
相模原市「介護サービス情報の公表」制度　令和4年度　計画
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141260543453 介護療養型医療施設等 1412605434 医療法人　相愛会　相愛病院 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
141260820616 通所リハビリテーション等 1412608206 丘整形外科病院　通所リハビリテーション 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146269033713 訪問看護等 1462690337 訪問看護リハビリステーション　あるふぁ相模大野 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146269033717 福祉用具貸与等 1462690337 訪問看護リハビリステーション　あるふぁ相模大野 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146269033743 居宅介護支援 1462690337 訪問看護リハビリステーション　あるふぁ相模大野 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146269088113 訪問看護等 1462690881 在宅看護センター　紀寿 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260306533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472603065 アリビオこぶち壱番館 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260368543 居宅介護支援 1472603685 居宅介護支援事業所　一竿風月 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260409715 通所介護等 1472604097 マキ介護サービス株式会社 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260412111 訪問介護等 1472604121 ケアステーション優縁 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260412143 居宅介護支援 1472604121 ケアステーション優縁 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260468343 居宅介護支援 1472604683 ファミリーゴールド 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260474143 居宅介護支援 1472604741 ケアプランもみじ 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260512851 介護老人福祉施設等 1472605128 特別養護老人ホーム　りんどう麻溝 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260584711 訪問介護等 1472605847 ヘルパーステーション　つむぎ 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260594617 福祉用具貸与等 1472605946 セントケアリフォーム相模大野 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260613412 訪問入浴介護等 1472606134 アースサポート相模大野 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260637343 居宅介護支援 1472606373 ケアセンター　アルプスの杜「さがみ」 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260638111 訪問介護等 1472606381 ヘルパーステーション　アルプスの杜「さがみ」 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260643133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472606431 アルプスの杜「さがみ」 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260755343 居宅介護支援 1472607553 ケアプラン　マイスペ 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260784351 介護老人福祉施設等 1472607843 特別養護老人ホーム　大野北誠心園 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260786843 居宅介護支援 1472607868 相模原中央病院　居宅介護支援センター 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260805643 居宅介護支援 1472608056 イリーゼ相模大野居宅介護支援事業所 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260806411 訪問介護等 1472608064 イリーゼ相模大野訪問介護センター 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260810643 居宅介護支援 1472608106 居宅介護支援　あすか 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260811411 訪問介護等 1472608114 訪問介護　あすか 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147260862715 通所介護等 1472608627 あんじゅの村 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147261040911 訪問介護等 1472610409 訪問介護みゆき 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147261065611 訪問介護等 1472610656 かたくり相模台 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147261065643 居宅介護支援 1472610656 かたくり相模台 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147261084715 通所介護等 1472610847 あすかフィジカルセンター町田 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147261087015 通所介護等 1472610870 デイサービス　タイム 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149260152973 小規模多機能型居宅介護等 1492601529 小規模多機能型居宅介護　ゆとり庵　磯部 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149260167715 通所介護等 1492601677 レコードブック相模大野 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149260173532 認知症対応型共同生活介護等 1492601735 グループホーム　東林間　輝 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149260174373 小規模多機能型居宅介護等 1492601743 小規模多機能型居宅介護　東林間　輝 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149260183415 通所介護等 1492601834 デイサービスかたくりの里　相模台 相模原10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146269042843 居宅介護支援 1462690428 みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146269048513 訪問看護等 1462690485 訪問看護リハビリステーション　モーメント 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146269084013 訪問看護等 1462690840 おかもと訪問看護ステーション相模原 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146269086513 訪問看護等 1462690865 ナースリハビリステーション陽の光 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146269089913 訪問看護等 1462690899 生活支援ステーション　じょんのび 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146269091513 訪問看護等 1462690915 ライフウェル訪問看護リハビリステーション相模大野 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260117633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472601176 リハビリホームくらら相模大野 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260192915 通所介護等 1472601929 デイサービスセンター　第二幸園 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260193732 認知症対応型共同生活介護等 1472601937 グループホーム　幸園 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260326343 居宅介護支援 1472603263 わかくさ 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260327115 通所介護等 1472603271 相模原市立古淵デイサービスセンター 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260353743 居宅介護支援 1472603537 居宅介護支援センター芙蓉の園 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260361043 居宅介護支援 1472603610 ほろわ介護センター 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260363615 通所介護等 1472603636 デイサービス　ゆずの樹 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260364443 居宅介護支援 1472603644 ケアプラン柊 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260456815 通所介護等 1472604568 労協相模原地域福祉事業所もみじ陽だまりの家 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260475815 通所介護等 1472604758 デイリハ煌　ミナミ 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260596133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472605961 介護付有料老人ホーム　プレザンメゾン　相模原南台 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260599543 居宅介護支援 1472605995 居宅介護支援事業所　相模原敬寿園 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260602751 介護老人福祉施設等 1472606027 特別養護老人ホーム　相模原敬寿園 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260629043 居宅介護支援 1472606290 居宅介護支援事業所　ワゲン麻溝 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260633217 福祉用具貸与等 1472606332 ライフサポート　たいよう 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260634015 通所介護等 1472606340 ナカミチデイサービス大野台 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260639915 通所介護等 1472606399 ディサービス　えにし 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260640715 通所介護等 1472606407 スマイル相模大野 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260649833 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 1472606498 ホームステーションらいふ小田急相模原 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260656315 通所介護等 1472606563 元気ハーフデイ 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260809843 居宅介護支援 1472608098 ケアプラン　ゆかり 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260817133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472608171 クラーチ・ファミリア古淵 相模原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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147260821315 通所介護等 1472608213 ありていプラス 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260835343 居宅介護支援 1472608353 居宅介護支援センター　大野台幸園 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260861917 福祉用具貸与等 1472608619 けやきサポートさがみ 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147260865015 通所介護等 1472608650 樹楽　相模大野 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261042511 訪問介護等 1472610425 けやきライフさがみ 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261042543 居宅介護支援 1472610425 けやきライフさがみ 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261044115 通所介護等 1472610441 あいていフィットネス 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261052443 居宅介護支援 1472610524 生活支援ステーション　じょんのび 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261053211 訪問介護等 1472610532 株式会社ケアステーションリンク 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261056515 通所介護等 1472610565 デイサービス　ソラスト相模大野 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261059915 通所介護等 1472610599 デイサービスセンターエクラシア相模原南 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261060711 訪問介護等 1472610607 学研ココファン相模大野弐番館ヘルパーセンター 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261063111 訪問介護等 1472610631 ライブラリ相模大野訪問介護事業所 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261069815 通所介護等 1472610698 ツクイ相武台 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261076333 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 1472610763 ライブラリ相模大野南 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261079743 居宅介護支援 1472610797 ライブラリ相模原居宅介護支援事業所 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261081311 訪問介護等 1472610813 ツクイ相模台 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261081312 訪問入浴介護等 1472610813 ツクイ相模台 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261081343 居宅介護支援 1472610813 ツクイ相模台 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261086243 居宅介護支援 1472610862 ケアプランみさと 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261088843 居宅介護支援 1472610888 ケアセンター　ハピネス 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147261089611 訪問介護等 1472610896 サンウェルズ相模大野ヘルパーステーション 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149260022432 認知症対応型共同生活介護等 1492600224 ニチイケアセンター御園 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149260072973 小規模多機能型居宅介護等 1492600729 第２小規模多機能ホーム芙蓉の園 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149260073732 認知症対応型共同生活介護等 1492600737 グループホームみさき豊町 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149260079432 認知症対応型共同生活介護等 1492600794 グループホームたんぽぽ相武台 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149260168515 通所介護等 1492601685 デイサービス　モーメント 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149260175032 認知症対応型共同生活介護等 1492601750 ツクイ相模原相武台 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149260175073 小規模多機能型居宅介護等 1492601750 ツクイ相模原相武台 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149260177632 認知症対応型共同生活介護等 1492601776 ライブラリ東林間 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149260178432 認知症対応型共同生活介護等 1492601784 ライブラリ相模大野 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149260186715 通所介護等 1492601867 デイサービス櫻梅桃李　北里 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149260187576 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492601875 そよ風定期巡回　さがみはら古淵 相模原11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
