
横浜 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）
141100384753 介護療養型医療施設等 1411003847 十慈堂病院 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145028001616 通所リハビリテーション等 1450280016 介護老人保健施設　ラ・クラルテ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145028001643 居宅介護支援 1450280016 介護老人保健施設　ラ・クラルテ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145028001652 介護老人保健施設等 1450280016 介護老人保健施設　ラ・クラルテ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145028003216 通所リハビリテーション等 1450280032 介護老人保健施設　神奈川苑 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145028003252 介護老人保健施設等 1450280032 介護老人保健施設　神奈川苑 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145038000616 通所リハビリテーション等 1450380006 医療法人社団　愛友会　介護老人保健施設　ハートケア横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145038000652 介護老人保健施設等 1450380006 医療法人社団　愛友会　介護老人保健施設　ハートケア横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145048000416 通所リハビリテーション等 1450480004 介護老人保健施設　えきさい横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145048000452 介護老人保健施設等 1450480004 介護老人保健施設　えきさい横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145068004114 訪問リハビリテーション等 1450680041 介護老人保健施設　けいあいの郷　西谷 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145068004116 通所リハビリテーション等 1450680041 介護老人保健施設　けいあいの郷　西谷 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145068004152 介護老人保健施設等 1450680041 介護老人保健施設　けいあいの郷　西谷 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145078001516 通所リハビリテーション等 1450780015 医療法人光陽会　横浜磯子介護老人保健施設 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145078001552 介護老人保健施設等 1450780015 医療法人　光陽会　横浜磯子介護老人保健施設 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145088001314 訪問リハビリテーション等 1450880013 介護老人保健施設　能見台パートリア 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145088001316 通所リハビリテーション等 1450880013 介護老人保健施設　能見台パートリア 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145088001343 居宅介護支援 1450880013 介護老人保健施設　能見台パートリア 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145088001352 介護老人保健施設等 1450880013 介護老人保健施設　能見台パートリア 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145088002116 通所リハビリテーション等 1450880021 介護老人保健施設　あさひな 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145088002152 介護老人保健施設等 1450880021 介護老人保健施設　あさひな 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145098000352 介護老人保健施設等 1450980003 横浜市総合保健医療センター 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145098007816 通所リハビリテーション等 1450980078 介護老人保健施設　ベルディーナ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145098007852 介護老人保健施設等 1450980078 介護老人保健施設　ベルディーナ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145108001916 通所リハビリテーション等 1451080019 介護老人保健施設　ヒューマンライフケア横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145108001952 介護老人保健施設等 1451080019 介護老人保健施設　ヒューマンライフケア横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145108006816 通所リハビリテーション等 1451080068 介護老人保健施設　ヒルズ東戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145108006852 介護老人保健施設等 1451080068 介護老人保健施設　ヒルズ東戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145108008416 通所リハビリテーション等 1451080084 介護老人保健施設　リハパーク舞岡 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
145108008452 介護老人保健施設等 1451080084 介護老人保健施設　リハパーク舞岡 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146029011413 訪問看護等 1460290114 新横浜南訪問看護ステーション 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146069012313 訪問看護等 1460690123 あっぷる保土ヶ谷訪問看護ステーション 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146099012713 訪問看護等 1460990127 ひまわり訪問看護ステーション 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146099013513 訪問看護等 1460990135 横浜市総合保健医療センター　訪問看護ステーションみんなのつばさ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146099021813 訪問看護等 1460990218 ニチイケアセンター樽町　訪問看護ステーション 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146099025913 訪問看護等 1460990259 訪問看護リハビリステーション　リライフ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146099040813 訪問看護等 1460990408 のぞみ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146109047113 訪問看護等 1461090471 よつ葉よこはま 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010035315 通所介護等 1470100353 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会　新鶴見ホーム 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010035343 居宅介護支援 1470100353 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会　新鶴見ホーム 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010035351 介護老人福祉施設等 1470100353 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会　新鶴見ホーム 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010060132 認知症対応型共同生活介護等 1470100601 グループホーム　菜の花の家 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010077511 訪問介護等 1470100775 福寿の里ホームケアサービス 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010082515 通所介護等 1470100825 福寿の里デイサービス 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010128632 認知症対応型共同生活介護等 1470101286 グループホーム銀河の詩 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010133632 認知症対応型共同生活介護等 1470101336 福寿の里グループホーム 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010140132 認知症対応型共同生活介護等 1470101401 グループホーム　紫恩 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010179933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470101799 もみの樹・横浜鶴見 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010318343 居宅介護支援 1470103183 オリーブの家 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010327433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470103274 介護付き有料老人ホーム　プレザンメゾン　横浜鶴見 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010390233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470103902 はなことば鶴見寺尾 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010393633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470103936 アズハイム綱島 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010394433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470103944 サンライズ・ヴィラ横浜東寺尾 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010397733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470103977 リアンレーヴ三ツ池公園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147010398533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470103985 花珠の家つるみ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020030232 認知症対応型共同生活介護等 1470200302 フルハウス六角橋 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020037751 介護老人福祉施設等 1470200377 特別養護老人ホーム　けやき荘 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020047615 通所介護等 1470200476 デイサービスセンター　けやき荘 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020074032 認知症対応型共同生活介護等 1470200740 グループホーム　ゆり苑 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020085632 認知症対応型共同生活介護等 1470200856 グループホーム　三ツ沢南の丘 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020088032 認知症対応型共同生活介護等 1470200880 ラポール西寺尾 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020090615 通所介護等 1470200906 デイサービス　ラポール西寺尾 横浜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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147020095532 認知症対応型共同生活介護等 1470200955 グループホーム　わかたけ西菅田 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020111032 認知症対応型共同生活介護等 1470201110 フェローズガーデン西寺尾 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020114432 認知症対応型共同生活介護等 1470201144 ミモザ横浜菅田 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020117732 認知症対応型共同生活介護等 1470201177 愛の家グループホーム横浜菅田 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020126832 認知症対応型共同生活介護等 1470201268 グループホーム　よこはま 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020130051 介護老人福祉施設等 1470201300 特別養護老人ホーム　菅田心愛の里 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020261333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470202613 ライフコート西寺尾　介護付有料老人ホームさくらんぼ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020270443 居宅介護支援 1470202704 神奈川苑居宅介護支援事業所 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147020318151 介護老人福祉施設等 1470203181 特別養護老人ホームあさくら苑新子安 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147030037532 認知症対応型共同生活介護等 1470300375 スカイホーム横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147030044132 認知症対応型共同生活介護等 1470300441 グループホーム　フィニックス 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147030061532 認知症対応型共同生活介護等 1470300615 グループホーム　シエル　西横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147030071432 認知症対応型共同生活介護等 1470300714 グループホーム　かもや 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147030146443 居宅介護支援 1470301464 医療法人社団愛友会　ハートケア横浜　指定居宅介護支援事業所 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147030170451 介護老人福祉施設等 1470301704 白梅野毛山ホーム 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147030173833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470301738 ベストライフ横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147040042351 介護老人福祉施設等 1470400423 特別養護老人ホーム　本牧ホーム 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147040061333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470400613 リハビリホームグランダ山手・横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147040111632 認知症対応型共同生活介護等 1470401116 グループホーム　桐ノ木・本牧 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147040115733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470401157 ヒルデモア三渓園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147040123133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470401231 シニアホテル横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147040182733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470401827 ボンセジュール横浜新山下 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147040274211 訪問介護等 1470402742 エススタイル 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147040285833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470402858 ツクイ・サンシャイン横浜野毛 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147050037011 訪問介護等 1470500370 ライフケアサポート　シンシア 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147050067732 認知症対応型共同生活介護等 1470500677 グループホーム　みのり 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147050079233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470500792 ニチイホーム 東戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147050115432 認知症対応型共同生活介護等 1470501154 たまてばこ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147050121232 認知症対応型共同生活介護等 1470501212 ミモザ横浜永田北 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147050174133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470501741 サニーステージ横濱吉野町 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147050223651 介護老人福祉施設等 1470502236 特別養護老人ホーム　リバーサイド　フェニックス 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147050228533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470502285 エクセルシオール横浜阪東橋 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147050283033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470502830 はなことば南 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147050312733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470503127 介護付有料老人ホームシニアフォレスト横浜南 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147050313551 介護老人福祉施設等 1470503135 介護老人福祉施設　わかたけ南 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060005511 訪問介護等 1470600055 あっぷる保土ヶ谷ケアステーション 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060005512 訪問入浴介護等 1470600055 あっぷる保土ヶ谷ケアステーション 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060005543 居宅介護支援 1470600055 あっぷる保土ヶ谷ケアステーション 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060009715 通所介護等 1470600097 社会福祉法人　育生会　よつば苑 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060009751 介護老人福祉施設等 1470600097 社会福祉法人　育生会　よつば苑 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060022033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470600220 メディカルホームグラニー保土ヶ谷・横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060071715 通所介護等 1470600717 高齢者グループホーム　かわしまの園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060071732 認知症対応型共同生活介護等 1470600717 高齢者グループホーム　かわしまの園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060087343 居宅介護支援 1470600873 居宅介護支援事業所　リ・ボーン 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060091532 認知症対応型共同生活介護等 1470600915 グループホーム銀の鈴 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060095632 認知症対応型共同生活介護等 1470600956 ホーム　マリア 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060134351 介護老人福祉施設等 1470601343 特別養護老人ホーム　ラポール三ツ沢 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060146733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470601467 フェリエ　ドゥ　横浜鴨居 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060248111 訪問介護等 1470602481 介護クラーク保土ヶ谷 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060255643 居宅介護支援 1470602556 シーユーシーケアプランセンター保土ケ谷 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147060257233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470602572 ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070001243 居宅介護支援 1470700012 中原苑 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070001251 介護老人福祉施設等 1470700012 中原苑 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070022833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470700228 メディカル・リハビリホームくらら磯子 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070032732 認知症対応型共同生活介護等 1470700327 グループホーム　磯風の謡 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070054132 認知症対応型共同生活介護等 1470700541 グループホーム洋光台 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070060815 通所介護等 1470700608 横浜市滝頭地域ケアプラザ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070060843 居宅介護支援 1470700608 横浜市滝頭地域ケアプラザ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070061651 介護老人福祉施設等 1470700616 特別養護老人ホーム　たきがしら芭蕉苑 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070062433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470700624 サニーステージ洋光台 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070075632 認知症対応型共同生活介護等 1470700756 グループホーム　かぐやひめ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070104415 通所介護等 1470701044 銀らんの丘デイサービスセンター 横浜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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147070137411 訪問介護等 1470701374 みらいケアサービス 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070137443 居宅介護支援 1470701374 みらいケアサービス 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147070208333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470702083 花珠の家いそご 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080001011 訪問介護等 1470800010 横浜市福祉サービス協会　金沢介護事務所 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080001043 居宅介護支援 1470800010 横浜市福祉サービス協会　金沢介護事務所 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080020011 訪問介護等 1470800200 金沢ヘルパーステーション 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080020043 居宅介護支援 1470800200 金沢ヘルパーステーション 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080022633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470800226 花珠の家かなざわ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080025951 介護老人福祉施設等 1470800259 金沢ショートステイセンター 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080027512 訪問入浴介護等 1470800275 ニチイケアセンター富岡東入浴 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080062232 認知症対応型共同生活介護等 1470800622 グループホーム　そよ風 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080071332 認知症対応型共同生活介護等 1470800713 グリーンペペ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080082032 認知症対応型共同生活介護等 1470800820 グループホーム　金沢　けやき園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080083832 認知症対応型共同生活介護等 1470800838 グループホーム　クロスハート金沢・横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080084632 認知症対応型共同生活介護等 1470800846 ほのぼのほーむ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080092932 認知症対応型共同生活介護等 1470800929 リングリング 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080118232 認知症対応型共同生活介護等 1470801182 ニチイケアセンター富岡東 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080120832 認知症対応型共同生活介護等 1470801208 グループホーム　ぬくもりの家・金沢文庫 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080131533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470801315 すいとぴー 金沢八景 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080182833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470801828 グランダ金沢八景 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080253743 居宅介護支援 1470802537 ケアサポートかなざわ居宅介護支援事業所 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080258611 訪問介護等 1470802586 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護かなざわ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080271933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470802719 花珠の家かなざわ新館 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147080277651 介護老人福祉施設等 1470802776 特別養護老人ホーム横濱かなざわ翔裕園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090042251 介護老人福祉施設等 1470900422 ショートステイセンター　すいらん 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090110732 認知症対応型共同生活介護等 1470901107 グループホームウェルケア 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090121432 認知症対応型共同生活介護等 1470901214 グループホームあすなろ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090124832 認知症対応型共同生活介護等 1470901248 高齢者グループホーム　カメリア壱番館 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090127132 認知症対応型共同生活介護等 1470901271 グループホーム　わかたけ小机 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090134732 認知症対応型共同生活介護等 1470901347 グループホームきらら日吉 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090136232 認知症対応型共同生活介護等 1470901362 スマイル住まいる新横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090143832 認知症対応型共同生活介護等 1470901438 高齢者グループホーム　カメリア弐番館 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090191711 訪問介護等 1470901917 ニチイケアセンター樽町 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090191715 通所介護等 1470901917 ニチイケアセンター樽町 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090193351 介護老人福祉施設等 1470901933 介護老人福祉施設　新吉田 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090209715 通所介護等 1470902097 デイサービスココファン日吉 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090210511 訪問介護等 1470902105 学研ココファン日吉ヘルパーセンター 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090211351 介護老人福祉施設等 1470902113 ショートステイココファン日吉 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090213943 居宅介護支援 1470902139 学研ココファン日吉 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090225311 訪問介護等 1470902253 特定非営利活動法人　鶴見コアラ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090258416 通所リハビリテーション等 1470902584 横浜市総合保健医療センター 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090308715 通所介護等 1470903087 デイサービス　ひよしの陽だまり 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090316033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470903160 カーサプラチナ日吉 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090393911 訪問介護等 1470903939 介護のハルモニア 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090399611 訪問介護等 1470903996 ツクイ横浜日吉 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090400215 通所介護等 1470904002 ツクイ横浜綱島 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147090406933 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 1470904069 ココファン日吉７丁目 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100002415 通所介護等 1471000024 汲沢地域ケアプラザ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100002443 居宅介護支援 1471000024 汲沢地域ケアプラザ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100004015 通所介護等 1471000040 高齢者介護総合センター　聖母の園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100004043 居宅介護支援 1471000040 高齢者介護総合センター　聖母の園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100004051 介護老人福祉施設等 1471000040 高齢者介護総合センター　聖母の園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100022251 介護老人福祉施設等 1471000222 特別養護老人ホーム　しらゆり園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100026311 訪問介護等 1471000263 ほほえみステーション 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100035451 介護老人福祉施設等 1471000354 社会福祉法人　あゆみの国のなかま　特別養護老人ホーム　しなの森のさと 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100041233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471000412 メディカル・リハビリホームくらら戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100048732 認知症対応型共同生活介護等 1471000487 スカイホーム　湘南 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100054532 認知症対応型共同生活介護等 1471000545 もえぎケアセンター下倉田 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100079232 認知症対応型共同生活介護等 1471000792 グループホームはしば「たんぽぽの里」 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100102232 認知症対応型共同生活介護等 1471001022 梨雲ハウス平戸 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100116232 認知症対応型共同生活介護等 1471001162 グループホーム　舞シャンブル 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100129532 認知症対応型共同生活介護等 1471001295 マナーハウス南横浜Ⅰ・Ⅱ 横浜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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147100130332 認知症対応型共同生活介護等 1471001303 グループホーム横浜名瀬・彩り 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100137832 認知症対応型共同生活介護等 1471001378 こすずめの里 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100159232 認知症対応型共同生活介護等 1471001592 グループホーム　ソフィアとつか 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100162632 認知症対応型共同生活介護等 1471001626 シニアウイルおどりば戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100164232 認知症対応型共同生活介護等 1471001642 グループホームれんげ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100181651 介護老人福祉施設等 1471001816 特別養護老人ホーム　ライフヒルズ舞岡苑 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100182415 通所介護等 1471001824 ヒルズまいおか 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100182443 居宅介護支援 1471001824 ヒルズまいおか 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100212933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471002129 クラシックレジデンス東戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100213715 通所介護等 1471002137 デイサービスセンター　クラシックレジデンス東戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100222851 介護老人福祉施設等 1471002228 特別養護老人ホーム恒春の丘 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100256633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471002566 ニチイケアセンター横浜戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100295443 居宅介護支援 1471002954 ケアプランホーム　さいとうさんち 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100302833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471003028 ミモザ横濱紅葉苑 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100315033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471003150 有料老人ホーム　サニーライフ東戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100352333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471003523 リアンレーヴ東戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100363033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471003630 花珠の家ひがしとつか 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100367133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471003671 ツクイ・サンシャイン横浜戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147100380433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471003804 ミモザ横濱楓苑 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147310092132 認知症対応型共同生活介護等 1473100921 グループホーム　ソフィアライフ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147310097032 認知症対応型共同生活介護等 1473100970 グループホーム港南 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147310102851 介護老人福祉施設等 1473101028 特別養護老人ホーム　サンバレー 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147310106933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473101069 フローレンスケア港南台 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147310115033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473101150 そんぽの家　港南台 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147310143233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473101432 すいとぴー港南台mio 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147310222415 通所介護等 1473102224 デイサービス　プレゼンス 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147310240633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473102406 ニチイケアセンター港南台 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147310302451 介護老人福祉施設等 1473103024 泉の郷日野南 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320009343 居宅介護支援 1473200093 横浜市若葉台地域ケアプラザ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320028332 認知症対応型共同生活介護等 1473200283 樹林の風 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320031715 通所介護等 1473200317 デイサービスセンター　三幸の園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320032532 認知症対応型共同生活介護等 1473200325 高齢者グループホーム　三幸の園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320033333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473200333 ヴィンテージ・ヴィラ横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320045732 認知症対応型共同生活介護等 1473200457 フレンディ本宿 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320064832 認知症対応型共同生活介護等 1473200648 のぞみの家 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320072151 