人保健施設　鎌倉幸寿苑 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145228000616 通所リハビリテーション等 1452280006 介護老人保健施設　藤沢ケアセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145228000652 介護老人保健施設等 1452280006 介護老人保健施設　藤沢ケアセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145228001416 通所リハビリテーション等 1452280014 介護老人保健施設　清流苑 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145228001452 介護老人保健施設等 1452280014 介護老人保健施設　清流苑 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145228005516 通所リハビリテーション等 1452280055 介護老人保健施設　ふれあいの桜 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145228005552 介護老人保健施設等 1452280055 介護老人保健施設　ふれあいの桜 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145228006314 訪問リハビリテーション等 1452280063 老健リハビリセンター　クローバーヴィラ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219000713 訪問看護等 1462190007 鎌倉市医師会鎌倉訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219002313 訪問看護等 1462190023 医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションふかさわ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219002343 居宅介護支援 1462190023 医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションふかさわ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219007211 訪問介護等 1462190072 ナースケア鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219007243 居宅介護支援 1462190072 ナースケア鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219019713 訪問看護等 1462190197 マナ訪問看護リハビリステーション鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219020513 訪問看護等 1462190205 ガイア訪問看護ステーション　鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219021313 訪問看護等 1462190213 訪問看護ステーションはぴけあ鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219023913 訪問看護等 1462190239 アノン訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219024713 訪問看護等 1462190247 ルネサンス　リハビリステーション湘南深沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219027013 訪問看護等 1462190270 鎌倉かじわら訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219029613 訪問看護等 1462190296 湘南おおふな訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219030413 訪問看護等 1462190304 訪問看護ステーションＴＯＭＯ鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219031213 訪問看護等 1462190312 ハートケア鎌倉訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146219032013 訪問看護等 1462190320 聖テレジア訪問看護ステーション西鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229000513 訪問看護等 1462290005 わかば訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229001313 訪問看護等 1462290013 一般財団法人　同友会藤沢訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229002113 訪問看護等 1462290021 公益社団法人神奈川県看護協会かがやき訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229002143 居宅介護支援 1462290021 公益社団法人神奈川県看護協会　かがやき訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229003913 訪問看護等 1462290039 藤沢市保健医療センター訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229020313 訪問看護等 1462290203 ゆとり訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229029413 訪問看護等 1462290294 聖隷訪問看護ステーション藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229033613 訪問看護等 1462290336 イーケアーズ訪問看護リハビリステーション藤沢辻堂 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229038513 訪問看護等 1462290385 ウイル六会訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229041913 訪問看護等 1462290419 在宅看護センター　Ｌａｎａケア湘南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229045013 訪問看護等 1462290450 ふるーる訪問看護ステーションコンフォータス湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229046813 訪問看護等 1462290468 Ｆｕｊｉケアステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229047613 訪問看護等 1462290476 タツミ訪問看護ステーション湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229050013 訪問看護等 1462290500 ぐるんとびー訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229052613 訪問看護等 1462290526 けあぶる訪問看護リハビリステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229053413 訪問看護等 1462290534 在宅看護センター　Ｌife＆Ｃom 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229054213 訪問看護等 1462290542 湘南慶育訪問看護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229055013 訪問看護等 1462290550 グラッセン辻堂　訪問看護 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146229066613 訪問看護等 1462290666 訪問看護ステーション　リフシア神明 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200010611 訪問介護等 1472000106 ニチイケアセンター平塚 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200013043 居宅介護支援 1472000130 平塚栗原ホーム 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200026251 介護老人福祉施設等 1472000262 高根台ホーム 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200027015 通所介護等 1472000270 平塚市万田デイサービスセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200054411 訪問介護等 1472000544 アクア・ケアサービス平塚 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200067611 訪問介護等 1472000676 株式会社　ヘルシーサービス　平塚営業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200067643 居宅介護支援 1472000676 株式会社　ヘルシーサービス　平塚営業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200133617 福祉用具貸与等 1472001336 メディケアセンター平塚 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200173215 通所介護等 1472001732 アクア・ケアサービス　キラッと 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200236711 訪問介護等 1472002367 ニチイケアセンター平塚西海岸 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200245811 訪問介護等 1472002458 訪問サポートハナミズキ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200295315 通所介護等 1472002953 デイサービスあとりえ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200314251 介護老人福祉施設等 1472003142 わしんち元気・平塚 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147200319111 訪問介護等 1472003191 アンサンブルケアサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200322543 居宅介護支援 1472003225 さゆらぎ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200336517 福祉用具貸与等 1472003365 オーシャン 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200344911 訪問介護等 1472003449 訪問介護　りんく 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200345615 通所介護等 1472003456 デイサービス　あすなろ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200395143 居宅介護支援 1472003951 万田ケアプランセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200398511 訪問介護等 1472003985 ケアステーション　野いちご 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200406633 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1472004066 ケアハウス　湘南の里 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200421543 居宅介護支援 1472004215 居宅支援事業所　あすなろ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147200449611 訪問介護等 1472004496 クレール平塚立野ヘルパーセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210002115 通所介護等 1472100021 福祉クラブ生協Ｄａｙ大町いしだ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210006243 居宅介護支援 1472100062 鎌倉静養館由比ガ浜居宅支援センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210008815 通所介護等 1472100088 鎌倉プライエムきしろ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210008843 居宅介護支援 1472100088 鎌倉プライエムきしろ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210008851 介護老人福祉施設等 1472100088 鎌倉プライエムきしろ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210009643 居宅介護支援 1472100096 台高齢者相談支援センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210010443 居宅介護支援 1472100104 七里ガ浜高齢者相談支援センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210013843 居宅介護支援 1472100138 さとうクリニック　鎌倉北居宅介護支援センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210015311 訪問介護等 1472100153 ニチイケアセンター大船 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210015343 居宅介護支援 1472100153 ニチイケアセンター大船 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210021111 訪問介護等 1472100211 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 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210024551 介護老人福祉施設等 1472100245 介護老人福祉施設　七里ガ浜ホーム 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210025211 訪問介護等 1472100252 特養鎌倉静養館 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210025251 介護老人福祉施設等 1472100252 特養鎌倉静養館 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210027815 通所介護等 1472100278 ケアセンターやまざくら 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210032815 通所介護等 1472100328 デイサービス　台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210036911 訪問介護等 1472100369 鎌倉市医師会　鎌倉ヘルパーステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210037711 訪問介護等 1472100377 街角のケア鵠沼 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210050015 通所介護等 1472100500 デイサービス　七里ガ浜 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210051811 訪問介護等 1472100518 ホームヘルプ　七里ガ浜 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210052615 通所介護等 1472100526 二階堂デイサービスセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210053411 訪問介護等 1472100534 福祉クラブ生協　訪問介護ステーション　であい 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210058311 訪問介護等 1472100583 居宅介護サポートやまゆりの会 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210060911 訪問介護等 1472100609 イザカマクラ訪問介護サービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210061751 介護老人福祉施設等 1472100617 特別養護老人ホーム　ささりんどう鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210062543 居宅介護支援 1472100625 居宅介護支援事業者　ささりんどう鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210065815 通所介護等 1472100658 デイサービス　ささりんどう鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210069011 訪問介護等 1472100690 セコムケアステーション鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210069043 居宅介護支援 1472100690 セコムケアステーション鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210070833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472100708 グラン・メール鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210073217 福祉用具貸与等 1472100732 メディケアセンター鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210110211 訪問介護等 1472101102 夢はこべケアサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210112815 通所介護等 1472101128 デイサービス　ＡＲＩＧＡＴＯ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210113611 訪問介護等 1472101136 イザカマクラ材木座ケアステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210114433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472101144 グリーンズ湘南・鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210122711 訪問介護等 1472101227 訪問介護　和の会 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210123532 認知症対応型共同生活介護等 1472101235 グループホーム　クロスハート二階堂・鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210125033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472101250 鎌倉静山荘 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210134233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472101342 ナーシングローズヴィラ鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210135915 通所介護等 1472101359 スマイルデイサービス鎌倉門前 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210145811 訪問介護等 1472101458 訪問介護　ぱれっと 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210146617 福祉用具貸与等 1472101466 福祉住環境研究所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210148243 居宅介護支援 1472101482 ベルウッドケアプランセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210169843 居宅介護支援 1472101698 稲村ガ崎きしろ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210169851 介護老人福祉施設等 1472101698 稲村ガ崎きしろ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210171411 訪問介護等 1472101714 セントケア大船 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210171412 訪問入浴介護等 1472101714 セントケア大船 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210171443 居宅介護支援 1472101714 セントケア大船 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210172211 訪問介護等 1472101722 セントケア鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210172212 訪問入浴介護等 1472101722 セントケア鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210172243 居宅介護支援 1472101722 セントケア鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210173017 福祉用具貸与等 1472101730 セントケアリフォーム鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210174843 居宅介護支援 1472101748 ケアステーション　フローレンス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210176311 訪問介護等 1472101763 株式会社　フェアネス　訪問介護　あい 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210177111 訪問介護等 1472101771 訪問介護アリンコ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210180511 訪問介護等 1472101805 ヒース・ケア 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210180543 居宅介護支援 1472101805 ヒース・ケア 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210181351 介護老人福祉施設等 1472101813 特別養護老人ホーム　ふれあいの泉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147210182115 通所介護等 1472101821 デイサービスセンターふれあいの泉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210183917 福祉用具貸与等 1472101839 アシスタンス福祉用具事業部 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210184743 居宅介護支援 1472101847 柏木介護ケアプランサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210187015 通所介護等 1472101870 デイ　華花 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210190415 通所介護等 1472101904 福祉クラブ生協Ｄａｙサロンはる 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210192015 通所介護等 1472101920 特別養護老人ホーム　かまくら愛の郷 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210192043 居宅介護支援 1472101920 特別養護老人ホーム　かまくら愛の郷 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210192051 介護老人福祉施設等 1472101920 特別養護老人ホーム　かまくら愛の郷 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210193815 通所介護等 1472101938 屋上テラスみどりや 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210213415 通所介護等 1472102134 リハスタジオ鎌倉由比ガ浜 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210214215 通所介護等 1472102142 デイサービス　やと 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210218315 通所介護等 1472102183 あおばデイサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210220911 訪問介護等 1472102209 みどりの園鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210220943 居宅介護支援 1472102209 みどりの園鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210221743 居宅介護支援 1472102217 あんの家 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210222511 訪問介護等 1472102225 医療生協かながわ生活協同組合ヘルパーステーションふかさわ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210224143 居宅介護支援 1472102241 ケアプラン　和の会 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210226612 訪問入浴介護等 1472102266 アースサポート鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210227415 通所介護等 1472102274 デイサービス鎌倉・古の花 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210229011 訪問介護等 1472102290 ハートケア鎌倉訪問介護事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210230843 居宅介護支援 1472102308 ハートケア鎌倉居宅介護支援センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210232417 福祉用具貸与等 1472102324 福祉クラブ生協介護生活用品店「らく・らっく」鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210233215 通所介護等 1472102332 ハートケア鎌倉デイサービスセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210234051 介護老人福祉施設等 1472102340 介護老人福祉施設　ラペ鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210235715 通所介護等 1472102357 デイサービス　いこい家　北鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210236515 通所介護等 1472102365 クロスハート十二所・鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210237311 訪問介護等 1472102373 ＮＰＯ　コアラ鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210238143 居宅介護支援 1472102381 ケアホーム鎌倉深沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210259715 通所介護等 1472102597 シニアスポーツデイＡＲＩＧＡＴＯ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210262115 通所介護等 1472102621 リハビリデイ・アシスタンス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210267015 通所介護等 1472102670 由比ガ浜マナ　オハナデイサービスセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210269611 訪問介護等 1472102696 イリーゼ鎌倉訪問介護センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210270443 居宅介護支援 1472102704 イリーゼ鎌倉居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210272011 訪問介護等 1472102720 エルダーホームケア鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210275315 通所介護等 1472102753 デイサービス喜楽家・鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210276115 通所介護等 1472102761 セコムシニア倶楽部鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210277915 通所介護等 1472102779 玉縄ニコニコデイサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210279515 通所介護等 1472102795 デイサービス本舗　鎌倉ぐっさん家 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210280315 通所介護等 1472102803 リハビリデイサービス　ポーラスター鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210282911 訪問介護等 1472102829 いまここケア 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210283715 通所介護等 1472102837 ルネサンス　元氣ジム湘南深沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210286011 訪問介護等 1472102860 ホームヘルプ台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210287843 居宅介護支援 1472102878 ケアサロン　すりーる 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210288611 訪問介護等 1472102886 トータル・ケア・ワークス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210291043 居宅介護支援 1472102910 サニーライフ鎌倉　居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210292811 訪問介護等 1472102928 サニーライフ鎌倉　訪問介護事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210293615 通所介護等 1472102936 リハプライド　鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210294411 訪問介護等 1472102944 ふれあい鎌倉訪問介護事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210295115 通所介護等 1472102951 リハビリガーデン　ほろほろ　鎌倉七里ガ浜 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210296915 通所介護等 1472102969 デイサービス　いこい家　今泉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210299315 通所介護等 1472102993 シェフズデイサービス湘南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210310815 通所介護等 1472103108 ＰＴ　＆　Ｒｅｈａ　北鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210312443 居宅介護支援 1472103124 お日様プラン相談所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210313243 居宅介護支援 1472103132 テルウェル東日本　鎌倉ケアプランセンタ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210314011 訪問介護等 1472103140 テルウェル東日本　鎌倉介護センタ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210315715 通所介護等 1472103157 デイサービスセンタ　テルウェル鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210316533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472103165 ファミリア鎌倉材木座 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210317311 訪問介護等 1472103173 みゅーず鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210317343 居宅介護支援 1472103173 みゅーず鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210318143 居宅介護支援 1472103181 マナケアステーション鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210319911 訪問介護等 1472103199 福祉クラブ生協　訪問介護ステーション　であい大町 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210320743 居宅介護支援 1472103207 福祉クラブ生協オプティ大町 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210323151 介護老人福祉施設等 1472103231 特別養護老人ホーム　ヒルズ鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210325615 通所介護等 1472103256 ルネサンス　元氣ジム大船 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210327233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472103272 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ鎌倉常盤 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210328033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472103280 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ北鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210329843 居宅介護支援 1472103298 トリトン鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210330611 訪問介護等 1472103306 鎌倉碧邸ケアステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147210332211 訪問介護等 1472103322 マロン鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210333015 通所介護等 1472103330 リハビリデイサービス　ポーラスター腰越 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210334833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472103348 フローレンスケアホーム鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210337143 居宅介護支援 1472103371 湘南おおふな居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210338933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472103389 あいらの杜　鎌倉浄明寺 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210339711 訪問介護等 1472103397 イザカマクラ深沢ケアステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147210340543 居宅介護支援 1472103405 介護相談センターつくし 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220001143 居宅介護支援 1472200011 若林会居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220003715 通所介護等 1472200037 グリーンライフ湘南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220003743 居宅介護支援 1472200037 グリーンライフ湘南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220003751 介護老人福祉施設等 1472200037 グリーンライフ湘南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220004543 居宅介護支援 1472200045 医療法人長谷川会　ケアポート湘南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220009443 居宅介護支援 1472200094 ケアプランセンター　ラポール 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220013615 通所介護等 1472200136 共生会居宅サービスセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220013643 居宅介護支援 1472200136 共生会居宅サービスセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220017743 居宅介護支援 1472200177 ナースケア湘南事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220019311 訪問介護等 1472200193 労協藤沢地域福祉事業所　あかり 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220019315 通所介護等 1472200193 労協藤沢地域福祉事業所　あかり 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220019343 居宅介護支援 1472200193 労協藤沢地域福祉事業所　あかり 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220021943 居宅介護支援 1472200219 一般財団法人同友会　藤沢湘南台病院居宅介護支援センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220023511 訪問介護等 1472200235 株式会社　ライフサポートエム 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220026815 通所介護等 1472200268 地域生活支援センター湘南ゆうき村 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220028443 居宅介護支援 1472200284 医療法人誠翔会　中沢内科医院在宅事業部 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220029243 居宅介護支援 1472200292 藤沢市保健医療センター居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220033415 通所介護等 1472200334 地域介護サービスセンター　ラポール藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220035911 訪問介護等 1472200359 有限会社　湘南ケアサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220035943 居宅介護支援 1472200359 有限会社　湘南ケアサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220036711 訪問介護等 1472200367 湘南ホームフレンド　介護サービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220038311 訪問介護等 1472200383 ぐるーぷ藤ホームヘルプ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220040911 訪問介護等 1472200409 ニチイケアセンター辻堂 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220040915 通所介護等 1472200409 ニチイケアセンター辻堂 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220041711 訪問介護等 1472200417 神奈川県ホームヘルプ協会・湘南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220044143 居宅介護支援 1472200441 特別養護老人ホーム　睦愛園 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220044151 介護老人福祉施設等 1472200441 特別養護老人ホーム　睦愛園 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220046615 通所介護等 1472200466 芭蕉苑　介護老人福祉施設 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220046643 居宅介護支援 1472200466 芭蕉苑介護老人福祉施設 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220046651 介護老人福祉施設等 1472200466 芭蕉苑　介護老人福祉施設 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220047451 介護老人福祉施設等 1472200474 介護老人福祉施設　藤沢特別養護老人ホーム 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220053215 通所介護等 1472200532 こまよせ荘 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220054017 福祉用具貸与等 1472200540 メディケアセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220056515 通所介護等 1472200565 こぶし荘　デイサービスセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220058115 通所介護等 1472200581 湘南なぎさ荘 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220067233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472200672 介護付有料老人ホーム　アプルール鵠沼 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220089615 通所介護等 1472200896 特別養護老人ホーム　みどりの園 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220095343 居宅介護支援 1472200953 ティー．エイチ．ピー．