141260042716 通所リハビリテーション等 1412600427 東芝林間病院 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145268005616 通所リハビリテーション等 1452680056 医療法人社団小松会　介護老人保健施設　清泉の郷 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145268005652 介護老人保健施設等 1452680056 医療法人社団小松会　介護老人保健施設　清泉の郷 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145268006416 通所リハビリテーション等 1452680064 上溝介護老人保健施設　いずみ 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145268006452 介護老人保健施設等 1452680064 上溝介護老人保健施設　いずみ 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146269018813 訪問看護等 1462690188 ケア・パートナーさくら 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146269029513 訪問看護等 1462690295 医療法人社団哺育会　訪問看護ステーション　ルピナス 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146269047713 訪問看護等 1462690477 ＩＮＧ訪問看護ステーション 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146269085713 訪問看護等 1462690857 ゆとり庵麻溝　訪問看護ステーション 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260118417 福祉用具貸与等 1472601184 ライフケァサービス株式会社 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260122643 居宅介護支援 1472601226 すがや薬局　介護支援センター 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260124243 居宅介護支援 1472601242 青葉の郷　居宅介護支援センター 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260127511 訪問介護等 1472601275 ワーカーズ・ベル 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260206711 訪問介護等 1472602067 えがおさん 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260334743 居宅介護支援 1472603347 東電さわやかケア相模原・居宅介護支援 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260335443 居宅介護支援 1472603354 東電さわやかケア東林間・居宅介護支援 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260337011 訪問介護等 1472603370 東電さわやかケア東林間・訪問介護 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260338811 訪問介護等 1472603388 東電さわやかケア相模原・訪問介護 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260350315 通所介護等 1472603503 NPO法人　シンフォニーデイサービス 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260352943 居宅介護支援 1472603529 Ｅ介護 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260452751 介護老人福祉施設等 1472604527 特別養護老人ホーム清菊園 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260471717 福祉用具貸与等 1472604717 株式会社イノベイションオブメディカルサービス相模原営業所 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260601915 通所介護等 1472606019 はなさか 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260601951 介護老人福祉施設等 1472606019 はなさか 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260607611 訪問介護等 1472606076 医療法人社団哺育会　訪問介護事業所　菜のはな 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260609215 通所介護等 1472606092 けやきリハビリデイサービス 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260610011 訪問介護等 1472606100 きずなステーション 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260631615 通所介護等 1472606316 相武台リハビリデイサービス 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260642333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472606423 はなことば相模原 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260645643 居宅介護支援 1472606456 イリーゼ相模原矢部居宅介護支援事業所 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260646411 訪問介護等 1472606464 イリーゼ相模原矢部訪問介護センター 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260657143 居宅介護支援 1472606571 ＨＡＬ介護サービス 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260660515 通所介護等 1472606605 えなふる優縁Ｄays 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260661311 訪問介護等 1472606613 ケアステーション　和 相模原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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147260804915 通所介護等 1472608049 デイサービス　リズム 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260807243 居宅介護支援 1472608072 渕野辺総合病院居宅介護支援センター 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260808015 通所介護等 1472608080 クローバー介護サービス 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260814815 通所介護等 1472608148 だんらんの家　相模台 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260823943 居宅介護支援 1472608239 ライフケア　どんぐり 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260825417 福祉用具貸与等 1472608254 ソネット相模原 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260830411 訪問介護等 1472608304 ひばり訪問介護ステーション相模原 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260838711 訪問介護等 1472608387 福祉クラブ生協　あいわ 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260840315 通所介護等 1472608403 はじめディサービス 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147260841151 介護老人福祉施設等 1472608411 セントケア相模原ちよだ 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147261045811 訪問介護等 1472610458 ラウンド＆ケアヘルパーステーション相模原 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147261046617 福祉用具貸与等 1472610466 イーライフ株式会社　相模原営業所 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147261047411 訪問介護等 1472610474 訪問介護ステーション相模原こころ 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147261050815 通所介護等 1472610508 すずの家　さがみはら　デイサービス 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147261055717 福祉用具貸与等 1472610557 ラウンド＆ケア福祉用具相模原 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147261064911 訪問介護等 1472610649 かたくり古淵 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147261066411 訪問介護等 1472610664 かたくり相模原 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147261066443 居宅介護支援 1472610664 かたくり相模原 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147261078917 福祉用具貸与等 1472610789 かたくり福祉用具神奈川・多摩センター 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147261083917 福祉用具貸与等 1472610839 優縁アシスト 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149260016632 認知症対応型共同生活介護等 1492600166 グループホーム　アルプスの杜　「陽光台」 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149260045532 認知症対応型共同生活介護等 1492600455 グループホーム　上矢部 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149260046373 小規模多機能型居宅介護等 1492600463 小規模多機能　上矢部 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149260076073 小規模多機能型居宅介護等 1492600760 あさみぞハウス 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149260165132 認知症対応型共同生活介護等 1492601651 グループホーム　すずの家　さがみはら 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149260170115 通所介護等 1492601701 パワーリハビリテーションワトワ 相模原12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146269013913 訪問看護等 1462690139 すずらん訪問看護ステーション 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146269021213 訪問看護（療養通所介護含む）等 1462690212 ハローナースステーション 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146269030313 訪問看護等 1462690303 ワン・ライフ訪問看護ステーション 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146269049313 訪問看護等 1462690493 塩田会訪問看護ステーション 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260210911 訪問介護等 1472602109 スマイル光が丘 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260210943 居宅介護支援 1472602109 スマイル光が丘 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260331315 通所介護等 1472603313 スマイルデイサービスセンター・ビーチ 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260347911 訪問介護等 1472603479 ニチイケアセンターみどりがおか 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260347915 通所介護等 1472603479 ニチイケアセンターみどりがおか 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260347917 福祉用具貸与等 1472603479 ニチイケアセンターみどりがおか 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260360243 居宅介護支援 1472603602 ふみいり　ケアプラン 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260362811 訪問介護等 1472603628 わだつみ在宅介護 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260449311 訪問介護等 1472604493 フミールホームヘルパーセンター 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260450143 居宅介護支援 1472604501 フミールケアセンター 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260454315 通所介護等 1472604543 介護職人のデイサービス　共和マイスペ館 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260459211 訪問介護等 1472604592 訪問介護サービス｢夢（ドリーム）」 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260460015 通所介護等 1472604600 リハビリストホーム　淵野辺 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260464215 通所介護等 1472604642 デイサービスゆずの樹　上溝 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260611815 通所介護等 1472606118 機能向上　マイスぺ　リハ館　相模原 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260612611 訪問介護等 1472606126 ヘルパーステーション　ユニコ 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260620933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472606209 上溝ジョイフルホームそよ風 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260627443 居宅介護支援 1472606274 ケアプラン周和 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260632411 訪問介護等 1472606324 訪問介護ステーション幸寿 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260662115 通所介護等 1472606621 デイサービス楽喜ー 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260663915 通所介護等 1472606639 相模原ケアコミュニティそよ風 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260812233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472608122 アーバンリビング相模原 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260820515 通所介護等 1472608205 デイサービス寿楽 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260824711 訪問介護等 1472608247 ケアステーションあおぞら 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260829611 訪問介護等 1472608296 訪問介護　パタカラ 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260842915 通所介護等 1472608429 リハテラス矢部 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260848615 通所介護等 1472608486 リハビリデイサービスセンターシエロ　淵野辺 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260850211 訪問介護等 1472608502 訪問介護ハート 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260851011 訪問介護等 1472608510 訪問介護　あみかる 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260852815 通所介護等 1472608528 Wake up Sports　相模原中央スタジオ 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260858515 通所介護等 1472608585 早稲田イーライフ淵野辺 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147260859315 通所介護等 1472608593 リハビリテーションＯｎｅ相生 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261043315 通所介護等 1472610433 リハビリデイサービスオリオン 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261054043 居宅介護支援 1472610540 居宅介護支援センター　プログレス 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261057315 通所介護等 1472610573 リハメンテライズ相模原リハビリセンター 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261061533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472610615 ベストライフ相模原 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261068011 訪問介護等 1472610680 ツクイ・サンフォレスト相模原 相模原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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147261068015 通所介護等 1472610680 ツクイ・サンフォレスト相模原 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261068043 居宅介護支援 1472610680 ツクイ・サンフォレスト相模原 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261070611 訪問介護等 1472610706 ツクイ相模原矢部 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261070615 通所介護等 1472610706 ツクイ相模原矢部 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261070643 居宅介護支援 1472610706 ツクイ相模原矢部 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261071415 通所介護等 1472610714 ツクイ相模原横山 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261072211 訪問介護等 1472610722 ツクイ相模原 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261072243 居宅介護支援 1472610722 ツクイ相模原 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261073033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472610730 ツクイ・サンシャイン相模原 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261075533 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 1472610755 ライブラリ淵野辺 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261077117 福祉用具貸与等 1472610771 ライブラリ相模原福祉用具貸与事業所 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147261090417 福祉用具貸与等 1472610904 ケアキット匠の荘 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149260020832 認知症対応型共同生活介護等 1492600208 ニチイケアセンター上溝 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149260021632 認知症対応型共同生活介護等 1492600216 ニチイケアセンター相模原 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149260049732 認知症対応型共同生活介護等 1492600497 相模原ケアコミュニティそよ風　グループホーム 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149260071176 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492600711 相模原ケアコミュニティそよ風　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149260080232 認知症対応型共同生活介護等 1492600802 グループホームたんぽぽ水郷田名 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149260171915 通所介護等 1492601719 だんらんの家　共和 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149260172732 認知症対応型共同生活介護等 1492601727 花物語あじさい西 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149260176873 小規模多機能型居宅介護等 1492601768 ライブラリ淵野辺　小規模多機能型居宅介護事業所 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149260180032 認知症対応型共同生活介護等 1492601800 グループホーム　ライブラリ古淵 相模原1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141260452814 訪問リハビリテーション等 1412604528 医療法人財団　明理会　相原病院 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
145268008014 訪問リハビリテーション等 1452680080 医療法人財団　明理会　介護老人保健施設　相模原ロイヤルケアセンター 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
145268008016 通所リハビリテーション等 1452680080 医療法人財団　明理会　介護老人保健施設　相模原ロイヤルケアセンター 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
145268008052 介護老人保健施設等 1452680080 医療法人財団　明理会　介護老人保健施設　相模原ロイヤルケアセンター 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