介護老人福祉施設等 1473200721 介護老人福祉施設　サンライズヒル横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320074715 通所介護等 1473200747 通所介護サービス　サンライズヒル横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320087932 認知症対応型共同生活介護等 1473200879 サリューブル　あさひ　壱番館 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320089532 認知症対応型共同生活介護等 1473200895 グループホーム神田園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320093732 認知症対応型共同生活介護等 1473200937 フレンディ都岡 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320097832 認知症対応型共同生活介護等 1473200978 サリューブル　あさひ弐番館 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320098632 認知症対応型共同生活介護等 1473200986 グループホーム　ふぁいとパティオつくいけ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320104232 認知症対応型共同生活介護等 1473201042 シャローム　ミルトスの木 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320109132 認知症対応型共同生活介護等 1473201091 グループホーム華寿園 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320122415 通所介護等 1473201224 愛の郷グループホーム 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320122432 認知症対応型共同生活介護等 1473201224 愛の郷グループホーム 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320124032 認知症対応型共同生活介護等 1473201240 グループホームずぅずぅ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320125732 認知症対応型共同生活介護等 1473201257 シャローム　ミルトスの木鶴ヶ峰本町 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320129951 介護老人福祉施設等 1473201299 水の郷 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320163843 居宅介護支援 1473201638 居宅介護支援センター　パラダイス水の郷 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320168751 介護老人福祉施設等 1473201687 特別養護老人ホーム　サニーヒル横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320219843 居宅介護支援 1473202198 はつねケアマネジメント 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320271943 居宅介護支援 1473202719 サンファーストケア左近山 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320346911 訪問介護等 1473203469 訪問介護よりそい 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320350133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473203501 ベストライフ希望が丘 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320353543 居宅介護支援 1473203535 ひとはな　あさ陽 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147320358433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473203584 イリーゼ横浜旭 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149010029232 認知症対応型共同生活介護等 1490100292 グループホームちいさな手横浜つるみ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149010030032 認知症対応型共同生活介護等 1490100300 グループホーム　オリーブの家 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149010051632 認知症対応型共同生活介護等 1490100516 グループホーム　エクセレント北寺尾アネックス 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149020002732 認知症対応型共同生活介護等 1490200027 グループホームみんなの家　横浜羽沢 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149020003532 認知症対応型共同生活介護等 1490200035 グループホームみんなの家　横浜羽沢２ 横浜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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149020061332 認知症対応型共同生活介護等 1490200613 花物語かながわ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149040033815 通所介護等 1490400338 春木舎デイサービス 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149040040332 認知症対応型共同生活介護等 1490400403 クロスハート本牧・横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149050017832 認知症対応型共同生活介護等 1490500178 グループホーム　クロスハート南･横浜 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149050055832 認知症対応型共同生活介護等 1490500558 グループホーム　ふぁいと永田 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149060007732 認知症対応型共同生活介護等 1490600077 グループホーム銀の鈴２号館 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149060013532 認知症対応型共同生活介護等 1490600135 グループホームちいさな手陽だまりの丘横浜保土ケ谷 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149060026732 認知症対応型共同生活介護等 1490600267 グループホーム若草の丘 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149060059832 認知症対応型共同生活介護等 1490600598 ツクイ横浜保土ヶ谷グループホーム 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149070001832 認知症対応型共同生活介護等 1490700018 グループホーム銀らんの丘 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149070005951 介護老人福祉施設等 1490700059 特別養護老人ホーム　ちくぶ坂下ホーム 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149070006732 認知症対応型共同生活介護等 1490700067 グループホームみのり丸ちゃん山ちゃん 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149070007573 小規模多機能型居宅介護等 1490700075 小規模多機能　みのり丸山 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149070008332 認知症対応型共同生活介護等 1490700083 グループホーム　みなみ杉田 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149070009132 認知症対応型共同生活介護等 1490700091 ニチイケアセンター洋光台 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149070036473 小規模多機能型居宅介護等 1490700364 花織いそご南 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149070037232 認知症対応型共同生活介護等 1490700372 花物語いそご南 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149070038032 認知症対応型共同生活介護等 1490700380 グループホーム　磯子 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149080001632 認知症対応型共同生活介護等 1490800016 グループホームちいさな手横浜かなざわ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149090002232 認知症対応型共同生活介護等 1490900022 グループホームウェルケア新羽 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149090003032 認知症対応型共同生活介護等 1490900030 グループホームあすなろ弐番館 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149090015432 認知症対応型共同生活介護等 1490900154 ニチイケアセンター樽町 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149090035273 小規模多機能型居宅介護等 1490900352 小規模多機能フェローズしのはら 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149090036032 認知症対応型共同生活介護等 1490900360 フェローズガーデン篠原 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149090039432 認知症対応型共同生活介護等 1490900394 グループホーム日吉あやめ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149090061832 認知症対応型共同生活介護等 1490900618 グループホーム　のぞみ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149090062677 看護小規模多機能型居宅介護 1490900626 看護小規模多機能施設　のぞみ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149090064232 認知症対応型共同生活介護等 1490900642 花物語ひよし 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149100001232 認知症対応型共同生活介護等 1491000012 グループホーム　ことりの森 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149100002032 認知症対応型共同生活介護等 1491000020 サリューブル　とつか 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149100004632 認知症対応型共同生活介護等 1491000046 グループホームみんなの家　横浜緑園都市 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149100006133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1491000061 マリ・ド・ラ・パシオンの家 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149100024432 認知症対応型共同生活介護等 1491000244 グループホームやまぶき 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149100025132 認知症対応型共同生活介護等 1491000251 グループホームすみれ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149100038473 小規模多機能型居宅介護等 1491000384 もえぎケアセンター下倉田 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149100073132 認知症対応型共同生活介護等 1491000731 花物語とつか南 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149100076432 認知症対応型共同生活介護等 1491000764 オセアンビクトリア南戸塚 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149100081432 認知症対応型共同生活介護等 1491000814 花物語とつか 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149310008315 通所介護等 1493100083 グループホーム港南 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149310027315 通所介護等 1493100273 認知症対応型通所介護　ｂｉｒｄ　港南中央 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149310028132 認知症対応型共同生活介護等 1493100281 グループホームちいさな手横浜こうなん 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149310029973 小規模多機能型居宅介護等 1493100299 小規模多機能ホームちいさな手横浜こうなん 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149310057032 認知症対応型共同生活介護等 1493100570 ツクイ横浜大久保グループホーム 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149310058832 認知症対応型共同生活介護等 1493100588 グループホーム　ライブラリ横浜日野 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149320003232 認知症対応型共同生活介護等 1493200032 グループホーム　つどい 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149320005732 認知症対応型共同生活介護等 1493200057 グループホームみんなの家　横浜上白根 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149320020632 認知症対応型共同生活介護等 1493200206 ニチイケアセンター横浜鶴ヶ峰 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149320055232 認知症対応型共同生活介護等 1493200552 グループホーム　あしたば 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149320062832 認知症対応型共同生活介護等 1493200628 花物語あさひ 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149320063632 認知症対応型共同生活介護等 1493200636 青い空と緑の大地 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
14B320001155 介護医療院 14B3200011 横浜鶴ヶ峰病院介護医療院 横浜10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
141010006516 通所リハビリテーション等 1410100065 平和病院 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141010036214 訪問リハビリテーション等 1410100362 佐々木病院 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141010279814 訪問リハビリテーション等 1410102798 汐田総合病院 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141010369713 訪問看護等 1410103697 古賀クリニック 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141010424013 訪問看護等 1410104240 南武クリニック 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141010451314 訪問リハビリテーション等 1410104513 うしおだ診療所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141010451316 通所リハビリテーション等 1410104513 うしおだ診療所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141010519713 訪問看護等 1410105197 ふれあい鶴見ホスピタル 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141010519714 訪問リハビリテーション等 1410105197 ふれあい鶴見ホスピタル 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141011001513 訪問看護等 1410110015 ハートクリニック 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141011053614 訪問リハビリテーション等 1410110536 医療法人社団協友会　横浜鶴見リハビリテーション病院 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月



横浜 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）
141020185513 訪問看護等 1410201855 公益財団法人　柿葉会　神奈川診療所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141020387713 訪問看護等 1410203877 新横浜クリニック 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141020451114 訪問リハビリテーション等 1410204511 神奈川脳神経外科クリニック 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141020451116 通所リハビリテーション等 1410204511 神奈川脳神経外科クリニック 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141020492514 訪問リハビリテーション等 1410204925 新横浜リハビリテーション病院 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141020493313 訪問看護等 1410204933 中村医院 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141021023714 訪問リハビリテーション等 1410210237 反町整形外科 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141021032816 通所リハビリテーション等 1410210328 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会東神奈川リハビリテーション病院 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141030097013 訪問看護等 1410300970 医療法人　明和会　亀田病院 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141030097014 訪問リハビリテーション等 1410300970 医療法人　明和会　亀田病院 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141030227315 通所介護等 1410302273 フィニックスデイサービスセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141040478016 通所リハビリテーション等 1410404780 医療法人社団敬和会　平松整形外科クリニック 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141040667816 通所リハビリテーション等 1410406678 石川町整形外科 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141041040714 訪問リハビリテーション等 1410410407 横濱　松宮整形外科リハビリテーションクリニック 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
144010115443 居宅介護支援 1440101154 有限会社　江ケ崎薬局 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145018000016 通所リハビリテーション等 1450180000 うしおだ老健やすらぎ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145018000052 介護老人保健施設等 1450180000 うしおだ老健やすらぎ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145028000816 通所リハビリテーション等 1450280008 介護老人保健施設　リハリゾートわかたけ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145028000852 介護老人保健施設等 1450280008 介護老人保健施設　リハリゾートわかたけ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145038000614 訪問リハビリテーション等 1450380006 医療法人社団　愛友会　介護老人保健施設　ハートケア横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019000913 訪問看護等 1460190009 鶴見区医師会訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019002513 訪問看護等 1460190025 鶴見北訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019006613 訪問看護等 1460190066 平和会　在宅支援センターひなたぼっこ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019006643 居宅介護支援 1460190066 平和会　在宅支援センターひなたぼっこ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019011613 訪問看護等 1460190116 ハッピーリハビリ訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019013213 訪問看護等 1460190132 訪問看護リハビリステーション銀河の詩 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019016513 訪問看護等 1460190165 鶴見区医師会矢向訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019021513 訪問看護等 1460190215 訪問看護リハビリステーション　ケアーズ川崎・鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019022313 訪問看護等 1460190223 横浜市福祉サービス協会　訪問看護ステーションつるみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019023113 訪問看護等 1460190231 訪問看護リハビリステーション　かざぐるま鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019024913 訪問看護等 1460190249 訪問看護ステーション　快 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019025613 訪問看護等 1460190256 うしおだ訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019028011 訪問介護等 1460190280 ケアステーションよつ葉 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019028043 居宅介護支援 1460190280 ケアステーションよつ葉 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019029813 訪問看護等 1460190298 華訪問看護リハビリステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019030613 訪問看護等 1460190306 よりそい看護ケアセンター　訪問看護事業部 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019031413 訪問看護等 1460190314 トータルリハーブ鶴見訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019032213 訪問看護等 1460190322 ネクスト訪問看護ステーションつるみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146019033013 訪問看護等 1460190330 フレア訪問看護リハビリステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029000713 訪問看護等 1460290007 ふれあい訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029001513 訪問看護等 1460290015 神奈川区医師会訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029002313 訪問看護等 1460290023 公益財団法人　柿葉会　しんまち訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029003113 訪問看護等 1460290031 済生会かながわ訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029005613 訪問看護等 1460290056 大口訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029005643 居宅介護支援 1460290056 大口訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029012213 訪問看護等 1460290122 メディカルフロント訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029014813 訪問看護等 1460290148 訪問看護リハビリステーション椚の大樹 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029016313 訪問看護等 1460290163 のぼたん横浜訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029017113 訪問看護等 1460290171 はな訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029018913 訪問看護等 1460290189 らいむ訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029020513 訪問看護等 1460290205 ここから訪問看護リハビリケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029021313 訪問看護等 1460290213 訪問看護ステーション　四季楽 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029026213 訪問看護等 1460290262 いきいき訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029028813 訪問看護等 1460290288 ＭＹクリニック訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146029030413 訪問看護等 1460290304 ULU訪問看護ステーション　東神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146039000513 訪問看護等 1460390005 横浜市西区医師会　訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146039004713 訪問看護等 1460390047 訪問看護リハビリステーション銀鈴の詩 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146039006213 訪問看護等 1460390062 セコム横浜訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146039006243 居宅介護支援 1460390062 セコム横浜訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146039008813 訪問看護等 1460390088 横浜さくら訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146039013813 訪問看護等 1460390138 ケアーズ訪問看護リハビリステーション横浜浅間台 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146039017913 訪問看護等 1460390179 訪問看護ステーション　プラチナコミュニティ花咲町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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146039018713 訪問看護等 1460390187 ＳＯＭＰＯケア　横浜西　訪問看護 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146039019513 訪問看護等 1460390195 みなとまち訪問看護リハビリステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146049007811 訪問介護等 1460490078 アンドライフケアリリーフ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146049008613 訪問看護等 1460490086 訪問看護ステーション　コスモス寿 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146049014413 訪問看護等 1460490144 訪問看護ステーション芍薬 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146049016913 訪問看護等 1460490169 訪問看護ステーション　ナースアテンダント 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146049022713 訪問看護等 1460490227 愛を繋ぐ訪問看護リハビリステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146049023513 訪問看護等 1460490235 えがお訪問看護リハビリステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146049024313 訪問看護等 1460490243 ポーラ訪問看護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146089027713 訪問看護等 1460890277 富岡訪問看護リハビリステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146099031713 訪問看護等 1460990317 看護の王国　訪問看護ステーション　鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010004943 居宅介護支援 1470100049 鶴見区医師会介護支援ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010005615 通所介護等 1470100056 やまゆりホーム 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010005643 居宅介護支援 1470100056 やまゆりホーム 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010005651 介護老人福祉施設等 1470100056 やまゆりホーム 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010006415 通所介護等 1470100064 横浜市潮田地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010006443 居宅介護支援 1470100064 横浜市潮田地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010007215 通所介護等 1470100072 横浜市矢向地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010007243 居宅介護支援 1470100072 横浜市矢向地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010008015 通所介護等 1470100080 横浜市寺尾地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010008043 居宅介護支援 1470100080 横浜市寺尾地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010012211 訪問介護等 1470100122 有限会社　ひかりケアサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010012243 居宅介護支援 1470100122 有限会社　ひかりケアサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010014811 訪問介護等 1470100148 笹島ケアステーション　 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010016343 居宅介護支援 1470100163 笹島ケアプラン 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010019711 訪問介護等 1470100197 ヘルパーステーション　あしほ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010024715 通所介護等 1470100247 デイサービスセンター　ミザール 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010031211 訪問介護等 1470100312 ニチイケアセンター鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010051015 通所介護等 1470100510 横浜市東寺尾地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010051043 居宅介護支援 1470100510 横浜市東寺尾地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010057711 訪問介護等 1470100577 無憂樹ケアステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010059315 通所介護等 1470100593 横浜市駒岡地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010059343 居宅介護支援 1470100593 横浜市駒岡地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010062711 訪問介護等 1470100627 江ヶ崎介護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010063511 訪問介護等 1470100635 フルライフ鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010072611 訪問介護等 1470100726 有限会社　駒岡介護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010072643 居宅介護支援 1470100726 有限会社　駒岡介護ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010090843 居宅介護支援 1470100908 富士ライフケアネット株式会社鶴見あんしん館 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010091611 訪問介護等 1470100916 野いちごケアセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010091643 居宅介護支援 1470100916 野いちごケアセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010102143 居宅介護支援 1470101021 クレイン在宅ケアセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010105411 訪問介護等 1470101054 エリヤ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010105443 居宅介護支援 1470101054 エリヤ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010108843 居宅介護支援 1470101088 銀河の詩介護保険センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010113811 訪問介護等 1470101138 愛らんど　ケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010117943 居宅介護支援 1470101179 居宅介護支援事業所　あしほ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010118711 訪問介護等 1470101187 銀河の詩ヘルパーステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010121111 訪問介護等 1470101211 アクセスケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010121115 通所介護等 1470101211 アクセスケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010121143 居宅介護支援 1470101211 アクセスケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010124533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470101245 アズハイム横浜東寺尾 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010125215 通所介護等 1470101252 アズハイム横浜東寺尾デイサービスセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010127811 訪問介護等 1470101278 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーションつるみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010129415 通所介護等 1470101294 銀河の詩デイサービスセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010130243 居宅介護支援 1470101302 森の介護屋さん 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010134443 居宅介護支援 1470101344 福寿の里ケアプランサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010136943 居宅介護支援 1470101369 横浜市鶴見市場地域ケアプラザ　居宅介護支援事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010137715 通所介護等 1470101377 横浜市鶴見市場地域ケアプラザ　通所介護事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010138511 訪問介護等 1470101385 訪問介護　森の介護屋さん 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010139315 通所介護等 1470101393 ミュージック　ケア　ステーション　シャンテール 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010141915 通所介護等 1470101419 白くま 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010142733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470101427 有料老人ホームサニーライフ鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147010157511 訪問介護等 1470101575 セントケア鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010158315 通所介護等 1470101583 横浜市鶴見中央地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010158343 居宅介護支援 1470101583 横浜市鶴見中央地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010160911 訪問介護等 1470101609 葵 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010160943 居宅介護支援 1470101609 葵 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010163315 通所介護等 1470101633 デイサービスセンター｢八重子さんち｣ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010166611 訪問介護等 1470101666 ヘルパーステーションうしおだ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010167443 居宅介護支援 1470101674 うしおだ介護支援センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010168243 居宅介護支援 1470101682 ふれあい鶴見居宅介護支援センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010169016 通所リハビリテーション等 1470101690 ふれあい鶴見ホスピタル 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010171617 福祉用具貸与等 1470101716 福祉用具　暖団　横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010172415 通所介護等 1470101724 フィットネスデイYACOH 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010174011 訪問介護等 1470101740 ナイスコミュニティー訪問介護鶴見センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010175743 居宅介護支援 1470101757 ナイスコミュニティー居宅介護支援鶴見センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010193015 通所介護等 1470101930 わが家　鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010194811 訪問介護等 1470101948 ひかりケアセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010200311 訪問介護等 1470102003 ヘルパーステーション　福ちゃん 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010202911 訪問介護等 1470102029 ゆう　ハートフルケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010205217 福祉用具貸与等 1470102052 介護用品サービス　シャンテール 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010207815 通所介護等 1470102078 ミモザ白寿庵東寺尾 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010209411 訪問介護等 1470102094 ハッピリーケア合同会社 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010210215 通所介護等 1470102102 デイサービス　ライフエール　馬場 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010211043 居宅介護支援 1470102110 泰心会 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010212843 居宅介護支援 1470102128 あまやどり 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010213615 通所介護等 1470102136 フラワーデイ汐入 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010214443 居宅介護支援 1470102144 ハートプラス　ケアプラン鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010215111 訪問介護等 1470102151 ハートプラス　ヘルパーステーション鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010216915 通所介護等 1470102169 デイサービス　いちごいちえ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010217715 通所介護等 1470102177 そよかぜデイサービスセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010221951 介護老人福祉施設等 1470102219 特別養護老人ホーム　しょうじゅの里鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010224343 居宅介護支援 1470102243 横浜市生麦地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010225011 訪問介護等 1470102250 クレイン在宅ケアセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010254051 介護老人福祉施設等 1470102540 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会　