メディカルクリニック　居宅介護支援センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220097911 訪問介護等 1472200979 福祉クラブ生協　えんじょい 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220098711 訪問介護等 1472200987 ＮＰＯ法人　ワーカーズ実結 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220109217 福祉用具貸与等 1472201092 株式会社ニッショウ　藤沢営業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220114211 訪問介護等 1472201142 ヘルパーセンター　マロニエ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220115943 居宅介護支援 1472201159 メディケアーケアプランニングセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220124117 福祉用具貸与等 1472201241 介えん隊 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220124143 居宅介護支援 1472201241 介えん隊 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220126615 通所介護等 1472201266 デイサービスセンター　こもれび 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220127411 訪問介護等 1472201274 ヘルパーステーション　つぢはあと 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220130815 通所介護等 1472201308 ディサービス　ゲンズプラザ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220131611 訪問介護等 1472201316 ハートランドふじさわ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220131643 居宅介護支援 1472201316 ハートランドふじさわ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220170451 介護老人福祉施設等 1472201704 特別養護老人ホーム　かりん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220177943 居宅介護支援 1472201779 居宅介護支援センター　かりん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220180343 居宅介護支援 1472201803 ケアパーク湘南台居宅介護支援センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220184515 通所介護等 1472201845 デイサービスセンター　かりん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220186017 福祉用具貸与等 1472201860 株式会社　イノベイションオブメディカルサービス湘南営業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220188611 訪問介護等 1472201886 有限会社　ケアーサポートあい 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220191011 訪問介護等 1472201910 有限会社　スマートサポート 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220192811 訪問介護等 1472201928 もえのきケアサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220196911 訪問介護等 1472201969 株式会社　湘南ピュア福祉サービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220206611 訪問介護等 1472202066 ケアセンター遊 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220207415 通所介護等 1472202074 湘南柄沢デイサービスひだまり 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147220208243 居宅介護支援 1472202082 ぐるーぷ藤　ケアマネジメント 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220211633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472202116 クロスハート湘南台・藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220219915 通所介護等 1472202199 福祉クラブ生協　Ｄaｙ辻堂いちいの木 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220224933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472202249 サンライズ・ヴィラ藤沢湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220225611 訪問介護等 1472202256 藤沢福祉サービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220228011 訪問介護等 1472202280 特定非営利活動法人ハートケアショー 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220232211 訪問介護等 1472202322 やさしい手らいと辻堂訪問介護事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220280115 通所介護等 1472202801 労協藤沢地域福祉事業所デイサービス長後あかり 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220286843 居宅介護支援 1472202868 グレイスケア湘南　居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220287611 訪問介護等 1472202876 グレイスケア湘南　訪問介護事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220288417 福祉用具貸与等 1472202884 グレイスケア湘南　福祉用具貸与事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220292643 居宅介護支援 1472202926 地域福祉支援センター　亀吉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220293415 通所介護等 1472202934 カルチャースクール　亀吉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220294211 訪問介護等 1472202942 ヘルパーステーション　亀吉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220299111 訪問介護等 1472202991 へいあんホームケア藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220299143 居宅介護支援 1472202991 へいあんホームケア藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220302343 居宅介護支援 1472203023 ＮＰＯ法人　ワーカーズ実結　居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220303115 通所介護等 1472203031 くげぬま松が岡デイセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220305611 訪問介護等 1472203056 学研ココファン藤沢ヘルパーセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220306443 居宅介護支援 1472203064 学研ココファン藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220307215 通所介護等 1472203072 デイサービス　ココファン藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220313015 通所介護等 1472203130 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ藤沢店 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220322111 訪問介護等 1472203221 グランダ鵠沼松が岡ケアステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220323912 訪問入浴介護等 1472203239 アサヒサンクリーン在宅介護センター藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220350215 通所介護等 1472203502 デイサービスセンター　グリーンライフ湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220352815 通所介護等 1472203528 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ藤沢川名店 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220353611 訪問介護等 1472203536 サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥　訪問介護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220358512 訪問入浴介護等 1472203585 セントケア藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220360115 通所介護等 1472203601 スマイル湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220361912 訪問入浴介護等 1472203619 アースサポート湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220365043 居宅介護支援 1472203650 あい居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220367643 居宅介護支援 1472203676 聖隷ケアプランセンター藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220369233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472203692 ミモザ藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220369251 介護老人福祉施設等 1472203692 ミモザ藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220370011 訪問介護等 1472203700 在宅福祉サービスセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220371833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472203718 介護付有料老人ホーム　藤沢エデンの園　二番館 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220372651 介護老人福祉施設等 1472203726 藤沢愛光園 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220373411 訪問介護等 1472203734 聖隷ヘルパーステーション藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220374215 通所介護等 1472203742 聖隷デイサービスセンター藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220375911 訪問介護等 1472203759 リーフステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220376715 通所介護等 1472203767 ミモザ藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220377515 通所介護等 1472203775 サロンデイ鵠沼神明 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220378343 居宅介護支援 1472203783 辻居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220379143 居宅介護支援 1472203791 居宅介護支援事業所　ふらっと 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220381711 訪問介護等 1472203817 優輝さぽーと２４ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220387415 通所介護等 1472203874 リハビリデイサービスポーラスター鵠沼 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220388243 居宅介護支援 1472203882 ゆとりプランセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220432843 居宅介護支援 1472204328 藤の実 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220437711 訪問介護等 1472204377 ケアステーション希望 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220438515 通所介護等 1472204385 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　藤沢長後 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220440115 通所介護等 1472204401 リハビリデイサービス　ポーラスター藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220443515 通所介護等 1472204435 早稲田イーライフ藤沢長後 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220448411 訪問介護等 1472204484 ケアスティ　ゆい・ゆい　藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220451843 居宅介護支援 1472204518 まごの手ケアプランセンター湘南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220455915 通所介護等 1472204559 やすらぎケアセンターむつあい 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220458315 通所介護等 1472204583 コアトレーニング湘南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220460943 居宅介護支援 1472204609 やさしい手らいと辻堂居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220465811 訪問介護等 1472204658 藤沢訪問介護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220468211 訪問介護等 1472204682 エルダーホームケア藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220469015 通所介護等 1472204690 デイサービス喜楽家・柄沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220472443 居宅介護支援 1472204724 サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥　居宅介護支援センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220476543 居宅介護支援 1472204765 サニーライフ湘南藤沢　居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220477311 訪問介護等 1472204773 サニーライフ湘南藤沢　訪問介護事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220479915 通所介護等 1472204799 デイサービスファミリー 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220480715 通所介護等 1472204807 ケアステーションあさひ湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220482311 訪問介護等 1472204823 いちご訪問介護事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220486443 居宅介護支援 1472204864 ケアプランサービス藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220487233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472204872 グランダ鵠沼海岸 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147220489843 居宅介護支援 1472204898 あすなろケアプラン 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220492243 居宅介護支援 1472204922 いきるけあ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220494815 通所介護等 1472204948 かがやきデイサービス藤沢本町 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220496315 通所介護等 1472204963 うちだリハデイサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220498915 通所介護等 1472204989 デイサービス　ゆうぜん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220499711 訪問介護等 1472204997 ミモザヘルパーステーション藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220507743 居宅介護支援 1472205077 居宅介護支援事業所　ほほえみ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220509311 訪問介護等 1472205093 ケアステーション　空飛ぶペンギン 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220509343 居宅介護支援 1472205093 ケアステーション　空飛ぶペンギン 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220510115 通所介護等 1472205101 サロンデイリフレ大庭 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220512733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472205127 クロスハート湘南台二番館 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220512751 介護老人福祉施設等 1472205127 クロスハート湘南台二番館 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220513543 居宅介護支援 1472205135 イリーゼ湘南辻堂居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220514311 訪問介護等 1472205143 イリーゼ湘南辻堂訪問介護センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220515015 通所介護等 1472205150 クロスハート湘南台二番館　デイサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220516811 訪問介護等 1472205168 イーケアーズ訪問介護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220544043 居宅介護支援 1472205440 居宅介護支援コンフォータス湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220545715 通所介護等 1472205457 デイサービスコンフォータス湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220546511 訪問介護等 1472205465 訪問介護コンフォータス湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220547343 居宅介護支援 1472205473 ケアプランセンターひまわり　湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220549943 居宅介護支援 1472205499 ラウンジヒル湘南台　居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220550715 通所介護等 1472205507 デイサービスセンター　ラウンジヒル湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220553115 通所介護等 1472205531 パナソニックエイジフリーケアセンター湘南ライフタウン・デイサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220554943 居宅介護支援 1472205549 パナソニックエイジフリーケアセンター湘南ライフタウン・ケアマネジメント 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220557211 訪問介護等 1472205572 はっぴぃタウン 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220559851 介護老人福祉施設等 1472205598 パナソニックエイジフリーケアセンター湘南ライフタウン・ショートステイ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220562243 居宅介護支援 1472205622 テルウェル東日本　鵠沼ケアプランセンタ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220563011 訪問介護等 1472205630 テルウェル東日本　鵠沼介護センタ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220568917 福祉用具貸与等 1472205689 パナソニックエイジフリーショップ湘南藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220570515 通所介護等 1472205705 デイサービス　カラフル 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220571315 通所介護等 1472205713 デイサービス　ココファン藤沢ＳＳＴ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220572111 訪問介護等 1472205721 学研ココファン藤沢ＳＳＴヘルパーセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220575443 居宅介護支援 1472205754 湘南ホームフレンド居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220577043 居宅介護支援 1472205770 居宅介護支援事業所　ゴールドエイジ長後 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220578843 居宅介護支援 1472205788 みどりの園村岡宮前 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220579615 通所介護等 1472205796 ミモザ藤沢杏苑ロワール 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220581215 通所介護等 1472205812 リハビリデイサービス　ポーラスター太平台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220582011 訪問介護等 1472205820 訪問介護事業所　ゴールドエイジ長後 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220583815 通所介護等 1472205838 通所介護事業所　ゴールドエイジ長後 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220584615 通所介護等 1472205846 アクアデイ菜の花 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220589551 介護老人福祉施設等 1472205895 特別養護老人ホームかつらはら 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220590315 通所介護等 1472205903 デイサービスセンタ　テルウェル鵠沼 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220591111 訪問介護等 1472205911 Ｆｕｊｉケアサービス 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220592943 居宅介護支援 1472205929 ケアプラン　スクナ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220593751 介護老人福祉施設等 1472205937 特別養護老人ホーム関野記念鵠生園 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220595243 居宅介護支援 1472205952 Ｆｕｊｉケアセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220597843 居宅介護支援 1472205978 ケアプランセンターイーケアーズ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220598611 訪問介護等 1472205986 訪問介護ステーション蘭 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220599443 居宅介護支援 1472205994 NPO法人　ワーカーズほっと舎アルク 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220600051 介護老人福祉施設等 1472206000 特別養護老人ホーム　カメリア藤沢ＳＳＴ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220602611 訪問介護等 1472206026 グランダ辻堂ケアステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220604217 福祉用具貸与等 1472206042 介護の太助　藤沢店 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220605911 訪問介護等 1472206059 やすらぎ湘南介護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220606715 通所介護等 1472206067 まごの手社交倶楽部　あさ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220607511 訪問介護等 1472206075 ヘルパーステーション　ラウンジヒル湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220608343 居宅介護支援 1472206083 介護サポート藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220610943 居宅介護支援 1472206109 湘南ケアプラン　えん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220611715 通所介護等 1472206117 デイサービス　えん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220612511 訪問介護等 1472206125 りんどう 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220619033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472206190 シニアハウス湘南辻堂 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220620843 居宅介護支援 1472206208 湘南慶育居宅介護支援事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220624015 通所介護等 1472206240 デイリハセンターひまわり　善行 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220625711 訪問介護等 1472206257 グラッセン辻堂　訪問介護 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220626551 介護老人福祉施設等 1472206265 特別養護老人ホームグランドヴィラ湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220627343 居宅介護支援 1472206273 グラッセン藤沢大庭　居宅介護 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220628143 居宅介護支援 1472206281 ＳＯＭＰＯケア　湘南台　居宅介護支援 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220629943 居宅介護支援 1472206299 居宅介護支援事業所　ぽぷり湘南藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220630715 通所介護等 1472206307 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ藤沢大庭 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147220631515 通所介護等 1472206315 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220632311 訪問介護等 1472206323 ＳＯＭＰＯケア　湘南台　訪問介護 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220634911 訪問介護等 1472206349 訪問介護ステーション　ぽぷり湘南藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220635615 通所介護等 1472206356 サロンデイリビング藤沢石川 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220638043 居宅介護支援 1472206380 サンライズ・ヴィラ藤沢六会　居宅介護支援センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220639815 通所介護等 1472206398 リハプライド 湘南藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220640611 訪問介護等 1472206406 サンライズ・ヴィラ藤沢六会　訪問介護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220642215 通所介護等 1472206422 サンライズ・ヴィラ藤沢六会　デイサービスセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220644811 訪問介護等 1472206448 藤沢介護ホームヘルプ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220645543 居宅介護支援 1472206455 在宅支援センター　Ｌａｎａケア湘南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220647117 福祉用具貸与等 1472206471 湘南ケアツール　えん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220648911 訪問介護等 1472206489 ヘルパーステーションかいんど藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220650543 居宅介護支援 1472206505 オリジナルケアプラン　「晴れる屋」 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220651343 居宅介護支援 1472206513 ケアプラン宝命　藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220652117 福祉用具貸与等 1472206521 福祉用具センター育心 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220653911 訪問介護等 1472206539 ヘルパーステーションひまわり　善行 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220654751 介護老人福祉施設等 1472206547 特別養護老人ホーム　ラポール藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220656243 居宅介護支援 1472206562 ミモザ居宅介護支援藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220657015 通所介護等 1472206570 デイサービスセンター福寿ふじさわ遠藤 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220658815 通所介護等 1472206588 デイサービスセンター　キャンプ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220659611 訪問介護等 1472206596 村田会湘南訪問介護ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220660411 訪問介護等 1472206604 訪問介護事業所　il sole 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220661215 通所介護等 1472206612 村田会湘南石川デイサービスセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220662011 訪問介護等 1472206620 イザカマクラ鵠沼ケアステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220663811 訪問介護等 1472206638 土屋訪問介護事業所藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220664617 福祉用具貸与等 1472206646 クリエーティブカミヤ株式会社　藤沢営業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220666143 居宅介護支援 1472206661 ぐるんとびーケアプランセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220667911 訪問介護等 1472206679 みその台訪問介護事業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220669543 居宅介護支援 1472206695 村岡ケアステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220671115 通所介護等 1472206711 村岡ケアステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220672911 訪問介護等 1472206729 ニチイケアセンター長後 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220673715 通所介護等 1472206737 デイサービスセンターはばたき 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147220674551 介護老人福祉施設等 1472206745 特別養護老人ホーム　村岡ホーム 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147240105643 居宅介護支援 1472401056 医療法人　徳洲会　湘南藤沢徳洲会介護センター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147240207011 訪問介護等 1472402070 はばたきヘルパーステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147400010417 福祉用具貸与等 1474000104 株式会社　ヤマシタ　藤沢営業所 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149200013632 認知症対応型共同生活介護等 1492000136 グループホームしん　すみれ荘 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149200013673 小規模多機能型居宅介護等 1492000136 グループホームしん　すみれ荘 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149200030032 認知症対応型共同生活介護等 1492000300 湘央グループホーム　えん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149200031873 小規模多機能型居宅介護等 1492000318 湘央ケアホーム　えん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149200033415 通所介護等 1492000334 ブリッジライフ平塚立野町 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149200034273 小規模多機能型居宅介護等 1492000342 幸せふくろう万田 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149200035932 認知症対応型共同生活介護等 1492000359 グループホーム幸せふくろう万田 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149200042515 通所介護等 1492000425 リアン喜和心 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149200043315 通所介護等 1492000433 機能訓練特化型デイサービス　一歩 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210004332 認知症対応型共同生活介護等 1492100043 グループホーム　ふぁいと山崎の里 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210005073 小規模多機能型居宅介護等 1492100050 デイホーム鎌倉深沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210006832 認知症対応型共同生活介護等 1492100068 鎌倉ケアハートガーデン湘南笛田 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210007615 通所介護等 1492100076 鎌倉ケアハートガーデン湘南笛田 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210011873 小規模多機能型居宅介護等 1492100118 ミモザ白寿庵鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210012615 通所介護等 1492100126 ケアサロンさくら 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210013432 認知症対応型共同生活介護等 1492100134 グループホーム　クロスハート十二所・鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210013473 小規模多機能型居宅介護等 1492100134 クロスハート十二所・鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210014273 小規模多機能型居宅介護等 1492100142 小規模多機能型居宅介護事業所　材木座あじさいの家 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210021732 認知症対応型共同生活介護等 1492100217 グループホーム　鎌倉材木座の家 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210022532 認知症対応型共同生活介護等 1492100225 グループホーム　ふぁいと今泉の里ANNEX 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210023377 看護小規模多機能型居宅介護 1492100233 看護小規模多機能型居宅介護　ふぁいと今泉の里 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210025815 通所介護等 1492100258 デイ・西かま 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210026615 通所介護等 1492100266 デイてびろ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210027415 通所介護等 1492100274 せかんどべーす 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210028215 通所介護等 1492100282 ワーキングデイわかば 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210029077 看護小規模多機能型居宅介護 1492100290 看護小規模多機能ホーム聖テレジア 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210030873 小規模多機能型居宅介護等 1492100308 鎌倉ケアホームえん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210031633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1492100316 鎌倉ライフホームえん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210032415 通所介護等 1492100324 茶話本舗デイサービス材木座６丁目 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210033215 通所介護等 1492100332 リハビリテラス　ほろほろ　北鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210034015 通所介護等 1492100340 レコードブック大船 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210036576 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492100365 ナースケア鎌倉定期巡回随時対応型訪問介護看護 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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149210037315 通所介護等 1492100373 ルネサンス　リハビリセンター鎌倉 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210038115 通所介護等 1492100381 デイサービス　テラツー 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210039932 認知症対応型共同生活介護等 1492100399 グループホーム華花 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210040732 認知症対応型共同生活介護等 1492100407 花物語かまくら 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210041515 通所介護等 1492100415 ﾋﾗｯｸｽ大町 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210042315 通所介護等 1492100423 リハビリ型デイサービス大船西口 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210043115 通所介護等 1492100431 デイ　ＳＵＮ村 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210044932 認知症対応型共同生活介護等 1492100449 ソレスタ大船栗田 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149210045615 通所介護等 1492100456 デイサービス　なおの樹 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220012473 小規模多機能型居宅介護等 1492200124 おたがいさん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220016551 介護老人福祉施設等 1492200165 特別養護老人ホーム　ラポール藤沢　サテライト城南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220017373 小規模多機能型居宅介護等 1492200173 こもれびの遊（ゆ） 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220018173 小規模多機能型居宅介護等 1492200181 ぐるーぷ藤　藤の花 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220022351 介護老人福祉施設等 1492200223 地域密着型小規模特別養護老人ホームみどりの園　鵠沼 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220023173 小規模多機能型居宅介護等 1492200231 ことりの森　ふじさわ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220024932 認知症対応型共同生活介護等 1492200249 ことりの森　ふじさわ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220025632 認知症対応型共同生活介護等 1492200256 ウイル長後 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220034833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1492200348 ミモザ湘南台新館 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220035532 認知症対応型共同生活介護等 1492200355 グループホーム　「へいあん善行」 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220037132 認知症対応型共同生活介護等 1492200371 ラ・プラージュ湘南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220038932 認知症対応型共同生活介護等 1492200389 愛の家グループホーム藤沢長後 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220041333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1492200413 花珠の家ふじさわ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220047032 認知症対応型共同生活介護等 1492200470 リフシア善行 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220048832 認知症対応型共同生活介護等 1492200488 「結」ケアセンターふじさわ 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220049673 小規模多機能型居宅介護等 1492200496 リフシア善行 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220051273 小規模多機能型居宅介護等 1492200512 おたがいさんサテライトいどばた 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220052032 認知症対応型共同生活介護等 1492200520 セントケアホーム鵠沼 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220054676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492200546 定期巡回随時対応型訪問介護看護ラポール城南 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220055376 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492200553 ナースケア湘南　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220056177 看護小規模多機能型居宅介護 1492200561 ウイル六会ステーション 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220066015 通所介護等 1492200660 だんらんの家　長後 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220069476 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492200694 定期巡回・随時対応型訪問介護看護コンフォータス湘南台 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220072873 小規模多機能型居宅介護等 1492200728 おたがいさんサテライト　おとなりさん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220073673 小規模多機能型居宅介護等 1492200736 コラージュ辻堂 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220074432 認知症対応型共同生活介護等 1492200744 グループホーム　えん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220075132 認知症対応型共同生活介護等 1492200751 湘南グループホーム　えん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220076973 小規模多機能型居宅介護等 1492200769 湘南ケアホーム　えん 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220077715 通所介護等 1492200777 村田会藤沢本町デイサービスセンター 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220078515 通所介護等 1492200785 つぢさんち 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220079315 通所介護等 1492200793 リハビリデイサービス松籟 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220081932 認知症対応型共同生活介護等 1492200819 リフシア大庭 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220082773 小規模多機能型居宅介護等 1492200827 リフシア大庭 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220083515 通所介護等 1492200835 デイサービス　ぽぷり湘南藤沢 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220085033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1492200850 藤沢ロマン館 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149220087615 通所介護等 1492200876 うちだリハデイサービス２号館 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