145268010652 介護老人保健施設等 1452680106 介護老人保健施設リハビリパーク城山 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146269006343 居宅介護支援 1462690063 相原訪問看護ステーション 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146269031113 訪問看護等 1462690311 訪問看護ステーション　ピコ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146269050113 訪問看護等 1462690501 総合相模更生病院　訪問看護ステーション 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146269087313 訪問看護等 1462690873 訪問看護ステーション　そら 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146269090713 訪問看護等 1462690907 ライブラリ相模原訪問看護事業所 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147170033415 通所介護等 1471700334 スマイルデイサービス城山 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147170034215 通所介護等 1471700342 庵 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260065715 通所介護等 1472600657 特別養護老人ホーム　塩田ホーム 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260181232 認知症対応型共同生活介護等 1472601812 グループホーム　中の郷 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260184651 介護老人福祉施設等 1472601846 特別養護老人ホーム　みたけ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260186115 通所介護等 1472601861 老人デイサービスセンター　みたけ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260187943 居宅介護支援 1472601879 居宅介護支援サービスセンター　みたけ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260188733 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1472601887 軽費老人ホームケアハウス　みたけ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260189515 通所介護等 1472601895 デイサービスセンター第二中の郷 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260200015 通所介護等 1472602000 けやきの里 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260202615 通所介護等 1472602026 かどや健康ハーフデイ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260205911 訪問介護等 1472602059 コルク介護サービス 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260212543 居宅介護支援 1472602125 ひろびろ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260310743 居宅介護支援 1472603107 ホーマ在宅ケア 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260311543 居宅介護支援 1472603115 ワンズタイム 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260328915 通所介護等 1472603289 相模原市立星が丘デイサービスセンター 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260329715 通所介護等 1472603297 市立清新デイサービスセンター 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260351115 通所介護等 1472603511 ケアセンターひばり 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260351143 居宅介護支援 1472603511 ケアセンターひばり 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260462612 訪問入浴介護等 1472604626 スマイル　城山 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260463415 通所介護等 1472604634 ルイーダの家 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260477443 居宅介護支援 1472604774 ケアマネジメント　紗羅の木 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260478215 通所介護等 1472604782 デイサービスやよい 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260479015 通所介護等 1472604790 デイサービス東橋本 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260541743 居宅介護支援 1472605417 ニチイケアセンター橋本北 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260615951 介護老人福祉施設等 1472606159 特別養護老人ホーム　ケアプラザさがみはら 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260625815 通所介護等 1472606258 なごやかデイズ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260636543 居宅介護支援 1472606365 ケアリングサポートセンター　グランシェル 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260651411 訪問介護等 1472606514 ケア２４さくら 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260658915 通所介護等 1472606589 ルイーダの家あき 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260813011 訪問介護等 1472608130 ライフコート相模原下九沢　さくらんぼ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260813043 居宅介護支援 1472608130 ライフコート相模原下九沢　さくらんぼ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260815517 福祉用具貸与等 1472608155 あい和ケアサービス 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260818943 居宅介護支援 1472608189 相模原ロイヤルケアセンター居宅介護支援事業所 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260819711 訪問介護等 1472608197 ケアサービスオグラ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147260822111 訪問介護等 1472608221 訪問介護　あじさい 相模原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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147260827043 居宅介護支援 1472608270 サポート・ユー居宅介護支援センター 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147261051611 訪問介護等 1472610516 のぞみケアステーション 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147261062311 訪問介護等 1472610623 ライブラリ橋本訪問介護事業所 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147261067215 通所介護等 1472610672 ツクイ原宿南 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147261074833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472610748 ライブラリ橋本 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147261082111 訪問介護等 1472610821 ケアステーションあんじぇす相模原 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147261085443 居宅介護支援 1472610854 ケアプランセンターえんじゅ相模原 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147261091211 訪問介護等 1472610912 訪問介護　ロア 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260001832 認知症対応型共同生活介護等 1492600018 グループホーム桜 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260003473 小規模多機能型居宅介護等 1492600034 ななかまど 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260015832 認知症対応型共同生活介護等 1492600158 グループホーム梅 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260018232 認知症対応型共同生活介護等 1492600182 グループホーム　ふじの 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260042232 認知症対応型共同生活介護等 1492600422 グループホーム　夢かご 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260043073 小規模多機能型居宅介護等 1492600430 小規模多機能型居宅介護　夢かご 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260044832 認知症対応型共同生活介護等 1492600448 プライミーしろあん 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260077832 認知症対応型共同生活介護等 1492600778 グループホームプレシャス橋本 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260078632 認知症対応型共同生活介護等 1492600786 グループホームたんぽぽ上溝 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260163632 認知症対応型共同生活介護等 1492601636 あいはらグループホームそよ風 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260164432 認知症対応型共同生活介護等 1492601644 グループホーム　レガメ三ヶ木 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260166915 通所介護等 1492601669 けいゆう通所介護 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260179232 認知症対応型共同生活介護等 1492601792 ライブラリ城山 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260182676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492601826 ライブラリ相模原　定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260184215 通所介護等 1492601842 早稲田イーライフさがみ 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149260185915 通所介護等 1492601859 リハプライド 原宿 相模原2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141260691114 訪問リハビリテーション等 1412606911 医療法人社団　悠心会　森田病院 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141260697843 居宅介護支援 1412606978 相模湖病院 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145178001416 通所リハビリテーション等 1451780014 介護老人保健施設　ケアガーデンさがみ湖 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145178001452 介護老人保健施設等 1451780014 介護老人保健施設　ケアガーデンさがみ湖 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145268000716 通所リハビリテーション等 1452680007 介護老人保健施設　グリーンヒルズ相模原 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145268000752 介護老人保健施設等 1452680007 介護老人保健施設　グリーンヒルズ相模原 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145268009152 介護老人保健施設等 1452680091 介護老人保健施設　ケアガーデンさがみ湖(ユニット型) 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146269002213 訪問看護等 1462690022 グリーンヒルズ訪問看護ステーション 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146269006313 訪問看護等 1462690063 相原訪問看護ステーション 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146269019613 訪問看護等 1462690196 相模原赤十字訪問看護ステーション 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146269020413 訪問看護等 1462690204 ＪＡ訪問看護ステーションつくい 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146269037813 訪問看護等 1462690378 ケアーズ訪問看護リハビリステーション橋本 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146269040213 訪問看護等 1462690402 ネクサスコート橋本　訪問看護ステーション 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146269071713 訪問看護等 1462690717 訪問看護ステーションルースト相模原 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170002943 居宅介護支援 1471700029 旭ケ丘居宅介護支援センター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170003715 通所介護等 1471700037 ライフホーム城山 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170003743 居宅介護支援 1471700037 ライフホーム城山 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170003751 介護老人福祉施設等 1471700037 ライフホーム城山 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170004511 訪問介護等 1471700045 ＪＡふれあい支援センター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170005215 通所介護等 1471700052 介護老人福祉施設　旭ヶ丘特別養護老人ホーム 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170005251 介護老人福祉施設等 1471700052 介護老人福祉施設　旭ヶ丘特別養護老人ホーム 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170006051 介護老人福祉施設等 1471700060 特別養護老人ホーム　銀の館 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170007815 通所介護等 1471700078 銀の館居宅介護センター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170011011 訪問介護等 1471700110 特定非営利活動法人　明穂会ヘルパーステーション 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170012811 訪問介護等 1471700128 ヘルパーまごころ 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170013611 訪問介護等 1471700136 サポート・ユー・２１介護支援センター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170017715 通所介護等 1471700177 さがみこデイサービスセンター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170021917 福祉用具貸与等 1471700219 有限会社　ウエマツ 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170022751 介護老人福祉施設等 1471700227 介護老人福祉施設　さがみ湖桂寿苑 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170030043 居宅介護支援 1471700300 ほのぼのケアプランセンター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170031811 訪問介護等 1471700318 ほのぼのサービスセンター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147170031815 通所介護等 1471700318 ほのぼのサービスセンター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260010343 居宅介護支援 1472600103 グリーンヒルズ居宅介護支援事業所 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260024443 居宅介護支援 1472600244 居宅介護支援センター中の郷 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260040043 居宅介護支援 1472600400 株式会社　共立ケアセンター　ケアプランサービス 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260067351 介護老人福祉施設等 1472600673 特別養護老人ホーム　中の郷 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260072315 通所介護等 1472600723 特別養護老人ホーム　東橋本ひまわりホーム 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260072351 介護老人福祉施設等 1472600723 特別養護老人ホーム　東橋本ひまわりホーム 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260075611 訪問介護等 1472600756 グリーンヒルズ訪問介護ステーション 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260083015 通所介護等 1472600830 社会福祉法人　久寿会　中の郷 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260233111 訪問介護等 1472602331 わかば介護サービス 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260233143 居宅介護支援 1472602331 わかば介護サービス 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260283615 通所介護等 1472602836 アビリティーズ・デイサービス橋本 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147260310711 訪問介護等 1472603107 ホーマ在宅ケア 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260311517 福祉用具貸与等 1472603115 ワンズタイム 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260383443 居宅介護支援 1472603834 森田病院居宅介護支援事業所 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260399016 通所リハビリテーション等 1472603990 晃友リハビリテーション館 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260410511 訪問介護等 1472604105 ＯＲＣヘルパーステーション 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260413911 訪問介護等 1472604139 あさひケア 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260413943 居宅介護支援 1472604139 あさひケア 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260430343 居宅介護支援 1472604303 銀の館　居宅介護支援センター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260438611 訪問介護等 1472604386 ワーカーズ　はっぴー 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260438643 居宅介護支援 1472604386 ワーカーズ　はっぴー 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260439411 訪問介護等 1472604394 しらゆり介護サービス 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260499843 居宅介護支援 1472604998 居宅介護支援事業所　つみき 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260502915 通所介護等 1472605029 サロンデイ下九沢 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260506015 通所介護等 1472605060 デイサービスしらゆり 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260510211 訪問介護等 1472605102 訪問介護事業所　かたくりの里 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260515115 通所介護等 1472605151 まゆの里通所介護 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260519315 通所介護等 1472605193 デイサービスセンターグランシェル 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260520133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472605201 ホームステーションらいふ橋本 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260521933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472605219 セントラルケアホームプレシャス橋本 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260529215 通所介護等 