新鶴見ホーム新館 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010256515 通所介護等 1470102565 華リハビリデイサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010257311 訪問介護等 1470102573 輝 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010258151 介護老人福祉施設等 1470102581 わかたけ鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010260715 通所介護等 1470102607 デイサービス　ゆうゆ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010261511 訪問介護等 1470102615 チャンス介護サービスセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010262315 通所介護等 1470102623 デイサービスセンターケアサポートつるみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010263151 介護老人福祉施設等 1470102631 ショートスティセンターケアサポートつるみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010264951 介護老人福祉施設等 1470102649 ショートステイセンター里恩 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010265612 訪問入浴介護等 1470102656 お元気福祉サービス　横浜北 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010266415 通所介護等 1470102664 リカバリータイムズ駒岡 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010267211 訪問介護等 1470102672 けあビジョン鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010272215 通所介護等 1470102722 ミモザ横浜獅子ヶ谷 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010276311 訪問介護等 1470102763 訪問介護　輝 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010278915 通所介護等 1470102789 ジョイリハ　アスリエ鶴見寺尾 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010280543 居宅介護支援 1470102805 介護相談所　かがやき 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010287015 通所介護等 1470102870 リハサロン　えにしあ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010289611 訪問介護等 1470102896 訪問介護　ひまわり畑 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010290415 通所介護等 1470102904 デイサービス　ひまわり畑 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010295315 通所介護等 1470102953 まいくるケア　デイサービス鶴見栄町通 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010296143 居宅介護支援 1470102961 横浜市福祉サービス協会　ケアマネステーションつるみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010297911 訪問介護等 1470102979 ヘルパーステーション　なごみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010298717 福祉用具貸与等 1470102987 はじめサポート 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010299543 居宅介護支援 1470102995 レモンケア横浜ケアステーション鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010300111 訪問介護等 1470103001 レモンケア横浜訪問介護ステーション鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010301915 通所介護等 1470103019 わが家　３号館 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010303515 通所介護等 1470103035 サロンデイ岸谷 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010304343 居宅介護支援 1470103043 横浜市馬場地域ケアプラザ介護保険センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010306815 通所介護等 1470103068 リカバリータイムズモア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010328243 居宅介護支援 1470103282 えにしあケアプラン 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147010329011 訪問介護等 1470103290 ケアステーションきらら鶴見訪問介護事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010330843 居宅介護支援 1470103308 ケアステーションきらら鶴見居宅介護支援事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010333243 居宅介護支援 1470103332 かおる居宅介護支援事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010334043 居宅介護支援 1470103340 うしおだケアサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010335743 居宅介護支援 1470103357 福祉協会つるみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010338151 介護老人福祉施設等 1470103381 ニューバード獅子ケ谷 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010339911 訪問介護等 1470103399 ケアリッツ鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010342343 居宅介護支援 1470103423 ケアプランサービス　リベラ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010343143 居宅介護支援 1470103431 よりそい看護ケアセンター　居宅介護支援事業部 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010345611 訪問介護等 1470103456 ケア２１　京急鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010347215 通所介護等 1470103472 トータルリハーブ鶴見デイサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010351417 福祉用具貸与等 1470103514 リカバリーライフ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010352233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470103522 はなことば鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010353011 訪問介護等 1470103530 Ｊ．ぴーぷる下末吉ヘルパーＳ．Ｓ． 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010355543 居宅介護支援 1470103555 ケアステーション　さいとう 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010357143 居宅介護支援 1470103571 フリージアケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010358911 訪問介護等 1470103589 ヘルパーサービス　リベラ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010359711 訪問介護等 1470103597 フリージア訪問介護 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010360533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470103605 有料老人ホーム　サニーライフ三ツ池公園 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010361351 介護老人福祉施設等 1470103613 特別養護老人ホーム　しょうじゅの里小野 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010362115 通所介護等 1470103621 鍼灸マッサージ～憩～鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010363915 通所介護等 1470103639 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ矢向 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010364733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470103647 エクセレント横濱北寺尾 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010365411 訪問介護等 1470103654 ＮＰＯ法人　きづき 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010367011 訪問介護等 1470103670 介護の王国　訪問介護ステーション　梶山 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010369611 訪問介護等 1470103696 訪問介護　わが家 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010370433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470103704 靍見の郷 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010371243 居宅介護支援 1470103712 ケアサポートつるみ居宅介護支援事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010372015 通所介護等 1470103720 デイホームゆりの木鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010373817 福祉用具貸与等 1470103738 うしおだ福祉サービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010374611 訪問介護等 1470103746 ももたろう訪問介護事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010375343 居宅介護支援 1470103753 ぴぃす 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010376115 通所介護等 1470103761 デイサービス　ゆいま～る 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010377943 居宅介護支援 1470103779 居宅介護支援センター　ひまわり畑 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010378743 居宅介護支援 1470103787 ももたろう居宅介護支援事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010379511 訪問介護等 1470103795 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護つるみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010380311 訪問介護等 1470103803 ヘルパーステーションまどか 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020001315 通所介護等 1470200013 若竹苑 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020001343 居宅介護支援 1470200013 若竹苑 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020001351 介護老人福祉施設等 1470200013 若竹苑 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020003915 通所介護等 1470200039 横浜市反町地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020003943 居宅介護支援 1470200039 横浜市反町地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020004715 通所介護等 1470200047 横浜市神之木地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020004743 居宅介護支援 1470200047 横浜市神之木地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020005415 通所介護等 1470200054 横浜市菅田地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020005443 居宅介護支援 1470200054 横浜市菅田地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020011211 訪問介護等 1470200112 株式会社中央防災技研　クリンライフケア事業部 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020014611 訪問介護等 1470200146 有限会社　神奈川ケア・サービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020014643 居宅介護支援 1470200146 有限会社　神奈川ケア・サービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020016143 居宅介護支援 1470200161 神奈川区医師会居宅介護支援センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020017943 居宅介護支援 1470200179 ケアマネージメントセンター・クルー 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020018711 訪問介護等 1470200187 ニチイケアセンター反町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020018712 訪問入浴介護等 1470200187 ニチイケアセンター反町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020022911 訪問介護等 1470200229 セーフティーライフ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020023711 訪問介護等 1470200237 有限会社　ライフ・フレンド　ホームヘルプサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020025251 介護老人福祉施設等 1470200252 東神奈川特別養護老人ホーム若草 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020028611 訪問介護等 1470200286 新横浜クリニック　訪問介護センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020031011 訪問介護等 1470200310 横浜市福祉サービス協会　神奈川介護事務所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020031043 居宅介護支援 1470200310 横浜市福祉サービス協会　神奈川介護事務所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020048417 福祉用具貸与等 1470200484 株式会社　レミニス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020053411 訪問介護等 1470200534 ケアサービス　とまと 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020053443 居宅介護支援 1470200534 ケアサービス　とまと 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147020054211 訪問介護等 1470200542 福祉クラブ生協　家事介護Ｗ．Ｃｏ　絆 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020057517 福祉用具貸与等 1470200575 株式会社　アクティヴ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020062543 居宅介護支援 1470200625 横浜介護支援センターライフ・フレンド 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020067417 福祉用具貸与等 1470200674 株式会社八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020068217 福祉用具貸与等 1470200682 パナソニック　エイジフリーショップ横浜みなと 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020073211 訪問介護等 1470200732 有限会社　ひまわり介護 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020100312 訪問入浴介護等 1470201003 入浴サービス　イリス　神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020102943 居宅介護支援 1470201029 エニィタイムプラン 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020104511 訪問介護等 1470201045 有限会社　ソウマビルダー　しらゆり介護 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020105211 訪問介護等 1470201052 ニチイケアセンター大口 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020105243 居宅介護支援 1470201052 ニチイケアセンター大口 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020108615 通所介護等 1470201086 コムネットジャパン株式会社　万葉のさと　大口 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020116951 介護老人福祉施設等 1470201169 羽沢の家　特別養護老人ホーム 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020120111 訪問介護等 1470201201 訪問介護　わかたけ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020125015 通所介護等 1470201250 デイサービス　四季楽 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020127651 介護老人福祉施設等 1470201276 福寿園横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020131817 福祉用具貸与等 1470201318 有限会社あいぜん 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020141715 通所介護等 1470201417 デイサービスとまとの家 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020142511 訪問介護等 1470201425 セントケア神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020142512 訪問入浴介護等 1470201425 セントケア神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020145817 福祉用具貸与等 1470201458 ライフアドバンスセノバよこはま 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020152415 通所介護等 1470201524 デイサービス　さくらの季・おおぐち 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020154015 通所介護等 1470201540 デイサービス　四季楽大口 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020156511 訪問介護等 1470201565 ライフ・ケア横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020168043 居宅介護支援 1470201680 居宅介護支援事業所　羽沢の家 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020171443 居宅介護支援 1470201714 椚の大樹介護保険センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020172211 訪問介護等 1470201722 椚の大樹ヘルパーステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020174811 訪問介護等 1470201748 ヒューマンサービス　こころ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020174843 居宅介護支援 1470201748 ヒューマンサービス　こころ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020176343 居宅介護支援 1470201763 横浜なでしこ介護支援センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020177115 通所介護等 1470201771 デイサービス　ライフエール　六角橋 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020178943 居宅介護支援 1470201789 フォスターメイト 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020180515 通所介護等 1470201805 リハビリデイサービス　ジール 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020182115 通所介護等 1470201821 デイサービス円 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020184715 通所介護等 1470201847 エニィタイムデイⅡ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020188833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470201888 カルデアの家 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020196143 居宅介護支援 1470201961 横浜市六角橋地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020199511 訪問介護等 1470201995 心笑 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020218351 介護老人福祉施設等 1470202183 介護老人福祉施設ヴィラ神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020220943 居宅介護支援 1470202209 ケアマネジメントはな 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020221715 通所介護等 1470202217 ｆｕｒｅａｉ　反町店 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020222515 通所介護等 1470202225 ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　横浜片倉町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020223315 通所介護等 1470202233 平成デイサービスセンター神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020224143 居宅介護支援 1470202241 ケアプランセンター　ラポール西寺尾 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020225843 居宅介護支援 1470202258 ケアプランセンターどれみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020229015 通所介護等 1470202290 デイサービス　にじいろ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020230843 居宅介護支援 1470202308 新横浜リハビリテーション病院　居宅介護支援センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020231643 居宅介護支援 1470202316 ゆたかなビレッジ　ケアマネジメント 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020232415 通所介護等 1470202324 デイサービスセンター　体アップⅡ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020233215 通所介護等 1470202332 飛鳥ライフサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020237315 通所介護等 1470202373 ｉｋｉｉｋｉケア東神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020240715 通所介護等 1470202407 デイサービスセンター　リ・ボーン広台太田 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020246443 居宅介護支援 1470202464 ハマケアプラン 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020247217 福祉用具貸与等 1470202472 シェルパ横浜　福祉用具レンタルサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020249833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470202498 花珠の家かながわ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020251415 通所介護等 1470202514 CHASE　CLUB 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020252243 居宅介護支援 1470202522 フルライフ神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020272043 居宅介護支援 1470202720 横浜市福祉サービス協会　ケアマネステーション片倉 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020273811 訪問介護等 1470202738 ＮＰＯつばさ・さぽーと 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020277915 通所介護等 1470202779 デイサービスセンターなごやか神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020278733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470202787 そんぽの家　横浜神大寺 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020279511 訪問介護等 1470202795 土屋訪問介護事業所　よこはま 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147020280311 訪問介護等 1470202803 サン・スマイル　ライフケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020281143 居宅介護支援 1470202811 トライドケアマネジメント 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020282915 通所介護等 1470202829 ｉｎ　ＬＥＡＦ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020283711 訪問介護等 1470202837 和み邸訪問介護事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020285243 居宅介護支援 1470202852 ＭＹクリニック居宅介護支援事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020287811 訪問介護等 1470202878 ＳＯＭＰＯケア　西寺尾　訪問介護 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020289433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470202894 介護付き有料老人ホーム　プレザンメゾン　横浜羽沢町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020290243 居宅介護支援 1470202902 福祉クラブ生協オプティ神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020292843 居宅介護支援 1470202928 居宅介護支援事業所　しんあい 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020294451 介護老人福祉施設等 1470202944 太陽の家横濱羽沢 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020295151 介護老人福祉施設等 1470202951 羽沢の家二番館　特別養護老人ホーム 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020296915 通所介護等 1470202969 アースサポート大口 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020297733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470202977 万葉のさと横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020298515 通所介護等 1470202985 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ片倉町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020300917 福祉用具貸与等 1470203009 ハッピー慶 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020301711 訪問介護等 1470203017 コアラ東神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020302511 訪問介護等 1470203025 エプロンたいせつ介護若武者　神奈川事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020303311 訪問介護等 1470203033 訪問介護事業所　シュナのいえ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020304115 通所介護等 1470203041 オハナ妙蓮寺 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020305811 訪問介護等 1470203058 ニチイケアセンター片倉 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020306611 訪問介護等 1470203066 学研ココファン妙蓮寺ヘルパーセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020307415 通所介護等 1470203074 デイサービス　ココファン妙蓮寺 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147020308243 居宅介護支援 1470203082 らいむ訪問看護ステーション　居宅介護支援事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030002911 訪問介護等 1470300029 アースサポート横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030002912 訪問入浴介護等 1470300029 アースサポート横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030002943 居宅介護支援 1470300029 アースサポート横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030004551 介護老人福祉施設等 1470300045 特別養護老人ホーム　ハマノ愛生園 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030005215 通所介護等 1470300052 浅間台地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030005243 居宅介護支援 1470300052 浅間台地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030008643 居宅介護支援 1470300086 パークサイド岡野ホーム 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030008651 介護老人福祉施設等 1470300086 パークサイド岡野ホーム 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030009415 通所介護等 1470300094 横浜市藤棚地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030009443 居宅介護支援 1470300094 横浜市藤棚地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030013615 通所介護等 1470300136 横浜市野毛山荘 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030015115 通所介護等 1470300151 横浜市宮崎地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030015143 居宅介護支援 1470300151 横浜市宮崎地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030019343 居宅介護支援 1470300193 横浜市西区医師会　居宅支援ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030024315 通所介護等 1470300243 パークサイド岡野デイサービスセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030040915 通所介護等 1470300409 横浜市戸部本町地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030040943 居宅介護支援 1470300409 横浜市戸部本町地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030041711 訪問介護等 1470300417 ＮＰＯワーカーズ　たすけあいぐっぴい 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030042551 介護老人福祉施設等 1470300425 特別養護老人ホーム　戸部ハマノ愛生園 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030073011 訪問介護等 1470300730 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーションにし 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030073043 居宅介護支援 1470300730 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーションにし 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030076311 訪問介護等 1470300763 アローネ横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030077111 訪問介護等 1470300771 あんしんケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030077143 居宅介護支援 1470300771 あんしんケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030078917 福祉用具貸与等 1470300789 株式会社ケア・タウン 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030089611 訪問介護等 1470300896 株式会社ネオ企画　ケアステーションふれ愛 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030089643 居宅介護支援 1470300896 株式会社ネオ企画　ケアステーションふれ愛 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030096111 訪問介護等 1470300961 市民ハート　中央 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030106817 福祉用具貸与等 1470301068 横浜市福祉サービス協会　福祉用具センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030107611 訪問介護等 1470301076 ケアポート　かのこ　西 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030108411 訪問介護等 1470301084 ヘルパーステーションいちご 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030109243 居宅介護支援 1470301092 居宅介護支援　南風 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030112617 福祉用具貸与等 1470301126 まごころ介護サービスセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030113411 訪問介護等 1470301134 すまいる　ケア　かながわ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030115911 訪問介護等 1470301159 まごころ介護訪問ステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030135711 訪問介護等 1470301357 和おんケアサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030136543 居宅介護支援 1470301365 和おんケアプランニング 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030144915 通所介護等 1470301449 デイサービス　にじいろ　浅間町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030150617 福祉用具貸与等 1470301506 フランスベッド株式会社　メディカル横浜中央営業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147030151415 通所介護等 1470301514 デイサービスセンターなごやか西横浜第二 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030152215 通所介護等 1470301522 デイサービスセンターなごやか西横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030156311 訪問介護等 1470301563 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護にし 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030158911 訪問介護等 1470301589 さくら・介護ステーション西横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030159743 居宅介護支援 1470301597 ケアプランセンター　かのこ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030160533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470301605 カーサプラチナみなとみらい 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030161311 訪問介護等 1470301613 ＳＯＭＰＯケア　横浜西　訪問介護 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030162117 福祉用具貸与等 1470301621 ＳＯＭＰＯケア　横浜　福祉用具 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030163943 居宅介護支援 1470301639 ＳＯＭＰＯケア　横浜西　居宅介護支援 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030164743 居宅介護支援 1470301647 ケアサービス６Ｂ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147030168843 居宅介護支援 1470301688 すまいる　ケアマネジメント　オフィス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040004315 通所介護等 1470400043 横浜市新山下地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040004343 居宅介護支援 1470400043 横浜市新山下地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040005015 通所介護等 1470400050 横浜市不老町地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040005043 居宅介護支援 1470400050 横浜市不老町地域ケアプラザ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040007611 訪問介護等 1470400076 有限会社　ケアサービスコパン 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040007643 居宅介護支援 1470400076 有限会社　ケアサービスコパン 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040012611 訪問介護等 1470400126 ニチイケアセンター関内 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040014211 訪問介護等 1470400142 元町ケアサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040020943 居宅介護支援 1470400209 医療法人社団　三井会　横浜ケアオフィス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040023351 介護老人福祉施設等 1470400233 特別養護老人ホーム　新山下ホーム 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040051411 訪問介護等 1470400514 ケアステーション・花菱 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040051443 居宅介護支援 1470400514 ケアステーション・花菱 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040083711 訪問介護等 1470400837 横浜市福祉サービス協会　中介護事務所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040083743 居宅介護支援 1470400837 横浜市福祉サービス協会　中介護事務所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040084511 訪問介護等 1470400845 特定非営利活動法人　ケアサポート青空 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040088611 訪問介護等 1470400886 山手まごころの会 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040088643 居宅介護支援 1470400886 山手まごころの会 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040091015 通所介護等 1470400910 松影デイサービスセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040094411 訪問介護等 1470400944 医療法人社団　三井会　横浜ケアオフィス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040095115 通所介護等 1470400951 横浜パークケアコミュニティそよ風 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040095133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470400951 横浜パークケアコミュニティそよ風 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040103311 訪問介護等 1470401033 かながわヘルパーステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040104115 通所介護等 1470401041 デイサービス大樹 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040109015 通所介護等 1470401090 大石デイサービス寿 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040135543 居宅介護支援 1470401355 