14B220001255 介護医療院 14B2200012 湘南長寿園病院　介護医療院 県11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141230014314 訪問リハビリテーション等 1412300143 間中病院 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141230216414 訪問リハビリテーション等 1412302164 医療法人社団　唐木整形外科 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141230298214 訪問リハビリテーション等 1412302982 吉田整形外科医院 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141230298216 通所リハビリテーション等 1412302982 吉田整形外科医院 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141231020913 訪問看護等 1412310209 ファミリークリニック　“悠久” 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141231026614 訪問リハビリテーション等 1412310266 杏林堂クリニック 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141240155253 介護療養型医療施設等 1412401552 特定医療法人社団　湘南健友会　長岡病院 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141240161013 訪問看護等 1412401610 茅ケ崎新北陵病院 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141240161014 訪問リハビリテーション等 1412401610 茅ケ崎新北陵病院 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141240161016 通所リハビリテーション等 1412401610 茅ケ崎新北陵病院 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141240161043 居宅介護支援 1412401610 茅ヶ崎新北陵病院 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141240219614 訪問リハビリテーション等 1412402196 茅ケ崎中央病院 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141240293113 訪問看護等 1412402931 湘南東部クリニック 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141240293114 訪問リハビリテーション等 1412402931 湘南東部クリニック 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141241020714 訪問リハビリテーション等 1412410207 前田整形外科・内科クリニック 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141241020716 通所リハビリテーション等 1412410207 前田整形外科・内科クリニック 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141241039714 訪問リハビリテーション等 1412410397 おひさまクリニック　湘南 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141250157514 訪問リハビリテーション等 1412501575 湘南記念小坪クリニック 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141251007114 訪問リハビリテーション等 1412510071 医療法人海星会　東逗子整形外科クリニック 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141251007116 通所リハビリテーション等 1412510071 医療法人海星会　東逗子整形外科クリニック 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141251014714 訪問リハビリテーション等 1412510147 かんクリニック　リウマチ・整形外科 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141251014716 通所リハビリテーション等 1412510147 かんクリニック　リウマチ・整形外科 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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141270003714 訪問リハビリテーション等 1412700037 三浦市立病院 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145228003016 通所リハビリテーション等 1452280030 介護老人保健施設　ガーデニア・ごしょみ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145228003052 介護老人保健施設等 1452280030 介護老人保健施設　ガーデニア・ごしょみ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145238000416 通所リハビリテーション等 1452380004 介護老人保健施設　水之尾 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145238000452 介護老人保健施設等 1452380004 介護老人保健施設　水之尾 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145238001216 通所リハビリテーション等 1452380012 山近記念総合病院　介護老人保健施設　わかば 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145238001252 介護老人保健施設等 1452380012 山近記念総合病院　介護老人保健施設　わかば 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145238002016 通所リハビリテーション等 1452380020 介護老人保健施設　リバーイースト 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145238002052 介護老人保健施設等 1452380020 介護老人保健施設　リバーイースト 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145248000216 通所リハビリテーション等 1452480002 介護老人保健施設　ふれあいの丘 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145248000252 介護老人保健施設等 1452480002 介護老人保健施設　ふれあいの丘 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145248002816 通所リハビリテーション等 1452480028 介護老人保健施設　茅ケ崎浜之郷 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145248002852 介護老人保健施設等 1452480028 介護老人保健施設　茅ケ崎浜之郷 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145248003616 通所リハビリテーション等 1452480036 介護老人保健施設　ふれあいの渚 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145248003652 介護老人保健施設等 1452480036 介護老人保健施設　ふれあいの渚 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145248005116 通所リハビリテーション等 1452480051 介護老人保健施設　ふれあいの百合 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145248005152 介護老人保健施設等 1452480051 介護老人保健施設　ふれあいの百合 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145258000916 通所リハビリテーション等 1452580009 医療法人社団　柏信会　介護老人保健施設グリーンハウス逗子 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145258000952 介護老人保健施設等 1452580009 医療法人社団　柏信会　介護老人保健施設グリーンハウス逗子 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145278000516 通所リハビリテーション等 1452780005 介護老人保健施設　なのはな苑 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145278000552 介護老人保健施設等 1452780005 介護老人保健施設　なのはな苑 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145278001316 通所リハビリテーション等 1452780013 介護老人保健施設　なぎさ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145278001352 介護老人保健施設等 1452780013 介護老人保健施設　なぎさ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146159004113 訪問看護等 1461590041 訪問看護ステーションゆい箱根 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146229005413 訪問看護等 1462290054 特定医療法人グループ・プラクティス研究会　御所見訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146229006213 訪問看護等 1462290062 ひろき訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146229036913 訪問看護等 1462290369 リール訪問看護リハビリステーション茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146229056813 訪問看護等 1462290568 湘南江の島クリニック　訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146229065813 訪問看護等 1462290658 メディホス訪問看護くげぬま 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239000313 訪問看護等 1462390003 小田原医師会訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239000343 居宅介護支援 1462390003 小田原医師会訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239003713 訪問看護等 1462390037 山近記念総合病院訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239003743 居宅介護支援 1462390037 山近記念総合病院訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239004513 訪問看護等 1462390045 積善会訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239009413 訪問看護等 1462390094 宙（コスモス）訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239016913 訪問看護等 1462390169 あおい訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239018513 訪問看護等 1462390185 訪問看護ファミリー・ホスピス小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239020113 訪問看護等 1462390201 潤生園訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239025013 訪問看護等 1462390250 ケアーズ小田原堀之内訪問看護リハビリステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239027613 訪問看護等 1462390276 マナマーレ訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239028413 訪問看護等 1462390284 smiley訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239030013 訪問看護等 1462390300 訪問看護リハビリステーション　たすけあい 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146239031813 訪問看護等 1462390318 リリー訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146249000113 訪問看護等 1462490001 訪問看護茅ケ崎ふれあいステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146249001913 訪問看護等 1462490019 茅ケ崎駅前訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146249003513 訪問看護等 1462490035 公益社団法人神奈川県看護協会あかしあ訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146249009213 訪問看護等 1462490092 翔の会　訪問看護ステーションつばさ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146249010013 訪問看護等 1462490100 訪問リハビリ・看護サービス　モーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146249014213 訪問看護等 1462490142 訪問看護ステーション　リフシア 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146249015913 訪問看護等 1462490159 スナグルライフ訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146249016713 訪問看護等 1462490167 翔の会　訪問看護ステーションにじいろ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146259000813 訪問看護等 1462590008 逗葉地域医療センター訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146259000843 居宅介護支援 1462590008 逗葉地域医療センター訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146259006513 訪問看護等 1462590065 山本メディカルセンター訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146259007313 訪問看護等 1462590073 訪問看護ステーションあじさい 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146279000413 訪問看護等 1462790004 みうら訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146279003813 訪問看護等 1462790038 訪問看護ステーション　湊 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146279005313 訪問看護等 1462790053 サンライズ訪問看護リハビリステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146289007713 訪問看護等 1462890077 ハーモニーケア訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146439001913 訪問看護等 1464390019 こころ訪問看護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220007843 居宅介護支援 1472200078 居宅介護支援センター鵠生園 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220014443 居宅介護支援 1472200144 ケアプランセンターえんじゅ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220027612 訪問入浴介護等 1472200276 有限会社　湘南福祉サービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220042551 介護老人福祉施設等 1472200425 特別養護老人ホーム　鵠生園 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220045851 介護老人福祉施設等 1472200458 特別養護老人ホーム　白鷺苑 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220080511 訪問介護等 1472200805 ニチイケアセンター南藤沢 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220104343 居宅介護支援 1472201043 ガーデニア・ごしょみ居宅支援センター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220105011 訪問介護等 1472201050 鵠生園ホームヘルプサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147220107615 通所介護等 1472201076 鵠生園デイサービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220200933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472202009 グランダ本藤沢 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220202533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472202025 リハビリホームグランダ藤沢本町 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220223115 通所介護等 1472202231 クロスハート本鵠沼・藤沢 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220282711 訪問介護等 1472202827 有限会社　ドリームケア･ホーム 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220348643 居宅介護支援 1472203486 居宅介護支援事業所　御所見の家・すこやか 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220349415 通所介護等 1472203494 デイサービス　御所見の家・すこやか 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220359311 訪問介護等 1472203593 いろはけあ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220364333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472203643 クロスハート石名坂・藤沢 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220364351 介護老人福祉施設等 1472203643 クロスハート石名坂・藤沢 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220389011 訪問介護等 1472203890 学研ココファン　湘南片瀬ヘルパーセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220392415 通所介護等 1472203924 労協　片瀬海岸　地域福祉事業所　デイサービス　まどい 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220436943 居宅介護支援 1472204369 イザカマクラ片瀬ケアプランセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220444333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472204443 介護付有料老人ホーム　クローバーガーデン 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220446815 通所介護等 1472204468 だんらんの家　本藤沢 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220457543 居宅介護支援 1472204575 湘南ヒューマンケア 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220461715 通所介護等 1472204617 咲みの里　相生　デイサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220471617 福祉用具貸与等 1472204716 株式会社ニッショウ　湘南営業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220474015 通所介護等 1472204740 湘南デイサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220491411 訪問介護等 1472204914 ロイヤル鵠沼訪問介護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220567143 居宅介護支援 1472205671 花　ケアプランセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220588711 訪問介護等 1472205887 在宅介護まりも 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220622443 居宅介護支援 1472206224 湘南江の島クリニック　ケアプランセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220641411 訪問介護等 1472206414 尽力車　えん 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147220670315 通所介護等 1472206703 片瀬しおさい荘 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230002715 通所介護等 1472300027 早川高齢者ふれあいセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230002743 居宅介護支援 1472300027 早川高齢者ふれあいセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230005015 通所介護等 1472300050 ルビーセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230005043 居宅介護支援 1472300050 ルビーセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230006815 通所介護等 1472300068 陽光の園　介護サービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230006843 居宅介護支援 1472300068 陽光の園　介護サービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230007611 訪問介護等 1472300076 小田原市社会福祉協議会介護サービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230007643 居宅介護支援 1472300076 小田原市社会福祉協議会介護サービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230008443 居宅介護支援 1472300084 前田介護相談所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230009215 通所介護等 1472300092 ジョイアスらいふケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230009243 居宅介護支援 1472300092 ジョイアスらいふケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230011811 訪問介護等 1472300118 有限会社　介護サービス　サンライズ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230011843 居宅介護支援 1472300118 有限会社　介護サービス　サンライズ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230013411 訪問介護等 1472300134 株式会社　エイチ・エス・エー 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230015951 介護老人福祉施設等 1472300159 介護老人福祉施設　西湘老人ホーム 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230016751 介護老人福祉施設等 1472300167 特別養護老人ホーム　潤生園 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230017551 介護老人福祉施設等 1472300175 介護老人福祉施設　陽光の園 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230018351 介護老人福祉施設等 1472300183 ルビーホーム 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230019151 介護老人福祉施設等 1472300191 介護老人福祉施設　たちばなの里 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230020911 訪問介護等 1472300209 ニチイケアセンター小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230020915 通所介護等 1472300209 ニチイケアセンター小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230021715 通所介護等 1472300217 小田原市鴨宮ケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230021743 居宅介護支援 1472300217 小田原市鴨宮ケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230022533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472300225 長寿園 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230025817 福祉用具貸与等 1472300258 富士ライフサポート　小田原営業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230028243 居宅介護支援 1472300282 有限会社　なかはま商会 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230031643 居宅介護支援 1472300316 有限会社　シェイクハンズ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230036511 訪問介護等 1472300365 潤生園ホームヘルプサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230041515 通所介護等 1472300415 潤生園　やすらぎの家　富水 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230042315 通所介護等 1472300423 トゥ・スマイルケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230042343 居宅介護支援 1472300423 トゥ・スマイルケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230046443 居宅介護支援 1472300464 オギクボ薬局介護支援センター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230052215 通所介護等 1472300522 潤生園やすらぎの家栢山 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230072015 通所介護等 1472300720 潤生園やすらぎの家豊川 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230073815 通所介護等 1472300738 ほっとステーションＤａｙ緑 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230084515 通所介護等 1472300845 へいあん小田原デイサービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230088617 福祉用具貸与等 1472300886 有限会社　ほほえみライフ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230089443 居宅介護支援 1472300894 小田原居宅介護支援センター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230090215 通所介護等 1472300902 潤生園やすらぎの家足柄 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230092811 訪問介護等 1472300928 陽だまりの家ホームヘルプサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230094415 通所介護等 1472300944 デイサービスセンター　元気 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230099333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472300993 ジョイアス城山 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230101711 訪問介護等 1472301017 はる　訪問介護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147230104133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472301041 介護付有料老人ホーム　慶愛苑　小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230108211 訪問介護等 1472301082 愛輪ケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230117312 訪問入浴介護等 1472301173 アースサポート小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230117343 居宅介護支援 1472301173 アースサポート小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230140515 通所介護等 1472301405 ＨＳＡデイサービス　めだかの学校　五百羅漢 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230142151 介護老人福祉施設等 1472301421 特別養護老人ホーム　芳徳の郷ほなみ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230144733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472301447 そんぽの家　鴨宮 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230145443 居宅介護支援 1472301454 居宅介護支援事業所　“悠久” 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230146215 通所介護等 1472301462 デイサービスセンター　芳徳の郷ほなみ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230151243 居宅介護支援 1472301512 へいあんホームケア　小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230152011 訪問介護等 1472301520 ヘルパー緑 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230159511 訪問介護等 1472301595 きらら湘南 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230161115 通所介護等 1472301611 潤生園やすらぎの家荻窪 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230164515 通所介護等 1472301645 デイサービスセンター　大楽　小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230171015 通所介護等 1472301710 Ｗｅｌｌ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230181915 通所介護等 1472301819 デイサービス古清水 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230183543 居宅介護支援 1472301835 ケアプラン　フラワー 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230185015 通所介護等 1472301850 ニコニコハウス　飯田岡 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230187615 通所介護等 1472301876 デイサービスセンター元気　さかわ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230189215 通所介護等 1472301892 エムズケア　久野 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230191811 訪問介護等 1472301918 ヘルパーステーションみゅう 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230193415 通所介護等 1472301934 機能訓練特化型デイサービス　楽動 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230195915 通所介護等 1472301959 カラダ元気ＦＵＫＵＭＯＴＯ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230196715 通所介護等 1472301967 「銀の鈴」一休 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230197515 通所介護等 1472301975 リハビリセンターＦＵＫＵＭＯＴＯ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230208033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472302080 はなことば小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230209815 通所介護等 1472302098 サロンデイ小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230211433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472302114 湘南ふれあいの園　小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230212215 通所介護等 1472302122 天ん屋 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230213015 通所介護等 1472302130 茶話本舗デイサービス小田原ほたるだ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230214815 通所介護等 1472302148 すずろ蓮笑亭デイサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230215515 通所介護等 1472302155 ニコニコハウス　栢山 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230219715 通所介護等 1472302197 ぽぽハウス三の丸 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230239515 通所介護等 1472302395 ＨＳＡデイサービス　めだかの学校　飯泉 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230245251 介護老人福祉施設等 1472302452 特別養護老人ホーム　いこい 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230246043 居宅介護支援 1472302460 ケアプラン「銀の鈴」 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230247815 通所介護等 1472302478 「銀の鈴」こゆるぎ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230248643 居宅介護支援 1472302486 ＮＰＯ法人　ぽっかぽか 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230249411 訪問介護等 1472302494 ヘルパーステーション　ぽっかぽか 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230251015 通所介護等 1472302510 デイサービス　ぽっかぽか 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230256943 居宅介護支援 1472302569 みどり介護相談 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230257715 通所介護等 1472302577 活粋楽笑ＦＵＫＵＭＯＴＯ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230258543 居宅介護支援 1472302585 ケアプラン　美来 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230263511 訪問介護等 1472302635 特定非営利活動法人ハピネス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230265011 訪問介護等 1472302650 ケアサポート元気 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230272651 介護老人福祉施設等 1472302726 小田原・あおいホームケアサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230273433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472302734 はなことば小田原2号館 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230274233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472302742 ニチイケアセンターこゆるぎ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230275951 介護老人福祉施設等 1472302759 介護老人福祉施設　たちばなの里　ユニット 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230276715 通所介護等 1472302767 だんらんの家　富水 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230277515 通所介護等 1472302775 奏（かなで） 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230281711 訪問介護等 1472302817 訪問介護ファミリー・ホスピス小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230283315 通所介護等 1472302833 サロンデイ小田原高田 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230284115 通所介護等 1472302841 しきさい館 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230284143 居宅介護支援 1472302841 しきさい館 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230286611 訪問介護等 1472302866 ライブリーケア中銀小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230287415 通所介護等 1472302874 ライブリーデイ中銀小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230291615 通所介護等 1472302916 デイサービスもみの木 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230292415 通所介護等 1472302924 デイサービス　絆心 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230293215 通所介護等 1472302932 デイサービス　こころ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230295751 介護老人福祉施設等 1472302957 介護老人福祉施設　ジョイヴィレッジ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230297343 居宅介護支援 1472302973 アクアマリン居宅介護支援事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230298115 通所介護等 1472302981 潤生園　みんなの家　ほりのうち通所介護 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230299933 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1472302999 ホームステーションらいふ小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230301311 訪問介護等 1472303013 介護サービス「銀の鈴」 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230327843 居宅介護支援 1472303278 潤生園れんげの里ケアマネジメントセンタ－ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230329411 訪問介護等 1472303294 ほたるだ訪問介護 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230329443 居宅介護支援 1472303294 ほたるだ居宅介護支援事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147230330211 訪問介護等 1472303302 ラシークケア 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230330243 居宅介護支援 1472303302 ラシークケア 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230331043 居宅介護支援 1472303310 居宅介護支援事業所　こあじさし 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230332815 通所介護等 1472303328 リッチライト大井 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230334411 訪問介護等 1472303344 やさしい手小田原訪問介護事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230335143 居宅介護支援 1472303351 西湘ケアプラン　えん 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230336911 訪問介護等 1472303369 訪問介護ステーション”悠久” 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230337743 居宅介護支援 1472303377 居宅介護支援事業所　ケアプラン　つながり 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230338515 通所介護等 1472303385 あいわ　さくら館 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230340111 訪問介護等 1472303401 幸輝 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230343533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472303435 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230344333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472303443 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ小田原弐番館 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230345043 居宅介護支援 1472303450 あすなろ治療院　居宅介護支援事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230346817 福祉用具貸与等 1472303468 介護ショップ　ゆうなぎ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230347616 通所リハビリテーション等 1472303476 あんず通所リハビリセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230348411 訪問介護等 1472303484 れもんケアステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230348443 居宅介護支援 1472303484 れもんケアステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230349215 通所介護等 1472303492 ケアステーションあさひ小田原あしがら 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230350043 居宅介護支援 1472303500 アイリスケアマネージメント 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230351812 訪問入浴介護等 1472303518 ゆぷらす訪問入浴介護 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230352643 居宅介護支援 1472303526 居宅介護支援事業所　リッチライト 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230353411 訪問介護等 1472303534 エースケアステーション小田原報徳 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230354211 訪問介護等 1472303542 ニチイケアセンターあしこ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230356715 通所介護等 1472303567 エミーズ鴨宮 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230356751 介護老人福祉施設等 1472303567 エミーズ鴨宮 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230357511 訪問介護等 1472303575 ニチイケアセンターとみず 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230358311 訪問介護等 1472303583 オギクボ薬局ヘルパーステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230359115 通所介護等 1472303591 ニコニコハウス東町 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147230360915 通所介護等 1472303609 デイサービスセンター福寿おだわら堀之内 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240003315 通所介護等 1472400033 社会福祉法人　麗寿会　ふれあいの森 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240003343 居宅介護支援 1472400033 社会福祉法人　麗寿会　ふれあいの森 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240003351 介護老人福祉施設等 1472400033 社会福祉法人　麗寿会　ふれあいの森 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240005843 居宅介護支援 1472400058 居宅介護支援センターアザリアホーム 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240006643 居宅介護支援 1472400066 芹沢居宅介護支援センター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240007411 訪問介護等 1472400074 居宅介護支援センター　松林 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240007415 通所介護等 1472400074 居宅介護支援センター　松林 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240007443 居宅介護支援 1472400074 居宅介護支援センター　松林 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240008243 居宅介護支援 1472400082 翔の会小和田ケアセンター居宅介護支援 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240013211 訪問介護等 1472400132 居宅介護支援センター　ふれあい北口ケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240013243 居宅介護支援 1472400132 居宅介護支援センター　ふれあい北口ケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240014011 訪問介護等 1472400140 ニチイケアセンター茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240015751 介護老人福祉施設等 1472400157 特別養護老人ホーム　カトレアホーム 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240017311 訪問介護等 1472400173 有限会社茅ケ崎ケアサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240021533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472400215 ソノラス・コート茅ケ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240022311 訪問介護等 1472400223 医療法人徳洲会　茅ヶ崎徳洲会駅前介護センター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240022343 居宅介護支援 1472400223 医療法人徳洲会　茅ヶ崎徳洲会駅前介護センター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240024951 介護老人福祉施設等 1472400249 特別養護老人ホーム　アザリアホーム 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240025651 介護老人福祉施設等 1472400256 特別養護老人ホーム　芹沢ホーム 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240029817 福祉用具貸与等 1472400298 株式会社　ニッショウ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240030615 通所介護等 1472400306 ケアセンター　アザリアホーム 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240034833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472400348 湘南ふれあいの園 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240036333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472400363 グリーンズ湘南・茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240037133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472400371 湘南ふれあいの園　ナーシングホーム元町 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240051211 訪問介護等 1472400512 元町ケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240051215 通所介護等 1472400512 元町ケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240051243 居宅介護支援 1472400512 元町ケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240052043 居宅介護支援 1472400520 翔の会　萩園ケアセンター居宅介護支援 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240053811 訪問介護等 1472400538 翔の会　萩園ケアセンター訪問介護 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240054615 通所介護等 1472400546 翔の会　萩園ケアセンター通所介護 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240058715 通所介護等 1472400587 特別養護老人ホーム芹沢ホーム　通所介護 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240060311 訪問介護等 1472400603 翔の会小和田ケアセンター　訪問介護 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240061115 通所介護等 1472400611 翔の会小和田ケアセンター　よいしょ　通所介護 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240066051 介護老人福祉施設等 1472400660 特別養護老人ホーム　汐見台パシフィックステージ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240068611 訪問介護等 1472400686 ＮＰＯ法人　ワーカーズ　一心 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240070215 通所介護等 1472400702 高齢者デイサービスセンター　汐見台パシフィックステージ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240071015 通所介護等 1472400710 デイサービスまつなみ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240072811 訪問介護等 1472400728 ホームヘルプ・ライフタウン 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240095915 通所介護等 1472400959 さくらケアセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147240101511 訪問介護等 1472401015 有限会社　トータルケア健やか 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240102311 訪問介護等 1472401023 アメニティ３６５ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240108011 訪問介護等 1472401080 ハッピーハッピー茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240108017 福祉用具貸与等 1472401080 ハッピーハッピー茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240108043 居宅介護支援 1472401080 ハッピーハッピー茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240112251 介護老人福祉施設等 1472401122 特別養護老人ホーム　つるみね 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240114811 訪問介護等 1472401148 ケアサポート福寿草 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240114843 居宅介護支援 1472401148 ケアサポート福寿草 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240115515 通所介護等 1472401155 ニッショウ　スマイルステーション茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240116315 通所介護等 1472401163 デイサービスセンターつるみね 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240117111 訪問介護等 1472401171 湘南ベルサイド　ヘルパーステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240119715 通所介護等 1472401197 まつなみクラブ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240125411 訪問介護等 1472401254 社会福祉法人　慶寿会　平和町介護サービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240125443 居宅介護支援 1472401254 社会福祉法人　慶寿会　