1472605292 デイサービスセンターしんや 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260531851 介護老人福祉施設等 1472605318 特別養護老人ホーム　青根苑１号館 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260532651 介護老人福祉施設等 1472605326 特別養護老人ホーム　青根苑２号館 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260538317 福祉用具貸与等 1472605383 メディケアセンター相模原 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260541711 訪問介護等 1472605417 ニチイケアセンター橋本北 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260543333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472605433 イリーゼはしもと 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260552415 通所介護等 1472605524 ケアステーション　暖 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260552443 居宅介護支援 1472605524 ケアステーション　暖 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260554043 居宅介護支援 1472605540 ケアセンター　ブーケ 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260561543 居宅介護支援 1472605615 介護の相談所　ゆいまーる 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260562311 訪問介護等 1472605623 介護　みなみ 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260567211 訪問介護等 1472605672 タナケアステーション 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260568033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472605680 そんぽの家　城山 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260571411 訪問介護等 1472605714 合の家ケアステーション 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260571443 居宅介護支援 1472605714 合の家ケアステーション 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260579743 居宅介護支援 1472605797 居宅介護支援事業所　セントラルケアホームプレシャス橋本 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260583915 通所介護等 1472605839 フルール・ガーデン 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260586243 居宅介護支援 1472605862 アロハ　居宅介護支援センター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260587015 通所介護等 1472605870 アロハ　デイサービス長竹 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260676115 通所介護等 1472606761 ほのぼのサービスセンター　おむかい 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260688615 通所介護等 1472606886 ピュアらいふ相模原三ケ木 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260692815 通所介護等 1472606928 ハートてらす相模原若柳 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260716515 通所介護等 1472607165 機能向上　マイスペ　リハ館　大島 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260738951 介護老人福祉施設等 1472607389 特別養護老人ホーム　中の郷　ユニット型 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260744743 居宅介護支援 1472607447 笑み　支援事業所 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260751211 訪問介護等 1472607512 ネクサスコート橋本　訪問介護事業所 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260753843 居宅介護支援 1472607538 ネクサスコート橋本　居宅介護支援事業所 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260762915 通所介護等 1472607629 アロハ　デイサービス青山 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260791815 通所介護等 1472607918 生活リハビリクラブ橋本 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260800717 福祉用具貸与等 1472608007 福祉用具研究所　ゆいまーる 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260803151 介護老人福祉施設等 1472608031 特別養護老人ホーム　相模湖みどりの丘 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260871815 通所介護等 1472608718 アクア大島デイサービス 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260876711 訪問介護等 1472608767 ヘルパーステーション　ケアライン 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260904715 通所介護等 1472609047 ほのぼのサービスセンター　匠 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260913811 訪問介護等 1472609138 訪問介護事業所　えみのわ神奈川 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260919511 訪問介護等 1472609195 ケアステーションあかり 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260944333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472609443 さわやかさがみはら館 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260952611 訪問介護等 1472609526 訪問介護ひまわり二本松 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260952676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1472609526 訪問介護ひまわり二本松 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260961715 通所介護等 1472609617 デイサービス　グリーンフォレスト 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260963315 通所介護等 1472609633 ボーナビール二本松ケアセンター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260963343 居宅介護支援 1472609633 ボーナビール二本松ケアセンター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147260963351 介護老人福祉施設等 1472609633 ボーナビール二本松ケアセンター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147261014443 居宅介護支援 1472610144 ケアプランほほえみ 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147261024315 通所介護等 1472610243 ケアセンター　勇気凜凜 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147261034215 通所介護等 1472610342 デイサービスセンターエクラシア相模原 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147261039111 訪問介護等 1472610391 ニチイケアセンター津久井湖 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147261104311 訪問介護等 1472611043 すきっぷ訪問介護 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147261105015 通所介護等 1472611050 すきっぷコンパスウォーク・デイサービス 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147261106843 居宅介護支援 1472611068 すきっぷケアプラン 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147261107617 福祉用具貸与等 1472611076 エス・エスホームケア株式会社　福祉用具事業部 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260030732 認知症対応型共同生活介護等 1492600307 花物語　さがみ北 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260031573 小規模多機能型居宅介護等 1492600315 花織さがみ北 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260032332 認知症対応型共同生活介護等 1492600323 高齢者グループホームしんや 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260040632 認知症対応型共同生活介護等 1492600406 グループホーム　東橋本 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260041473 小規模多機能型居宅介護等 1492600414 小規模多機能　東橋本 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260057032 認知症対応型共同生活介護等 1492600570 グループホームみさき津久井 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260086973 小規模多機能型居宅介護等 1492600869 パナソニック　エイジフリーケアセンター相模原橋本・小規模多機能 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260089332 認知症対応型共同生活介護等 1492600893 アクア大島グループホーム 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260090173 小規模多機能型居宅介護等 1492600901 アクア大島小規模多機能ホーム 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260096832 認知症対応型共同生活介護等 1492600968 花物語はしもとナーシング 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260097677 看護小規模多機能型居宅介護 1492600976 花織はしもと 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260104032 認知症対応型共同生活介護等 1492601040 木下の介護　グループホーム城山 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260107315 通所介護等 1492601073 なごやかエムス 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260109915 通所介護等 1492601099 あんじゅの村あるく 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260131315 通所介護等 1492601313 ライフリンク　相模原 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260132115 通所介護等 1492601321 アロハ　橋本スタジオ 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260138815 通所介護等 1492601388 リハビリテーション颯はしもと 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260191777 看護小規模多機能型居宅介護 1492601917 セントケア看護小規模鵜野森 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260193315 通所介護等 1492601933 ＵＰ　Ｌｉｆｅ　小田急相模原店 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149260195815 通所介護等 1492601958 ご長寿くらぶ相模原・文京デイサービスセンター 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
14B260002155 介護医療院 14B2600021 相模原南病院　介護医療院 相模原10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141260302514 訪問リハビリテーション等 1412603025 医療法人社団哺育会　さがみリハビリテーション病院 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145178000616 通所リハビリテーション等 1451780006 老人保健施設　なごみの里 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145178000652 介護老人保健施設等 1451780006 老人保健施設　なごみの里 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145268004916 通所リハビリテーション等 1452680049 相和会　介護老人保健施設青葉の郷 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145268004952 介護老人保健施設等 1452680049 相和会　介護老人保健施設青葉の郷 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145268007216 通所リハビリテーション等 1452680072 医療法人社団　仁和会　介護老人保健施設　とき 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145268007252 介護老人保健施設等 1452680072 医療法人社団仁和会　介護老人保健施設とき 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146269004813 訪問看護等 1462690048 ＪＡ訪問看護ステーションさがみはら 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146269004843 居宅介護支援 1462690048 ＪＡ訪問看護ステーションさがみはら 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146269038613 訪問看護等 1462690386 訪問看護ステーション　アミカル 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146269059213 訪問看護等 1462690592 あかね訪問看護ステーション 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146269064213 訪問看護等 1462690642 なごみ訪問看護リハビリステーション相模原中央 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146269065913 訪問看護等 1462690659 指定訪問看護　ＮＯＲＲＯ 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146269072513 訪問看護等 1462690725 ハートウェーブ訪問看護リハビリステーション 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146269074113 訪問看護等 1462690741 のぞみ訪問看護ステーション 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146269097213 訪問看護等 1462690972 訪問看護ステーションクラエ相模原 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147170010211 訪問介護等 1471700102 ニチイケアセンター相模湖 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147170025016 通所リハビリテーション等 1471700250 瀬戸の森　通所リハビリテーション 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147170027643 居宅介護支援 1471700276 瀬戸の森　居宅介護支援センター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260002043 居宅介護支援 1472600020 社会福祉法人　上溝緑寿会　コスモスセンター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260002051 介護老人福祉施設等 1472600020 社会福祉法人　上溝緑寿会　コスモスセンター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260038415 通所介護等 1472600384 デイサービスセンター　桜の園 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260044243 居宅介護支援 1472600442 老人デイサービスセンター　おやどり 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260050911 訪問介護等 1472600509 ヘルパーステーション　千代田 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260051715 通所介護等 1472600517 千代田デイサービスセンター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260068151 介護老人福祉施設等 1472600681 特別養護老人ホーム　はあとぴあ 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260087111 訪問介護等 1472600871 アイネットさがみはら 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260087143 居宅介護支援 1472600871 アイネットさがみはら 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260101017 福祉用具貸与等 1472601010 シマヤメディカル株式会社 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260102815 通所介護等 1472601028 デイサービスセンター実の里 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260131732 認知症対応型共同生活介護等 1472601317 特定非営利活動法人　グループホーム　シオン相模原 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260136611 訪問介護等 1472601366 さがみはらケアステーション　あやとり 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260136643 居宅介護支援 1472601366 さがみはらケアステーション　あやとり 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260141632 認知症対応型共同生活介護等 1472601416 高齢者グループホーム　おやどり 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260157217 福祉用具貸与等 1472601572 株式会社ヤマシタ相模原営業所 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260170511 訪問介護等 1472601705 さんき・さがみはら介護サービス 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260237243 居宅介護支援 1472602372 千代田介護支援センター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260244832 認知症対応型共同生活介護等 1472602448 プライミーよこよこ 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260277832 認知症対応型共同生活介護等 1472602778 ななかまど 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260292711 訪問介護等 1472602927 株式会社ハンディ介護センター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260304011 訪問介護等 1472603040 アースサポート相模原 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260321432 認知症対応型共同生活介護等 1472603214 グループホーム　秋桜 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260322215 通所介護等 1472603222 認知症　デイサービス　秋桜 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月



相模原市「介護サービス情報の公表」制度　令和4年度　計画