テルウェル東日本　神奈川ケアプランセンタ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040142115 通所介護等 1470401421 きららステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040147011 訪問介護等 1470401470 シフティーン 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040149611 訪問介護等 1470401496 のげざか訪問介護 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040165211 訪問介護等 1470401652 ケアプラス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040167811 訪問介護等 1470401678 フルライフ関内 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040167843 居宅介護支援 1470401678 フルライフ関内 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040174443 居宅介護支援 1470401744 ケアマネ事務所　もりのきもち 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040175115 通所介護等 1470401751 優楽亭デイサービス中区根岸 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040176915 通所介護等 1470401769 デイサービス大樹　いせざき 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040177743 居宅介護支援 1470401777 かながわ福祉サービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040199111 訪問介護等 1470401991 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション寿 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040199143 居宅介護支援 1470401991 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション寿 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040200711 訪問介護等 1470402007 居宅介護事業所　やすらぎ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040206443 居宅介護支援 1470402064 ケアプラン　ひので 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040209843 居宅介護支援 1470402098 らんらんケアマネ事務所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040212211 訪問介護等 1470402122 ワールドケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040215515 通所介護等 1470402155 デイサービス　あすなろ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040220515 通所介護等 1470402205 デイサービス　アン 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040221311 訪問介護等 1470402213 なかサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040222111 訪問介護等 1470402221 ケアサービスＣｈｏｕＣｈｏｕ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040223915 通所介護等 1470402239 はなはな山手館 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040225443 居宅介護支援 1470402254 しえんて関内 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040226211 訪問介護等 1470402262 アカリエ　ご自宅訪問介護サービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040229643 居宅介護支援 1470402296 アカリエ　ケアプラン相談センター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040233815 通所介護等 1470402338 デイサービス　太陽 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040243743 居宅介護支援 1470402437 浜っ子サービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147040246011 訪問介護等 1470402460 よつばの介護 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040248611 訪問介護等 1470402486 ケアサポート　かるむ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040248643 居宅介護支援 1470402486 ケアサポート　かるむ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040250211 訪問介護等 1470402502 訪問介護Ｒｕｎ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040255143 居宅介護支援 1470402551 ケアプラン・コンパス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040256943 居宅介護支援 1470402569 シフティーン居宅介護 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040258511 訪問介護等 1470402585 ヘルパーステーション太陽 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040259343 居宅介護支援 1470402593 ふらっと介護 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040260133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470402601 トラストガーデン横浜ベイ馬車道 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040265011 訪問介護等 1470402650 ライフェスト 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040268443 居宅介護支援 1470402684 ケアサービス　ホクゼン関内 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040269215 通所介護等 1470402692 ルネサンス　元氣ジム伊勢佐木長者町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040271811 訪問介護等 1470402718 訪問介護　メロン 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147040272633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470402726 チャームプレミア山手町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147060081615 通所介護等 1470600816 シニアサロンつばさ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147060212711 訪問介護等 1470602127 冨美ケアサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147080045711 訪問介護等 1470800457 有限会社　フォーリストケアーサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147090383043 居宅介護支援 1470903830 ライフエールケアマネステーション 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147320217215 通所介護等 1473202172 デイサービス　いこい家　岸根公園 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147320254543 居宅介護支援 1473202545 居宅介護支援事業所　神奈川サポートセンター 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010004532 認知症対応型共同生活介護等 1490100045 グループホーム　ひまわりの家 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010007873 小規模多機能型居宅介護等 1490100078 サードハウス　虹の我家 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010008632 認知症対応型共同生活介護等 1490100086 フェローズガーデン獅子ケ谷 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010011073 小規模多機能型居宅介護等 1490100110 ミモザ白寿庵東寺尾 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010013632 認知症対応型共同生活介護等 1490100136 ミモザ横浜岸谷 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010017773 小規模多機能型居宅介護等 1490100177 クロスハート鶴見・横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010018532 認知症対応型共同生活介護等 1490100185 グループホーム　クロスハート鶴見・横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010019332 認知症対応型共同生活介護等 1490100193 グループホーム　横浜鶴見の家 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010024376 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490100243 銀河の詩ケア24 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010025073 小規模多機能型居宅介護等 1490100250 YMCAライフサポートセンター鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010026873 小規模多機能型居宅介護等 1490100268 小規模多機能型居宅介護　こでまり 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010032615 通所介護等 1490100326 デイサービスふるさと鶴見中央 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010033415 通所介護等 1490100334 デイサービスふるさと下末吉 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010036715 通所介護等 1490100367 ひとつなぎ矢向 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010037515 通所介護等 1490100375 だんらんの家　鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010038311 訪問介護等 1490100383 福祉協会つるみ２４ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010038376 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490100383 福祉協会つるみ２４ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010039115 通所介護等 1490100391 デイサービス　まいくるケア 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010040915 通所介護等 1490100409 デイサービス　めぐみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010041715 通所介護等 1490100417 レッツ倶楽部鶴見下末吉 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010042573 小規模多機能型居宅介護等 1490100425 ミモザ横浜獅子ヶ谷 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010043373 小規模多機能型居宅介護等 1490100433 小規模多機能型居宅介護　ぼやあ樹　江ケ崎町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010045815 通所介護等 1490100458 ｆｕｒｅａｉ鶴見店 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010046676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490100466 ヘルパーステーション　なごみ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149010049032 認知症対応型共同生活介護等 1490100490 グループホームあいしま鶴見 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020006832 認知症対応型共同生活介護等 1490200068 グループホームみんなの家　横浜羽沢３ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020013432 認知症対応型共同生活介護等 1490200134 グループホーム　たのしい家　神奈川三枚町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020017573 小規模多機能型居宅介護等 1490200175 小規模多機能ホーム　つばさ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020023315 通所介護等 1490200233 認知症対応型デイサービス　ライフエール　神大寺 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020024173 小規模多機能型居宅介護等 1490200241 小規模多機能ホーム　まほろば 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020025873 小規模多機能型居宅介護等 1490200258 小規模多機能　地域の絆　三ツ沢 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020026676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490200266 椚の大樹ケア24 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020028232 認知症対応型共同生活介護等 1490200282 グループホーム　希望 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020030873 小規模多機能型居宅介護等 1490200308 小規模多機能型居宅介護　ぼやあ樹　神大寺 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020031673 小規模多機能型居宅介護等 1490200316 小規模多機能型居宅介護　ぼやあ樹　新子安 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020033232 認知症対応型共同生活介護等 1490200332 カルフ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020034073 小規模多機能型居宅介護等 1490200340 小規模多機能　地域の絆　横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020035732 認知症対応型共同生活介護等 1490200357 グループホーム　地域の絆　横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020037315 通所介護等 1490200373 デイサービスふるさと新子安 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020038173 小規模多機能型居宅介護等 1490200381 小規模多機能型居宅介護　ぼやあ樹　松本町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020039915 通所介護等 1490200399 デイサービスゆたかなビレッジ　松本町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020040715 通所介護等 1490200407 デイサービス　にじいろ　三ツ沢東 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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149020041515 通所介護等 1490200415 デイサービスおひさま　ＳＵＮサン　六角橋 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020042332 認知症対応型共同生活介護等 1490200423 グループホームはなことば　丘の上ホーム 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020043115 通所介護等 1490200431 ｆｕｒｅａｉ大口店 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020044915 通所介護等 1490200449 レコードブック大口 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020045673 小規模多機能型居宅介護等 1490200456 福祉クラブ生協小規模多機能サービス菅田事業所 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020046415 通所介護等 1490200464 デイサービスセンター　リ・ボーン片倉 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020047215 通所介護等 1490200472 デイサービスふるさと東神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020048015 通所介護等 1490200480 太陽の家神大寺 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020049815 通所介護等 1490200498 デイサービス　ラスベガス羽沢 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020050615 通所介護等 1490200506 リハビリデイサービス　ジール東神奈川 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020052215 通所介護等 1490200522 恒順会　明華里 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020053015 通所介護等 1490200530 デイサービス　にじいろ　羽沢 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020054815 通所介護等 1490200548 デイサービス　にじいろ　片倉２ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020055573 小規模多機能型居宅介護等 1490200555 小規模多機能型居宅介護　ぼやあ樹　平川町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020056315 通所介護等 1490200563 CHASE　CLUBⅡ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020057115 通所介護等 1490200571 ひだまり 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149020058973 小規模多機能型居宅介護等 1490200589 小規模多機能フェローズかたくら 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149030011676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490300116 銀鈴の詩ケア24 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149030013215 通所介護等 1490300132 デイサービスひなた東久保町店 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149030014015 通所介護等 1490300140 デイサービスふるさと戸部 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149030015715 通所介護等 1490300157 レコードブック横浜浅間町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149030016515 通所介護等 1490300165 ミウラコスタⅢ 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149030017315 通所介護等 1490300173 ローレル横浜 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149030018115 通所介護等 1490300181 デイサービスコトコト 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149030020715 通所介護等 1490300207 デイサービス　にじいろ　南浅間町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149030021515 通所介護等 1490300215 Lagoon 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040002332 認知症対応型共同生活介護等 1490400023 ライフインハウス日ノ出 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040003173 小規模多機能型居宅介護等 1490400031 ケアセンター日ノ出 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040006473 小規模多機能型居宅介護等 1490400064 いきいき生活館・ねぎし 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040009873 小規模多機能型居宅介護等 1490400098 パイナップル畑で 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040011473 小規模多機能型居宅介護等 1490400114 いきいき生活館・うえのまち 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040015573 小規模多機能型居宅介護等 1490400155 いきいき生活館・やました 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040019776 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490400197 銀杏の大樹ケア24 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040020532 認知症対応型共同生活介護等 1490400205 バナナ園横浜山手 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040022115 通所介護等 1490400221 デイサービスふるさと初音町 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040023915 通所介護等 1490400239 つくしデイサービス 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040025432 認知症対応型共同生活介護等 1490400254 グループホーム　ふぁいと山手の丘 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040029615 通所介護等 1490400296 デイサービス　ヤシの木陰で 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149040030415 通所介護等 1490400304 デイサービス　仁 横浜10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141370291714 訪問リハビリテーション等 1413702917 医療法人社団　博慈会　青葉さわい病院 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145318002316 通所リハビリテーション等 1453180023 介護老人保健施設　オアシス 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145318002352 介護老人保健施設等 1453180023 介護老人保健施設　オアシス 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145328002116 通所リハビリテーション等 1453280021 医療法人社団恵生会　介護老人保健施設　リハセンターさわやか 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145328002152 介護老人保健施設等 1453280021 医療法人社団恵生会　介護老人保健施設　リハセンターさわやか 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145328012016 通所リハビリテーション等 1453280120 介護老人保健施設　ほほえみの郷横浜 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145328012052 介護老人保健施設等 1453280120 介護老人保健施設　ほほえみの郷横浜 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145328013852 介護老人保健施設等 1453280138 介護老人保健施設　希望の森 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145338001114 訪問リハビリテーション等 1453380011 介護老人保健施設　みどりの杜 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145338001116 通所リハビリテーション等 1453380011 介護老人保健施設　みどりの杜 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145338001143 居宅介護支援 1453380011 介護老人保健施設　みどりの杜 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145338001152 介護老人保健施設等 1453380011 介護老人保健施設　みどりの杜 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145338002914 訪問リハビリテーション等 1453380029 医療法人社団三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ新緑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145338002916 通所リハビリテーション等 1453380029 医療法人社団三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ新緑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145338002943 居宅介護支援 1453380029 医療法人社団三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ新緑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145338002952 介護老人保健施設等 1453380029 医療法人社団三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ新緑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145338003716 通所リハビリテーション等 1453380037 医療法人社団　桜栄会　横浜セラトピア 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145338003752 介護老人保健施設等 1453380037 医療法人社団　桜栄会　横浜セラトピア 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145358003252 介護老人保健施設等 1453580032 医療法人社団協友会　ユニット型介護老人保健施設　リハビリポート横浜さかえ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145358500852 介護老人保健施設等 1453585008 ケアポート・田谷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145368000616 通所リハビリテーション等 1453680006 介護老人保健施設　阿久和鳳荘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145368000652 介護老人保健施設等 1453680006 介護老人保健施設　阿久和鳳荘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145368002216 通所リハビリテーション等 1453680022 医療法人光陽会　横浜いずみ介護老人保健施設　 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月



横浜 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）
145368002252 介護老人保健施設等 1453680022 横浜いずみ介護老人保健施設　 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145368004816 通所リハビリテーション等 1453680048 医療法人社団　純正会　介護老人保健施設　エスポワール和泉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145368004852 介護老人保健施設等 1453680048 医療法人社団　純正会　介護老人保健施設　エスポワール和泉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145368005516 通所リハビリテーション等 1453680055 介護老人保健施設　きららの里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145368005552 介護老人保健施設等 1453680055 介護老人保健施設　きららの里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145368007116 通所リハビリテーション等 1453680071 介護老人保健施設　ゆめが丘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145368007143 居宅介護支援 1453680071 介護老人保健施設　ゆめが丘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145368007152 介護老人保健施設等 1453680071 介護老人保健施設　ゆめが丘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145378002014 訪問リハビリテーション等 1453780020 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　横浜あおばの里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145378002016 通所リハビリテーション等 1453780020 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　横浜あおばの里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145378002052 介護老人保健施設等 1453780020 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　横浜あおばの里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145378004616 通所リハビリテーション等 1453780046 介護老人保健施設　リハリゾート青葉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145378004652 介護老人保健施設等 1453780046 介護老人保健施設　リハリゾート青葉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145378006152 介護老人保健施設等 1453780061 介護老人保健施設　リハリゾート青葉　ユニット館 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145388004416 通所リハビリテーション等 1453880044 医療法人社団　朝菊会　介護老人保健施設　ヒルトップ池辺 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145388004452 介護老人保健施設等 1453880044 医療法人社団　朝菊会　介護老人保健施設　ヒルトップ池辺 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
145388005152 介護老人保健施設等 1453880051 ソフィア都筑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146369014613 訪問看護等 1463690146 ハートケアいずみ訪問看護事業所 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146379024313 訪問看護等 1463790243 訪問看護あさひ　たまプラーザ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147010385215 通所介護等 1470103852 ツクイ横浜矢向 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147010386043 居宅介護支援 1470103860 ツクイ横浜鶴見ケアプランセンター 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147010387811 訪問介護等 1470103878 ツクイ横浜鶴見 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147010388611 訪問介護等 1470103886 アミカ鶴見介護センター 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147010389415 通所介護等 1470103894 笑い門　江ケ崎 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147010391012 訪問入浴介護等 1470103910 アサヒサンクリーン在宅介護センター鶴見 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147010392811 訪問介護等 1470103928 ワーコレたすけあいつるみ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147020325611 訪問介護等 1470203256 学研ココファン片倉ヘルパーセンター 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147030119111 訪問介護等 1470301191 フルライフ神奈川 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040278311 訪問介護等 1470402783 アイネットアイ横浜事業所 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040279143 居宅介護支援 1470402791 ケアベース居宅介護支援事業所 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040280911 訪問介護等 1470402809 ツクイ横浜伊勢佐木　介護 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040281711 訪問介護等 1470402817 ツクイ横浜本牧 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040282543 居宅介護支援 1470402825 ツクイ横浜根岸ケアプランセンター 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040283311 訪問介護等 1470402833 ツクイ横浜根岸　介護 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040284115 通所介護等 1470402841 ツクイ横浜根岸 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040287411 訪問介護等 1470402874 みなとサービス 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040288211 訪問介護等 1470402882 クリーン介護 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040289011 訪問介護等 1470402890 ホームライフケア・絆 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040290811 訪問介護等 1470402908 訪問介護ステーション　ふぁいと寿 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040292415 通所介護等 1470402924 横浜市本牧和田地域ケアプラザ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040292443 居宅介護支援 1470402924 横浜市本牧和田地域ケアプラザ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040294011 訪問介護等 1470402940 訪問介護　らふケア 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147040299911 訪問介護等 1470402999 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護なか 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147070148115 通所介護等 1470701481 デイサービス　いこい家　馬場 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147310001211 訪問介護等 1473100012 すずかけの郷　介護サービスセンター 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147310001215 通所介護等 1473100012 すずかけの郷　介護サービスセンター 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147310001243 居宅介護支援 1473100012 すずかけの郷　介護サービスセンター 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147310010351 介護老人福祉施設等 1473100103 社会福祉法人大富福祉会　特別養護老人ホームパラダイム港南 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147310016051 介護老人福祉施設等 1473100160 特別養護老人ホーム　すずかけの郷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147310034315 通所介護等 1473100343 横浜市港南中央地域ケアプラザ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147310034343 居宅介護支援 1473100343 横浜市港南中央地域ケアプラザ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147310090532 認知症対応型共同生活介護等 1473100905 日限山ホーム 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147310091332 認知症対応型共同生活介護等 1473100913 グループホーム　クロスハート港南・横浜 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330012517 福祉用具貸与等 1473300125 株式会社　トーカイ横浜支店 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330014151 介護老人福祉施設等 1473300141 介護老人福祉施設　ふじ寿か園 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330018232 認知症対応型共同生活介護等 1473300182 社会福祉法人　ふじ寿か会　高齢者グループホームことぶきの里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330019032 認知症対応型共同生活介護等 1473300190 社会福祉法人　ふじ寿か会　高齢者グループホームあすの里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330034932 認知症対応型共同生活介護等 1473300349 社会福祉法人　ふじ寿か会　高齢者グループホームふじの里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330039832 認知症対応型共同生活介護等 1473300398 コスモス長津田 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330061232 認知症対応型共同生活介護等 1473300612 グループホーム友宝 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330081032 認知症対応型共同生活介護等 1473300810 グループホーム　和楽の里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330083632 認知症対応型共同生活介護等 1473300836 グループホームみんなの家　横浜三保 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月



横浜 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）