平和町介護サービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240126243 居宅介護支援 1472401262 日本福祉相談所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240127015 通所介護等 1472401270 デイサービス富士見 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240129615 通所介護等 1472401296 デイサービス　友 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240131251 介護老人福祉施設等 1472401312 特別養護老人ホーム　湘南くすの木 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240132015 通所介護等 1472401320 デイサービスセンター　湘南くすの木 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240148615 通所介護等 1472401486 PLATFORM　つるつる 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240150211 訪問介護等 1472401502 セントケア茅ケ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240150212 訪問入浴介護等 1472401502 セントケア茅ケ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240150243 居宅介護支援 1472401502 セントケア茅ケ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240155115 通所介護等 1472401551 セントケア茅ヶ崎デイサービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240156933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472401569 アンリ茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240159317 福祉用具貸与等 1472401593 ふれあい便利堂 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240160133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472401601 アマポーラ湘南 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240161911 訪問介護等 1472401619 へいあんホームケア　茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240161943 居宅介護支援 1472401619 へいあんホームケア　茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240162743 居宅介護支援 1472401627 居宅介護支援事業所さくら倶楽部 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240164315 通所介護等 1472401643 福寿草デイサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240166811 訪問介護等 1472401668 湘南シニアサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240169215 通所介護等 1472401692 高齢者デイサービスセンター　プルメリア湘南 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240171815 通所介護等 1472401718 デイサービス雅 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240172615 通所介護等 1472401726 ニッショウ　スマイルステーション辻堂 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240188211 訪問介護等 1472401882 訪問介護事業所　ハピネス茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240199915 通所介護等 1472401999 中海岸デイサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240200533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472402005 ケアヴィレッジ湘南茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240201312 訪問入浴介護等 1472402013 アースサポート茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240202143 居宅介護支援 1472402021 合同会社　ケアプラン　ひざしの 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240205433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472402054 湘南ふれあいの園　湘南東部 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240206215 通所介護等 1472402062 デイサービス　ミント高田 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240209615 通所介護等 1472402096 縁福デイサービス柳島 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240211215 通所介護等 1472402112 デイサービス　ふる里 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240212015 通所介護等 1472402120 デイサービス　リハケア茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240239315 通所介護等 1472402393 デイサービス　ｒｉｂｂｏｎ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240244315 通所介護等 1472402443 リハビリ特化型デイサービス　ムーブメントプロ茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240245033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472402450 ネオ・サミット茅ヶ崎ケアレジデンス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240247611 訪問介護等 1472402476 ともえケアステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240250033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472402500 あいらの杜　茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240252611 訪問介護等 1472402526 ヘルパーステーション　リフシア浜之郷 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240253415 通所介護等 1472402534 通所　且座 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240258317 福祉用具貸与等 1472402583 ケアサポート湘南 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240260943 居宅介護支援 1472402609 ＭＩＫＯＭＡ湘南 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240262515 通所介護等 1472402625 シェフズデイサービス茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240282311 訪問介護等 1472402823 ソレイユケアセンタ－ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240283151 介護老人福祉施設等 1472402831 社会福祉法人麗寿会　ふれあいの麗寿ユニット型 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240284951 介護老人福祉施設等 1472402849 社会福祉法人麗寿会　ふれあいの麗寿 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240285615 通所介護等 1472402856 レッツ倶楽部茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240290611 訪問介護等 1472402906 湘南東部訪問介護事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240292243 居宅介護支援 1472402922 介護相談室　一歩 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240294815 通所介護等 1472402948 ケアステーションあさひ茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240295517 福祉用具貸与等 1472402955 福祉用具の明 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240297111 訪問介護等 1472402971 ＳＯＭＰＯケア　茅ヶ崎　訪問介護 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240298911 訪問介護等 1472402989 訪問介護ステーション　ぽぷり茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240299743 居宅介護支援 1472402997 居宅介護支援事業所　ぽぷり茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240300311 訪問介護等 1472403003 訪問介護かえで茅ヶ崎サービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240300343 居宅介護支援 1472403003 訪問介護かえで茅ヶ崎サービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147240302917 福祉用具貸与等 1472403029 かがわケアサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240303711 訪問介護等 1472403037 グッドタイムケア・茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240304511 訪問介護等 1472403045 木下の介護　茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240304543 居宅介護支援 1472403045 木下の介護　茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147240305211 訪問介護等 1472403052 訪問介護ファミリー・ホスピス茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250001443 居宅介護支援 1472500014 青木病院在宅支援センター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250002211 訪問介護等 1472500022 社会福祉法人逗子市社会福祉協議会さくら貝サービス事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250002243 居宅介護支援 1472500022 社会福祉法人逗子市社会福祉協議会さくら貝サービス事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250003043 居宅介護支援 1472500030 湘南の凪 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250004843 居宅介護支援 1472500048 やさしい手逗子居宅介護支援事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250007111 訪問介護等 1472500071 逗子ぬくもりの家 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250008915 通所介護等 1472500089 逗子ホームせせらぎ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250008943 居宅介護支援 1472500089 逗子ホームせせらぎ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250008951 介護老人福祉施設等 1472500089 逗子ホームせせらぎ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250009711 訪問介護等 1472500097 やさしい手逗子訪問介護事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250011317 福祉用具貸与等 1472500113 有限会社　介護用品専門店　たんぽぽ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250012116 通所リハビリテーション等 1472500121 青木病院通所リハビリセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250014711 訪問介護等 1472500147 訪問介護センター　ふれあい 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250021243 居宅介護支援 1472500212 逗子清寿苑居宅介護支援事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250022051 介護老人福祉施設等 1472500220 介護老人福祉施設　逗子清寿苑 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250023815 通所介護等 1472500238 逗子清寿苑　デイサービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250027911 訪問介護等 1472500279 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブこだま 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250029511 訪問介護等 1472500295 ケアサポートてん 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250029517 福祉用具貸与等 1472500295 ケアサポートてん 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250029543 居宅介護支援 1472500295 ケアサポートてん 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250031143 居宅介護支援 1472500311 逗子ぬくもりの家居宅介護支援事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250034511 訪問介護等 1472500345 けいすいケアセンター逗子 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250041011 訪問介護等 1472500410 株式会社　クリンリィ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250042811 訪問介護等 1472500428 有限会社　猫の手 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250042843 居宅介護支援 1472500428 有限会社　猫の手 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250044443 居宅介護支援 1472500444 介護支援センター　ふれあい 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250045111 訪問介護等 1472500451 ニチイケアセンター逗子 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250053511 訪問介護等 1472500535 しらかば支援事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250055011 訪問介護等 1472500550 グレイスケア逗子鎌倉 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250055043 居宅介護支援 1472500550 グレイスケア逗子鎌倉 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250056811 訪問介護等 1472500568 アプローズ湘南・ケアサービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250059211 訪問介護等 1472500592 福祉クラブ生協訪問介護ステーションよつ葉 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250060043 居宅介護支援 1472500600 特定非営利活動法人パル 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250061815 通所介護等 1472500618 けいすい　デイサービス　逗子 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250070943 居宅介護支援 1472500709 居宅介護支援事業所　ゆめライフ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250073343 居宅介護支援 1472500733 福祉クラブ生協オプティ逗子葉山 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250074115 通所介護等 1472500741 サロンデイ逗子 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250075843 居宅介護支援 1472500758 介護相談　ライム 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250082415 通所介護等 1472500824 ルネサンス　元氣ジム東逗子 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250085743 居宅介護支援 1472500857 特別養護老人ホーム　逗子杜の郷 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250085751 介護老人福祉施設等 1472500857 特別養護老人ホーム　逗子杜の郷 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250086551 介護老人福祉施設等 1472500865 特別養護老人ホーム　逗子杜の郷　ユニット型 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250087315 通所介護等 1472500873 でいさーびす　アニエルチ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250089915 通所介護等 1472500899 デイサービス　心 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250091515 通所介護等 1472500915 リハビリステーション結生 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250094911 訪問介護等 1472500949 Ｃｅｒｕｌｅａｎ　ｂｌｕｅ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250094943 居宅介護支援 1472500949 Ｃｅｒｕｌｅａｎ　ｂｌｕｅ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250095611 訪問介護等 1472500956 逗子病院訪問介護事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250096411 訪問介護等 1472500964 ケアサポート　桜山 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250097243 居宅介護支援 1472500972 湘南記念小坪クリニック居宅介護支援部 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250099843 居宅介護支援 1472500998 湘南ケアプラン 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250100433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472501004 ミモザ逗子樫の木苑 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250101233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472501012 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ東逗子 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250103843 居宅介護支援 1472501038 オーバル　居宅介護支援事業 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250104633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472501046 けいすいone sホームゆるりと 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147250105311 訪問介護等 1472501053 オーバル　訪問介護 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270001043 居宅介護支援 1472700010 美山居宅支援センター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270010151 介護老人福祉施設等 1472700101 美山特養ホーム 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270011951 介護老人福祉施設等 1472700119 特別養護老人ホーム　はまゆう 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270012733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472700127 介護付有料老人ホーム　油壺エデンの園 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270013543 居宅介護支援 1472700135 はまゆう高齢者ケアプラザ介護保険相談室 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270014315 通所介護等 1472700143 リハビリ＆デイサービス　アーブル・ヴェール 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270024215 通所介護等 1472700242 美山通所介護サービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147270026715 通所介護等 1472700267 デイサービス　みうら 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270037411 訪問介護等 1472700374 特定非営利活動法人　三浦市介護サービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270037443 居宅介護支援 1472700374 特定非営利活動法人　三浦市介護サービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270043211 訪問介護等 1472700432 はまゆう訪問介護ステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270046533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472700465 ソノラス・コート油壺 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270048115 通所介護等 1472700481 リハビリデイセンター悠みうら 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270050733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472700507 有料老人ホーム　アーブル・ヴェール 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270052315 通所介護等 1472700523 スマイル住まいる三浦 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270068933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472700689 リフレ油壺 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270068951 介護老人福祉施設等 1472700689 リフレ油壺 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270069733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472700697 油壺マリーナヒルズ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270071311 訪問介護等 1472700713 キムラ介護支援サービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270077043 居宅介護支援 1472700770 チームケアプロジェクト 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270078811 訪問介護等 1472700788 訪問介護　ロード 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270081243 居宅介護支援 1472700812 居宅介護支援事業所なのはな 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270092911 訪問介護等 1472700929 サポート歩 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270093715 通所介護等 1472700937 デイサービス本舗　三崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270094551 介護老人福祉施設等 1472700945 美山ユニット特養ホーム 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270095211 訪問介護等 1472700952 マイホーム　訪問介護センター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270097815 通所介護等 1472700978 コスモスの家　デイサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270098615 通所介護等 1472700986 風の谷リハビリデイサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270103433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472701034 そんぽの家　三浦 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270106743 居宅介護支援 1472701067 ケアホーム三浦居宅介護支援事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270107515 通所介護等 1472701075 平成デイサービスセンター三浦 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270108351 介護老人福祉施設等 1472701083 介護老人福祉施設　ケアホーム三浦 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270109151 介護老人福祉施設等 1472701091 特別養護老人ホーム遊楽の丘 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270111715 通所介護等 1472701117 どんどん！デイサービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270112517 福祉用具貸与等 1472701125 メディケアセンター三浦 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270115815 通所介護等 1472701158 ケアステーションあさひ三浦海岸 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270116643 居宅介護支援 1472701166 サンライズ居宅介護支援事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147270117443 居宅介護支援 1472701174 三浦メディカルクリニック居宅介護支援事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280001817 福祉用具貸与等 1472800018 村田薬局 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280001843 居宅介護支援 1472800018 村田薬局 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280083643 居宅介護支援 1472800836 有限会社ナカニシ薬局介護サービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280090115 通所介護等 1472800901 老人デイサービスセンターはだの松寿苑 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280091951 介護老人福祉施設等 1472800919 特別養護老人ホーム　はだの松寿苑 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280104011 訪問介護等 1472801040 セントケア秦野 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280104012 訪問入浴介護等 1472801040 セントケア秦野 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280104043 居宅介護支援 1472801040 セントケア秦野 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280142043 居宅介護支援 1472801420 ハーモニーケアぷらん 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280164417 福祉用具貸与等 1472801644 介護ショップあかつき 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280209743 居宅介護支援 1472802097 居宅介護支援事業所　陽だまり 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280210543 居宅介護支援 1472802105 マルイ・ケア 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147280228715 通所介護等 1472802287 デイサービスセンター福寿はだの戸川 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149220070273 小規模多機能型居宅介護等 1492200702 小規模多機能「へいあん片瀬鵠沼」 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149220071032 認知症対応型共同生活介護等 1492200710 グループホーム「へいあん片瀬鵠沼」 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149220086815 通所介護等 1492200868 デイサービス　ゆうぜん　鵠沼 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230004932 認知症対応型共同生活介護等 1492300049 グループホームめろでぃー 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230007232 認知症対応型共同生活介護等 1492300072 グループホーム“悠久”ほたるだ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230008032 認知症対応型共同生活介護等 1492300080 潤生園よりあいどころ田島 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230010632 認知症対応型共同生活介護等 1492300106 愛の家グループホーム小田原前川 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230011473 小規模多機能型居宅介護等 1492300114 小規模多機能型居宅介護　こやわた 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230012215 通所介護等 1492300122 ほうとく 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230013032 認知症対応型共同生活介護等 1492300130 グループホーム「へいあん荻窪」 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230014832 認知症対応型共同生活介護等 1492300148 愛の家グループホーム小田原久野 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230015532 認知症対応型共同生活介護等 1492300155 イリーゼグループホーム小田原鴨宮 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230016332 認知症対応型共同生活介護等 1492300163 グループホームみさき前川 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230017173 小規模多機能型居宅介護等 1492300171 小規模多機能型事業所　ふじの花 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230018932 認知症対応型共同生活介護等 1492300189 グループホーム　うめの木園 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230019773 小規模多機能型居宅介護等 1492300197 潤生園　みんなの家　ほたるだ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230020573 小規模多機能型居宅介護等 1492300205 潤生園　みんなの家　はくさん 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230022176 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492300221 潤生園東部ホームヘルプサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230023915 通所介護等 1492300239 エール　リハビリステーション 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230024715 通所介護等 1492300247 リビングケア唯の家　久野 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230025415 通所介護等 1492300254 リハプライド小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230026215 通所介護等 1492300262 こむ北ノ窪　デイサービス　まむ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230027015 通所介護等 1492300270 デイサービスハッピータイム小田原富水 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230028873 小規模多機能型居宅介護等 1492300288 潤生園　みんなの家　たじま 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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149230029632 認知症対応型共同生活介護等 1492300296 西湘グループホーム　えん 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230030473 小規模多機能型居宅介護等 1492300304 西湘ケアホーム　えん 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230032015 通所介護等 1492300320 レコードブック小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230033877 看護小規模多機能型居宅介護 1492300338 看護小規模多機能型居宅介護施設　たんぽぽ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230035315 通所介護等 1492300353 デイサービス　七福なるだ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230036115 通所介護等 1492300361 カルム　デイサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230037915 通所介護等 1492300379 だんらんの家　浜町 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149230038732 認知症対応型共同生活介護等 1492300387 オセアンビクトリア小田原 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240005432 認知症対応型共同生活介護等 1492400054 セントケアホーム茅ケ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240015332 認知症対応型共同生活介護等 1492400153 リフシア香川 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240015373 小規模多機能型居宅介護等 1492400153 リフシア香川 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240016132 認知症対応型共同生活介護等 1492400161 グループホーム円蔵 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240017933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1492400179 スマイルコート円蔵 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240020332 認知症対応型共同生活介護等 1492400203 いこいの郷　花梨・赤羽根 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240021132 認知症対応型共同生活介護等 1492400211 ホームフレンド浜竹 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240022951 介護老人福祉施設等 1492400229 地域密着型特別養護老人ホーム　湘南くすの木　はる 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240024515 通所介護等 1492400245 ひまわりの詩 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240025232 認知症対応型共同生活介護等 1492400252 リフシア矢畑 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240025277 看護小規模多機能型居宅介護 1492400252 リフシア矢畑 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240026015 通所介護等 1492400260 デイサービス快優館茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240027876 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492400278 リフシア浜之郷 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240028677 看護小規模多機能型居宅介護 1492400286 結の家　りあん 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240029415 通所介護等 1492400294 通所　茶廊 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240030215 通所介護等 1492400302 Ultra Reha 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240031015 通所介護等 1492400310 デイサービス　ぽぷり茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240033615 通所介護等 1492400336 レコードブック湘南茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240034415 通所介護等 1492400344 アロハ　茅ヶ崎スタジオ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240035115 通所介護等 1492400351 生きがい工房茅ヶ崎 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240037715 通所介護等 1492400377 リハビリ特化型デイサービス　ムーブメントプロ円蔵 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149240038577 看護小規模多機能型居宅介護 1492400385 セントケア看護小規模松が丘 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149250003632 認知症対応型共同生活介護等 1492500036 グループホームほっとハウス星ヶ谷 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149250004473 小規模多機能型居宅介護等 1492500044 おーばる・ほーむ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149250008515 通所介護等 1492500085 デイサービス和 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149250010115 通所介護等 1492500101 リハビリセンター彩 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149250011915 通所介護等 1492500119 リハビリデイサービスじん 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149250012773 小規模多機能型居宅介護等 1492500127 福祉クラブ生協小規模多機能サービス池子事業所 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149250014315 通所介護等 1492500143 ハレハレデイテラス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149270004051 介護老人福祉施設等 1492700040 たんぽぽ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149270006515 通所介護等 1492700065 認知症高齢者対応型通所介護事業所ぶらい庵 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149270007373 小規模多機能型居宅介護等 1492700073 小規模多機能型居宅介護　みうらうみ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149270008115 通所介護等 1492700081 それいけ！