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147260377611 訪問介護等 1472603776 セントケア相模原 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260377612 訪問入浴介護等 1472603776 セントケア相模原 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260389117 福祉用具貸与等 1472603891 なごみの里ケアセンター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260389143 居宅介護支援 1472603891 なごみの里ケアセンター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260404811 訪問介護等 1472604048 リープス訪問介護ステーション 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260419633 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 1472604196 ホッとライブ横山台 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260421215 通所介護等 1472604212 介護職人のデイサービス　淵野辺マイスペ館 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260442817 福祉用具貸与等 1472604428 ユニバーサルケア 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260492343 居宅介護支援 1472604923 株式会社ファミリーホーム 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260495615 通所介護等 1472604956 だんらんの家　上溝 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260511015 通所介護等 1472605110 デイサービスわだつみ 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260550815 通所介護等 1472605508 だんらんの家　水郷田名 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260576315 通所介護等 1472605763 デイサービスかりんとう 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260577115 通所介護等 1472605771 ナカミチデイサービス　二本松 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260582111 訪問介護等 1472605821 ライフサポート　リアン 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260664717 福祉用具貸与等 1472606647 株式会社フロンティア　相模原営業所 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260668851 介護老人福祉施設等 1472606688 特別養護老人ホーム　マナーハウス横山台 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260670415 通所介護等 1472606704 デイサービスセンター　マナーハウス横山台 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260683711 訪問介護等 1472606837 ライフサポート・心 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260691033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472606910 アルプスの杜「かみみぞ」 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260700915 通所介護等 1472607009 Ｗａデイサービス 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260710811 訪問介護等 1472607108 ずっと我が家　上溝本町 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260710815 通所介護等 1472607108 ずっと我が家　上溝本町 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260710851 介護老人福祉施設等 1472607108 ずっと我が家　上溝本町 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260712415 通所介護等 1472607124 アクティビティデイサービス　笑が家 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260720715 通所介護等 1472607207 湯～BOX 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260724933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472607249 エスケアリビング相模原中央 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260727243 居宅介護支援 1472607272 きずなケアプランセンター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260729811 訪問介護等 1472607298 介護サービス　みどり 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260731415 通所介護等 1472607314 さがみはら福祉相談センター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260732215 通所介護等 1472607322 リハ・フィット　すまいる　らいふ　小山 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260743911 訪問介護等 1472607439 ホットハート相模原 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260746243 居宅介護支援 1472607462 居宅介護支援事業所　ワゲン中央 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260790043 居宅介護支援 1472607900 ファミリークリニックケアプランセンター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260867611 訪問介護等 1472608676 アクア訪問介護ステーション 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260873415 通所介護等 1472608734 アクア水郷田名デイサービス 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260874215 通所介護等 1472608742 アクア横山公園デイサービス 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260877515 通所介護等 1472608775 健康ぷらす　上溝事業所 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260886615 通所介護等 1472608866 デイサービスゆずの実 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260888215 通所介護等 1472608882 リハ・フィット　すまいる　らいふ 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260896543 居宅介護支援 1472608965 みどり　ケアサポート 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260898115 通所介護等 1472608981 デイサービスプラチナライフ橋本二本松 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260900515 通所介護等 1472609005 アズハイムテラス相模原 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260900551 介護老人福祉施設等 1472609005 アズハイムテラス相模原 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260908817 福祉用具貸与等 1472609088 福祉用具　ジョイフル 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260910433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472609104 花珠の家さがみ中央 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260911215 通所介護等 1472609112 デイサービスセンターＷＥＥＫ 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260914643 居宅介護支援 1472609146 医療法人社団哺育会　居宅介護支援事業所　タイム 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260923717 福祉用具貸与等 1472609237 瀬戸の森　福祉ケア 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260927811 訪問介護等 1472609278 介護のウエルカム 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260927843 居宅介護支援 1472609278 介護のウエルカム 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260928643 居宅介護支援 1472609286 ケアプランこころ 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260936943 居宅介護支援 1472609369 ケアプランこうま 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260945011 訪問介護等 1472609450 訪問介護　エクシオケア　相模 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260948443 居宅介護支援 1472609484 なごみ訪問看護リハビリステーション相模原中央　居宅介護支援事業所 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260949243 居宅介護支援 1472609492 居宅介護支援事業所コルク 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260976533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472609765 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ上溝 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260985643 居宅介護支援 1472609856 わんらいふ医療・介護相談室 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260991411 訪問介護等 1472609914 訪問介護プロハイド 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260998943 居宅介護支援 1472609989 のぞみケアプランセンター 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147260999711 訪問介護等 1472609997 悠生苑ケアステーション 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147261003711 訪問介護等 1472610037 ハートフルサポート番田　結 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147261012815 通所介護等 1472610128 ルイーダの家もも 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147261027615 通所介護等 1472610276 ブルーミングケアマルプ上溝 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147261030015 通所介護等 1472610300 医療法人社団哺育会　通所介護事業所　ユースフルデイ　りあくと 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147261035911 訪問介護等 1472610359 ヘルパーステーション　匠の荘 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147261038343 居宅介護支援 1472610383 ラウンド＆ケア居宅介護支援事業所相模原 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147261109243 居宅介護支援 1472611092 東林間福祉事務所 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147261116743 居宅介護支援 1472611167 居宅介護支援事業所　ワゲン相模台 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260012573 小規模多機能型居宅介護等 1492600125 すずかけの家 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260014132 認知症対応型共同生活介護等 1492600141 花物語さがみ湖 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260087773 小規模多機能型居宅介護等 1492600877 パナソニック　エイジフリーケアセンター相模原横山台・小規模多機能 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260105715 通所介護等 1492601057 デイハウス　えがお 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260114915 通所介護等 1492601149 リハビリテーションＯｎｅ清新 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260122215 通所介護等 1492601222 リハビリストホーム上溝 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260124815 通所介護等 1492601248 三代目ありてい 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260126376 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492601263 そよ風定期巡回　さがみはら緑 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260134715 通所介護等 1492601347 レコードブック相模原星が丘 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260139632 認知症対応型共同生活介護等 1492601396 グループホーム　宮下本町 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260140415 通所介護等 1492601404 Keyaki　fitness 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260144615 通所介護等 1492601446 老人デイサービスセンター　おやどり 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260145373 小規模多機能型居宅介護等 1492601453 小規模多機能型居宅介護　もみじのて上溝 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260148715 通所介護等 1492601487 心 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260149532 認知症対応型共同生活介護等 1492601495 花物語さがみ中央 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260150332 認知症対応型共同生活介護等 1492601503 花物語さがみ西 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260153732 認知症対応型共同生活介護等 1492601537 相模グループホーム共和 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260155215 通所介護等 1492601552 リハテラス横山 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149260188315 通所介護等 1492601883 認知症対応型デイサービスおとなり 相模原11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145268003116 通所リハビリテーション等 1452680031 田名老人保健施設　光生 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145268003152 介護老人保健施設等 1452680031 田名老人保健施設　光生 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146269000613 訪問看護等 1462690006 相模原市医師会　訪問看護ステーション 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146269003013 訪問看護等 1462690030 相和会訪問看護ステーション 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146269003043 居宅介護支援 1462690030 相和会訪問看護ステーション 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146269005513 訪問看護等 1462690055 相模原中央病院訪問看護ステーション 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146269056813 訪問看護等 1462690568 独立行政法人地域医療機能推進機構　相模野病院附属訪問看護ステーション 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146269066713 訪問看護等 1462690667 訪問看護ステーション道　さがみはら 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146269079013 訪問看護等 1462690790 ビーケア訪問看護リハビリステーション　相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260003843 居宅介護支援 1472600038 リバーサイド田名ホーム居宅支援センター 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260015215 通所介護等 1472600152 社会福祉法人　さがみ愛育会　悠々 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260015243 居宅介護支援 1472600152 社会福祉法人　さがみ愛育会　悠々 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260022812 訪問入浴介護等 1472600228 株式会社　まちづくり公社 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260022817 福祉用具貸与等 1472600228 株式会社　まちづくり公社 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260026915 通所介護等 1472600269 居宅支援センター泰政園 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260028515 通所介護等 1472600285 チャオデイサービスセンター 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260031915 通所介護等 1472600319 柴胡苑デイサービスセンター 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260036811 訪問介護等 1472600368 イマジニクス 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260036843 居宅介護支援 1472600368 イマジニクス 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260043417 福祉用具貸与等 1472600434 株式会社ヘルスケア　さがみ営業所 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260056611 訪問介護等 1472600566 株式会社　サガミケアサポート 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260056643 居宅介護支援 1472600566 株式会社　サガミケアサポート 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260064051 介護老人福祉施設等 1472600640 リバーサイド田名ホーム 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260065711 訪問介護等 1472600657 特別養護老人ホーム　塩田ホーム 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260065743 居宅介護支援 1472600657 特別養護老人ホーム　塩田ホーム 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260065751 介護老人福祉施設等 1472600657 特別養護老人ホーム　塩田ホーム 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260066551 介護老人福祉施設等 1472600665 特別養護老人ホーム　柴胡苑 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260069951 介護老人福祉施設等 1472600699 特別養護老人ホーム　泰政園 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260078011 訪問介護等 1472600780 リバーサイド田名ホームヘルパーステーション 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260079815 通所介護等 1472600798 リバーサイド田名ホームデイサービスセンター 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260089715 通所介護等 1472600897 東淵野辺デイサービスセンター 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260094715 通所介護等 1472600947 ほっぷ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260153111 訪問介護等 1472601531 ジェイケア 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260161432 認知症対応型共同生活介護等 1472601614 プライムガーデン　さがみはら 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260162232 認知症対応型共同生活介護等 1472601622 グループホーム　たんぽぽ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260168911 訪問介護等 1472601689 特定非営利活動法人アイ・介護サービス 