147330086915 通所介護等 1473300869 デイサービスセンター　しょうじゅの里三保 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330087751 介護老人福祉施設等 1473300877 特別養護老人ホーム　しょうじゅの里三保 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330088532 認知症対応型共同生活介護等 1473300885 グループホーム　結の家 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330089317 福祉用具貸与等 1473300893 スペースケア　横浜営業所 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330099232 認知症対応型共同生活介護等 1473300992 医療法人泉心会　グループホームおらんち 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330100832 認知症対応型共同生活介護等 1473301008 グループホーム　まっとう 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330141251 介護老人福祉施設等 1473301412 特別養護老人ホーム　横浜ナーシングビレッジ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330142033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473301420 さくらの郷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330146133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473301461 フローレンスケア横浜森の台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330210515 通所介護等 1473302105 茶話本舗デイサービス新上山 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330214715 通所介護等 1473302147 ｗａｋｕｗａｋｕファミリー　ＧＥＮＫＩ長津田 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330273333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473302733 ライフコミューン中山 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147330279015 通所介護等 1473302790 ツクイ横浜霧が丘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340007332 認知症対応型共同生活介護等 1473400073 特定非営利活動法人ふるさとホーム瀬谷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340012332 認知症対応型共同生活介護等 1473400123 グループホーム　朋友 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340031332 認知症対応型共同生活介護等 1473400313 グループホーム　泉の郷本郷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340037032 認知症対応型共同生活介護等 1473400370 サロン・ド・せや 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340045332 認知症対応型共同生活介護等 1473400453 グループホーム笑楽庵 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340048732 認知症対応型共同生活介護等 1473400487 グループホーム友愛 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340049532 認知症対応型共同生活介護等 1473400495 グループホーム　みなみ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340052932 認知症対応型共同生活介護等 1473400529 グループホームはなもも 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340053732 認知症対応型共同生活介護等 1473400537 グループホームあいらんど 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340060232 認知症対応型共同生活介護等 1473400602 グループホーム　こころ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340065132 認知症対応型共同生活介護等 1473400651 サンライズ・ホーム瀬谷市民の森 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340066932 認知症対応型共同生活介護等 1473400669 グループホームおり鶴の里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340072733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473400727 サンライズ・ヴィラ瀬谷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340074343 居宅介護支援 1473400743 サニーライフ瀬谷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340075033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473400750 有料老人ホーム　サニーライフ瀬谷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340097451 介護老人福祉施設等 1473400974 特別養護老人ホーム　愛成苑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340108915 通所介護等 1473401089 デイサービスセンター　陽と花 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340119611 訪問介護等 1473401196 瀬谷やわらぎ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340153533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473401535 ミモザ横濱紫陽花苑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147340192333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473401923 ホームステーションらいふ瀬谷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350015315 通所介護等 1473500153 特別養護老人ホーム　クロスハート栄・横浜 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350015351 介護老人福祉施設等 1473500153 特別養護老人ホーム　クロスハート栄・横浜 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350016133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473500161 グラニー栄・横浜 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350032832 認知症対応型共同生活介護等 1473500328 グループホーム　クロスハート田谷・栄 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350059132 認知症対応型共同生活介護等 1473500591 グループホーム　さくら園 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350069032 認知症対応型共同生活介護等 1473500690 グループホーム　ちいさな手横浜さかえ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350070832 認知症対応型共同生活介護等 1473500708 グループホーム湘南かさま 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350072451 介護老人福祉施設等 1473500724 特別養護老人ホーム　陽のあたる丘　ＭＩＳＯＮＯ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350074033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473500740 ネクサスコート本郷台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350086451 介護老人福祉施設等 1473500864 特別養護老人ホーム田谷の里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350109415 通所介護等 1473501094 セントケア上郷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350109451 介護老人福祉施設等 1473501094 セントケア上郷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350113633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473501136 グランレーヴ本郷台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350131815 通所介護等 1473501318 Ｄａｙさーびす　ＭＩＳＯＮＯ　かまくらみち 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147350137543 居宅介護支援 1473501375 医療法人社団協友会　リハビリポート横浜　指定居宅介護支援事業所 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360004515 通所介護等 1473600045 居宅介護支援センター　希望苑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360004543 居宅介護支援 1473600045 居宅介護支援センター　希望苑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360007815 通所介護等 1473600078 横浜市踊場地域ケアプラザ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360007843 居宅介護支援 1473600078 横浜市踊場地域ケアプラザ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360017711 訪問介護等 1473600177 特別養護老人ホーム　いずみ芙蓉苑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360017715 通所介護等 1473600177 特別養護老人ホーム　いずみ芙蓉苑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360017743 居宅介護支援 1473600177 特別養護老人ホーム　いずみ芙蓉苑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360017751 介護老人福祉施設等 1473600177 特別養護老人ホーム　いずみ芙蓉苑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360021951 介護老人福祉施設等 1473600219 特別養護老人ホーム　希望苑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360030051 介護老人福祉施設等 1473600300 特別養護老人ホーム　泉の郷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360033415 通所介護等 1473600334 風の生活館 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360034251 介護老人福祉施設等 1473600342 特別養護老人ホーム　天王森の郷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360041732 認知症対応型共同生活介護等 1473600417 グループホーム　泉の郷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360042532 認知症対応型共同生活介護等 1473600425 グループホーム風の生活館 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月



横浜 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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147360054032 認知症対応型共同生活介護等 1473600540 弥生台グループホーム 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360055732 認知症対応型共同生活介護等 1473600557 グループホーム　泉の郷上飯田 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360064932 認知症対応型共同生活介護等 1473600649 木下の介護　グループホーム泉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360065632 認知症対応型共同生活介護等 1473600656 グループホーム　ソフィアいずみ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360066432 認知症対応型共同生活介護等 1473600664 サリューブル　いずみ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360070632 認知症対応型共同生活介護等 1473600706 グループホーム　しんばしの家 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360075532 認知症対応型共同生活介護等 1473600755 グループホーム　やすらぎ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360082132 認知症対応型共同生活介護等 1473600821 ミモザ横浜いずみ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360083932 認知症対応型共同生活介護等 1473600839 グループホームひめしゃら 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360088832 認知症対応型共同生活介護等 1473600888 グループホームあいおい 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360093832 認知症対応型共同生活介護等 1473600938 グループホーム　なでしこ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360094632 認知症対応型共同生活介護等 1473600946 グループホーム　あいあい 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360095332 認知症対応型共同生活介護等 1473600953 グループホームやまもも 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360096132 認知症対応型共同生活介護等 1473600961 クレール横浜いずみ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360102732 認知症対応型共同生活介護等 1473601027 グループホームあんず 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360106832 認知症対応型共同生活介護等 1473601068 清風荘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360107632 認知症対応型共同生活介護等 1473601076 グループホームゆとり 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360108432 認知症対応型共同生活介護等 1473601084 グループホームちゃんと 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360110032 認知症対応型共同生活介護等 1473601100 グループホーム　アカシヤの家 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360111832 認知症対応型共同生活介護等 1473601118 グループホームこてまり 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360138151 介護老人福祉施設等 1473601381 特別養護老人ホーム　けいあいの郷　緑園 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360141551 介護老人福祉施設等 1473601415 緑園都市睦愛園 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360232215 通所介護等 1473602322 ブルーミングケア横浜下和泉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360241333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473602413 喜美の森　緑園 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147360248833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473602488 アプルール横浜いずみ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370015933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473700159 ライフコミューン市ケ尾 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370016733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473700167 ライフコミューンたまプラーザ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370025832 認知症対応型共同生活介護等 1473700258 医療法人社団　三喜会　グループホーム青葉台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370032433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473700324 ぴあはーと市が尾 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370034033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473700340 ジョイライフ藤が丘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370038133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473700381 メディカルホームくらら青葉台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370039932 認知症対応型共同生活介護等 1473700399 グループホーム　やすらぎの郷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370040733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473700407 ライフコミューン松風台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370044932 認知症対応型共同生活介護等 1473700449 グループホーム　万寿の森 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370057151 介護老人福祉施設等 1473700571 特別養護老人ホーム　ヴェルデの森 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370063915 通所介護等 1473700639 ヴェルデの森　デイサービス 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370072033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473700720 有料老人ホーム　サニーライフ横浜 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370082932 認知症対応型共同生活介護等 1473700829 みどりのそよかぜ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370084533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473700845 ニチイホーム 青葉台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370125632 認知症対応型共同生活介護等 1473701256 グループホーム　プラチナ・ヴィラ青葉台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370131432 認知症対応型共同生活介護等 1473701314 株式会社よこはま夢倶楽部　グループホーム夢美 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370136332 認知症対応型共同生活介護等 1473701363 株式会社よこはま夢倶楽部　グループホーム夢感 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370147032 認知症対応型共同生活介護等 1473701470 グループホーム　サンライフ青葉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370148832 認知症対応型共同生活介護等 1473701488 グループホーム　スマイル青葉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370153851 介護老人福祉施設等 1473701538 たまプラーザ倶楽部 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370159533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473701595 グランクレール藤が丘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370162933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473701629 コンフォートガーデンあざみ野 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370184333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473701843 ジョイライフ第２藤が丘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370190051 介護老人福祉施設等 1473701900 てるてる園 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370192615 通所介護等 1473701926 青葉ヒルズ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370192651 介護老人福祉施設等 1473701926 青葉ヒルズ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370196751 介護老人福祉施設等 1473701967 介護老人福祉施設　大樹の郷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370247833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473702478 ボンセジュールたまプラーザ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370251051 介護老人福祉施設等 1473702510 特別養護老人ホームビオラ市ケ尾 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370263515 通所介護等 1473702635 青葉台ケアセンターそよ風 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370263551 介護老人福祉施設等 1473702635 青葉台ケアセンターそよ風 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370325251 介護老人福祉施設等 1473703252 特別養護老人ホーム青葉あさくら苑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370329415 通所介護等 1473703294 青葉あさくら苑デイサービスセンター 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370335143 居宅介護支援 1473703351 医療法人社団協友会　横浜あおばの里　指定居宅介護支援事業所 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370408611 訪問介護等 1473704086 訪問介護　ゆい　青葉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370419333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473704193 ベストライフ市ヶ尾 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147370420133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473704201 ベストライフ江田 横浜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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147370421911 訪問介護等 1473704219 訪問介護ステーション　医療特化型ケアメディコ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380006615 通所介護等 1473800066 横浜市葛が谷地域ケアプラザ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380006643 居宅介護支援 1473800066 横浜市葛が谷地域ケアプラザ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380013232 認知症対応型共同生活介護等 1473800132 高齢者グループホーム　ちとせ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380025632 認知症対応型共同生活介護等 1473800256 高齢者グループホーム　横浜はつらつ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380042132 認知症対応型共同生活介護等 1473800421 グループホーム都筑の春 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380044732 認知症対応型共同生活介護等 1473800447 株式会社よこはま夢倶楽部　グループホーム夢観 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380050432 認知症対応型共同生活介護等 1473800504 グループホーム　泉の郷川和 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380053832 認知症対応型共同生活介護等 1473800538 グループホーム朝日のあたる家 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380055333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473800553 ライフ＆シニアハウス　港北２ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380056133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473800561 ニチイホーム 仲町台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380060332 認知症対応型共同生活介護等 1473800603 社会福祉法人　ふじ寿か会　高齢者グループホーム　そまやまの里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380061132 認知症対応型共同生活介護等 1473800611 グループホーム　都筑の丘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380062932 認知症対応型共同生活介護等 1473800629 医療法人社団　朝菊会　グループホーム池辺 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380063732 認知症対応型共同生活介護等 1473800637 グループホーム　翠嵐の風 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380067832 認知症対応型共同生活介護等 1473800678 高齢者グループホーム　横浜ゆうゆう 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380080132 認知症対応型共同生活介護等 1473800801 クレール横浜つづき 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380081932 認知症対応型共同生活介護等 1473800819 グループホーム　グリーンヴィレッジ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380088433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473800884 ヒュッテ荏田南 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380095951 介護老人福祉施設等 1473800959 介護老人福祉施設　池辺 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380096733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473800967 イリーゼ横浜センター南 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380125443 居宅介護支援 1473801254 ケアステーション　ハピネス都筑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380128851 介護老人福祉施設等 1473801288 特別養護老人ホーム　ハピネス都筑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380130415 通所介護等 1473801304 デイサービスセンター　ハピネス都筑 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380133833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473801338 ニチイホーム センター北 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147380267433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473802674 イリーゼ横浜仲町台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149010020173 小規模多機能型居宅介護等 1490100201 小規模多機能こすもす 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149010021976 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490100219 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護つるみ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149010028473 小規模多機能型居宅介護等 1490100284 小規模多機能型居宅介護　ひめゆり 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149010050815 通所介護等 1490100508 リカバリータイムズ鶴見 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149010052415 通所介護等 1490100524 デイサービス　ノア 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149010054015 通所介護等 1490100540 リカバリータイムズ末吉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149010055715 通所介護等 1490100557 リカバリーホームズ獅子ヶ谷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149020019176 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490200191 わかたけ　２４ケアステーション　神奈川 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149020022573 小規模多機能型居宅介護等 1490200225 小規模多機能　地域の絆　大口 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149020060515 通所介護等 1490200605 リハプライド・三ッ沢 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149020062115 通所介護等 1490200621 だんらんの家　横浜白楽 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149020063915 通所介護等 1490200639 リハビリデイサービス　クララ　白楽 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149020064715 通所介護等 1490200647 デイサービスおひさまＳＵＮサン　松見町 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149040008073 小規模多機能型居宅介護等 1490400080 いきいき生活館・ほんもく 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149040034615 通所介護等 1490400346 恒順会　壱号館 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149040035315 通所介護等 1490400353 春木舎デイサービス一休 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149040036115 通所介護等 1490400361 デイサービス　オアシス 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149040037915 通所介護等 1490400379 アルファライフサポート　根岸館 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149040038773 小規模多機能型居宅介護等 1490400387 小規模多機能型居宅介護　ぼやあ樹　関内 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149330001432 認知症対応型共同生活介護等 1493300014 グループホーム　水車の里 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149330002232 認知症対応型共同生活介護等 1493300022 グループホームみんなの家　横浜三保２ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149330003032 認知症対応型共同生活介護等 1493300030 グループホーム　あかり 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149330009732 認知症対応型共同生活介護等 1493300097 ニチイケアセンター長津田 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149330016232 認知症対応型共同生活介護等 1493300162 花物語かもい 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149330048515 通所介護等 1493300485 通所介護　ふじ寿か園 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149330049332 認知症対応型共同生活介護等 1493300493 ツクイ横浜霧が丘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149330050132 認知症対応型共同生活介護等 1493300501 花物語みどり 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149330051951 介護老人福祉施設等 1493300519 特別養護老人ホームしょうじゅの里三保サテライト 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149340003832 認知症対応型共同生活介護等 1493400038 グループホームすもも 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149340004632 認知症対応型共同生活介護等 1493400046 グループホームみんなの家　横浜瀬谷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149340005332 認知症対応型共同生活介護等 1493400053 愛の家グループホーム横浜瀬谷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149340006132 認知症対応型共同生活介護等 1493400061 グループホーム　みなみの風 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149340007932 認知症対応型共同生活介護等 1493400079 グループホームみんなの家　横浜上瀬谷 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149340008732 認知症対応型共同生活介護等 1493400087 グループホームみんなの家　横浜宮沢 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149340017832 認知症対応型共同生活介護等 1493400178 グループホームほのぼの 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149340019432 認知症対応型共同生活介護等 1493400194 ニチイケアセンター横浜瀬谷 横浜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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149340020232 認知症対応型共同生活介護等 1493400202 グループホームせや別荘 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149340030132 認知症対応型共同生活介護等 1493400301 グループホーム　恵の家 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149350004332 認知症対応型共同生活介護等 1493500043 グループホーム　ひかり　横浜本郷台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149350009232 認知症対応型共同生活介護等 1493500092 ニチイケアセンター長沼町 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149350010051 介護老人福祉施設等 1493500100 クロスハート野七里・栄 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149350016732 認知症対応型共同生活介護等 1493500167 グループホームちいさな手癒しの里横浜さかえ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149360001732 認知症対応型共同生活介護等 1493600017 グループホームみんなの家　横浜いずみ野 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149360003332 認知症対応型共同生活介護等 1493600033 いきいきの家　泉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149360004132 認知症対応型共同生活介護等 1493600041 グループホームみんなの家　横浜飯田北Ⅱ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149360005832 認知症対応型共同生活介護等 1493600058 グループホームみんなの家　横浜飯田北Ⅰ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149360011632 認知症対応型共同生活介護等 1493600116 グループホームいずみ別荘２ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149360029815 通所介護等 1493600298 戸塚共立リハビリデイサービス 泉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149360046215 通所介護等 1493600462 デイサービスセンター　陽と花　いずみ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149370001573 小規模多機能型居宅介護等 1493700015 医療法人社団　三喜会　デイサービスセンター青葉台 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149370002332 認知症対応型共同生活介護等 1493700023 グループホーム　ふぁいと青葉 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149370013032 認知症対応型共同生活介護等 1493700130 グループホームみんなの家　横浜市ヶ尾 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149370021332 認知症対応型共同生活介護等 1493700213 グループホーム　プラチナホーム鴨志田 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149370022132 認知症対応型共同生活介護等 1493700221 グループホーム　プラチナホーム市ヶ尾Ⅱ 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149370023932 認知症対応型共同生活介護等 1493700239 グループホーム　プラチナホーム市ヶ尾 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149380001332 認知症対応型共同生活介護等 1493800013 グループホームみんなの家　横浜茅ヶ崎東 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149380002132 認知症対応型共同生活介護等 1493800021 グループホームみんなの家　横浜荏田東 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149380003932 認知症対応型共同生活介護等 1493800039 グループホーム蘭寿おりもと 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149380012032 認知症対応型共同生活介護等 1493800120 ニチイケアセンター荏田東 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149380013832 認知症対応型共同生活介護等 1493800138 ニチイケアセンター横浜南山田 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149380053432 認知症対応型共同生活介護等 1493800534 グループホーム　ふぁいと南山田 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
14B330001955 介護医療院 14B3300019 医療法人社団元気会横浜病院　介護医療院 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
14B340001755 介護医療院 14B3400017 三ツ境病院介護医療院 横浜11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
141040163813 訪問看護等 1410401638 ふれあい横浜ホスピタル 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141040163816 通所リハビリテーション等 1410401638 ふれあい横浜ホスピタル 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141050021514 訪問リハビリテーション等 1410500215 医療法人　佐藤病院 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141050021516 通所リハビリテーション等 1410500215 医療法人　佐藤病院 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141060338114 訪問リハビリテーション等 1410603381 医療法人社団　　明芳会　イムス横浜狩場脳神経外科病院 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141060338116 通所リハビリテーション等 1410603381 医療法人社団　　明芳会　イムス横浜狩場脳神経外科病院 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141060388616 通所リハビリテーション等 1410603886 医療法人社団　日輝会　うなやま整形外科 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141061015416 通所リハビリテーション等 1410610154 青木整形外科 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141070105214 訪問リハビリテーション等 1410701052 医療法人光陽会　磯子中央病院 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141070239916 通所リハビリテーション等 1410702399 やそだ整形外科リウマチクリニック 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141071001214 訪問リハビリテーション等 1410710012 関東病院 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141071013713 訪問看護等 1410710137 康心会汐見台病院 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141071017816 通所リハビリテーション等 1410710178 洋光台中央整形外科クリニック 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141080165414 訪問リハビリテーション等 1410801654 金沢文庫病院 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141081024214 訪問リハビリテーション等 1410810242 吉田整形外科 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145068000916 通所リハビリテーション等 1450680009 介護老人保健施設ユトリアム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145068000943 居宅介護支援 1450680009 介護老人保健施設ユトリアム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145068000952 介護老人保健施設等 1450680009 介護老人保健施設ユトリアム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145068001716 通所リハビリテーション等 1450680017 介護老人保健施設　スカイ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145068001752 介護老人保健施設等 1450680017 介護老人保健施設　スカイ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145068002516 通所リハビリテーション等 1450680025 介護老人保健施設　ライフモア保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145068002552 介護老人保健施設等 1450680025 介護老人保健施設　ライフモア保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145068003316 通所リハビリテーション等 1450680033 介護老人保健施設　境木の丘 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145068003352 介護老人保健施設等 1450680033 介護老人保健施設　境木の丘 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145078000752 介護老人保健施設等 1450780007 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145078002314 訪問リハビリテーション等 1450780023 介護老人保健施設　ひとりざわ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145078002316 通所リハビリテーション等 1450780023 介護老人保健施設　ひとりざわ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145078002352 介護老人保健施設等 1450780023 介護老人保健施設　ひとりざわ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145078003116 通所リハビリテーション等 1450780031 介護老人保健施設ほのぼの 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145078003152 介護老人保健施設等 1450780031 介護老人保健施設ほのぼの 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145078004952 介護老人保健施設等 1450780049 介護老人保健施設ひとりざわ　ユニット館 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145088000516 通所リハビリテーション等 1450880005 介護老人保健施設　こもれび 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145088000552 介護老人保健施設等 1450880005 介護老人保健施設　こもれび 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145088003914 訪問リハビリテーション等 1450880039 医療法人社団景翠会　介護老人保健施設　ふるさと 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145088003916 通所リハビリテーション等 1450880039 医療法人社団景翠会　介護老人保健施設　ふるさと 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月