デイサービスセンター 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149270012315 通所介護等 1492700123 風の谷リビングデイサービス 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149270013115 通所介護等 1492700131 リハビリデイサービス絹と竹 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149270014973 小規模多機能型居宅介護等 1492700149 小規模多機能型居宅介護事業所　湯ごころ 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149270015632 認知症対応型共同生活介護等 1492700156 花物語みうら南 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149270016432 認知症対応型共同生活介護等 1492700164 花物語みうら 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149270017215 通所介護等 1492700172 花織みうら 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149280004832 認知症対応型共同生活介護等 1492800048 ソレスタ秦野 県12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141280043116 通所リハビリテーション等 1412800431 通所リハビリテーション　ぬくもりの家 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141280082914 訪問リハビリテーション等 1412800829 医療法人社団三喜会  鶴巻温泉病院 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141280082916 通所リハビリテーション等 1412800829 医療法人社団三喜会  鶴巻温泉病院 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141281008316 通所リハビリテーション等 1412810083 あべ整形外科 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141290133813 訪問看護等 1412901338 杉浦医院 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141290181716 通所リハビリテーション等 1412901817 亀田森の里病院 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141290215343 居宅介護支援 1412902153 米澤外科内科 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141290226014 訪問リハビリテーション等 1412902260 医療法人社団　広栄会　厚木循環器・内科クリニック 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141300105443 居宅介護支援 1413001054 南大和クリニック居宅介護支援事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141300176516 通所リハビリテーション等 1413001765 医療法人　西鶴間メディカルクリニック 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141300207813 訪問看護等 1413002078 桜ケ丘中央病院 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141300207814 訪問リハビリテーション等 1413002078 桜ケ丘中央病院 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141300236714 訪問リハビリテーション等 1413002367 南大和病院 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141301030316 通所リハビリテーション等 1413010303 ゆこすメディカルケアクリニック通所リハビリセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141400123614 訪問リハビリテーション等 1414001236 伊勢原たかはし整形外科　訪問リハビリテーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145288000316 通所リハビリテーション等 1452880003 秦野老人保健施設　みかん 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145288000352 介護老人保健施設等 1452880003 秦野老人保健施設　みかん 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145288002914 訪問リハビリテーション等 1452880029 医療法人社団　三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ鶴巻 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145288002976 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1452880029 医療法人社団　三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ鶴巻 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145288003752 介護老人保健施設等 1452880037 医療法人社団栄相会　介護老人保健施設ミノゲール 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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145288004516 通所リハビリテーション等 1452880045 医療法人社団佑樹会　介護老人保健施設　めぐみの里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145288004552 介護老人保健施設等 1452880045 医療法人社団佑樹会　介護老人保健施設　めぐみの里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145288005216 通所リハビリテーション等 1452880052 医療法人社団　佑樹会　介護老人保健施設　ひまわりの里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145288005252 介護老人保健施設等 1452880052 医療法人社団　佑樹会　介護老人保健施設　ひまわりの里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298000114 訪問リハビリテーション等 1452980001 介護老人保健施設　さつきの里あつぎ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298000116 通所リハビリテーション等 1452980001 介護老人保健施設　さつきの里あつぎ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298000143 居宅介護支援 1452980001 介護老人保健施設　さつきの里あつぎ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298000152 介護老人保健施設等 1452980001 介護老人保健施設　さつきの里あつぎ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298001916 通所リハビリテーション等 1452980019 介護老人保健施設　コミュニティケア北部 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298001952 介護老人保健施設等 1452980019 介護老人保健施設　コミュニティケア北部 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298002716 通所リハビリテーション等 1452980027 介護老人保健施設　ぬるみず 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298002752 介護老人保健施設等 1452980027 介護老人保健施設　ぬるみず 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298003514 訪問リハビリテーション等 1452980035 介護老人保健施設　さくら 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298003516 通所リハビリテーション等 1452980035 介護老人保健施設　さくら 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298003552 介護老人保健施設等 1452980035 介護老人保健施設　さくら 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298004316 通所リハビリテーション等 1452980043 介護老人保健施設こまち 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298004352 介護老人保健施設等 1452980043 介護老人保健施設こまち 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298005016 通所リハビリテーション等 1452980050 介護老人保健施設　さくらサテライト 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145298005052 介護老人保健施設等 1452980050 介護老人保健施設　さくらサテライト 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145308000952 介護老人保健施設等 1453080009 南大和老人保健施設 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145308001716 通所リハビリテーション等 1453080017 介護老人保健施設　成和ナーシングプラザ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145308001752 介護老人保健施設等 1453080017 介護老人保健施設　成和ナーシングプラザ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145308004116 通所リハビリテーション等 1453080041 介護老人保健施設　葵の園・大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145308004152 介護老人保健施設等 1453080041 介護老人保健施設　葵の園・大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145408000816 通所リハビリテーション等 1454080008 介護老人保健施設　ほほえみの丘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145408000852 介護老人保健施設等 1454080008 介護老人保健施設　ほほえみの丘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145408001614 訪問リハビリテーション等 1454080016 医療法人社団　松和会　介護老人保健施設ききょう苑 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145408001643 居宅介護支援 1454080016 医療法人社団　松和会　介護老人保健施設ききょう苑 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146289000213 訪問看護等 1462890002 医療法人社団三喜会　鶴巻訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146289008513 訪問看護等 1462890085 訪問看護ステーションまつだ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146289010113 訪問看護等 1462890101 訪問　Ｒ-station 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299000013 訪問看護等 1462990000 訪問看護ステーションさつき 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299002613 訪問看護等 1462990026 訪問看護ステーションもみじ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299007513 訪問看護等 1462990075 仁厚会　訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299007543 居宅介護支援 1462990075 仁厚会　訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299010913 訪問看護等 1462990109 訪問看護ステーション　ふたばらいふ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299013313 訪問看護等 1462990133 リビングケア訪問看護ステーション厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299014113 訪問看護等 1462990141 なごみ訪問看護リハビリステーション厚木南 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299014143 居宅介護支援 1462990141 なごみ訪問看護リハビリステーション厚木南 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299018213 訪問看護等 1462990182 在宅療養支援ステーション楓の風　あつぎ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299022413 訪問看護等 1462990224 すこやか訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299023213 訪問看護等 1462990232 アトラ訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299024013 訪問看護等 1462990240 訪問看護ステーションすぽると厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299026513 訪問看護等 1462990265 りぼん　訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146299027313 訪問看護等 1462990273 医療法人　鉄蕉会　亀田訪問看護ステーション森の里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309000813 訪問看護等 1463090008 南大和訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309001613 訪問看護等 1463090016 成和訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309002413 訪問看護等 1463090024 大和市医師会訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309008113 訪問看護等 1463090081 セントケア訪問看護ステーション大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309009913 訪問看護等 1463090099 サニーケア訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309010713 訪問看護等 1463090107 スカイ訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309016413 訪問看護等 1463090164 昴訪問看護リハビリステーション南林間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309017213 訪問看護等 1463090172 在宅療養支援ステーション楓の風　やまと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309018013 訪問看護等 1463090180 ベルケア訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309020613 訪問看護等 1463090206 訪問看護リハビリステーション　ケアフォレスト 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309021413 訪問看護等 1463090214 タツミ訪問看護ステーション大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309022213 訪問看護等 1463090222 くるみ訪問看護リハビリステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309024813 訪問看護等 1463090248 訪問看護ステーション　Ｎｏｒｍａｌｌｙ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309025513 訪問看護等 1463090255 ころんず訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309027113 訪問看護等 1463090271 はあと訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309029713 訪問看護等 1463090297 スターク訪問看護ステーション大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309029743 居宅介護支援 1463090297 スタークケアプランセンター大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309031313 訪問看護等 1463090313 アイルケア訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146309032113 訪問看護等 1463090321 HANA～花～訪問看護リハビリステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146409000713 訪問看護等 1464090007 ＪＡ訪問看護ステーションいせはら 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146409004913 訪問看護等 1464090049 医療法人社団三喜会　鶴巻訪問看護ステーションいせはら 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146409009813 訪問看護等 1464090098 訪問看護ステーションのい 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146409014813 訪問看護等 1464090148 おおやま訪問看護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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146409015513 訪問看護等 1464090155 タツミ訪問看護ステーション伊勢原 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146409022113 訪問看護等 1464090221 よつ葉 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146409023913 訪問看護等 1464090239 ソフィアメディ訪問看護ステーション伊勢原 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280002643 居宅介護支援 1472800026 十全堂居宅介護支援事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280003443 居宅介護支援 1472800034 秦野伊勢原医師会　居宅介護支援事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280004243 居宅介護支援 1472800042 医療法人社団三喜会　鶴巻訪問看護ステーション居宅介護支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280005915 通所介護等 1472800059 くず葉台ケアセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280005943 居宅介護支援 1472800059 くず葉台ケアセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280006715 通所介護等 1472800067 菖蒲荘居宅支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280006743 居宅介護支援 1472800067 菖蒲荘居宅支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280007511 訪問介護等 1472800075 寿湘ヶ丘居宅介護支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280007515 通所介護等 1472800075 寿湘ヶ丘居宅介護支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280007543 居宅介護支援 1472800075 寿湘ヶ丘居宅介護支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280014111 訪問介護等 1472800141 ニチイケアセンター秦野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280015811 訪問介護等 1472800158 株式会社　エスティサービス秦野営業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280015812 訪問入浴介護等 1472800158 株式会社　エスティサービス秦野営業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280015817 福祉用具貸与等 1472800158 株式会社　エスティサービス秦野営業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280017411 訪問介護等 1472800174 特定非営利活動法人　野の花ネットワーク 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280018251 介護老人福祉施設等 1472800182 介護老人福祉施設　寿湘ケ丘老人ホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280019051 介護老人福祉施設等 1472800190 介護老人福祉施設　菖蒲荘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280020833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472800208 サンシティ神奈川 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280021611 訪問介護等 1472800216 秦野市社会福祉協議会　訪問介護事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280022415 通所介護等 1472800224 つるまきケアセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280025717 福祉用具貸与等 1472800257 らくらく介護ショップ十全堂 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280038011 訪問介護等 1472800380 有限会社　ウーマンケアサービス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280045511 訪問介護等 1472800455 訪問介護サービスほっと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280047143 居宅介護支援 1472800471 医療法人社団三喜会　鶴巻訪問看護ステーションはだの居宅介護支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280052151 介護老人福祉施設等 1472800521 特別養護老人ホーム　湖 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280053915 通所介護等 1472800539 湖ケアセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280068715 通所介護等 1472800687 ＪＡデイサービスセンターはだの 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280075215 通所介護等 1472800752 特定非営利活動法人　野の花ネットワーク　通所介護事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280076011 訪問介護等 1472800760 オンリーワンケアセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280078615 通所介護等 1472800786 ケアプロ２１はだの 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280107315 通所介護等 1472801073 堀川デイサービスセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280108115 通所介護等 1472801081 特定非営利活動法人みきフレンド・あさひ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280115615 通所介護等 1472801156 ニチイケアセンターほりにし 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280133916 通所リハビリテーション等 1472801339 みかんクリニック通所リハビリテーション　デイケアこ・みかん 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280134712 訪問入浴介護等 1472801347 アサヒサンクリーン在宅介護センター秦野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280136212 訪問入浴介護等 1472801362 アースサポート秦野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280143815 通所介護等 1472801438 デイサービス　フォルテシモ　はだの 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280144615 通所介護等 1472801446 デイサービス和楽しぶさわ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280147915 通所介護等 1472801479 ディサービス　さくら 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280165143 居宅介護支援 1472801651 ケアプラン銀河 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280166933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472801669 高齢者住宅　グループハウス　やまぼうし 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280167711 訪問介護等 1472801677 ニチイケアセンターまほろば 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280167715 通所介護等 1472801677 ニチイケアセンターまほろば 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280168515 通所介護等 1472801685 横田リハビリセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280172715 通所介護等 1472801727 ハピネス　渋沢ケアセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280175011 訪問介護等 1472801750 特定非営利活動法人みきフレンド・あふり 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280175043 居宅介護支援 1472801750 特定非営利活動法人みきフレンド・あふり 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280176815 通所介護等 1472801768 手をつな号　デイハウス　なみき 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280177615 通所介護等 1472801776 介護保険リハビリデイサービス　こみやま 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280178415 通所介護等 1472801784 デイサービス笑和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280179215 通所介護等 1472801792 健康ぷらす鶴巻 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280180015 通所介護等 1472801800 サロンデイ東海大駅前 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280181815 通所介護等 1472801818 デイサービスセンター「輪」 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280182633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472801826 アプルール秦野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280183433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472801834 プライムガーデン秦野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280184211 訪問介護等 1472801842 訪問介護サービス　ココロコネクト 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280185915 通所介護等 1472801859 デイサービスくつろぎ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280187551 介護老人福祉施設等 1472801875 特別養護老人ホーム　秦野陽光園 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280203043 居宅介護支援 1472802030 つるかめ居宅介護支援センター秦野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280205543 居宅介護支援 1472802055 ケアプラン　フォルテシモ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280211311 訪問介護等 1472802113 訪問介護　ＨＯＰＥ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280213915 通所介護等 1472802139 カルチャーリゾート秦野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280214743 居宅介護支援 1472802147 居宅支援サービス　ココロコネクト 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280215411 訪問介護等 1472802154 つるかめヘルパーステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280216211 訪問介護等 1472802162 訪問介護みちびき 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147280218843 居宅介護支援 1472802188 医療法人社団　佑樹会　居宅介護支援事業所　めぐみの里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280219615 通所介護等 1472802196 デイサービスあすなろ　南矢名店 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280220415 通所介護等 1472802204 デイサービスセンター秦野陽光園 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280223817 福祉用具貸与等 1472802238 チャーリーケア　秦野営業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280224611 訪問介護等 1472802246 訪問支援事業所　一静 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280225343 居宅介護支援 1472802253 むつみケアプランセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280226115 通所介護等 1472802261 デイサービスケアリッツ鶴巻 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280227951 介護老人福祉施設等 1472802279 ショートステイケアリッツ鶴巻 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280229543 居宅介護支援 1472802295 居宅介護支援事業所　ハートウェル 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280230315 通所介護等 1472802303 デイサービス　ハートウェル秦野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280231117 福祉用具貸与等 1472802311 メディケアセンター秦野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280232933 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1472802329 ディーフェスタクオーレ秦野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280233715 通所介護等 1472802337 デイサービスセンター福寿はだの平沢 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147280234517 福祉用具貸与等 1472802345 福祉用具レンタル販売　ハートウェル秦野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290001615 通所介護等 1472900016 ケアセンターあさひ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290003211 訪問介護等 1472900032 相模ゴム工業株式会社　厚木営業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290003212 訪問入浴介護等 1472900032 相模ゴム工業株式会社　厚木営業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290003243 居宅介護支援 1472900032 相模ゴム工業株式会社　厚木営業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290004017 福祉用具貸与等 1472900040 株式会社　イノベイションオブメディカルサービス　厚木支社　 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290005743 居宅介護支援 1472900057 東名厚木病院居宅介護支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290006515 通所介護等 1472900065 ムツアイホーム　やすらぎ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290006543 居宅介護支援 1472900065 ムツアイホーム　やすらぎ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290006551 介護老人福祉施設等 1472900065 ムツアイホーム　やすらぎ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290007315 通所介護等 1472900073 高齢者総合福祉サービスセンター　森の里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290007351 介護老人福祉施設等 1472900073 高齢者総合福祉サービスセンター　森の里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290008112 訪問入浴介護等 1472900081 株式会社　丸新 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290010715 通所介護等 1472900107 玉川グリーンホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290010743 居宅介護支援 1472900107 玉川グリーンホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290011511 訪問介護等 1472900115 居宅介護支援センター　けいわ荘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290011515 通所介護等 1472900115 居宅介護支援センター　けいわ荘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290011543 居宅介護支援 1472900115 居宅介護支援センター　けいわ荘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290013111 訪問介護等 1472900131 光温会温水ケアセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290013115 通所介護等 1472900131 光温会温水ケアセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290013143 居宅介護支援 1472900131 光温会温水ケアセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290014911 訪問介護等 1472900149 スマイルサポート 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290016411 訪問介護等 1472900164 ＪＡあつぎすずしろ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290019851 介護老人福祉施設等 1472900198 高齢者生活支援施設　けいわ荘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290020651 介護老人福祉施設等 1472900206 介護老人福祉施設　玉川グリーンホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290021415 通所介護等 1472900214 特別養護老人ホーム　甘露苑 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290021451 介護老人福祉施設等 1472900214 特別養護老人ホーム　甘露苑 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290022211 訪問介護等 1472900222 株式会社　ミュー 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290025511 訪問介護等 1472900255 ケアサポートツマダ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290028911 訪問介護等 1472900289 ニチイケアセンター本厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290034743 居宅介護支援 1472900347 ワーカーズ・コレクティブさち 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290036211 訪問介護等 1472900362 介護支援センター　なごみ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290036243 居宅介護支援 1472900362 介護支援センター　なごみ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290039611 訪問介護等 1472900396 サン・ライフ福祉サービスセンター厚木事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290039643 居宅介護支援 1472900396 サン・ライフ福祉サービスセンター厚木事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290049543 居宅介護支援 1472900495 ニチイケアセンター厚木北 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290054515 通所介護等 1472900545 デイサービスなごみ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290055215 通所介護等 1472900552 コミュニティーハウス　あゆらす 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290055243 居宅介護支援 1472900552 コミュニティーハウス　あゆらす 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290064412 訪問入浴介護等 1472900644 有限会社　まごの手介護サービス　厚木営業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290074311 訪問介護等 1472900743 特定非営利活動法人　福祉グループコアラ県央 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290078415 通所介護等 1472900784 デイサービス　くぬぎ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290082611 訪問介護等 1472900826 ケアステーションひだまり 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290095843 居宅介護支援 1472900958 サニーライフ本厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290096643 居宅介護支援 1472900966 居宅介護支援事業所　えまーぶる 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290097415 通所介護等 1472900974 通所介護事業所　えまーぶる 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290098243 居宅介護支援 1472900982 ケアサポートツマダ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290099051 介護老人福祉施設等 1472900990 ムツアイホーム　すこやか 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290101443 居宅介護支援 1472901014 森の里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290105515 通所介護等 1472901055 ケアセンター悠楽 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290106311 訪問介護等 1472901063 福祉クラブ生協　みんなの手 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290121217 福祉用具貸与等 1472901212 セキト介護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290123843 居宅介護支援 1472901238 介護支援事業所　田中ｓａｎ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290129515 通所介護等 1472901295 デイサービスさくら（依知運動機能回復センター） 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290134517 福祉用具貸与等 1472901345 近鉄スマイルライフ東日本営業部 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147290136033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472901360 ホームステーションらいふ愛甲石田 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290140211 訪問介護等 1472901402 株式会社ふたばらいふ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290141015 通所介護等 1472901410 茶話本舗デイサービス笑がお 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290143651 介護老人福祉施設等 1472901436 特別養護老人ホーム　はなの家とむろ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290144415 通所介護等 1472901444 サロンデイ厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290147743 居宅介護支援 1472901477 こまち　居宅介護支援事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290171733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472901717 グランレーヴ厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290172515 通所介護等 1472901725 まごの手社交倶楽部　うたたね 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290175815 通所介護等 1472901758 デイサービスあおぞら 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290179011 訪問介護等 1472901790 かなめ介護サービス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290180843 居宅介護支援 1472901808 ケアプランセンター　けいわ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290181643 居宅介護支援 1472901816 かなめ介護サービス居宅介護支援 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290185715 通所介護等 1472901857 健康ハーフデイ厚木かみえち 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290186511 訪問介護等 1472901865 ヘルパーステーションひなた 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290187315 通所介護等 1472901873 リビングケア唯の郷　厚木長谷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290188115 通所介護等 1472901881 自立支援デイサービスあゆみ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290189911 訪問介護等 1472901899 リビングケア訪問介護ステーション厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290193115 通所介護等 1472901931 厚木ケアセンターそよ風 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290193151 介護老人福祉施設等 1472901931 厚木ケアセンターそよ風 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290198043 居宅介護支援 1472901980 こあゆ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290199851 介護老人福祉施設等 1472901998 ユニット型介護老人福祉施設　玉川グリーンホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290201215 通所介護等 1472902012 ケアステーションあさひ厚木インター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290203815 通所介護等 1472902038 デイサービス鮎里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290207943 居宅介護支援 1472902079 ケアプランすぽると厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290209515 通所介護等 1472902095 リハビリ特化型デイサービス　カラダラボ本厚木駅前 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290210315 通所介護等 1472902103 デイ＆ステイ　ファミリーホーム棚沢 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290211115 通所介護等 1472902111 リビングケア唯の郷　愛甲石田 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290212911 訪問介護等 1472902129 訪問介護　てだすけ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290214515 通所介護等 1472902145 リビングケア唯の郷　厚木愛名 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290216015 通所介護等 1472902160 ひかりデイサービス厚木北 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290217815 通所介護等 1472902178 ひかりデイサービス妻田 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290217843 居宅介護支援 1472902178 ひかりデイサービス妻田 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290218615 通所介護等 1472902186 ひかりデイサービス荻野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290237633 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1472902376 小町山グリーンホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290238415 通所介護等 1472902384 デイサービスセンター福寿あつぎ長谷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290239215 通所介護等 1472902392 サニーライフ厚木デイサービス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290240011 訪問介護等 1472902400 ケアセンターあさひ　在宅支援 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290240043 居宅介護支援 1472902400 ケアセンターあさひ　在宅支援 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290242617 福祉用具貸与等 1472902426 Ｃａｒｒｅｎｔ　厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290243433 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1472902434 ふるさとホーム厚木三田 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290244233 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1472902442 ふるさとホーム本厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290246711 訪問介護等 1472902467 ケアステーション森の里こくど 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290247511 訪問介護等 1472902475 ケアサポート上依知 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290248317 福祉用具貸与等 1472902483 メディケアセンター厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290250915 通所介護等 1472902509 レッツ倶楽部ぺシュア厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290252515 通所介護等 1472902525 ブルーミングケア厚木中依知 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290255811 訪問介護等 1472902558 クローバー 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290256615 通所介護等 1472902566 デイサービスセンター福寿あつぎ中依知 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290257443 居宅介護支援 1472902574 ケアプラン　グランモールさくら及川 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290258243 居宅介護支援 1472902582 ケアプランなるほ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290259043 居宅介護支援 1472902590 ケアプランきみどり 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290260843 居宅介護支援 1472902608 ケアネット　奏音 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290262411 訪問介護等 1472902624 マイライフ厚木訪問介護事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290263233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472902632 SOMPOケア　ラヴィーレ本厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290264015 通所介護等 1472902640 ブルーミングケア厚木温水 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290265715 通所介護等 1472902657 あずみ苑厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290265751 介護老人福祉施設等 1472902657 あずみ苑厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290267311 訪問介護等 1472902673 訪問介護かえで厚木サービスセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290268115 通所介護等 1472902681 デイサービスセンター福寿あつぎ妻田西 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290269911 訪問介護等 1472902699 ケアステーション船子 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290270715 通所介護等 1472902707 デイサービスきらめき厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290271511 訪問介護等 1472902715 ニチイケアセンターやまぎわ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147290272311 訪問介護等 1472902723 ニチイケアセンター愛甲石田 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300001415 通所介護等 1473000014 ロゼホームつきみ野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300001443 居宅介護支援 1473000014 ロゼホームつきみ野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300001451 介護老人福祉施設等 1473000014 ロゼホームつきみ野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300003043 居宅介護支援 1473000030 医療法人徳洲会　大和徳洲会介護センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300006311 訪問介護等 1473000063 居宅介護支援センターサンホーム鶴間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147300006312 訪問入浴介護等 1473000063 居宅介護支援センターサンホーム鶴間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300006315 通所介護等 1473000063 居宅介護支援センターサンホーム鶴間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300006343 居宅介護支援 1473000063 居宅介護支援センターサンホーム鶴間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300007111 訪問介護等 1473000071 ワーカーズ想事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300007143 居宅介護支援 1473000071 ワーカーズ想事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300008943 居宅介護支援 1473000089 晃風園　居宅介護支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300009711 訪問介護等 1473000097 社会福祉法人　敬愛会 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300009715 通所介護等 1473000097 社会福祉法人　敬愛会 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300009743 居宅介護支援 1473000097 社会福祉法人　敬愛会 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300017051 介護老人福祉施設等 1473000170 特別養護老人ホーム　敬愛の園 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300018851 介護老人福祉施設等 1473000188 特別養護老人ホーム　晃風園 