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260247115 通所介護等 1472602471 ケアパートナー相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260249711 訪問介護等 1472602497 ヘルパーステーション花みずき 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260250543 居宅介護支援 1472602505 ケアプランセンター花みずき 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260251343 居宅介護支援 1472602513 まちづくり公社介護支援センター 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260264611 訪問介護等 1472602646 まちづくり公社　ヘルパーステーション 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260269517 福祉用具貸与等 1472602695 柴橋商会　介護用品　相模原営業所 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260271132 認知症対応型共同生活介護等 1472602711 相模原ケアハートガーデン　グループホーム　あじさい 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260273732 認知症対応型共同生活介護等 1472602737 グループホームすみれ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260309932 認知症対応型共同生活介護等 1472603099 グループホームひばり 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260313132 認知症対応型共同生活介護等 1472603131 グループホームひびき 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147260323015 通所介護等 1472603230 デイリハセンター煌 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260325532 認知症対応型共同生活介護等 1472603255 グループホーム春 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260392511 訪問介護等 1472603925 ネストケアセンター 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260392543 居宅介護支援 1472603925 ネストケアセンター 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260394117 福祉用具貸与等 1472603941 株式会社　ハルクル　本社 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260414751 介護老人福祉施設等 1472604147 特別養護老人ホーム　縁ＪＯＹ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260415443 居宅介護支援 1472604154 福祉村居宅介護支援センター 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260416215 通所介護等 1472604162 健康増進倶楽部縁ＪＯＹ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260418811 訪問介護等 1472604188 訪問介護サービスたかはし 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260491512 訪問入浴介護等 1472604915 アサヒサンクリーン在宅介護センター相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260503715 通所介護等 1472605037 デイサービス花みずき 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260516915 通所介護等 1472605169 サロンディウェルハイム淵野辺 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260530015 通所介護等 1472605300 デイサービス　集い場「想」 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260547415 通所介護等 1472605474 リカバリー　デイサービス 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260566411 訪問介護等 1472605664 ヘルパーステーション　春風 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260572243 居宅介護支援 1472605722 居宅介護支援センター　きずな 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260573015 通所介護等 1472605730 デイサービスセンター　きずな 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260578911 訪問介護等 1472605789 訪問介護ステーションたんぽぽ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260590451 介護老人福祉施設等 1472605904 特別養護老人ホーム　塩田ホーム（ユニット型） 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260663943 居宅介護支援 1472606639 相模原ケアコミュニティそよ風 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260673815 通所介護等 1472606738 デイサービス　集い場「想」第２ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260696951 介護老人福祉施設等 1472606969 エスケアステーション相模原中央　ショートステイ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260697715 通所介護等 1472606977 エスケアステーション相模原中央　デイサービス 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260699311 訪問介護等 1472606993 ケア　イノベーション相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260704143 居宅介護支援 1472607041 エスケアステーション相模原中央　居宅介護支援 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260709015 通所介護等 1472607090 デイあやとり 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260719911 訪問介護等 1472607199 エスケアステーション相模原中央　訪問介護 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260735515 通所介護等 1472607355 だんらんの家　南橋本 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260747011 訪問介護等 1472607470 ひなたぼっこ相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260748811 訪問介護等 1472607488 特定非営利活動法人コアラ相模大野 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260779311 訪問介護等 1472607793 在宅介護　さんぽみち 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260799143 居宅介護支援 1472607991 居宅介護支援　もみじのて中央 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260881733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472608817 イリーゼ橋本中央 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260882515 通所介護等 1472608825 こころ相模原中央 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260883315 通所介護等 1472608833 リハビリデイサービスnagomiふちのべ店 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260889043 居宅介護支援 1472608890 てるてかいご 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260895733 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 1472608957 アクア相模原６丁目 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260938511 訪問介護等 1472609385 訪問介護　プラス・ワン 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260940143 居宅介護支援 1472609401 ケアプランりんご 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260942711 訪問介護等 1472609427 ヘルパーステーション　シフティーン相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260946843 居宅介護支援 1472609468 シフティーン相模原　居宅介護支援事業所 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260955911 訪問介護等 1472609559 あやめ介護 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260955943 居宅介護支援 1472609559 あやめ介護 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260957543 居宅介護支援 1472609575 ケアプラン　あんず 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260959143 居宅介護支援 1472609591 ケアステーションぴー寿 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260965811 訪問介護等 1472609658 訪問介護　まみーず 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260968215 通所介護等 1472609682 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ相模原中央 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260972443 居宅介護支援 1472609724 ビーケア　ケアプランセンター 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260973233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472609732 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ相模原中央 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260974033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472609740 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ淵野辺 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260975733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472609757 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ古淵 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260981543 居宅介護支援 1472609815 ＳＯＭＰＯケア　相模原中央　居宅介護支援 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260982311 訪問介護等 1472609823 ＳＯＭＰＯケア　相模原中央　訪問介護 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147260983143 居宅介護支援 1472609831 アウトリーチ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147261000311 訪問介護等 1472610003 木下の介護　相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147261001143 居宅介護支援 1472610011 木下の介護　相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147261007843 居宅介護支援 1472610078 居宅介護支援事業所　ともしび 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147261010211 訪問介護等 1472610102 みらいえ訪問介護 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147261015151 介護老人福祉施設等 1472610151 リバーサイド田名ホーム　清流さがみ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147261016911 訪問介護等 1472610169 ヘルパーステーション蒼生 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147261023515 通所介護等 1472610235 レッツ倶楽部相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147261114215 通所介護等 1472611142 デイサービスセンターエクラシア相模原中央 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147261115911 訪問介護等 1472611159 ハッピースさがみはら 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260028173 小規模多機能型居宅介護等 1492600281 小規模多機能型居宅介護　憩 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260029932 認知症対応型共同生活介護等 1492600299 グループホーム　憩 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260052132 認知症対応型共同生活介護等 1492600521 まごころホーム*淵野辺 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260053973 小規模多機能型居宅介護等 1492600539 まごころの家*淵野辺 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月



相模原市「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）
149260055432 認知症対応型共同生活介護等 1492600554 グループホームあいしま相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260056273 小規模多機能型居宅介護等 1492600562 小規模多機能型居宅介護事業所　アゼリア 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260062032 認知症対応型共同生活介護等 1492600620 グループホーム　幸せふくろう並木 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260069532 認知症対応型共同生活介護等 1492600695 グループホーム　もみじのて中央 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260070373 小規模多機能型居宅介護等 1492600703 小規模多機能型居宅介護　もみじのて中央 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260091932 認知症対応型共同生活介護等 1492600919 アクア淵野辺グループホーム 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260093573 小規模多機能型居宅介護等 1492600935 アクア矢部小規模多機能ホーム 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260120615 通所介護等 1492601206 Ｏｌｕ　Ｏｌｕ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260125515 通所介護等 1492601255 機能訓練重視型デイサービス　ＨＯＰ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260127173 小規模多機能型居宅介護等 1492601271 小規模多機能型居宅介護　もみじのて矢部 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260130515 通所介護等 1492601305 リハビリデイサービスセンターシエロ　相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260133915 通所介護等 1492601339 リハプライド　あいむ相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260136215 通所介護等 1492601362 デイサービス幸智 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260137073 小規模多機能型居宅介護等 1492601370 小規模多機能ホーム　とこしえ田名 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260146151 介護老人福祉施設等 1492601461 リバーサイド田名ホーム　清流さがみ 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260154515 通所介護等 1492601545 デイサービスしんでん 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260192532 認知症対応型共同生活介護等 1492601925 アクア陽光台グループホーム 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149260197415 通所介護等 1492601974 ひばりデイサービス相模原 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
14B260003955 介護医療院 14B2600039 田名病院介護医療院 相模原12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141260819814 訪問リハビリテーション等 1412608198 あおき整形外科 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141260819816 通所リハビリテーション等 1412608198 あおき整形外科 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145268002316 通所リハビリテーション等 1452680023 介護老人保健施設　のどか 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145268002352 介護老人保健施設等 1452680023 介護老人保健施設　のどか 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146269001413 訪問看護等 1462690014 東芝健康保険組合　林間訪問看護ステーション 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146269001443 居宅介護支援 1462690014 東芝健康保険組合　林間訪問看護ステーション 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146269042813 訪問看護等 1462690428 みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146269043613 訪問看護等 1462690436 あい訪問看護ステーション 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146269044413 訪問看護等 1462690444 在宅療養支援ステーション楓の風　さがみはら 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146269045113 訪問看護等 1462690451 たすケア訪問看護ステーション 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146269062613 訪問看護等 1462690626 ひばり訪問看護ステーション相模大野 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146269078213 訪問看護等 1462690782 学研ココファン・ナーシング町田 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260023615 通所介護等 1472600236 社会福祉法人相武台福祉会新磯野デイサービスセンター 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260027715 通所介護等 1472600277 あさみぞデイケアセンター 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260030115 通所介護等 1472600301 居宅サービスセンター　モモ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260030143 居宅介護支援 1472600301 居宅サービスセンター　モモ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260062451 介護老人福祉施設等 1472600624 特別養護老人ホーム　あさみぞホーム 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260070751 介護老人福祉施設等 1472600707 特別養護老人ホーム　モモ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260073151 介護老人福祉施設等 1472600731 特別養護老人ホーム　グレープの里 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260074951 介護老人福祉施設等 1472600749 特別養護老人ホーム　東林間シニアクラブ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260085543 居宅介護支援 1472600855 居宅介護支援センター　東林間シニアクラブ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260088915 