横浜 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）
145088003952 介護老人保健施設等 1450880039 医療法人社団景翠会　介護老人保健施設　ふるさと 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145088004752 介護老人保健施設等 1450880047 介護老人保健施設　ふるさと　ユニット館　彩 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146049001113 訪問看護等 1460490011 中区医療センター訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146049004513 訪問看護等 1460490045 医療法人博生会　本牧訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146049005213 訪問看護等 1460490052 医療法人社団　山本内科クリニック　たんぽぽ訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146049021913 訪問看護等 1460490219 ショウエイ訪問看護ステーション　よこはま 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146049027613 訪問看護等 1460490276 ぴゅあナースリハビリステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146059000013 訪問看護等 1460590000 南区医師会訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146059005913 訪問看護等 1460590059 さとう病院訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146059007513 訪問看護等 1460590075 訪問看護リハビリステーション桜樹の森 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146059013313 訪問看護等 1460590133 セントケア訪問看護ステーション横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146059015813 訪問看護等 1460590158 ゆめのぞみ訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146059016613 訪問看護等 1460590166 ケアマネ愛あいリハビリ訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146059016643 居宅介護支援 1460590166 ケアマネ愛あいリハビリ訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146059020813 訪問看護等 1460590208 ライフアス訪問看護リハビリステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146059022413 訪問看護等 1460590224 みらい訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146059026513 訪問看護等 1460590265 訪問看護ステーション　夢歩 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146069000813 訪問看護等 1460690008 保土ケ谷区医師会訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146069001613 訪問看護等 1460690016 あおぞら・てらん訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146069001643 居宅介護支援 1460690016 あおぞら・てらん訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146069002413 訪問看護等 1460690024 ライフモア訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146069004013 訪問看護等 1460690040 独立行政法人地域医療機能推進機構　横浜保土ケ谷中央病院附属訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146069007313 訪問看護等 1460690073 訪問看護リハビリステーション豊穣の大地 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146069009913 訪問看護等 1460690099 みんなの訪問看護リハビリステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146069009943 居宅介護支援 1460690099 みんなの訪問看護リハビリステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146069018013 訪問看護等 1460690180 育生会訪問看護ステーション　ユーカリ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146069019813 訪問看護等 1460690198 くらかた訪問看護リハビリステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146079000613 訪問看護等 1460790006 磯子区医師会訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146079002213 訪問看護等 1460790022 公益社団法人神奈川県看護協会　洋光台訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146079003013 訪問看護等 1460790030 医療法人光陽会　やすらぎ訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146079010513 訪問看護（療養通所介護含む）等 1460790105 悠の木訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146079011313 訪問看護等 1460790113 訪問看護リハビリステーション磯風の謡 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146079015413 訪問看護等 1460790154 しんしあ訪問看護リハビリステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146079018813 訪問看護等 1460790188 さかいリハ訪問看護ステーション・横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146079022013 訪問看護等 1460790220 あい訪問看護・リハビリステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146089001213 訪問看護等 1460890012 金沢区三師会立訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146089005313 訪問看護等 1460890053 医療法人社団愛友会　金沢文庫訪問看護ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146089009513 訪問看護等 1460890095 けいすい訪問看護ステーションふるさと 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146089012913 訪問看護等 1460890129 訪問看護リハビリステーション陽光の大地 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146089018613 訪問看護等 1460890186 在宅療養支援ステーション楓の風　金沢文庫 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146089030113 訪問看護等 1460890301 訪問看護リハビリステーションかなぶん 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146389023313 訪問看護等 1463890233 ラヴィング訪問看護リハビリステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147010346411 訪問介護等 1470103464 ＭＣサービス（ミリアズコンシェルジュサービス） 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147020149015 通所介護等 1470201490 デイサービス　オリーブ常盤台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147030166211 訪問介護等 1470301662 横浜アート 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040002743 居宅介護支援 1470400027 大石自立介護相談室 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040006811 訪問介護等 1470400068 遠藤接骨院ヘルパーステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040006843 居宅介護支援 1470400068 遠藤接骨院ヘルパーステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040010043 居宅介護支援 1470400100 中区医師会居宅支援センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040015943 居宅介護支援 1470400159 よろこびケアプラン 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040019117 福祉用具貸与等 1470400191 ホクゼン・アメニティ・サービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040022511 訪問介護等 1470400225 大石ヘルパーステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040026611 訪問介護等 1470400266 エール福祉協会 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040026643 居宅介護支援 1470400266 エール福祉協会 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040030815 通所介護等 1470400308 大石デイサービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040060515 通所介護等 1470400605 横浜市簑沢地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040060543 居宅介護支援 1470400605 横浜市簑沢地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040081111 訪問介護等 1470400811 愛ホームヘルプサービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040097711 訪問介護等 1470400977 有限会社デイリープラネット　ヘルパーチーム　えがお 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040138915 通所介護等 1470401389 セントケア本牧 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040148811 訪問介護等 1470401488 ケアステーション　ぬくもり 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040151215 通所介護等 1470401512 デイサービス　じゅげむ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147040180115 通所介護等 1470401801 デイサービス縁園 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040201543 居宅介護支援 1470402015 ふれあい横浜居宅介護支援センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040202311 訪問介護等 1470402023 ふれあい横浜ヘルパーステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040204911 訪問介護等 1470402049 訪問介護　せんじゅ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040207215 通所介護等 1470402072 サロンデイ本牧 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040216333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470402163 すいとぴー 本牧三溪園 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040219711 訪問介護等 1470402197 ヘルパーステーション　アン 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040234615 通所介護等 1470402346 イオンスマイル本牧ＳＣ店 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040247811 訪問介護等 1470402478 ふじケア　ヘルパーステーション横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040249411 訪問介護等 1470402494 グランダ横濱三渓園ケアステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040253633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470402536 リアンレーヴ馬車道 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040257743 居宅介護支援 1470402577 ふじけあ　居宅支援ステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040263511 訪問介護等 1470402635 訪問介護事業所　猫のしっぽ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040266833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470402668 リアンレーヴ本牧 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040270011 訪問介護等 1470402700 ニチイケアセンター本牧 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147040273443 居宅介護支援 1470402734 居宅介護支援事業所　はんどケア 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050002411 訪問介護等 1470500024 横浜市福祉サービス協会　南介護事務所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050002443 居宅介護支援 1470500024 横浜市福祉サービス協会　南介護事務所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050005743 居宅介護支援 1470500057 居宅介護支援センター　白朋苑 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050006515 通所介護等 1470500065 横浜市大岡地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050006543 居宅介護支援 1470500065 横浜市大岡地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050012343 居宅介護支援 1470500123 一般社団法人南区医師会居宅介護支援センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050013115 通所介護等 1470500131 横浜市永田地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050013143 居宅介護支援 1470500131 横浜市永田地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050016411 訪問介護等 1470500164 フルライフ横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050016443 居宅介護支援 1470500164 フルライフ横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050017243 居宅介護支援 1470500172 さとう病院居宅介護支援センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050019815 通所介護等 1470500198 特別養護老人ホーム　白朋苑 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050019851 介護老人福祉施設等 1470500198 特別養護老人ホーム　白朋苑 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050022215 通所介護等 1470500222 特別養護老人ホーム　南太田ホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050022251 介護老人福祉施設等 1470500222 特別養護老人ホーム　南太田ホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050023011 訪問介護等 1470500230 有限会社　松田ケアワーカーセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050024815 通所介護等 1470500248 横浜市六ツ川地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050024843 居宅介護支援 1470500248 横浜市六ツ川地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050027117 福祉用具貸与等 1470500271 柴橋商会　介護用品横浜磯子センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050046111 訪問介護等 1470500461 株式会社　中央防災技研　クリンライフケア事業部南区事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050048711 訪問介護等 1470500487 桜樹の森ヘルパーステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050050351 介護老人福祉施設等 1470500503 南永田桜樹の森 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050052915 通所介護等 1470500529 桜樹の森デイサービスセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050059411 訪問介護等 1470500594 ベストケアサービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050060211 訪問介護等 1470500602 ホームエンゼル株式会社訪問介護事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050086751 介護老人福祉施設等 1470500867 特別養護老人ホーム　香樹の里 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050088311 訪問介護等 1470500883 ケアステーション　すみれ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050089111 訪問介護等 1470500891 さんせいケア・サポート 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050090915 通所介護等 1470500909 デイサービスセンター　りずむ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050091715 通所介護等 1470500917 香樹の里デイサービスセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050093315 通所介護等 1470500933 横浜市浦舟地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050093343 居宅介護支援 1470500933 横浜市浦舟地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050094143 居宅介護支援 1470500941 桜樹の森介護保険センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050096611 訪問介護等 1470500966 まごの手介護サービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050096643 居宅介護支援 1470500966 まごの手介護サービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050106311 訪問介護等 1470501063 たすけあいゆい　わかば 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050112111 訪問介護等 1470501121 特定非営利活動法人　介護のとも 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050119643 居宅介護支援 1470501196 香樹の里サポートセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050124617 福祉用具貸与等 1470501246 フルライフ福祉用具ラボ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050130317 福祉用具貸与等 1470501303 ゆめのぞみ南 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050150143 居宅介護支援 1470501501 横浜市福祉サービス協会　はーとプランみなみ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050152711 訪問介護等 1470501527 セントケア横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050152712 訪問入浴介護等 1470501527 セントケア横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050152743 居宅介護支援 1470501527 セントケア横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050156811 訪問介護等 1470501568 メープル訪問介護 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050158451 介護老人福祉施設等 1470501584 特別養護老人ホーム　横浜市天神ホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147050160011 訪問介護等 1470501600 やさしい手らいと横浜南訪問介護事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050161833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470501618 アズハイム横浜上大岡 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050163411 訪問介護等 1470501634 株式会社　さくら 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050165917 福祉用具貸与等 1470501659 ケアウェル横浜店 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050167543 居宅介護支援 1470501675 ケアウェルサポート横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050168315 通所介護等 1470501683 デイサービスすまいる高砂店 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050191511 訪問介護等 1470501915 若武者ケア　南事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050193151 介護老人福祉施設等 1470501931 横浜市浦舟ホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050194911 訪問介護等 1470501949 訪問介護サービス・こみゅにてぃ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050195643 居宅介護支援 1470501956 ケアマネジメントサービス・こみゅにてぃ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050197215 通所介護等 1470501972 ノーマルケア　デイサービス　百花繚乱 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050203815 通所介護等 1470502038 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜弘明寺店 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050208743 居宅介護支援 1470502087 さかえケアステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050210315 通所介護等 1470502103 ミモザ白寿庵横浜みなみの丘 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050212915 通所介護等 1470502129 デイサロン・こみゅに亭 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050213715 通所介護等 1470502137 サロンデイ南太田 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050214543 居宅介護支援 1470502145 ケアステーション　すみれ　居宅介護支援事業部 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050217843 居宅介護支援 1470502178 ケアプラン　りんく 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050219415 通所介護等 1470502194 ｆｕｒｅａｉ弘明寺店 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050238411 訪問介護等 1470502384 カイトケアサービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050238443 居宅介護支援 1470502384 カイトケアサービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050239215 通所介護等 1470502392 リハプライド　まいた 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050240015 通所介護等 1470502400 デイサービス　いこい家　別所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050241811 訪問介護等 1470502418 訪問介護ステーション　しあわせの花束 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050242615 通所介護等 1470502426 入浴デイサービスたんぽぽ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050243415 通所介護等 1470502434 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　横浜吉野町 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050245911 訪問介護等 1470502459 とみぃはうす 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050246743 居宅介護支援 1470502467 居宅介護支援ワン 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050247543 居宅介護支援 1470502475 居宅介護支援事業所　ささえ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050249115 通所介護等 1470502491 ルネサンス 元氣ジム上大岡 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050252515 通所介護等 1470502525 フィットスパ　オアシス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050253315 通所介護等 1470502533 香樹の里　汐音 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050257411 訪問介護等 1470502574 ヘルプサービス　ランタン 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050258215 通所介護等 1470502582 デイサービスランタン 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050260811 訪問介護等 1470502608 学研ココファン横浜前里ヘルパーセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050265711 訪問介護等 1470502657 訪問介護ステーション　白朋苑 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050266515 通所介護等 1470502665 セントケアRe-has永田台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050266551 介護老人福祉施設等 1470502665 セントケアRe-has永田台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050267311 訪問介護等 1470502673 ヘルパーステーションりんどう 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050268115 通所介護等 1470502681 ｆｕｒｅａｉ吉野町店 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050287133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470502871 有料老人ホーム　サニーライフ永田台公園 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050288915 通所介護等 1470502889 横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050288943 居宅介護支援 1470502889 横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050289743 居宅介護支援 1470502897 居宅介護支援　あいりす 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050290511 訪問介護等 1470502905 あいりすケアセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050291311 訪問介護等 1470502913 在宅支援　あいサポート 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050296233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470502962 エクセレント横濱桜並木 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050297033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470502970 リアンレーヴ上大岡 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050298833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470502988 リアンレーヴ井土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050301043 居宅介護支援 1470503010 よつば苑ケアプランセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050302817 福祉用具貸与等 1470503028 マザーライク福祉用具センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050303611 訪問介護等 1470503036 ぴぃすサポート 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050304443 居宅介護支援 1470503044 エール福祉協会・南 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050305143 居宅介護支援 1470503051 りずむ・居宅介護支援みなみ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050306943 居宅介護支援 1470503069 居宅介護支援事業所つばさ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050308543 居宅介護支援 1470503085 若武者ケア南　居宅介護支援事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050309315 通所介護等 1470503093 デイサービス春 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050310111 訪問介護等 1470503101 ニチイケアセンター蒔田 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147050311943 居宅介護支援 1470503119 相談支援センター　にじ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060002211 訪問介護等 1470600022 さわやか苑 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060002215 通所介護等 1470600022 さわやか苑 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060002243 居宅介護支援 1470600022 さわやか苑 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月



横浜 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）
147060004843 居宅介護支援 1470600048 上菅田地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060006315 通所介護等 1470600063 横浜市岩崎地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060006343 居宅介護支援 1470600063 横浜市岩崎地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060007115 通所介護等 1470600071 横浜市今井地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060007143 居宅介護支援 1470600071 横浜市今井地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060008943 居宅介護支援 1470600089 指定居宅介護支援事業者　かわしまホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060010543 居宅介護支援 1470600105 保土ケ谷区医師会　居宅支援センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060012151 介護老人福祉施設等 1470600121 社会福祉法人　なでしこ会　夢の里 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060013951 介護老人福祉施設等 1470600139 特別養護老人ホーム　かわしまホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060015415 通所介護等 1470600154 横浜白光会　今井の郷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060015443 居宅介護支援 1470600154 横浜白光会　今井の郷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060015451 介護老人福祉施設等 1470600154 横浜白光会　今井の郷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060018851 介護老人福祉施設等 1470600188 特別養護老人ホーム　さわやか苑 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060021243 居宅介護支援 1470600212 ライフモア保土ケ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060025343 居宅介護支援 1470600253 有限会社ドリームアップサービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060029543 居宅介護支援 1470600295 ニチイケアセンター保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060036043 居宅介護支援 1470600360 独立行政法人地域医療機能推進機構　横浜保土ケ谷中央病院附属居宅介護支援センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060047711 訪問介護等 1470600477 有限会社横浜ソフトケアサービスセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060050115 通所介護等 1470600501 横浜市星川地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060050143 居宅介護支援 1470600501 横浜市星川地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060051911 訪問介護等 1470600519 横浜市福祉サービス協会　保土ケ谷介護事務所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060051943 居宅介護支援 1470600519 横浜市福祉サービス協会　保土ケ谷介護事務所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060072533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470600725 グランダ保土ヶ谷・横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060073333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470600733 ニチイホーム 上星川 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060079011 訪問介護等 1470600790 フルライフ保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060080811 訪問介護等 1470600808 どんぐりケアサービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060084051 介護老人福祉施設等 1470600840 特別養護老人ホーム　快風苑 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060085733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470600857 サニーステージ星川 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060092333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470600923 サンシティ横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060093151 介護老人福祉施設等 1470600931 介護老人福祉施設　くぬぎ台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060094915 通所介護等 1470600949 デイサービス　ボンジュール 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060096451 介護老人福祉施設等 1470600964 太陽の國ほどがや 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060110311 訪問介護等 1470601103 ケアサービス　菜の香 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060110343 居宅介護支援 1470601103 ケアサービス　菜の香 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060111111 訪問介護等 1470601111 セントケア保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060111112 訪問入浴介護等 1470601111 セントケア保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060112915 通所介護等 1470601129 セントケア保土ヶ谷デイサービスセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060113751 介護老人福祉施設等 1470601137 美立の杜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060114515 通所介護等 1470601145 ミュージック　ケア　ステーション　シャンテール西谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060115215 通所介護等 1470601152 デイサービスセンター　かわしまホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060118643 居宅介護支援 1470601186 居宅介護支援事業所けいあい 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060119411 訪問介護等 1470601194 介護支援センターひまわり 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060119443 居宅介護支援 1470601194 介護支援センターひまわり 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060122843 居宅介護支援 1470601228 ケアマネージメント　ＭＯＲＩ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060123615 通所介護等 1470601236 花の湯デイサービスセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060126943 居宅介護支援 1470601269 豊穣の大地介護保険センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060127711 訪問介護等 1470601277 豊穣の大地ヘルパーステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060128511 訪問介護等 1470601285 福祉クラブ生協　訪問介護ステーション　ゆいまある 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060131911 訪問介護等 1470601319 ライフサポート　みとみ　保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060132711 訪問介護等 1470601327 わかみず 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060133512 訪問入浴介護等 1470601335 アサヒサンクリーン在宅介護センター保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060147533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470601475 介護付有料老人ホーム　横浜エデンの園 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060148343 居宅介護支援 1470601483 介護相談センター　シンパシー星川 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060153315 通所介護等 1470601533 マリンマスターズスタジオ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060154151 介護老人福祉施設等 1470601541 特別養護老人ホーム　レジデンシャル常盤台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060155811 訪問介護等 1470601558 在宅ケアサービス　ソラスト保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060155815 通所介護等 1470601558 在宅ケアサービス　ソラスト保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060158243 居宅介護支援 1470601582 横浜市川島地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060159015 通所介護等 1470601590 デイサービス　オリーブ上星川 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060161615 通所介護等 1470601616 京町たいそう教室 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060162443 居宅介護支援 1470601624 保土ヶ谷在宅クリニック　ケアセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060163215 通所介護等 1470601632 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜保土ケ谷店 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147060183011 訪問介護等 1470601830 若武者ケア　