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300019651 介護老人福祉施設等 1473000196 高齢者介護福祉施設　サンホーム鶴間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300021215 通所介護等 1473000212 晃風園デイサービス草柳 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300022043 居宅介護支援 1473000220 大和市医師会　居宅介護支援事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300030315 通所介護等 1473000303 下和田ケアセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300033715 通所介護等 1473000337 ニチイケアセンター大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300044411 訪問介護等 1473000444 アースサポート大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300044412 訪問入浴介護等 1473000444 アースサポート大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300044415 通所介護等 1473000444 アースサポート大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300044443 居宅介護支援 1473000444 アースサポート大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300049343 居宅介護支援 1473000493 大和ＹＭＣＡケアプランセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300090717 福祉用具貸与等 1473000907 サクラサービス株式会社 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300092311 訪問介護等 1473000923 東京海上日動みずたま介護ＳＴ大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300094911 訪問介護等 1473000949 ダームメディカルケアサービス　つきみ野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300095611 訪問介護等 1473000956 スマイルケア　大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300100443 居宅介護支援 1473001004 東京海上日動みずたま介護ＳＴ大和ケアプランセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300104615 通所介護等 1473001046 社会福祉法人プレマ会　みなみ風 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300104651 介護老人福祉施設等 1473001046 社会福祉法人プレマ会　みなみ風 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300110315 通所介護等 1473001103 やまと　笑楽庵 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300110351 介護老人福祉施設等 1473001103 やまと　笑楽庵 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300111115 通所介護等 1473001111 晃風園デイサービスみのり 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300118643 居宅介護支援 1473001186 ケアプラン　ハピネス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300123611 訪問介護等 1473001236 セントケア大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300124415 通所介護等 1473001244 セントケア上草柳デイサービスセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300125117 福祉用具貸与等 1473001251 メディケアセンター大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300126915 通所介護等 1473001269 つきみ野かりん 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300130143 居宅介護支援 1473001301 居宅介護支援センター　ひまわりの郷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300132733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473001327 サニーステージ大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300133515 通所介護等 1473001335 リハビリストホーム　大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300134315 通所介護等 1473001343 デイサービスセンター　ひまわりの郷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300137643 居宅介護支援 1473001376 サニーケア居宅介護支援事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300140017 福祉用具貸与等 1473001400 株式会社　ケアプラザ　田園 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300146715 通所介護等 1473001467 ファミリー介護サービス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300167311 訪問介護等 1473001673 耀　やまと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300171515 通所介護等 1473001715 デイサロン　ふたば 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300172315 通所介護等 1473001723 リハビリデイサービス　ｇｅｎｋｉ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300178011 訪問介護等 1473001780 神奈川県ホームヘルプ協会・大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300186343 居宅介護支援 1473001863 せいわ居宅介護支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300189711 訪問介護等 1473001897 シャロームほっとステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300192115 通所介護等 1473001921 デイホーム　ハピネス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300193951 介護老人福祉施設等 1473001939 ル・リアンふかみ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300196233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473001962 そんぽの家　つきみ野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300197015 通所介護等 1473001970 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ大和店 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300198851 介護老人福祉施設等 1473001988 セントケア上草柳 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300200251 介護老人福祉施設等 1473002002 特別養護老人ホーム　和喜園　田園 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300215017 福祉用具貸与等 1473002150 株式会社フロンティア　大和営業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300216811 訪問介護等 1473002168 カーサプラチナ大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300216843 居宅介護支援 1473002168 カーサプラチナ大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300217615 通所介護等 1473002176 生きがい工房上和田 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300218411 訪問介護等 1473002184 東電さわやかケア鶴間・訪問介護 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300219243 居宅介護支援 1473002192 東電さわやかケア鶴間・居宅介護支援 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300220017 福祉用具貸与等 1473002200 ハートフルやまと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300221811 訪問介護等 1473002218 たちばな訪問介護ステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300225943 居宅介護支援 1473002259 大和・あおいホームケアサービス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300228315 通所介護等 1473002283 渋谷一丁目リハビリデイサービス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300230912 訪問入浴介護等 1473002309 がんばろう大和営業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300232511 訪問介護等 1473002325 ボンセジュールつきみ野ケアステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300236615 通所介護等 1473002366 敬心リハビリデイサービスセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147300237415 通所介護等 1473002374 プレマ会中央林間デイサービスセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300238211 訪問介護等 1473002382 おひさまケア　相模 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300238243 居宅介護支援 1473002382 おひさまケア　相模 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300242415 通所介護等 1473002424 デイサービスたのし～む。大和東 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300243215 通所介護等 1473002432 かがやきデイサービス高座渋谷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300246543 居宅介護支援 1473002465 居宅介護支援事業所　グレイス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300248115 通所介護等 1473002481 かがやきデイサービス西鶴間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300249912 訪問入浴介護等 1473002499 おうち銭湯　かめ印 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300251543 居宅介護支援 1473002515 山本クリニック　居宅介護支援事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300268943 居宅介護支援 1473002689 居宅支援　ゆこす 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300269711 訪問介護等 1473002697 ケアステーション　ゆこす 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300270517 福祉用具貸与等 1473002705 福祉の便利屋　ゆこす 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300271311 訪問介護等 1473002713 ミモザヘルパーステーション南林間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300272143 居宅介護支援 1473002721 居宅介護支援事業所　生きがい工房 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300273933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473002739 ベルビルガーデンやまと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300274715 通所介護等 1473002747 デイサービスセンター福寿やまと下鶴間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300277011 訪問介護等 1473002770 ヘルパーステーション　ケアサポートやまと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300279633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473002796 そんぽの家　大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300280415 通所介護等 1473002804 デイサービスセンター　ケアサポートやまと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300281251 介護老人福祉施設等 1473002812 ショートステイ　ケアサポートやまと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300282043 居宅介護支援 1473002820 居宅介護支援相談室　未来 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300285311 訪問介護等 1473002853 みどりの風　大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300287915 通所介護等 1473002879 パナソニック エイジフリーケアセンター大和南林間・デイサービス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300290351 介護老人福祉施設等 1473002903 パナソニック　エイジフリーケアセンター大和南林間・ショートステイ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300292911 訪問介護等 1473002929 さくら・介護ステーション大和中央 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300293717 福祉用具貸与等 1473002937 介護レンタル　ケアポル 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300294515 通所介護等 1473002945 もみの木デイサービス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300297815 通所介護等 1473002978 エルダーフィットネス大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300298611 訪問介護等 1473002986 学研ココファン鶴間ヘルパーセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300300011 訪問介護等 1473003000 グラッセン大和　訪問介護 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300301843 居宅介護支援 1473003018 ＨＯＴ相談センター「Ｉ・ハート」 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300303415 通所介護等 1473003034 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ鶴間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300304215 通所介護等 1473003042 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ高座渋谷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300305911 訪問介護等 1473003059 ＳＯＭＰＯケア　中央林間　訪問介護 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300306711 訪問介護等 1473003067 ケアパートナー大和・ヘルパーステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300307533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473003075 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ中央林間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300308333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473003083 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300309133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473003091 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ高座渋谷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300310943 居宅介護支援 1473003109 SOMPOケア　大和鶴間　居宅介護支援 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300311711 訪問介護等 1473003117 オールド・パル　訪問介護事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300313343 居宅介護支援 1473003133 アルファみずのと　介護相談センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300314111 訪問介護等 1473003141 訪問介護ステーション うぃずＹｏｕやまと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300314143 居宅介護支援 1473003141 ケアプランセンター　うぃずＹｏｕやまと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300315817 福祉用具貸与等 1473003158 泉心会メディカルサポート 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300316615 通所介護等 1473003166 レッツ倶楽部大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300317411 訪問介護等 1473003174 HANA～花～ヘルパーステーション 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300318251 介護老人福祉施設等 1473003182 特別養護老人ホーム　ほの里南林間（ユニット型） 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300319051 介護老人福祉施設等 1473003190 特別養護老人ホーム　ほの里南林間（従来型） 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300320815 通所介護等 1473003208 シンシア大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300320851 介護老人福祉施設等 1473003208 シンシア大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300321643 居宅介護支援 1473003216 訪問看護ステーション Normally居宅介護支援 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300322411 訪問介護等 1473003224 学研ココファン西鶴間ヘルパーセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300323215 通所介護等 1473003232 ルネサンス 元氣ジム大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147300324015 通所介護等 1473003240 デイサービスセンター福寿やまと中央 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400003911 訪問介護等 1474000039 高齢者総合支援センター泉心荘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400003915 通所介護等 1474000039 高齢者総合支援センター泉心荘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400003943 居宅介護支援 1474000039 高齢者総合支援センター泉心荘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400003951 介護老人福祉施設等 1474000039 高齢者総合支援センター泉心荘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400006215 通所介護等 1474000062 高齢者生活支援センター　らんの里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400006243 居宅介護支援 1474000062 高齢者生活支援センター　らんの里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400007015 通所介護等 1474000070 だいろく介護支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400007043 居宅介護支援 1474000070 だいろく介護支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400008811 訪問介護等 1474000088 有限会社　アテンドサービス湘南 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400009611 訪問介護等 1474000096 いせはら訪問介護事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400011215 通所介護等 1474000112 ケアセンター高森荘 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400014651 介護老人福祉施設等 1474000146 特別養護老人ホーム　伊勢原ホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400015351 介護老人福祉施設等 1474000153 介護老人福祉施設　らんの里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400027811 訪問介護等 1474000278 サン・ライフ福祉サービスセンター　伊勢原事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147400028617 福祉用具貸与等 1474000286 有限会社　ケアフルホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400029411 訪問介護等 1474000294 ケアサポートゆかり 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400030243 居宅介護支援 1474000302 医療法人社団三喜会　鶴巻訪問看護ステーションいせはら居宅介護支援センター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400035143 居宅介護支援 1474000351 サン・ライフ福祉サービスセンター　伊勢原居宅支援事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400043515 通所介護等 1474000435 ゆんたく成瀬 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400044315 通所介護等 1474000443 デイ愛甲原 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400052615 通所介護等 1474000526 株式会社デイサービスよしざわさんち 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400053433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474000534 バーデンライフ伊勢原 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400054211 訪問介護等 1474000542 ホームヘルプサービス　天使の手 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400055933 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1474000559 ケアハウス　らんの家 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400058315 通所介護等 1474000583 デイサービスセンター　バーデンライフ伊勢原 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400062515 通所介護等 1474000625 デイサービスのい 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400063343 居宅介護支援 1474000633 居宅介護支援のい 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400064133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474000641 そんぽの家　伊勢原 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400080715 通所介護等 1474000807 すまいる秦野今泉 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400088015 通所介護等 1474000880 アクティブプラザ愛甲石田 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400095533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474000955 サンライズ・ヴィラ伊勢原 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400099751 介護老人福祉施設等 1474000997 伊勢原ホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400100351 介護老人福祉施設等 1474001003 高齢者総合支援センター泉心荘（ユニット） 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400101115 通所介護等 1474001011 トムデイサービスセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400104543 居宅介護支援 1474001045 ケアプラン宝命 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400107815 通所介護等 1474001078 デイサービスセンター福寿いせはら上粕屋 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400108643 居宅介護支援 1474001086 居宅介護支援事業所　湘南けやきの郷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400109411 訪問介護等 1474001094 ひまわり介護 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400116933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474001169 Ｔｈｅ　Ｃｌｕｂ + 伊勢原 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400117711 訪問介護等 1474001177 ２４Ｈヘルプサービス　ユッキーハウス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400119333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474001193 有料老人ホーム　サニーライフ伊勢原 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400120133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474001201 リアンレーヴ伊勢原 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400121943 居宅介護支援 1474001219 天使の手　居宅介護支援事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400122743 居宅介護支援 1474001227 居宅介護支援事業所　きずな 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400124311 訪問介護等 1474001243 訪問介護　ケアフルライフ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400127643 居宅介護支援 1474001276 ネクサスケア伊勢原　居宅介護支援事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400128411 訪問介護等 1474001284 ネクサスケア伊勢原　訪問介護事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400129233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474001292 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ愛甲石田 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400131815 通所介護等 1474001318 デイサービス唯の風　伊勢原高森 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400132615 通所介護等 1474001326 メディカルケアパーク伊勢原デイサービスセンターＡＣＥ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400135915 通所介護等 1474001359 デイサービスセンター福寿いせはら小稲葉 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400136711 訪問介護等 1474001367 ヘルパーステーション絆 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400137515 通所介護等 1474001375 レジデンスりんどうデイサービスセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400138343 居宅介護支援 1474001383 SMC居宅介護支援事業所いせはら 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400140911 訪問介護等 1474001409 ニチイケアセンター伊勢原さくら台 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400141743 居宅介護支援 1474001417 大笑サポートセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147400142511 訪問介護等 1474001425 大笑サポートセンター 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147410110043 居宅介護支援 1474101100 フルール・ケアマネジメント 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280006332 認知症対応型共同生活介護等 1492800063 医療法人社団三喜会　グループホーム鶴巻 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280007173 小規模多機能型居宅介護等 1492800071 医療法人社団三喜会　デイサービスセンター鶴巻 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280009732 認知症対応型共同生活介護等 1492800097 グループホームいきいきの家今泉 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280011351 介護老人福祉施設等 1492800113 地域密着型特別養護老人ホーム田原の里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280012173 小規模多機能型居宅介護等 1492800121 小規模多機能型居宅介護　田原の里 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280013932 認知症対応型共同生活介護等 1492800139 セントケアホーム桃の木原 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280014732 認知症対応型共同生活介護等 1492800147 グループホームこ・みかん 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280015432 認知症対応型共同生活介護等 1492800154 愛の家グループホーム秦野鶴巻 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280016277 看護小規模多機能型居宅介護 1492800162 看護小規模多機能型居宅介護　つるかめ庵 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280017032 認知症対応型共同生活介護等 1492800170 高齢者グループホーム「輪」 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280018832 認知症対応型共同生活介護等 1492800188 花物語はだの 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280019615 通所介護等 1492800196 デイサービス五幸　桜町 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280021232 認知症対応型共同生活介護等 1492800212 愛の家グループホーム秦野大けやき 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280022076 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492800220 定期巡回・随時対応型訪問介護看護みちびき 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149280026173 小規模多機能型居宅介護等 1492800261 小規模多機能型居宅介護　まこさんち 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290007932 認知症対応型共同生活介護等 1492900079 どんぐり庵さんだ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290011173 小規模多機能型居宅介護等 1492900111 小規模多機能型居宅介護　ゆったり 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290012932 認知症対応型共同生活介護等 1492900129 高松山グリーンホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290013732 認知症対応型共同生活介護等 1492900137 あつぎポポログループホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290017832 認知症対応型共同生活介護等 1492900178 愛甲グリーンホーム 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290019415 通所介護等 1492900194 みみおくらぶつまだ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290020215 通所介護等 1492900202 シンフーディーファン　たいよう 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290021077 看護小規模多機能型居宅介護 1492900210 看護小規模多機能型居宅介護事業いわしぐも 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290022815 通所介護等 1492900228 リビングケア唯の家下依知 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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149290023615 通所介護等 1492900236 機能訓練型　デイサービスコスモス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290025115 通所介護等 1492900251 リビングケア唯の家　妻田南 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290026915 通所介護等 1492900269 リビングケア唯の郷　栄町 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290027751 介護老人福祉施設等 1492900277 地域密着型特別養護老人ホームきみどり 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290028515 通所介護等 1492900285 デイサービスなごみ白山 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290029315 通所介護等 1492900293 クローバーライフ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290030115 通所介護等 1492900301 レコードブック厚木岡田 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290031932 認知症対応型共同生活介護等 1492900319 アースサポートグループホーム　厚木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290034332 認知症対応型共同生活介護等 1492900343 花物語あつぎ中央 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290035032 認知症対応型共同生活介護等 1492900350 花物語あつぎ南 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290036815 通所介護等 1492900368 いごこち 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290037673 小規模多機能型居宅介護等 1492900376 小規模多機能型居宅介護　ゆとり庵長谷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290038415 通所介護等 1492900384 リハビリﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　キャンタス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290039215 通所介護等 1492900392 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　えんがわ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290040073 小規模多機能型居宅介護等 1492900400 小規模多機能型居宅介護　ゆとり庵鳶尾 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149290041873 小規模多機能型居宅介護等 1492900418 小規模多機能型居宅介護ゆとり庵中依知 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300005173 小規模多機能型居宅介護等 1493000051 小規模多機能型居宅介護事業所 げんきステーション より道一休 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300008532 認知症対応型共同生活介護等 1493000085 花物語　やまと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300009373 小規模多機能型居宅介護等 1493000093 花織やまと 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300014332 認知症対応型共同生活介護等 1493000143 花物語　やまと西 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300014373 小規模多機能型居宅介護等 1493000143 花物語　やまと西 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300015051 介護老人福祉施設等 1493000150 特別養護老人ホーム晃風園ぬくもり 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300021832 認知症対応型共同生活介護等 1493000218 ヴィラ愛成 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300021873 小規模多機能型居宅介護等 1493000218 ヴィラ愛成 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300023432 認知症対応型共同生活介護等 1493000234 エスケアホーム大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300024273 小規模多機能型居宅介護等 1493000242 エスケアライフ大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300025973 小規模多機能型居宅介護等 1493000259 小規模多機能型居宅介護事業所メイプル 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300026732 認知症対応型共同生活介護等 1493000267 グループホームあいしま大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300027515 通所介護等 1493000275 デイホーム　ベルビルサロンつるま 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300028315 通所介護等 1493000283 デイホーム　ベルビルサロン田園 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300030915 通所介護等 1493000309 リハビリステーションＳＵＮＳＥＴ鶴間 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300031715 通所介護等 1493000317 となり組デイサービス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300032532 認知症対応型共同生活介護等 1493000325 グループホーム　ソラストつきみ野 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300034132 認知症対応型共同生活介護等 1493000341 花物語やまと南 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300035877 看護小規模多機能型居宅介護 1493000358 げんきステーション　あくしゅ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300038215 通所介護等 1493000382 レコードブック大和深見台 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300039073 小規模多機能型居宅介護等 1493000390 季の家高座渋谷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300040832 認知症対応型共同生活介護等 1493000408 グループホーム　はなことば高座渋谷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300041615 通所介護等 1493000416 みどりデイサービス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300043215 通所介護等 1493000432 だんらんの家　大和 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300044015 通所介護等 1493000440 ダイセイコー　リハプライド大和クリニックモール 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300045777 看護小規模多機能型居宅介護 1493000457 セントケア看護小規模上草柳 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149300046515 通所介護等 1493000465 fureai南林間店 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149400006832 認知症対応型共同生活介護等 1494000068 グループホーム柿の木 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149400012676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1494000126 定期巡回・随時対応型訪問介護看護　絆 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149400014215 通所介護等 1494000142 ル・パラディ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149400015915 通所介護等 1494000159 ３時間デイサービス 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149400016715 通所介護等 1494000167 ニジノアトリエ 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149400017576 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1494000175 クローバーいせはら療養支援事業所 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149400018377 看護小規模多機能型居宅介護 1494000183 宝命の郷 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
14B280001955 介護医療院 14B2800019 医療法人社団三喜会　鶴巻温泉病院介護医療院 県1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141128000743 居宅介護支援 1411280007 宗教法人　寒川神社　神恵苑 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141130184516 通所リハビリテーション等 1411301845 医療法人社団　松和会　望星二宮クリニック　二宮ききょう苑 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141140121514 訪問リハビリテーション等 1411401215 山北中央診療所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141140141313 訪問看護等 1411401413 みつぼしクリニック 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141141012513 訪問看護等 1411410125 あじさい内視鏡クリニック 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141410084816 通所リハビリテーション等 1414100848 医療法人社団　昌栄会　相武台病院 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141410126714 訪問リハビリテーション等 1414101267 座間整形外科 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141411009416 通所リハビリテーション等 1414110094 井上整形外科 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141411010214 訪問リハビリテーション等 1414110102 医療法人　俊勇会　しのざき整形外科 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141411012813 訪問看護等 1414110128 くりはらメディカルクリニック 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141420138014 訪問リハビリテーション等 1414201380 医療法人　美瑛会　かげやまクリニック 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141420139814 訪問リハビリテーション等 1414201398 湘陽かしわ台病院 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141420139816 通所リハビリテーション等 1414201398 湘陽かしわ台病院 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141421013414 訪問リハビリテーション等 1414210134 えびな脳神経外科 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141421013416 通所リハビリテーション等 1414210134 えびな脳神経外科 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