通所介護等 1472600889 グレープセンター 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260095443 居宅介護支援 1472600954 新戸居宅介護支援センター 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260097015 通所介護等 1472600970 新戸デイサービスセンター 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260109343 居宅介護支援 1472601093 生活協同組合パルシステム神奈川ぬくもり東林間 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260110133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472601101 ヴィンテージ・ヴィラ相模原 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260114315 通所介護等 1472601143 東林間シニアクラブ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260163033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472601630 アライブかながわ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260223211 訪問介護等 1472602232 あおぞら訪問介護ステーション 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260255443 居宅介護支援 1472602554 グレープ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260259611 訪問介護等 1472602596 ケアサービス　うららか 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260261232 認知症対応型共同生活介護等 1472602612 グループホーム　松ヶ枝 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260265311 訪問介護等 1472602653 ニチイケアセンター古淵 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260314932 認知症対応型共同生活介護等 1472603149 花物語　さがみ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260379211 訪問介護等 1472603792 セントケア相模大野 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260379212 訪問入浴介護等 1472603792 セントケア相模大野 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260379243 居宅介護支援 1472603792 セントケア相模大野 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260384243 居宅介護支援 1472603842 あおぞら居宅介護支援事業所 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260393343 居宅介護支援 1472603933 ケアプラン　フレンズ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260395811 訪問介護等 1472603958 やさしい手らいと小田急相模原訪問介護事業所 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260405533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472604055 エスペランサ相模原 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260411311 訪問介護等 1472604113 介護サービスわだつみ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260411343 居宅介護支援 1472604113 介護サービスわだつみ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260431115 通所介護等 1472604311 デイサービス　ゆかり 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260433715 通所介護等 1472604337 あおぞらデイサービス 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260437811 訪問介護等 1472604378 まりもケアセンター 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260437843 居宅介護支援 1472604378 まりもケアセンター 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260443615 通所介護等 1472604436 デイリハ煌　オダサガ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147260448511 訪問介護等 1472604485 ＭＩＬＤ相模原 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260480811 訪問介護等 1472604808 介護ステーション　風 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260496415 通所介護等 1472604964 デイリハ煌　ワカマツ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260498015 通所介護等 1472604980 デイサービス清菊園 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260509415 通所介護等 1472605094 うのもり健康ハーフデイ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260524315 通所介護等 1472605243 サロンデイ上鶴間 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260526843 居宅介護支援 1472605268 ここあん 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260535915 通所介護等 1472605359 ココカライフ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260536733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472605367 メディカルホームまどか町田 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260537511 訪問介護等 1472605375 あすなろケア 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260537543 居宅介護支援 1472605375 あすなろケア 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260539112 訪問入浴介護等 1472605391 がんばろう 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260553211 訪問介護等 1472605532 相陽台ホーム 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260553215 通所介護等 1472605532 相陽台ホーム 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260553243 居宅介護支援 1472605532 相陽台ホーム 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260553251 介護老人福祉施設等 1472605532 相陽台ホーム 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260570615 通所介護等 1472605706 サロンデイ下溝 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260613443 居宅介護支援 1472606134 アースサポート相模大野 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260686011 訪問介護等 1472606860 訪問介護サービス　ふれあい 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260689443 居宅介護支援 1472606894 ケアプランセンターポピー 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260694415 通所介護等 1472606944 デイサービスセンター福寿さがみ南 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260706615 通所介護等 1472607066 リハビリデイサービス大きな手・相武台 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260708243 居宅介護支援 1472607082 さいわいケアプラン 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260718111 訪問介護等 1472607181 心サロン　ＭＯＮ＊ＡＭＩＥ（もなみ） 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260730643 居宅介護支援 1472607306 ケアプラン　すみれ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260759515 通所介護等 1472607595 ひばりデイサービス相模大野 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260760311 訪問介護等 1472607603 ひばり訪問介護ステーション相模大野 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260767815 通所介護等 1472607678 リハビリ特化型デイサービス　ムーブメント相模原 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260769415 通所介護等 1472607694 デイサービスセンター　シエロ　東林間 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260771011 訪問介護等 1472607710 訪問介護　千手 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260775115 通所介護等 1472607751 ＴＲ相模大野リハビリセンター 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260795915 通所介護等 1472607959 名倉堂リハデイおださが 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260798315 通所介護等 1472607983 リハテラス古淵 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260870015 通所介護等 1472608700 アクア若松デイサービス 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260890815 通所介護等 1472608908 デイサービスセンター福寿さがみ南磯部 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260892415 通所介護等 1472608924 リハビリテーション颯　相模原 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260901343 居宅介護支援 1472609013 有限会社　北湘アシスト 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260906217 福祉用具貸与等 1472609062 生活協同組合パルシステム神奈川ぬくもり福祉用具 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260909643 居宅介護支援 1472609096 あいケア 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260912015 通所介護等 1472609120 アサンテ相模台 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260917943 居宅介護支援 1472609179 ケアステーションナナ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260920311 訪問介護等 1472609203 らしく　ライフケア　相模原南 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260922943 居宅介護支援 1472609229 らしく　ライフプラン　相模原南 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260925251 介護老人福祉施設等 1472609252 特別養護老人ホーム　マナーハウス麻溝台 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260931011 訪問介護等 1472609310 福祉ケア　えにし 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260937715 通所介護等 1472609377 ブルーミングケアマルプ町田鵜野森 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260943515 通所介護等 1472609435 リハビリテーション颯　新磯野 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260951815 通所介護等 1472609518 ルイーダの家　旭 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260953417 福祉用具貸与等 1472609534 パナソニックエイジフリーショップさがみはら 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260954215 通所介護等 1472609542 デイサービスセンター福寿さがみ南下溝 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260980711 訪問介護等 1472609807 ご長寿くらぶ相模大野訪問介護事業所 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260986411 訪問介護等 1472609864 訪問介護ステーション　アイビー 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260989811 訪問介護等 1472609898 ヘルパーステーション　優和 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260992243 居宅介護支援 1472609922 居宅介護支援事業所　モーメント 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260993011 訪問介護等 1472609930 学研ココファン町田ヘルパーセンター 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147260994843 居宅介護支援 1472609948 そよ風ケアプランセンター　さがみはら南 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147261096143 居宅介護支援 1472610961 ケアプラン　アメリ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147261098743 居宅介護支援 1472610987 ケアプラン　ｙｏｕ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147261101943 居宅介護支援 1472611019 介護計画　まきば 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147261102743 居宅介護支援 1472611027 アンダンテ居宅介護支援事業所 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147261108415 通所介護等 1472611084 デイサービスたなばた 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147261112611 訪問介護等 1472611126 さくら介護クラブ相模原 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147261113443 居宅介護支援 1472611134 桜ケアプラン相模原 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147261120943 居宅介護支援 1472611209 居宅介護支援センターＫ２ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260025715 通所介護等 1492600257 セントケア相模大野デイサービスセンター 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260038032 認知症対応型共同生活介護等 1492600380 花物語さがみ東 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260039873 小規模多機能型居宅介護等 1492600398 花織さがみ東 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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149260050551 介護老人福祉施設等 1492600505 コミュニティホーム　ピノ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260051315 通所介護等 1492600513 コミュニティセンター　ピノ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260095073 小規模多機能型居宅介護等 1492600950 花織さがみ御園 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260100832 認知症対応型共同生活介護等 1492601008 アクア東林グループホーム 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260102415 通所介護等 1492601024 樹楽　相武台 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260103215 通所介護等 1492601032 デイサービス　わげん 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260116432 認知症対応型共同生活介護等 1492601164 相模原古淵グループホームそよ風 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260117215 通所介護等 1492601172 介護職人のデイサービス　松が枝マイスペ館 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260119876 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1492601198 そよ風定期巡回　さがみはら南 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260121415 通所介護等 1492601214 ご長寿くらぶ相模大野デイサービスセンター 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260135415 通所介護等 1492601354 音楽デイサービス　ブラボー 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260142032 認知症対応型共同生活介護等 1492601420 アクア上鶴間グループホーム 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260157873 小規模多機能型居宅介護等 1492601578 セントケア鵜野森 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260160277 看護小規模多機能型居宅介護 1492601602 ゆとり庵麻溝看護小規模多機能型居宅介護 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260162832 認知症対応型共同生活介護等 1492601628 ゆとり庵麻溝　グループホーム 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260189132 認知症対応型共同生活介護等 1492601891 花物語さがみはら 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260194115 通所介護等 1492601941 デイサービスケアセンター笑福 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149260196615 通所介護等 1492601966 機能訓練型デイサービスＫ２ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