西・保土ヶ谷事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060185543 居宅介護支援 1470601855 ケアセンター西谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060186315 通所介護等 1470601863 アシストケアクラブ保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060187115 通所介護等 1470601871 リハビリデイサービス　ファイト 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060192115 通所介護等 1470601921 デイサービス　虹 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060195415 通所介護等 1470601954 デイサービス　スマイリー保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060196243 居宅介護支援 1470601962 プランプラン横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060198833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470601988 花珠の家ほどがや 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060199617 福祉用具貸与等 1470601996 みんなの福祉用具 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060200215 通所介護等 1470602002 鍼灸マッサージ　～憩～　三ツ沢 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060201015 通所介護等 1470602010 デイサービスほがらか 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060203643 居宅介護支援 1470602036 介護保険センター　寿　上菅田 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060204443 居宅介護支援 1470602044 ひなた居宅介護支援センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060208515 通所介護等 1470602085 動ｉｎｇ　Ｄａｙ　天王町 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060209311 訪問介護等 1470602093 絆サポート 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060210115 通所介護等 1470602101 デイサービス　にじいろ　峰岡 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060211915 通所介護等 1470602119 デイサービス　奏 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060217615 通所介護等 1470602176 ミウラコスタⅡ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060226751 介護老人福祉施設等 1470602267 特別養護老人ホーム　梅の木ホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060227515 通所介護等 1470602275 デイサービスセンターなごやか保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060229111 訪問介護等 1470602291 特定非営利活動法人コアラ東戸塚 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060232511 訪問介護等 1470602325 あった介護　保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060235833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470602358 イリーゼ横浜三ッ沢 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060236643 居宅介護支援 1470602366 蓮ライフサポート 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060238243 居宅介護支援 1470602382 居宅介護支援事業所　さくら 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060239011 訪問介護等 1470602390 介護の子鹿 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060239043 居宅介護支援 1470602390 介護の子鹿 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060241611 訪問介護等 1470602416 愛コープ保土ヶ谷事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060242443 居宅介護支援 1470602424 居宅介護支援事業所　はな 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060244043 居宅介護支援 1470602440 愛パワー 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060246511 訪問介護等 1470602465 学研ココファン横浜天王町ヘルパーセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060247333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470602473 あいらの杜　横浜国立大前 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060249915 通所介護等 1470602499 レコードブック西谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060250711 訪問介護等 1470602507 ニチイケアセンター美立橋 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060251533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470602515 グッドタイムナーシングホーム・保土ケ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060252311 訪問介護等 1470602523 ヒューマンヘルパー横浜中央 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147060253143 居宅介護支援 1470602531 ひとはな　ほどがや 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070002043 居宅介護支援 1470700020 森が丘介護支援センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070003815 通所介護等 1470700038 横浜市根岸地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070003843 居宅介護支援 1470700038 横浜市根岸地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070004615 通所介護等 1470700046 横浜市新杉田地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070004643 居宅介護支援 1470700046 横浜市新杉田地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070005315 通所介護等 1470700053 横浜市洋光台地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070005343 居宅介護支援 1470700053 横浜市洋光台地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070012943 居宅介護支援 1470700129 南介護保険センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070013711 訪問介護等 1470700137 磯風の謡　ヘルパーステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070014533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470700145 ヴィンテージ・ヴィラ洋光台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070027711 訪問介護等 1470700277 ベネッセ介護センター磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070027743 居宅介護支援 1470700277 ベネッセ介護センター磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070028551 介護老人福祉施設等 1470700285 特別養護老人ホーム　峰の郷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070029311 訪問介護等 1470700293 たすけあい磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070030115 通所介護等 1470700301 デイサービスセンター　峰の郷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070033543 居宅介護支援 1470700335 たすけあい磯子　介護支援センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070034311 訪問介護等 1470700343 福祉の森 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070043411 訪問介護等 1470700434 フルライフ磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070043443 居宅介護支援 1470700434 フルライフ磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070065711 訪問介護等 1470700657 ニチイケアセンター磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070065743 居宅介護支援 1470700657 ニチイケアセンター磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070068111 訪問介護等 1470700681 ケアステーション・花菱磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070069911 訪問介護等 1470700699 みのりサポート 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070077243 居宅介護支援 1470700772 居宅介護支援事業所　たけとり 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070079811 訪問介護等 1470700798 訪問介護　たけとり 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147070080615 通所介護等 1470700806 磯風の謡　デイサービスセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070110111 訪問介護等 1470701101 セントケア磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070110112 訪問入浴介護等 1470701101 セントケア磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070110143 居宅介護支援 1470701101 セントケア磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070112743 居宅介護支援 1470701127 ケアネット磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070113551 介護老人福祉施設等 1470701135 特別養護老人ホーム　新磯子ホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070114311 訪問介護等 1470701143 ハートケア　つくし 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070114312 訪問入浴介護等 1470701143 ハートケア　つくし 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070114343 居宅介護支援 1470701143 ハートケア　つくし 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070116811 訪問介護等 1470701168 株式会社　ケアセンターかたかご 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070118414 訪問リハビリテーション等 1470701184 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設(コスモス) 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070118416 通所リハビリテーション等 1470701184 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設(コスモス) 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070122643 居宅介護支援 1470701226 ひとりざわ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070123415 通所介護等 1470701234 デイサービスすまいるくらぶ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070130915 通所介護等 1470701309 優楽亭デイサービス磯子区中原 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070132551 介護老人福祉施設等 1470701325 特別養護老人ホーム　磯子自然村 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070133343 居宅介護支援 1470701333 横浜市上笹下地域ケアプラザ居宅介護支援事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070135815 通所介護等 1470701358 デイサービス遥 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070136612 訪問入浴介護等 1470701366 アースサポート横浜磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070139015 通所介護等 1470701390 デイサービス・のんき庵 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070142451 介護老人福祉施設等 1470701424 特別養護老人ホーム　峰の郷（ユニット） 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070151515 通所介護等 1470701515 デイサービス　テディの家 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070152311 訪問介護等 1470701523 ニチイケアセンター杉田 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070152317 福祉用具貸与等 1470701523 ニチイケアセンター杉田 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070154943 居宅介護支援 1470701549 悠の木ケアリングセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070156411 訪問介護等 1470701564 株式会社ダックス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070157215 通所介護等 1470701572 デイサービス遥３ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070158015 通所介護等 1470701580 かがやきデイサービス磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070159815 通所介護等 1470701598 だんらんの家　磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070160615 通所介護等 1470701606 ポノポノスタジオ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070161415 通所介護等 1470701614 優楽亭デイサービス磯子区洋光台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070162215 通所介護等 1470701622 アルファライフサポート 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070163015 通所介護等 1470701630 あーぶれ磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070164815 通所介護等 1470701648 楓の風リハビリテーション颯　磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070166311 訪問介護等 1470701663 かもめ安心福祉　ヘルパーセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070169715 通所介護等 1470701697 あし腰げんきステーション磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070170543 居宅介護支援 1470701705 居宅介護支援センター陽だまり 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070171343 居宅介護支援 1470701713 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070173943 居宅介護支援 1470701739 ケアステーション　すずらん 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070184615 通所介護等 1470701846 ルネサンス　元氣ジム上中里 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070186143 居宅介護支援 1470701861 居宅介護支援事業所　みなみ杉田 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070189543 居宅介護支援 1470701895 横浜カインド居宅介護支援センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070190343 居宅介護支援 1470701903 やさしい手磯子居宅介護支援事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070191111 訪問介護等 1470701911 やさしい手磯子訪問介護事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070194543 居宅介護支援 1470701945 汐見台病院居宅介護支援センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070195243 居宅介護支援 1470701952 株式会社介護サービス手のひら 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070197843 居宅介護支援 1470701978 ケアステーションおおおか 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070198615 通所介護等 1470701986 アースサポート磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070199433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470701994 フェリエ ドゥ 磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070200033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470702000 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ洋光台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070201815 通所介護等 1470702018 ＳＯＭＰＯケア　横浜滝頭　デイサービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070202611 訪問介護等 1470702026 いろどり介護 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070203411 訪問介護等 1470702034 訪問介護事業所　フローレンス洋光台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070204211 訪問介護等 1470702042 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーションいそご 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070205943 居宅介護支援 1470702059 めぐむケアプラン 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147070206733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470702067 花珠の家いそご南 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080003643 居宅介護支援 1470800036 医療法人社団柴健会介護支援事業所のぞみ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080006915 通所介護等 1470800069 横浜市泥亀地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080006943 居宅介護支援 1470800069 横浜市泥亀地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080007743 居宅介護支援 1470800077 居宅介護支援事業所わかくさ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080009317 福祉用具貸与等 1470800093 介護ネットプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080013511 訪問介護等 1470800135 介護福祉サービス　守の会 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147080015011 訪問介護等 1470800150 有限会社　金沢ケア・サービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080016815 通所介護等 1470800168 社会福祉法人　倖和会　金沢美浜ホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080016851 介護老人福祉施設等 1470800168 社会福祉法人　倖和会　金沢美浜ホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080017651 介護老人福祉施設等 1470800176 特別養護老人ホーム　わかくさ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080035815 通所介護等 1470800358 横浜市釜利谷地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080035843 居宅介護支援 1470800358 横浜市釜利谷地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080059815 通所介護等 1470800598 横浜市西金沢地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080059843 居宅介護支援 1470800598 横浜市西金沢地域ケアプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080080411 訪問介護等 1470800804 ヘルパーステーションほほえみ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080087915 通所介護等 1470800879 クロスハート金沢・横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080102611 訪問介護等 1470801026 特定非営利活動法人らしく並木　訪問介護サービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080113315 通所介護等 1470801133 デイサービスつくしんぼ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080141415 通所介護等 1470801414 リハビリデイセンター悠　六浦 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080142211 訪問介護等 1470801422 セントケア　ウィル　金沢 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080142212 訪問入浴介護等 1470801422 セントケア　ウィル　金沢 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080145543 居宅介護支援 1470801455 陽光の大地介護保険センター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080146311 訪問介護等 1470801463 陽光の大地ヘルパーステーション 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080152143 居宅介護支援 1470801521 けいすいケアセンターかなざわ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080164611 訪問介護等 1470801646 やさしい手金沢文庫訪問介護事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080167911 訪問介護等 1470801679 ベストケアスタイル 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080173711 訪問介護等 1470801737 特定非営利活動法人　コアラ横浜金沢 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080174543 居宅介護支援 1470801745 やさしい手金沢文庫居宅介護支援事業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080176015 通所介護等 1470801760 宅老所　えん 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080190115 通所介護等 1470801901 デイサービス　そら 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080193511 訪問介護等 1470801935 アイリス訪問介護 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080194315 通所介護等 1470801943 スマイル金沢文庫 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080201612 訪問入浴介護等 1470802016 スマイル金沢 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080206515 通所介護等 1470802065 デイサービス　もこりた　金沢文庫 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080207315 通所介護等 1470802073 だんらんの家　六浦 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080210733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470802107 メディカルホームグランダ金沢文庫 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080211515 通所介護等 1470802115 ルネサンス　元氣ジム金沢文庫 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080212343 居宅介護支援 1470802123 居宅介護支援事業所あさひな 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080215611 訪問介護等 1470802156 訪問介護ハートランド金沢文庫 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080218015 通所介護等 1470802180 デイサービス　もこりた　海の公園 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080219815 通所介護等 1470802198 Ｅ－ＣＡＲＥデイサービス釜利谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080230551 介護老人福祉施設等 1470802305 特別養護老人ホーム　ラスール金沢文庫 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080232133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470802321 介護付有料老人ホームシニアフォレスト横浜金沢 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080242033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470802420 有料老人ホーム　サニーライフ金沢八景 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080246114 訪問リハビリテーション等 1470802461 訪問リハビリテーションあさひな 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080247915 通所介護等 1470802479 リハリゾートクラブ　コスモス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080248743 居宅介護支援 1470802487 居宅介護支援　介護ネットプラザ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080249511 訪問介護等 1470802495 生活サポートの　ぷらむ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080250315 通所介護等 1470802503 デイサービスセンター　ケアサポートかなざわ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080251111 訪問介護等 1470802511 訪問介護かえで金沢サービスセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080252951 介護老人福祉施設等 1470802529 ショートステイケアサポートかなざわ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080254511 訪問介護等 1470802545 訪問介護本舗　結 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080259443 居宅介護支援 1470802594 居宅介護支援 ゆい 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080261011 訪問介護等 1470802610 ニチイケアセンター金沢八景 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147080265133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470802651 リアンレーヴ金沢八景 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147090301211 訪問介護等 1470903012 のぞみ介護 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147320256043 居宅介護支援 1473202560 アスモ介護サービス神奈川 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147380005817 福祉用具貸与等 1473800058 アビリティーズ・ケアネット株式会社横浜営業所 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149020036515 通所介護等 1490200365 デイサービスふるさと反町 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149040004932 認知症対応型共同生活介護等 1490400049 グループホーム　本牧つばき園 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149040021315 通所介護等 1490400213 デイサービスふるさと本牧 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149040026215 通所介護等 1490400262 デイサービス　にじいろ　本牧１ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149040027015 通所介護等 1490400270 デイサービス　にじいろ　本牧２ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149040031273 小規模多機能型居宅介護等 1490400312 小規模多機能型居宅介護事業所　みなみ本牧 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149040032032 認知症対応型共同生活介護等 1490400320 グループホーム　みなみ本牧 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050006132 認知症対応型共同生活介護等 1490500061 グループホームみのり　若さん・宮さん 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050007973 小規模多機能型居宅介護等 1490500079 ミモザ横浜永田みなみ台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050010332 認知症対応型共同生活介護等 1490500103 グループホーム　ふぁいと天神橋 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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149050011176 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490500111 フルライフ横浜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050019473 小規模多機能型居宅介護等 1490500194 ミモザ白寿庵横浜みなみの丘 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050026977 看護小規模多機能型居宅介護 1490500269 ミモザ白寿庵永田東 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050028573 小規模多機能型居宅介護等 1490500285 小規模多機能型居宅介護　ひなげし 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050029373 小規模多機能型居宅介護等 1490500293 小規模多機能型居宅介護事業所　きずな 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050030132 認知症対応型共同生活介護等 1490500301 グループホーム　はなの木 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050033515 通所介護等 1490500335 デイサービスふるさと蒔田 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050034315 通所介護等 1490500343 デイサービスふるさと弘明寺 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050035015 通所介護等 1490500350 デイサービスほがらか南太田 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050036815 通所介護等 1490500368 デイサービスほのか 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050039215 通所介護等 1490500392 デイサービス　にじいろ　新川町 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050040015 通所介護等 1490500400 入浴デイサービスたんぽぽ六ツ川 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050042615 通所介護等 1490500426 リハビリテーション　南の樹 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050043415 通所介護等 1490500434 デイサービス　にじいろ　高砂 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050044232 認知症対応型共同生活介護等 1490500442 グループホームちいさな手横浜みなみ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050045915 通所介護等 1490500459 ｆｕｒｅａｉ弘明寺ブルーライン店 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050046715 通所介護等 1490500467 デイサロン・こみゅにてぃ六ッ川 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050047515 通所介護等 1490500475 めぐみケア　横浜南デイサービスセンター 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050049115 通所介護等 1490500491 JOINスポーツ　デイ＆ケアサービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050050915 通所介護等 1490500509 デイサービス　にじいろ　中村町 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050051732 認知症対応型共同生活介護等 1490500517 花物語みなみ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050052532 認知症対応型共同生活介護等 1490500525 花物語さくら 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149050054132 認知症対応型共同生活介護等 1490500541 花物語いどがや 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060002832 認知症対応型共同生活介護等 1490600028 セントケアホーム保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060012732 認知症対応型共同生活介護等 1490600127 グループホーム　星川園 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060016873 小規模多機能型居宅介護等 1490600168 小規模多機能しおり　境木 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060017673 小規模多機能型居宅介護等 1490600176 小規模多機能型居宅介護　うの花 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060020073 小規模多機能型居宅介護等 1490600200 メープル　岡沢館 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060023476 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490600234 フルライフ保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060028332 認知症対応型共同生活介護等 1490600283 「結」ケアセンターほどがや 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060029115 通所介護等 1490600291 デイサービスふるさと保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060030915 通所介護等 1490600309 デイサービスふるさと上星川 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060031715 通所介護等 1490600317 デイサービスふるさと和田町 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060032515 通所介護等 1490600325 リハプライド・保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060033373 小規模多機能型居宅介護等 1490600333 小規模多機能型居宅介護事業所　悠久の里 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060034173 小規模多機能型居宅介護等 1490600341 小規模多機能型居宅介護　われもこう 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060039015 通所介護等 1490600390 デイサービス葵 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060041615 通所介護等 1490600416 ｆｕｒｅａｉ和田町店 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060042415 通所介護等 1490600424 レコードブック保土ヶ谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060044032 認知症対応型共同生活介護等 1490600440 グループホーム　ひばり苑　花見台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060045715 通所介護等 1490600457 デイサービスひなた保土ヶ谷町店 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060046532 認知症対応型共同生活介護等 1490600465 ミモザ横浜境木 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060046573 小規模多機能型居宅介護等 1490600465 ミモザ横浜境木 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060047373 小規模多機能型居宅介護等 1490600473 メープル仏向館 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060048115 通所介護等 1490600481 デイサービス峰岡町 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060049973 小規模多機能型居宅介護等 1490600499 天王町ケアホーム　えん 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060050732 認知症対応型共同生活介護等 1490600507 天王町グループホーム　えん 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060051573 小規模多機能型居宅介護等 1490600515 花織ほどがや 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060052332 認知症対応型共同生活介護等 1490600523 花物語ほどがや 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149060054915 通所介護等 1490600549 デイサービス　ひまわり 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070010973 小規模多機能型居宅介護等 1490700109 小規模多機能型居宅介護事業所　みなみ杉田 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070018273 小規模多機能型居宅介護等 1490700182 スマイル根岸の杜 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070019015 通所介護等 1490700190 デイサービス陽だまり 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070020815 通所介護等 1490700208 デイサロンすまいる 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070021676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490700216 フルライフ磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070024032 認知症対応型共同生活介護等 1490700240 スマイル根岸の家 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070025715 通所介護等 1490700257 デイサービスふるさと磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070026515 通所介護等 1490700265 中原苑デイサービス 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070029915 通所介護等 1490700299 リハプライド　磯子 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070030732 認知症対応型共同生活介護等 1490700307 花物語いそご 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070031532 認知症対応型共同生活介護等 1490700315 ケアパートナー磯子杉田・グループホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070032315 通所介護等 1490700323 ケアパートナー　アスウェル　磯子杉田 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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149070033115 