144150010743 居宅介護支援 1441500107 桜木薬局 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145128000716 通所リハビリテーション等 1451280007 宗教法人寒川神社　介護老人保健施設　神恵苑 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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145128000752 介護老人保健施設等 1451280007 宗教法人寒川神社　介護老人保健施設　神恵苑 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145138000516 通所リハビリテーション等 1451380005 介護老人保健施設　大磯幸寿苑 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145138000552 介護老人保健施設等 1451380005 介護老人保健施設　大磯幸寿苑 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145148000352 介護老人保健施設等 1451480003 介護老人保健施設　あじさいの郷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145148001116 通所リハビリテーション等 1451480011 介護老人保健施設　グレースヒル・湘南 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145148001152 介護老人保健施設等 1451480011 介護老人保健施設　グレースヒル・湘南 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145158000014 訪問リハビリテーション等 1451580000 介護老人保健施設デンマークイン箱根 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145158000016 通所リハビリテーション等 1451580000 介護老人保健施設デンマークイン箱根 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145158000052 介護老人保健施設等 1451580000 介護老人保健施設デンマークイン箱根 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145158001814 訪問リハビリテーション等 1451580018 ニューライフ湯河原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145158001816 通所リハビリテーション等 1451580018 ニューライフ湯河原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145158001852 介護老人保健施設等 1451580018 ニューライフ湯河原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145168000816 通所リハビリテーション等 1451680008 医療法人社団　愛清　介護老人保健施設　せせらぎ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145168000852 介護老人保健施設等 1451680008 医療法人社団　愛清　介護老人保健施設　せせらぎ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145418000616 通所リハビリテーション等 1454180006 介護老人保健施設　老健さがみ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145418000652 介護老人保健施設等 1454180006 介護老人保健施設　老健さがみ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145418001416 通所リハビリテーション等 1454180014 介護老人保健施設　神奈川セントラルケアセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145418001452 介護老人保健施設等 1454180014 介護老人保健施設　神奈川セントラルケアセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145428000416 通所リハビリテーション等 1454280004 老人保健施設　えびな 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145428000443 居宅介護支援 1454280004 老人保健施設　えびな 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145428000452 介護老人保健施設等 1454280004 老人保健施設　えびな 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145428001214 訪問リハビリテーション等 1454280012 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス介護老人保健施設アゼリア 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145428001216 通所リハビリテーション等 1454280012 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス介護老人保健施設アゼリア 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145428001252 介護老人保健施設等 1454280012 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス介護老人保健施設アゼリア 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145438000214 訪問リハビリテーション等 1454380002 介護老人保健施設　にじの丘足柄 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145438000216 通所リハビリテーション等 1454380002 介護老人保健施設　にじの丘足柄 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145438000252 介護老人保健施設等 1454380002 介護老人保健施設　にじの丘足柄 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145448000016 通所リハビリテーション等 1454480000 介護老人保健施設　メイプル 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145448000043 居宅介護支援 1454480000 介護老人保健施設　メイプル 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145448000052 介護老人保健施設等 1454480000 介護老人保健施設　メイプル 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146119001613 訪問看護等 1461190016 訪問看護ステーションルイシス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146129001413 訪問看護等 1461290014 さむかわ訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146129003013 訪問看護等 1461290030 ジョイフル訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146129005513 訪問看護等 1461290055 訪問看護ステーション　結 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146139000413 訪問看護等 1461390004 公益社団法人神奈川県看護協会おおいそ訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146139000443 居宅介護支援 1461390004 公益社団法人神奈川県看護協会おおいそ訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146139004613 訪問看護等 1461390046 オリーブ訪問看護ステーション・二宮 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146139005313 訪問看護等 1461390053 百年の杜　訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146139006113 訪問看護等 1461390061 医療法人社団　三喜会　鶴巻訪問看護ステーションにのみや 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146149000213 訪問看護等 1461490002 医療法人社団三喜会　鶴巻訪問看護ステーションあしがら 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146149001013 訪問看護等 1461490010 訪問看護ステーション中井 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146149001043 居宅介護支援 1461490010 訪問看護ステーション中井 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146149002813 訪問看護等 1461490028 足柄上医師会訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146149002843 居宅介護支援 1461490028 足柄上医師会訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146149004413 訪問看護等 1461490044 訪問看護ステーションエリア 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146149005113 訪問看護等 1461490051 さち訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146159002513 訪問看護等 1461590025 花菜　訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146159003313 訪問看護等 1461590033 ミコト訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146169001513 訪問看護等 1461690015 ＆ケア訪問看護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146299001813 訪問看護等 1462990018 訪問看護ステーションホット北部 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419000513 訪問看護等 1464190005 相模台病院訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419001313 訪問看護等 1464190013 座間市社協訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419003913 訪問看護等 1464190039 いきいき訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419007011 訪問介護等 1464190070 ハートケアステーション・コスモス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419007013 訪問看護等 1464190070 ハートケアステーション・コスモス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419007043 居宅介護支援 1464190070 ハートケアステーション・コスモス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419008813 訪問看護等 1464190088 あおば福祉サービス　訪問看護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419010413 訪問看護等 1464190104 ひまわり訪問看護リハビリステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419015313 訪問看護等 1464190153 ケアサービス　サンセール　訪問看護事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419016113 訪問看護等 1464190161 訪問看護ステーション　ワースリビング座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419016143 居宅介護支援 1464190161 居宅介護支援事業所　ワースリビング座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419017913 訪問看護等 1464190179 アーク訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419018713 訪問看護等 1464190187 茜ケア訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146419019513 訪問看護等 1464190195 訪問看護ステーション　ハートピアラ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146429000313 訪問看護等 1464290003 海老名市医師会訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146429002913 訪問看護等 1464290029 ＪＭＡ海老名訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146429005213 訪問看護等 1464290052 訪問看護ステーションびーな’Ｓ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146429008613 訪問看護等 1464290086 タツミ訪問看護ステーション海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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146429009413 訪問看護等 1464290094 花音　訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146429013613 訪問看護等 1464290136 lana訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146439000113 訪問看護等 1464390001 南足柄市訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146449000913 訪問看護等 1464490009 あやせ訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146449002513 訪問看護等 1464490025 ゆい訪問看護ステーション綾北 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146449005813 訪問看護等 1464490058 ロイヤル綾瀬訪問看護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146449008213 訪問看護等 1464490082 訪問看護ステーション　あんしん 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110001451 介護老人福祉施設等 1471100014 介護老人福祉施設　葉山清寿苑　 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110002211 訪問介護等 1471100022 葉山町社会福祉協議会介護サービスセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110002243 居宅介護支援 1471100022 葉山町社会福祉協議会介護サービスセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110003015 通所介護等 1471100030 生活リハビリクラブ葉山 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110009733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471100097 ライフコミューン葉山 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110014711 訪問介護等 1471100147 ＨＡＹＡＭＡ　銀の杜 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110016215 通所介護等 1471100162 葉山クリニックデイサービス｢元気｣ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110017051 介護老人福祉施設等 1471100170 葉山クリニック　ショートステイ安護楽 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110018833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471100188 葉山の丘 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110021215 通所介護等 1471100212 葉山グリーンヒルケアセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110027943 居宅介護支援 1471100279 マハロ　オハナケアプランセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110029515 通所介護等 1471100295 アロハオハナ　デイサービスセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110031115 通所介護等 1471100311 デイサービス　ＡＲＫ葉山の森 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110032943 居宅介護支援 1471100329 ケアマネオフィス夢花 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110034543 居宅介護支援 1471100345 居宅介護支援ルイシス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110035243 居宅介護支援 1471100352 有限会社ヒューマンやすらぎ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110036011 訪問介護等 1471100360 交欒　葉山一色　訪問介護事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110037833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471100378 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ葉山 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110038643 居宅介護支援 1471100386 クリンリイの介護相談室　葉山 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147110039443 居宅介護支援 1471100394 葉山介護相談室 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120001243 居宅介護支援 1471200012 寒川ホーム 居宅介護サービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120003851 介護老人福祉施設等 1471200038 介護老人福祉施設　寒川ホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120008751 介護老人福祉施設等 1471200087 特別養護老人ホーム　きくの郷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120010311 訪問介護等 1471200103 寒川ホーム　ヘルパーサービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120011115 通所介護等 1471200111 寒川ホーム　デイサービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120015243 居宅介護支援 1471200152 居宅支援センター　きくの郷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120016015 通所介護等 1471200160 デイサービスケアセンター　きくの郷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120018611 訪問介護等 1471200186 湘南在宅介護センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120019433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471200194 ヨウコーフォレスト湘南 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120026915 通所介護等 1471200269 つどい処　さむかわ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120027711 訪問介護等 1471200277 株式会社ヘルシーサービス　寒川営業所　 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120027743 居宅介護支援 1471200277 株式会社ヘルシーサービス　寒川営業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120028515 通所介護等 1471200285 ミモザ寒川 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120028533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471200285 ミモザ寒川 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120031933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471200319 ファミーユ湘南 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120036811 訪問介護等 1471200368 あい介護センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120036843 居宅介護支援 1471200368 あい介護センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120038443 居宅介護支援 1471200384 つどい処さむかわ　居宅介護支援 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120042615 通所介護等 1471200426 デイサービスセンター福寿さむかわ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120043411 訪問介護等 1471200434 大樹苑わかば 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120047533 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1471200475 ホームステーションらいふ寒川倉見 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120049115 通所介護等 1471200491 デイサービス　ミヨ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120050915 通所介護等 1471200509 Ｌａ　ｃａｓａ　春夏秋冬 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120053351 介護老人福祉施設等 1471200533 ユニット型特別養護老人ホーム　きくの郷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120054115 通所介護等 1471200541 きくの郷　デイリハ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120056612 訪問入浴介護等 1471200566 にちようび訪問入浴看護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120057443 居宅介護支援 1471200574 春夏秋冬　居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120058211 訪問介護等 1471200582 ニチイケアセンター寒川 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120059011 訪問介護等 1471200590 ニチイケアセンター門沢橋 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147120060815 通所介護等 1471200608 笑顔のえき　くらみ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130003643 居宅介護支援 1471300036 高齢者支援センター　さくら 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130007711 訪問介護等 1471300077 二宮町社会福祉協議会　ホームヘルパーステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130007743 居宅介護支援 1471300077 二宮町社会福祉協議会　ホームヘルパーステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130008515 通所介護等 1471300085 メゾン・二宮 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130008551 介護老人福祉施設等 1471300085 メゾン・二宮 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130010115 通所介護等 1471300101 大磯ケアセンター　さざれ石 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130011911 訪問介護等 1471300119 湘南二宮ヘルパーステーションはなの杜 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130017611 訪問介護等 1471300176 介護支援事業所りんどう大磯 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130035833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471300358 有料老人ホーム　サニーライフ湘南 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130041611 訪問介護等 1471300416 こすもす大磯 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130048133 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1471300481 つぐみのおかコモンズ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147130049915 通所介護等 1471300499 りんどうデイサービスセンター大磯 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130056415 通所介護等 1471300564 りんどうデイサービスセンター国府 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130057217 福祉用具貸与等 1471300572 信愛 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130067115 通所介護等 1471300671 サロンデイ二宮 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130069711 訪問介護等 1471300697 訪問介護ステーション　百年の杜　大磯 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130070515 通所介護等 1471300705 デイサービス　百年の杜　大磯 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130072115 通所介護等 1471300721 デイサービス悠悠苑　大磯事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130080411 訪問介護等 1471300804 オリーブヘルパーステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130081243 居宅介護支援 1471300812 介護老人保健施設　大磯幸寿苑　居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130082015 通所介護等 1471300820 デイスタジオ・オリーブ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130083833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471300838 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ大磯 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130084643 居宅介護支援 1471300846 大磯喜楽園ケアプランセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130085351 介護老人福祉施設等 1471300853 特別養護老人ホーム　大磯喜楽園 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130086151 介護老人福祉施設等 1471300861 特別養護老人ホーム　こゆるぎ喜楽園 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130087943 居宅介護支援 1471300879 医療法人社団　三喜会　鶴巻訪問看護ステーションにのみや　居宅介護支援センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147130088715 通所介護等 1471300887 にのみやデイサービス　ともの家 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140002643 居宅介護支援 1471400026 しらさぎサービスセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140003443 居宅介護支援 1471400034 居宅介護支援センターバーデンライフ山北 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140006711 訪問介護等 1471400067 在宅福祉ケア　子育サポートすずろ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140006743 居宅介護支援 1471400067 在宅福祉ケア　子育サポートすずろ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140011751 介護老人福祉施設等 1471400117 介護老人福祉施設　バーデンライフ中川 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140012515 通所介護等 1471400125 社会福祉法人　開成町社会福祉協議会 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140012543 居宅介護支援 1471400125 社会福祉法人　開成町社会福祉協議会 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140013343 居宅介護支援 1471400133 医療法人社団三喜会　鶴巻訪問看護ステーションあしがら居宅介護支援センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140015811 訪問介護等 1471400158 ＮＰＯ法人　しあわせサービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140015815 通所介護等 1471400158 ＮＰＯ法人　しあわせサービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140031551 介護老人福祉施設等 1471400315 介護老人福祉施設　中井富士白苑 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140032315 通所介護等 1471400323 中井富士白苑　居宅介護支援センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140033143 居宅介護支援 1471400331 ケアプラン　はなの詩 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140034915 通所介護等 1471400349 ケアセンター　足柄 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140038015 通所介護等 1471400380 バーデンライフ山北 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140041443 居宅介護支援 1471400414 エニー居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140048951 介護老人福祉施設等 1471400489 特別養護老人ホーム　レストフルヴィレッジ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140049715 通所介護等 1471400497 デイサービス　イルカの家 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140051317 福祉用具貸与等 1471400513 ショップ　マハロ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140054715 通所介護等 1471400547 デイサービスセンター　大和 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140055411 訪問介護等 1471400554 おうち　ＤＥ　介護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140055415 通所介護等 1471400554 おうち　ＤＥ　介護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140059615 通所介護等 1471400596 ケアセンター　レストフルヴィレッジ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140060415 通所介護等 1471400604 フィットケア　カネコ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140061211 訪問介護等 1471400612 ヘルパーステーション富士 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140061243 居宅介護支援 1471400612 ヘルパーステーション富士 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140062033 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1471400620 ザ・プライム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140063817 福祉用具貸与等 1471400638 ケアサポート　まごころ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140064643 居宅介護支援 1471400646 居宅介護支援エリア 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140067911 訪問介護等 1471400679 訪問介護あゆみ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140068743 居宅介護支援 1471400687 オリーブ　ケア 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140069551 介護老人福祉施設等 1471400695 ユニット型介護老人福祉施設バーデンライフ中川 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140074511 訪問介護等 1471400745 訪問介護事業所　シニアトラスト 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140075215 通所介護等 1471400752 ＦＣＫ　フィットケアカネコ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140077815 通所介護等 1471400778 ザ・中井プライム　リハビリＳＰＡ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140078633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471400786 ザ・中井プライム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140079443 居宅介護支援 1471400794 サニーライフ大井松田　居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140080211 訪問介護等 1471400802 サニーライフ大井松田　訪問介護事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140083615 通所介護等 1471400836 リッチライトやまきた 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140084415 通所介護等 1471400844 カルチャーリゾート大井 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140085115 通所介護等 1471400851 サバティ神奈川秦野中井店 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140086943 居宅介護支援 1471400869 居宅介護支援センター　やどりき 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140087743 居宅介護支援 1471400877 おうち　ＤＥ　介護　居宅介護支援 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140093511 訪問介護等 1471400935 あしがら広域福祉センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140093515 通所介護等 1471400935 あしがら広域福祉センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140093543 居宅介護支援 1471400935 あしがら広域福祉センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140094351 介護老人福祉施設等 1471400943 あしがら広域福祉センターひかりの里 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140095015 通所介護等 1471400950 通所介護施設グロリアスデイ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140096843 居宅介護支援 1471400968 ハートフルケアステーション　まつだ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140097617 福祉用具貸与等 1471400976 株式会社　ケア・ドゥ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140098415 通所介護等 1471400984 短時間型デイサービス　リハビリＳＰＡ　ザ・プライム開成みなみ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140099243 居宅介護支援 1471400992 Care Plan フィットケアカネコ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147140100811 訪問介護等 1471401008 訪問介護まつだ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147140101611 訪問介護等 1471401016 訪問介護ステーションつばき大井 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150001543 居宅介護支援 1471500015 さわやかケア真鶴事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150003143 居宅介護支援 1471500031 コ－ジィケアプランニング 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150004915 通所介護等 1471500049 心花春 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150006433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471500064 一般財団法人　日本老人福祉財団　湯河原ゆうゆうの里 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150009843 居宅介護支援 1471500098 ニューライフ湯河原居宅支援センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150010612 訪問入浴介護等 1471500106 株式会社ティー・シー・エス湯河原営業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150011443 居宅介護支援 1471500114 はこね社協サービスセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150012251 介護老人福祉施設等 1471500122 介護老人福祉施設　心花春 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150014811 訪問介護等 1471500148 有限会社　明光サービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150019711 訪問介護等 1471500197 ハピネス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150025451 介護老人福祉施設等 1471500254 箱根老人ホーム　介護老人福祉施設 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150039511 訪問介護等 1471500395 ほのぼのなのはな苑 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150041151 介護老人福祉施設等 1471500411 社会福祉法人　そうあい　特別養護老人ホーム　なごみの郷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150043715 通所介護等 1471500437 トゥ・スマイルケアセンター湯河原事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150043743 居宅介護支援 1471500437 トゥ・スマイルケアセンター湯河原事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150044515 通所介護等 1471500445 デイサービス千歳川 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150050251 介護老人福祉施設等 1471500502 シーサイド湯河原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150055133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471500551 介護付有料老人ホーム　すこや家･真鶴 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150057711 訪問介護等 1471500577 ピースヘルパーステーション　湯河原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150067633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471500676 アレンジメントケア箱根仙石原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150068415 通所介護等 1471500684 ハートフルデイサービス安養 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150069215 通所介護等 1471500692 はこね社協サービスセンター通所介護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150070011 訪問介護等 1471500700 ハートフルケアサービス安養 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150072615 通所介護等 1471500726 まごころデイサービス湯河原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150073443 居宅介護支援 1471500734 居宅介護支援事業所　百年の杜　ゆがわら 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150074215 通所介護等 1471500742 デイサービスセンター　夢工房 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150075911 訪問介護等 1471500759 たんぽぽ訪問介護事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150083343 居宅介護支援 1471500833 居宅介護支援事業所　ひかり 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150084115 通所介護等 1471500841 ゆが原整形リハビリ塾 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150086643 居宅介護支援 1471500866 ピースケアセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150087415 通所介護等 1471500874 ふらっと湯河原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150088215 通所介護等 1471500882 デイサービス　おとなの寺子屋 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150090833 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1471500908 ホームステーションらいふ真鶴 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150091611 訪問介護等 1471500916 はこね社協サービスセンター　訪問介護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150094015 通所介護等 1471500940 リハビリ特化型デイサービス　楽動　真鶴店 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150096511 訪問介護等 1471500965 鐘丘湯河原訪問介護センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150097343 居宅介護支援 1471500973 介護支援センターゆい箱根 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150099911 訪問介護等 1471500999 プリミエール湯河原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150099915 通所介護等 1471500999 プリミエール湯河原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150101343 居宅介護支援 1471501013 アイルケアアネックス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150103915 通所介護等 1471501039 まごころデイサービスアネックス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147150106215 通所介護等 1471501062 まごころデイサービスモデラート 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160001315 通所介護等 1471600013 ミノワ居宅介護支援センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160001343 居宅介護支援 1471600013 ミノワ居宅介護支援センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160002115 通所介護等 1471600021 志田山ホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160002143 居宅介護支援 1471600021 志田山ホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160002151 介護老人福祉施設等 1471600021 志田山ホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160006215 通所介護等 1471600062 清川村社会福祉協議会介護サービス事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160007051 介護老人福祉施設等 1471600070 介護老人福祉施設　ミノワホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160012043 居宅介護支援 1471600120 居宅介護支援センター　せせらぎ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160015315 通所介護等 1471600153 ＪＡデイサービスセンターあいかわ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160015343 居宅介護支援 1471600153 ＪＡデイサービスセンターあいかわ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160018743 居宅介護支援 1471600187 ふれあい 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160023715 通所介護等 1471600237 ファミリー介護サービス愛川店 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160024551 介護老人福祉施設等 1471600245 特別養護老人ホーム　愛和の里 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160032811 訪問介護等 1471600328 訪問介護ステーション大空 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160035115 通所介護等 1471600351 デイ・ケアセンター　ひまわり 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160035143 居宅介護支援 1471600351 デイ・ケアセンター　ひまわり 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160036911 訪問介護等 1471600369 ケアシスパーク愛川　訪問介護ステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160039315 通所介護等 1471600393 デイサービス　はなもも 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160040143 居宅介護支援 1471600401 ケアプラン　結 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160041911 訪問介護等 1471600419 ＆ケア訪問介護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160042743 居宅介護支援 1471600427 ＆ケア居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160043543 居宅介護支援 1471600435 ケアプラン　あすなろ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147160045033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471600450 有料老人ホーム　サニーライフ相模愛川 