14A260004915 通所介護等 14A2600049 ＵＰ　Ｌｉｆｅ 相模原1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145268001516 通所リハビリテーション等 1452680015 介護老人保健施設　相模大野 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145268001552 介護老人保健施設等 1452680015 介護老人保健施設　相模大野 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146269008913 訪問看護等 1462690089 訪問看護ステーションさがみ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146269008943 居宅介護支援 1462690089 訪問看護ステーションさがみ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146269034513 訪問看護等 1462690345 ゆいナースステーション 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146269058413 訪問看護等 1462690584 訪問看護ステーションありてい 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146269060013 訪問看護等 1462690600 りあん 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146269061813 訪問看護等 1462690618 訪問看護ステーションなないろ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146269067513 訪問看護等 1462690675 名倉堂訪問看護リハビリステーション 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146269073313 訪問看護等 1462690733 えおら訪問看護ステーション 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146269077413 訪問看護等 1462690774 タツミ訪問看護ステーション相模大野 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146269080813 訪問看護等 1462690808 地域・訪問看護ステーション 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146269099813 訪問看護等 1462690998 訪問看護ステーション　プレシャス橋本 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260014511 訪問介護等 1472600145 シルバータウン大野台ケアセンター 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260014515 通所介護等 1472600145 シルバータウン大野台ケアセンター 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260014543 居宅介護支援 1472600145 シルバータウン大野台ケアセンター 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260029343 居宅介護支援 1472600293 居宅介護支援センター　幸園 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260034311 訪問介護等 1472600343 ケアサービス大輪 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260035015 通所介護等 1472600350 老人デイサービスセンター芙蓉の園 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260061651 介護老人福祉施設等 1472600616 シルバータウン相模原特別養護老人ホーム 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260071551 介護老人福祉施設等 1472600715 特別養護老人ホーム　幸園 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260086311 訪問介護等 1472600863 社会福祉法人　幸会　幸園 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260086315 通所介護等 1472600863 社会福祉法人　幸会　幸園 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260093943 居宅介護支援 1472600939 居宅介護支援センター　相模大野 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260112711 訪問介護等 1472601127 労協相模原地域福祉事業所もみじ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260133315 通所介護等 1472601333 グループホーム　相模原 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260133332 認知症対応型共同生活介護等 1472601333 グループホーム　相模原 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260151511 訪問介護等 1472601515 株式会社エスティサービス　相模原営業所 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260151517 福祉用具貸与等 1472601515 株式会社エスティサービス　相模原営業所 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260152311 訪問介護等 1472601523 ヘルパーステーションさがみ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260160611 訪問介護等 1472601606 スマイル麻溝台 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260160643 居宅介護支援 1472601606 スマイル麻溝台 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260164817 福祉用具貸与等 1472601648 エフ・ケイ・アール 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260169743 居宅介護支援 1472601697 ケアマネステーション大空 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260178811 訪問介護等 1472601788 まごころサービス　さくら 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260180411 訪問介護等 1472601804 あいあいＳ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260222432 認知症対応型共同生活介護等 1472602224 ＮＰＯ法人　グループホームシンフォニー 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260280211 訪問介護等 1472602802 コープケアサポートセンター相模原 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260280243 居宅介護支援 1472602802 コープケアサポートセンター相模原 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260294311 訪問介護等 1472602943 有限会社ケアステーションやまびこ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260301633 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1472603016 ケアハウス　こもれび 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260302451 介護老人福祉施設等 1472603024 特別養護老人ホーム　こもれび 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260306551 介護老人福祉施設等 1472603065 アリビオこぶち壱番館 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260361015 通所介護等 1472603610 ほろわ介護センター 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260385915 通所介護等 1472603859 デイサービスセンター　大野の杜 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260403011 訪問介護等 1472604030 ジョイナス 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260403043 居宅介護支援 1472604030 ジョイナス 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260409711 訪問介護等 1472604097 マキ介護サービス株式会社 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147260417043 居宅介護支援 1472604170 居宅介護支援事業所　ひまわり 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260429515 通所介護等 1472604295 けやきデイサービスセンター 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260468311 訪問介護等 1472604683 ファミリーゴールド 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260468315 通所介護等 1472604683 ファミリーゴールド 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260485711 訪問介護等 1472604857 生活協同組合パルシステム神奈川ぬくもり相模大野駅前 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260490751 介護老人福祉施設等 1472604907 特別養護老人ホーム　よもぎの里　愛の丘 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260501143 居宅介護支援 1472605011 あすとケアマネ介護事務所 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260522715 通所介護等 1472605227 ディサービス　ヤングハート 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260542543 居宅介護支援 1472605425 ヤングハート 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260556511 訪問介護等 1472605565 おもいやりの郷 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260556543 居宅介護支援 1472605565 おもいやりの郷 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260558115 通所介護等 1472605581 デイケアセンター　さくら 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260565643 居宅介護支援 1472605656 ケアプランメイツ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260595351 介護老人福祉施設等 1472605953 シルバータウン相模原特別養護老人ホーム（ユニット） 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260666251 介護老人福祉施設等 1472606662 特別養護老人ホーム　大野台幸園 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260671217 福祉用具貸与等 1472606712 ＳＥＩＪＩＮホクソウサービス 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260677943 居宅介護支援 1472606779 あさみぞ居宅介護支援事業所 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260684515 通所介護等 1472606845 リハビリデイサービスnagomiおださが店 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260698515 通所介護等 1472606985 春よ来い 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260711633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472607116 そんぽの家　相模大野 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260721551 介護老人福祉施設等 1472607215 特別養護老人ホーム　相模原すみれ園（従来型） 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260722351 介護老人福祉施設等 1472607223 特別養護老人ホーム　相模原すみれ園（ユニット型） 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260728043 居宅介護支援 1472607280 ケアマネ工房　イオーラ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260736315 通所介護等 1472607363 ナカミチデイリハセンター大野台 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260739751 介護老人福祉施設等 1472607397 介護老人福祉施設　ラペ相模原 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260749615 通所介護等 1472607496 だんらんの家　原当麻 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260776943 居宅介護支援 1472607769 相模原すみれ園　居宅介護支援事業所 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260777715 通所介護等 1472607777 がんばろう　製作所 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260781915 通所介護等 1472607819 ありてい 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260781943 居宅介護支援 1472607819 ありてい 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260783515 通所介護等 1472607835 人生楽笑デイサービス相模大野 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260785011 訪問介護等 1472607850 ケアサービス　マル 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260866843 居宅介護支援 1472608668 ケアプランなでしこ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260868417 福祉用具貸与等 1472608684 アクアケアサポート 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260869243 居宅介護支援 1472608692 アクアケアプラン 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260875943 居宅介護支援 1472608759 居宅介護支援事業所　こもれび 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260879111 訪問介護等 1472608791 相愛なごみ館　訪問介護事業所 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260887415 通所介護等 1472608874 リハビリステーション　アップ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260891611 訪問介護等 1472608916 ニチイケアセンター相模大野 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260905443 居宅介護支援 1472609054 居宅介護支援事業所　ケアプランだんだん 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260921115 通所介護等 1472609211 東林デイサービス 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260935143 居宅介護支援 1472609351 ケアプランサービス相模原 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260941917 福祉用具貸与等 1472609419 はもれび 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260947643 居宅介護支援 1472609476 マキ介護サービス居宅介護支援事業所 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260960915 通所介護等 1472609609 相模原すみれ園デイサービスセンター 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260977333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1472609773 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ小田急相模原 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260984911 訪問介護等 1472609849 あさみぞ訪問介護事業所 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260990643 居宅介護支援 1472609906 ケアプラン　たいよう 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147260995515 通所介護等 1472609955 名倉堂リハデイ東林間 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261009411 訪問介護等 1472610094 ヘルパーステーション芙蓉の園 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261017743 居宅介護支援 1472610177 相模大野南居宅介護支援センター 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261018511 訪問介護等 1472610185 訪問介護ファミリー・ホスピス東林間 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261019311 訪問介護等 1472610193 訪問介護イオーラ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261020143 居宅介護支援 1472610201 なないろケアプラン 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261021943 居宅介護支援 1472610219 ケアプランニング　ルーセント 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261025011 訪問介護等 1472610250 学研ココファン相模大野ヘルパーセンター 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261026815 通所介護等 1472610268 デイサービス　ココファン相模大野 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261028411 訪問介護等 1472610284 訪問介護　まめたろう 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261029215 通所介護等 1472610292 ケアパートナー相模大野 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261094643 居宅介護支援 1472610946 ケアプラン 海 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261097911 訪問介護等 1472610979 ヘルパーステーション　オムスビ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261099517 福祉用具貸与等 1472610995 フランスベッド株式会社　メディカル相模原営業所 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261100111 訪問介護等 1472611001 ヘルパーステーション　グランシェル 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261110011 訪問介護等 1472611100 訪問介護サービス　庵 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261111811 訪問介護等 1472611118 学研ココファン元橋本ヘルパーセンター 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261122511 訪問介護等 1472611225 晃友訪問介護ステーション 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147261124111 訪問介護等 1472611241 介護サービスゆい 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月



相模原市「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）
149260026532 認知症対応型共同生活介護等 1492600265 NPO法人　グループホーム　アダージョ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260033173 小規模多機能型居宅介護等 1492600331 小規模多機能ホーム芙蓉の園 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260034932 認知症対応型共同生活介護等 1492600349 グループホーム芙蓉の園 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260036432 認知症対応型共同生活介護等 1492600364 ニチイケアセンター大野台 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260037273 小規模多機能型居宅介護等 1492600372 ニチイケアセンター大野台 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260060432 認知症対応型共同生活介護等 1492600604 花物語あじさい 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260067932 認知症対応型共同生活介護等 1492600679 ヒューマンライフケア大野台グループホーム 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260068773 小規模多機能型居宅介護等 1492600687 ヒューマンライフケア大野台の宿 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260088515 通所介護等 1492600885 相模原デイサービス南台 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260094373 小規模多機能型居宅介護等 1492600943 パナソニック　エイジフリーケアセンター相模原相模大野・小規模多機能 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260098415 通所介護等 1492600984 リハビリデイサービスＯＮＥ＋ 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260156032 認知症対応型共同生活介護等 1492601560 いこいの郷　花梨・原当麻 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260158615 通所介護等 1492601586 ご長寿くらぶ相模原・東大沼デイサービスセンター 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149260190932 認知症対応型共同生活介護等 1492601909 グループホームゆらり相模原 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月
14B260001355 介護医療院 14B2600013 相模原友愛温泉病院　介護医療院 相模原2月報告 令和4年12月 令和5年2月