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147200337311 訪問介護等 1472003373 訪問介護　ハレルヤ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147260242243 居宅介護支援 1472602422 ケアプラン相模が丘 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147290146917 福祉用具貸与等 1472901469 けやきサポート 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147300016211 訪問介護等 1473000162 神奈川県ホームヘルプ協会・県央 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400002143 居宅介護支援 1474000021 介護支援事業所りんどう 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400012017 福祉用具貸与等 1474000120 ケアサポート　りんどう 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400018711 訪問介護等 1474000187 ケアサポートりんどうヘルパーステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400038511 訪問介護等 1474000385 ケアステーションいたど 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400042715 通所介護等 1474000427 りんどうデイサービスセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400045015 通所介護等 1474000450 ピースフルライフ花みずき 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400076511 訪問介護等 1474000765 ケアステーションぴーぷる 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400078143 居宅介護支援 1474000781 ケアプラン　ぴーぷる 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400096343 居宅介護支援 1474000963 センチュリー東大竹　居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400098933 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1474000989 センチュリーガーデンズ東大竹 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400102911 訪問介護等 1474001029 株式会社ティー・シー・エス伊勢原営業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400103715 通所介護等 1474001037 ケアプロ２１いせはら 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400113617 福祉用具貸与等 1474001136 すまいる 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400130033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474001300 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ伊勢原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147400139115 通所介護等 1474001391 Ｒ－ｓｔｕｄｉｏ　ＰＬＵＳ＋ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410001115 通所介護等 1474100011 ベルホーム居宅支援センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410001143 居宅介護支援 1474100011 ベルホーム居宅支援センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410002911 訪問介護等 1474100029 ケアセンター座間苑 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410002915 通所介護等 1474100029 ケアセンター座間苑 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410002943 居宅介護支援 1474100029 座間苑　居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410003743 居宅介護支援 1474100037 居宅介護支援事業センター　栗原ホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410004543 居宅介護支援 1474100045 座間市社協　居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410005211 訪問介護等 1474100052 株式会社　スカイプラザ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410006051 介護老人福祉施設等 1474100060 特別養護老人ホーム　座間苑 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410008617 福祉用具貸与等 1474100086 楽天家フレンドサービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410009411 訪問介護等 1474100094 特別養護老人ホーム　栗原ホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410009415 通所介護等 1474100094 特別養護老人ホーム　栗原ホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410009451 介護老人福祉施設等 1474100094 特別養護老人ホーム　栗原ホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410010251 介護老人福祉施設等 1474100102 特別養護老人ホーム　ベルホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410012843 居宅介護支援 1474100128 医療法人社団　恭雅会　座間ケアプランセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410014415 通所介護等 1474100144 栗原ホーム　第２ケアセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410027643 居宅介護支援 1474100276 居宅介護支援事業所　憩 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410029211 訪問介護等 1474100292 ワーカーズ・コレクティブ　風 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410029243 居宅介護支援 1474100292 ワーカーズ・コレクティブ　風 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410033417 福祉用具貸与等 1474100334 やすらぎケアステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410040915 通所介護等 1474100409 デイサービス　カナンの家 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410043311 訪問介護等 1474100433 あおば福祉サービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410043343 居宅介護支援 1474100433 あおば福祉サービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410047411 訪問介護等 1474100474 ケアサービスほほえみ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410048215 通所介護等 1474100482 デイサービス　オレンジクラブ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410049043 居宅介護支援 1474100490 介護サポートはなみずき 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410051611 訪問介護等 1474100516 茜ケアサービス有限会社 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410051643 居宅介護支援 1474100516 茜ケアサービス有限会社 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410052443 居宅介護支援 1474100524 有限会社介護ステーション優しい風 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410053211 訪問介護等 1474100532 ケアサービス　サンセール 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410053243 居宅介護支援 1474100532 ケアサービス　サンセール 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410059911 訪問介護等 1474100599 セントケア座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410062315 通所介護等 1474100623 デイリハセンター煌　相武台 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410063151 介護老人福祉施設等 1474100631 特別養護老人ホーム　サライ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410064912 訪問入浴介護等 1474100649 あおば福祉サービス　訪問入浴介護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410078911 訪問介護等 1474100789 学研ココファン座間ヘルパーセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410080515 通所介護等 1474100805 サロンディウェルハイム　ひばりが丘 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410083915 通所介護等 1474100839 くつろぎ処　夢みん 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410085411 訪問介護等 1474100854 あおば福祉サービス　相武台 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410087015 通所介護等 1474100870 あおばデイサービス　相武台 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410089611 訪問介護等 1474100896 ひばり訪問介護ステーション小田急相模原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410090415 通所介護等 1474100904 ひばりデイサービス小田急相模原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410106833 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1474101068 ホームステーションらいふ相武台 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410109233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474101092 有料老人ホーム　サニーライフ座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410111811 訪問介護等 1474101118 さくらの郷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410112643 居宅介護支援 1474101126 愛みんケアセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410113415 通所介護等 1474101134 茶話本舗デイサービス座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410115915 通所介護等 1474101159 ひばり介護デイサービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410116711 訪問介護等 1474101167 ヘルパーステーション　かながわ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410119115 通所介護等 1474101191 ケアハーモニーデイサービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147410120915 通所介護等 1474101209 座間デイサービス小松原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410130843 居宅介護支援 1474101308 ケアプランセンター　太陽の家座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410131615 通所介護等 1474101316 アクア座間くりはらデイサービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410134015 通所介護等 1474101340 かなめデイサービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410137311 訪問介護等 1474101373 うるわし 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410139911 訪問介護等 1474101399 ケアコミュニティ　座間のわっか 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410139943 居宅介護支援 1474101399 ケアコミュニティ　座間のわっか 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410140743 居宅介護支援 1474101407 ケアネット座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410142333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474101423 イリーゼ座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410143115 通所介護等 1474101431 ケアセンターはなみずき 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410144911 訪問介護等 1474101449 ヘルパーステーション　こもれび 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410145633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474101456 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410146433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474101464 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ座間谷戸山公園 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410147215 通所介護等 1474101472 ブルーミングケア座間栗原中央 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410148011 訪問介護等 1474101480 訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410150643 居宅介護支援 1474101506 ケアマネステーションぴーぷる 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410153043 居宅介護支援 1474101530 ワークスケア 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410154815 通所介護等 1474101548 ガンバワーク 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410155511 訪問介護等 1474101555 ケアサポートあおぞら 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410156311 訪問介護等 1474101563 ニチイケアセンター座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410157111 訪問介護等 1474101571 ニチイケアセンター座間入谷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147410158917 福祉用具貸与等 1474101589 イーグルアイ・サポート 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420001943 居宅介護支援 1474200019 ケアネット海老名第Ⅰ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420005015 通所介護等 1474200050 えびな南高齢者施設 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420005051 介護老人福祉施設等 1474200050 えびな南高齢者施設 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420007651 介護老人福祉施設等 1474200076 中心荘第一老人ホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420008451 介護老人福祉施設等 1474200084 中心荘第二老人ホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420010011 訪問介護等 1474200100 ヘルパーネット海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420012643 居宅介護支援 1474200126 ほほえみケアネット 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420016715 通所介護等 1474200167 ニチイケアセンター海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420020911 訪問介護等 1474200209 ワーカーズ・コレクティブ　あい 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420049843 居宅介護支援 1474200498 居宅介護支援事業所びーな’Ｓ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420050617 福祉用具貸与等 1474200506 ケアレンタル海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420056312 訪問入浴介護等 1474200563 アサヒサンクリーン在宅介護センター海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420057111 訪問介護等 1474200571 学研ココファン綾瀬ヘルパーセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420058917 福祉用具貸与等 1474200589 株式会社　トーカイ　海老名営業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420059733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474200597 サンライズ･ヴィラ海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420071243 居宅介護支援 1474200712 ワーカーズ・コレクティブあい　居宅支援 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420072043 居宅介護支援 1474200720 ケアネット海老名第Ⅱ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420077911 訪問介護等 1474200779 ふじケアサービス海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420077943 居宅介護支援 1474200779 ふじケアサービス海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420079515 通所介護等 1474200795 茶話本舗デイサービス海老名かしわ台 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420080315 通所介護等 1474200803 サロンデイ海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420081115 通所介護等 1474200811 デイサービス　エンゼルあきちゃん　Ⅱ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420083751 介護老人福祉施設等 1474200837 特別養護老人ホーム　和心 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420093643 居宅介護支援 1474200936 ケアサポート結 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420094415 通所介護等 1474200944 サロンデイリフレさがみ野 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420096943 居宅介護支援 1474200969 サンライズ・ヴィラさがみ野　居宅介護支援センター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420098515 通所介護等 1474200985 デイサービス咲楽 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420100915 通所介護等 1474201009 リノベート国分 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420101751 介護老人福祉施設等 1474201017 特別養護老人ホーム　陽だまり 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420102511 訪問介護等 1474201025 ケアサポート今泉 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420104111 訪問介護等 1474201041 クオール海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420104143 居宅介護支援 1474201041 クオール海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420123143 居宅介護支援 1474201231 ケアプラン　クローバー 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420124911 訪問介護等 1474201249 ニチイケアセンター海老名西 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420124917 福祉用具貸与等 1474201249 ニチイケアセンター海老名西 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420127243 居宅介護支援 1474201272 ケアプラン　ライフラボ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420129833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474201298 リアンレーヴ海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420130643 居宅介護支援 1474201306 LEAケアステーション 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420131443 居宅介護支援 1474201314 けやきライフ海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420134815 通所介護等 1474201348 ウインズさがみ野　シニアDay　School 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420135515 通所介護等 1474201355 ゆめの木えびな 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420137111 訪問介護等 1474201371 ＳＯＭＰＯケア　海老名　訪問介護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420138933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474201389 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ厚木 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420139733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474201397 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420140515 通所介護等 1474201405 ケアステーションあさひ海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420142143 居宅介護支援 1474201421 たんぽぽケアプラン 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147420143943 居宅介護支援 1474201439 湘陽かしわ台病院居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420145411 訪問介護等 1474201454 ウインズさがみ野訪問介護ステーション　S☆Ｐｏｉｎｔ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420147043 居宅介護支援 1474201470 元気プラン 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147420148843 居宅介護支援 1474201488 ケアステーション　ヒューマニティ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430001743 居宅介護支援 1474300017 介護サービスセンター　草の家 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430002511 訪問介護等 1474300025 南足柄市社会福祉協議会　訪問介護サービス事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430003351 介護老人福祉施設等 1474300033 特別養護老人ホーム　草の家 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430004115 通所介護等 1474300041 南足柄市通所介護事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430006615 通所介護等 1474300066 ケアセンター草の家 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430011643 居宅介護支援 1474300116 南足柄市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430012415 通所介護等 1474300124 さわやかホーム足柄 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430013243 居宅介護支援 1474300132 富士ライフデザイン 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430014012 訪問入浴介護等 1474300140 株式会社　ティー・シー・エス　足柄営業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430018143 居宅介護支援 1474300181 ケアプラン　なかむら 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430020715 通所介護等 1474300207 通所介護センター　四季の丘 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430024915 通所介護等 1474300249 デイサービス　和らぎ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430025615 通所介護等 1474300256 潤生園やすらぎの家和田河原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430026415 通所介護等 1474300264 デイサービス　イルカの家　あしがら 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430033015 通所介護等 1474300330 茶話本舗デイサービス大雄山亭 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430034833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474300348 はなことば足柄 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430036351 介護老人福祉施設等 1474300363 特別養護老人ホーム草の家ユニット 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430044717 福祉用具貸与等 1474300447 前田介護相談所　福祉用具 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430045415 通所介護等 1474300454 機能訓練特化型デイサービス　楽動　南足柄店 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430049633 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1474300496 介護付有料老人ホーム　和らぎ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430050415 通所介護等 1474300504 デイサービス　こむ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430056111 訪問介護等 1474300561 訪問介護　ほっとの実 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430057911 訪問介護等 1474300579 ヘルパーステーション　ふわり 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430058711 訪問介護等 1474300587 Uchida　Medical　Service 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430059511 訪問介護等 1474300595 訪問介護たんぽぽ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147430060315 通所介護等 1474300603 陽だまりの家　通所介護事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440001511 訪問介護等 1474400015 道志会居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440001515 通所介護等 1474400015 道志会居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440001543 居宅介護支援 1474400015 道志会居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440001551 介護老人福祉施設等 1474400015 道志会居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440002315 通所介護等 1474400023 居宅サービスセンター泉正園 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440002343 居宅介護支援 1474400023 居宅サービスセンター泉正園 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440008051 介護老人福祉施設等 1474400080 特別養護老人ホーム　泉正園 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440011415 通所介護等 1474400114 デイケアセンター　エポック 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440019715 通所介護等 1474400197 介護ホーム幸緑園　 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440025411 訪問介護等 1474400254 ニチイケアセンター綾瀬 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440025415 通所介護等 1474400254 ニチイケアセンター綾瀬 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440025443 居宅介護支援 1474400254 ニチイケアセンター綾瀬 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440034633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474400346 サンライズ・ヴィラ綾瀬 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440042915 通所介護等 1474400429 ヒューマンライフケア望地 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440056943 居宅介護支援 1474400569 綾瀬ケアセンターそよ風 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440058515 通所介護等 1474400585 シニア向けフィットネス型リハサロン　ウインズさがみ野 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440062743 居宅介護支援 1474400627 泉の郷綾瀬　居宅介護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440063511 訪問介護等 1474400635 泉の郷綾瀬　訪問介護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440064351 介護老人福祉施設等 1474400643 特別養護老人ホーム　杜の郷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440068415 通所介護等 1474400684 ケアステーションあさひ綾瀬 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440069243 居宅介護支援 1474400692 居宅支援センター　杜の郷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440078317 福祉用具貸与等 1474400783 Ｓａｉｌｆｒｅｅ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440079115 通所介護等 1474400791 デイサービスセンター　杜の郷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440084115 通所介護等 1474400841 ケアセンター　caren　かれん 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440085811 訪問介護等 1474400858 介護隊　本部 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440087415 通所介護等 1474400874 デイサービス　ひばり 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440088211 訪問介護等 1474400882 さんしゃいんケアサービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440089015 通所介護等 1474400890 エルケアセンターまなて 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440090843 居宅介護支援 1474400908 ケアプラン　しろやま 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440091633 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1474400916 ロイヤルレジデンス綾瀬 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440092411 訪問介護等 1474400924 ヘルパーステーション　カミーリア 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440093233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1474400932 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ綾瀬 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440095743 居宅介護支援 1474400957 ゆいケアプランセンター 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440096543 居宅介護支援 1474400965 ケアプラン　花言葉 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440097315 通所介護等 1474400973 デイサービス　花束 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440098143 居宅介護支援 1474400981 ひあし居宅介護支援事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147440099915 通所介護等 1474400999 デイサービスセンター福寿あやせ寺尾台 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149110002873 小規模多機能型居宅介護等 1491100028 アンコール葉山　小規模多機能型居宅介護事業所 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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149110003676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1491100036 葉山オハナ　２４在宅サポート 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149110004473 小規模多機能型居宅介護等 1491100044 生活リハビリクラブ葉山　小規模多機能型居宅介護み・かーさ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149110005115 通所介護等 1491100051 デイサービス茶利 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149120001832 認知症対応型共同生活介護等 1491200018 グループホーム寒川かえで園 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149120002673 小規模多機能型居宅介護等 1491200026 小規模多機能型居宅介護事業所　寒川きんもくせい 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149120003415 通所介護等 1491200034 デイサービスリハビリスタジオＭ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149120004215 通所介護等 1491200042 きくの郷　デイリハ　一之宮 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149130004032 認知症対応型共同生活介護等 1491300040 りんどうグループホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149130005773 小規模多機能型居宅介護等 1491300057 りんどうケアヴィレッジ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149130006515 通所介護等 1491300065 デイサービスセンターこゆるぎ喜楽園 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149130008151 介護老人福祉施設等 1491300081 二宮喜楽園 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149130009932 認知症対応型共同生活介護等 1491300099 花物語にのみや 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149130010732 認知症対応型共同生活介護等 1491300107 花物語おおいそ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149140003032 認知症対応型共同生活介護等 1491400030 グループホーム　大和 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149140005532 認知症対応型共同生活介護等 1491400055 セントケアホームあしがら 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149140009732 認知症対応型共同生活介護等 1491400097 グループホーム　はなの里 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149140010515 通所介護等 1491400105 デイサービスセンター　丸太の家 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149140015476 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1491400154 ２４ヘルパーステーション開成 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149140016243 居宅介護支援 1491400162 ケアマネまつだ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149150002932 認知症対応型共同生活介護等 1491500029 ツクイ湯河原グループホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149150005277 看護小規模多機能型居宅介護 1491500052 あこもけあ箱根「CASA　ENFERMERA」 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149150006032 認知症対応型共同生活介護等 1491500060 ミモザ湯河原温々 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149150009415 通所介護等 1491500094 Helｐ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149150012815 通所介護等 1491500128 まごころデイサービスプラチナム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149160002732 認知症対応型共同生活介護等 1491600027 グループホーム　あいかわ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149160003573 小規模多機能型居宅介護等 1491600035 小規模多機能　あいかわ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149160005015 通所介護等 1491600050 健康ハーフデイ愛川 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149160006815 通所介護等 1491600068 デイサービス　ひだまり 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149400011873 小規模多機能型居宅介護等 1494000118 ピースフルライフ　オハナ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410003332 認知症対応型共同生活介護等 1494100033 グループホーム　あいち 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410005873 小規模多機能型居宅介護等 1494100058 リビング　暖らん 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410006673 小規模多機能型居宅介護等 1494100066 ふれんどりぃの郷 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410007432 認知症対応型共同生活介護等 1494100074 愛の家グループホーム座間　 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410008232 認知症対応型共同生活介護等 1494100082 愛の家グループホーム座間西栗原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410012415 通所介護等 1494100124 リビングケア唯の家　座間緑ヶ丘 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410013232 認知症対応型共同生活介護等 1494100132 花物語ざま 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410014015 通所介護等 1494100140 リビングケア唯の郷　栗原中央 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410015715 通所介護等 1494100157 茜デイサービス 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410016515 通所介護等 1494100165 デイサービス　りぼん　座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410017315 通所介護等 1494100173 レコードブック座間相模 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410018115 通所介護等 1494100181 ゆめの木座間 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410019932 認知症対応型共同生活介護等 1494100199 グループホーム小松原 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149410020776 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1494100207 そよ風定期巡回　ざま 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149420002332 認知症対応型共同生活介護等 1494200023 グループホーム　ちいさな手海老名ふれあいの丘 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149420003115 通所介護等 1494200031 中心荘第二老人ホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149420006432 認知症対応型共同生活介護等 1494200064 「結」ケアセンターえびな 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149420007232 認知症対応型共同生活介護等 1494200072 ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家ＧＨ海老名　グループホーム 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149420008032 認知症対応型共同生活介護等 1494200080 アースサポートグループホーム　海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149420009832 認知症対応型共同生活介護等 1494200098 グループホーム　プラチナホーム海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149420010673 小規模多機能型居宅介護等 1494200106 小規模多機能型居宅介護　プラチナコミュニティ海老名 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149430005432 認知症対応型共同生活介護等 1494300054 グループホーム　和らぎ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149430011215 通所介護等 1494300112 リビングケア唯の家　南足柄 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149430012051 介護老人福祉施設等 1494300120 潤生園みんなの家南足柄 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149430013873 小規模多機能型居宅介護等 1494300138 潤生園みんなの家南足柄　小規模多機能型居宅介護 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149440004532 認知症対応型共同生活介護等 1494400045 愛の家グループホーム綾瀬小園 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149440008673 小規模多機能型居宅介護等 1494400086 小規模多機能型居宅介護事業所　たんぽぽ　あゆみ 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149440009415 通所介護等 1494400094 リビングケア唯の家　綾瀬寺尾台西 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149440010215 通所介護等 1494400102 リビングケア唯の郷　綾瀬寺尾台東 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149440011032 認知症対応型共同生活介護等 1494400110 医療法人社団慈広会　グループホーム楓 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149440012832 認知症対応型共同生活介護等 1494400128 社会福祉法人　三栄会　グループホーム　すずの家 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149440013615 通所介護等 1494400136 デイサービス　菜の花 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
14B150001655 介護医療院 14B1500016 特定医療法人社団研精会　介護医療院箱根リハビリテーション病院 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月
14B150002455 介護医療院 14B1500024 湯河原中央温泉病院　介護医療院 県2月報告 令和4年12月 令和5年2月