通所介護等 1490700331 一織庵根岸 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070034915 通所介護等 1490700349 早稲田イーライフ洋光台 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149070035632 認知症対応型共同生活介護等 1490700356 ケアパートナー磯子中原・グループホーム 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080009973 小規模多機能型居宅介護等 1490800099 けいすい小規模多機能さとやま 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080022232 認知症対応型共同生活介護等 1490800222 グループホーム　つくしの家 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080023015 通所介護等 1490800230 認知症対応型通所介護　「やまゆり」 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080025576 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490800255 陽光の大地ケア24 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080029715 通所介護等 1490800297 デイサービスふるさと釜利谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080032115 通所介護等 1490800321 レコードブック八景島 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080033915 通所介護等 1490800339 デイサービスこのはな金沢文庫 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080038832 認知症対応型共同生活介護等 1490800388 ミモザ横浜朝比奈 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080039632 認知症対応型共同生活介護等 1490800396 グループホーム　ソラスト西柴 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080045315 通所介護等 1490800453 ほほえみの里 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080046177 看護小規模多機能型居宅介護 1490800461 看護小規模多機能型居宅介護ふくふく釜利谷 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149080047932 認知症対応型共同生活介護等 1490800479 グループホームちいさな手悠木の街横浜かなざわ 横浜11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141010279816 通所リハビリテーション等 1410102798 汐田総合病院 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141020492516 通所リハビリテーション等 1410204925 新横浜リハビリテーション病院 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141021032814 訪問リハビリテーション等 1410210328 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会　東神奈川リハビリテーション病院 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141040552214 訪問リハビリテーション等 1410405522 医療法人博生会　本牧病院付属クリニック 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141040552216 通所リハビリテーション等 1410405522 医療法人　博生会　本牧病院付属クリニック 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141040657914 訪問リハビリテーション等 1410406579 医療法人社団オハナ　長者町ファミリークリニック 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141040667814 訪問リハビリテーション等 1410406678 石川町整形外科 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141041075314 訪問リハビリテーション等 1410410753 元町・中華街整形外科 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141060388614 訪問リハビリテーション等 1410603886 医療法人社団　日輝会　うなやま整形外科 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141070330616 通所リハビリテーション等 1410703306 うちのパークサイドクリニック 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145028000814 訪問リハビリテーション等 1450280008 介護老人保健施設　リハリゾートわかたけ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146019026413 訪問看護等 1460190264 学研ココファン・ナーシング横浜 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146019027213 訪問看護等 1460190272 リカバリースマイル 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146019034813 訪問看護等 1460190348 ULU訪問看護ステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146019036313 訪問看護等 1460190363 訪問看護　れんげ草 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146029003143 居宅介護支援 1460290031 済生会かながわ訪問看護ステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146029022113 訪問看護等 1460290221 ナースステーション　なないろ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146029023913 訪問看護等 1460290239 訪問看護　マナ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146029024713 訪問看護等 1460290247 イリス訪問看護ステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146029025413 訪問看護等 1460290254 かたくら訪問看護ステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146029033813 訪問看護等 1460290338 LAメディカルステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146029035313 訪問看護等 1460290353 ぴゅあ訪問看護リハビリステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146029037913 訪問看護等 1460290379 訪問看護　エル 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146039007013 訪問看護等 1460390070 あんしん訪問看護リハビリステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146039011213 訪問看護等 1460390112 横浜市福祉サービス協会　訪問看護ステーションにし 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146039020313 訪問看護等 1460390203 インクル訪問看護ステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146049010213 訪問看護等 1460490102 訪問看護リハビリステーション銀杏の大樹 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146049012813 訪問看護等 1460490128 きらり訪問看護ステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146049018513 訪問看護等 1460490185 アイビー訪問看護ステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146049019313 訪問看護等 1460490193 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院附属訪問看護ステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146049029213 訪問看護等 1460490292 横浜市福祉サービス協会　訪問看護ステーションなか 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146069005713 訪問看護等 1460690057 せいれい訪問看護ステーション横浜 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146069021413 訪問看護等 1460690214 かわいいさかなやさん訪問看護リハビリステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146069022213 訪問看護等 1460690222 ここから訪問看護リハビリケア上星川 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146069023013 訪問看護等 1460690230 訪問看護ステーションらら 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146079007111 訪問介護等 1460790071 あきの里 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146079013913 訪問看護等 1460790139 訪問看護ステーションフルライフなでしこ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146079013943 居宅介護支援 1460790139 訪問看護ステーションフルライフなでしこ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146079020413 訪問看護等 1460790204 ゆず在宅看護ステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146079025313 訪問看護等 1460790253 マカロン訪問看護リハビリステーション　根岸 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146079026113 訪問看護等 1460790261 あおなみ在宅看護リハビリステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010038711 訪問介護等 1470100387 訪問介護ステーション　ミザール 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010043743 居宅介護支援 1470100437 ミザール居宅介護支援事業所 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010057743 居宅介護支援 1470100577 無憂樹ケアステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010063543 居宅介護支援 1470100635 フルライフ鶴見 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010076743 居宅介護支援 1470100767 ＮＰＯ法人ワーコレたすけあいつるみ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010081715 通所介護等 1470100817 デイサービス　四季の味覚の郷 横浜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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147010083311 訪問介護等 1470100833 アースサポート横浜鶴見 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010083312 訪問入浴介護等 1470100833 アースサポート横浜鶴見 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010090811 訪問介護等 1470100908 富士ライフケアネット株式会社鶴見あんしん館 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010146843 居宅介護支援 1470101468 明日香居宅介護支援事業所 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010150043 居宅介護支援 1470101500 さんぜ居宅介護支援事業所 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010151811 訪問介護等 1470101518 ホームケアステーション　風薫 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010184911 訪問介護等 1470101849 介護の相談所　ひばり 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010184917 福祉用具貸与等 1470101849 介護の相談所　ひばり 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010184943 居宅介護支援 1470101849 介護の相談所　ひばり 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010185615 通所介護等 1470101856 リハビリスタジオハッピー 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010186415 通所介護等 1470101864 デイサロン　ミント 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010187211 訪問介護等 1470101872 ニチイケアセンター鶴見中央 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010187212 訪問入浴介護等 1470101872 ニチイケアセンター鶴見中央 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010187243 居宅介護支援 1470101872 ニチイケアセンター鶴見中央 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010189815 通所介護等 1470101898 寿デイサービスセンター鶴見 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010190615 通所介護等 1470101906 クレイン在宅ケアセンター「ノイエ」 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010230015 通所介護等 1470102300 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ鶴見中央店 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010232643 居宅介護支援 1470102326 えがお居宅介護支援事業所 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010237517 福祉用具貸与等 1470102375 株式会社イノベイションオブメディカルサービス　綱島営業所 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010239115 通所介護等 1470102391 小規模デイサービス　サルビア 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010240915 通所介護等 1470102409 わが家　２号館 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010241715 通所介護等 1470102417 樹楽　団らんの家　鶴見潮田公園前 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010246615 通所介護等 1470102466 小規模デイサービス　サルビア２ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010248211 訪問介護等 1470102482 学研ココファン岸谷公園ヘルパーセンター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010249015 通所介護等 1470102490 デイサービス　和恩 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010250815 通所介護等 1470102508 リハビリ特化型デイサービス　えにしあ　鶴見市場店 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010252415 通所介護等 1470102524 デイサロン　イエロー 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010308411 訪問介護等 1470103084 学研ココファン横浜鶴見ヘルパーセンター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010309215 通所介護等 1470103092 デイサービス　ココファン横浜鶴見 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010311815 通所介護等 1470103118 リハスマイルホーム鶴見市場 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010313443 居宅介護支援 1470103134 まいくるケアステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010315911 訪問介護等 1470103159 株式会社　あいあい介護 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010316743 居宅介護支援 1470103167 クレイン在宅ケアセンター響橋 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010317511 訪問介護等 1470103175 訪問介護事業所　庵 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010319117 福祉用具貸与等 1470103191 パナソニックエイジフリーショップ横浜鶴見 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010322515 通所介護等 1470103225 デイサービス木ずな 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010323315 通所介護等 1470103233 デイサービス　健康ルーム　わっか 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010324111 訪問介護等 1470103241 ふれあい鶴見訪問介護事業所 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010325815 通所介護等 1470103258 ケアパートナー三ツ池 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010326611 訪問介護等 1470103266 エコーケアサービス鶴見 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010382911 訪問介護等 1470103829 訪問介護　聖火　Tsurumi 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147010384511 訪問介護等 1470103845 株式会社関ケアサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020018715 通所介護等 1470200187 ニチイケアセンター反町 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020018717 福祉用具貸与等 1470200187 ニチイケアセンター反町 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020040111 訪問介護等 1470200401 びう横浜福祉サービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020042715 通所介護等 1470200427 横浜市片倉三枚地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020042743 居宅介護支援 1470200427 横浜市片倉三枚地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020048411 訪問介護等 1470200484 株式会社　レミニス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020048443 居宅介護支援 1470200484 株式会社　レミニス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020049211 訪問介護等 1470200492 ステップ介護 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020049243 居宅介護支援 1470200492 ステップ介護 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020050015 通所介護等 1470200500 横浜市新子安地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020050043 居宅介護支援 1470200500 横浜市新子安地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020052611 訪問介護等 1470200526 エニィタイム 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020075743 居宅介護支援 1470200757 ケアプランナー　みどり 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020076511 訪問介護等 1470200765 エム・アップ　ケアサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020076517 福祉用具貸与等 1470200765 エム・アップ　ケアサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020076543 居宅介護支援 1470200765 エム・アップ　ケアサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020086415 通所介護等 1470200864 ハートテック　六角橋 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020129215 通所介護等 1470201292 コムネットジャパン株式会社　万葉のさと　西寺尾 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020131811 訪問介護等 1470201318 有限会社あいぜん 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020131843 居宅介護支援 1470201318 有限会社あいぜん 横浜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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147020134215 通所介護等 1470201342 デイサービス　ひまわりの家 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020138315 通所介護等 1470201383 横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020138343 居宅介護支援 1470201383 横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020139111 訪問介護等 1470201391 介護の相談所　奏 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020159911 訪問介護等 1470201599 エコーケアサービス横濱片倉 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020162315 通所介護等 1470201623 デイサービスゆたかなビレッジ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020166411 訪問介護等 1470201664 ケア２１片倉 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020167211 訪問介護等 1470201672 ヘルパーステーション　オアシス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020199543 居宅介護支援 1470201995 心笑 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020201915 通所介護等 1470202019 彩みずき　デイサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020202711 訪問介護等 1470202027 エンジェル 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020203515 通所介護等 1470202035 デイサービスセンター　リ・ボーン大口 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020209215 通所介護等 1470202092 パナソニック　エイジフリーケアセンター横浜片倉町・デイサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020211843 居宅介護支援 1470202118 オリーブマネージメント 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020213411 訪問介護等 1470202134 かりゆし介護横浜 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020216711 訪問介護等 1470202167 さくらの季ホームヘルプ・サービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020258943 居宅介護支援 1470202589 マナ　ケアプラン 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020262115 通所介護等 1470202621 リハビリデイ月の光反町 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020263915 通所介護等 1470202639 デイサービスおひさま　ＳＵＮサン 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020265415 通所介護等 1470202654 トータルリハセンター横浜ポートサイド 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020267043 居宅介護支援 1470202670 ＮＰＯつばさ・ぷらん 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020268815 通所介護等 1470202688 デイサービス　にじいろ　片倉 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020269643 居宅介護支援 1470202696 わかたけケアプラン 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020271215 通所介護等 1470202712 デイサービスセンター　体アップⅢ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020309011 訪問介護等 1470203090 ケアリッツ東神奈川 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020310811 訪問介護等 1470203108 ケア　ジャパン 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020311611 訪問介護等 1470203116 ツクイ横浜反町 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020312411 訪問介護等 1470203124 学研ココファン横浜神大寺ヘルパーセンター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020313211 訪問介護等 1470203132 ベストライフ横浜大口訪問介護事業所 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020314043 居宅介護支援 1470203140 ひだまり＋ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020315743 居宅介護支援 1470203157 いきいきケアステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020316511 訪問介護等 1470203165 訪問介護ファミリー・ホスピス大口 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020319915 通所介護等 1470203199 デイサービスセンター福寿よこはま神奈川 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020320711 訪問介護等 1470203207 らいむ訪問介護 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020322311 訪問介護等 1470203223 万陽ケアセンター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020323117 福祉用具貸与等 1470203231 万陽ケアセンター　介護用品 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147020324943 居宅介護支援 1470203249 万陽ケアセンター　居宅介護支援 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030049011 訪問介護等 1470300490 銀鈴の詩ヘルパーステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030050843 居宅介護支援 1470300508 銀鈴の詩介護保険センター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030078911 訪問介護等 1470300789 株式会社ケア・タウン 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030079715 通所介護等 1470300797 デイサービス　南風 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030080515 通所介護等 1470300805 東電さわやかデイサービスかもめ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030100143 居宅介護支援 1470301001 居宅介護支援センター横浜 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030126611 訪問介護等 1470301266 エターナルケア 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030147211 訪問介護等 1470301472 ソーシャルケア　インクル 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030147243 居宅介護支援 1470301472 ソーシャルケア　インクル 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030148015 通所介護等 1470301480 愛･福祉デイサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030169611 訪問介護等 1470301696 紅雀の和音　訪問介護 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030172011 訪問介護等 1470301720 ケアリッツ横浜 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147030174612 訪問入浴介護等 1470301746 ツクイ横浜南浅間 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040014243 居宅介護支援 1470400142 元町ケアサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040035715 通所介護等 1470400357 横浜市麦田地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040035743 居宅介護支援 1470400357 横浜市麦田地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040041515 通所介護等 1470400415 横浜市本牧原地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040041543 居宅介護支援 1470400415 横浜市本牧原地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040043115 通所介護等 1470400431 いきいき生活館・デイサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040065443 居宅介護支援 1470400654 ケアプランサービス横浜 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040074611 訪問介護等 1470400746 株式会社　ケアステーション大樹　横浜センター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040074643 居宅介護支援 1470400746 株式会社　ケアステーション大樹　横浜センター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040075311 訪問介護等 1470400753 特定非営利活動法人　ことぶき介護 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040075343 居宅介護支援 1470400753 特定非営利活動法人　ことぶき介護 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040077911 訪問介護等 1470400779 テルウェル東日本　横浜関内介護センタ 横浜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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147040078711 訪問介護等 1470400787 株式会社　中央防災技研　クリンライフケア事業部中区事業所 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040113215 通所介護等 1470401132 はなはな 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040114011 訪問介護等 1470401140 泉の里 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040114015 通所介護等 1470401140 泉の里 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040118143 居宅介護支援 1470401181 東電さわやかケア馬車道・居宅介護支援 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040119911 訪問介護等 1470401199 東電さわやかケア馬車道・訪問介護 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040122343 居宅介護支援 1470401223 ケアサービス　ホクゼン　本牧 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040124943 居宅介護支援 1470401249 銀杏の大樹介護保険センター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040125611 訪問介護等 1470401256 銀杏の大樹ヘルパーステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040128043 居宅介護支援 1470401280 きらりケアマネステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040162943 居宅介護支援 1470401629 ケアマネオフィス　ありがとう 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040163715 通所介護等 1470401637 恒順会　弐号館 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040164515 通所介護等（療養通所介護） 1470401645 横浜さくらんぼ療養通所介護 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040183515 通所介護等 1470401835 デイサービスふれ愛 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040184315 通所介護等 1470401843 ｆｕｒｅａｉ関内店 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040189215 通所介護等 1470401892 ヨコハマ介護デイサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040192643 居宅介護支援 1470401926 ゆうゆうａｓｓｉｓｔ居宅介護支援センター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040193411 訪問介護等 1470401934 ゆうゆうａｓｓｉｓｔ訪問介護サービスセンター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040194211 訪問介護等 1470401942 ケアサポート　りりーべる 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040195915 通所介護等 1470401959 デイサービス　ぱれっと 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040198315 通所介護等 1470401983 温活ハーフデイ本牧 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040239543 居宅介護支援 1470402395 楽々生活　さくらんぼ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040240343 居宅介護支援 1470402403 アイアイケア 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040241143 居宅介護支援 1470402411 居宅介護支援　ふぁいと　寿 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040243711 訪問介護等 1470402437 浜っ子サービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040275911 訪問介護等 1470402759 愛を繋ぐヘルパーステーション 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040276711 訪問介護等 1470402767 エール福祉協会・中 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040276717 福祉用具貸与等 1470402767 エール福祉協会・中 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040276743 居宅介護支援 1470402767 エール福祉協会・中 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147040293217 福祉用具貸与等 1470402932 敬愛　福祉用具貸与・販売事業所 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147050224415 通所介護等 1470502244 優楽亭デイサービス磯子区芦名橋 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147050316811 訪問介護等 1470503168 ツクイ横浜上大岡 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147050318443 居宅介護支援 1470503184 ふれーず居宅介護支援事業所井土ヶ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147050321811 訪問介護等 1470503218 ハッピースマイル・ケア　ヘルパーステーション横浜 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060029511 訪問介護等 1470600295 ニチイケアセンター保土ヶ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060058443 居宅介護支援 1470600584 ケアマネジメント・クループラスワン 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060060043 居宅介護支援 1470600600 あゆみケア 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060069111 訪問介護等 1470600691 ニチイケアセンター上星川 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060070911 訪問介護等 1470600709 みなみケアサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060079043 居宅介護支援 1470600790 フルライフ保土ヶ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060099815 通所介護等 1470600998 デイサービス　すまいる 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060102011 訪問介護等 1470601020 愛･福祉サービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060104611 訪問介護等 1470601046 特定非営利活動法人　ふじさくら 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060105311 訪問介護等 1470601053 訪問介護ささえあいの和と輪 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060106115 通所介護等 1470601061 横浜市仏向地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060106143 居宅介護支援 1470601061 横浜市仏向地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060137617 福祉用具貸与等 1470601376 あっぷる横浜 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060139211 訪問介護等 1470601392 アースサポート保土ヶ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060140015 通所介護等 1470601400 横浜市常盤台地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060140043 居宅介護支援 1470601400 横浜市常盤台地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060166515 通所介護等 1470601665 ヒューマンライフケア星川 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060170715 通所介護等 1470601707 デイサービス輝きライフ　保土ヶ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060175615 通所介護等 1470601756 ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　横浜天王町 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060178043 居宅介護支援 1470601780 マザーライクケアセンター保土ヶ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060179811 訪問介護等 1470601798 マザーライクヘルパーステーション保土ヶ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060181415 通所介護等 1470601814 優楽亭デイサービス南区白妙 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060218443 居宅介護支援 1470602184 風の道ケアサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060219215 通所介護等 1470602192 サロンデイリフレ和田町 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060220011 訪問介護等 1470602200 あんしんケア　保土ヶ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060220043 居宅介護支援 1470602200 あんしんケア　保土ヶ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060221817 福祉用具貸与等 1470602218 ようぐや 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060223415 通所介護等 1470602234 せんねんデイ西谷 横浜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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147060224243 居宅介護支援 1470602242 ケアサポート　ファイト 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060254915 通所介護等 1470602549 ジョイリハ　アスリエ天王町 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060256417 福祉用具貸与等 1470602564 シルバーサポート横浜南店 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060258043 居宅介護支援 1470602580 ツクイ横浜中央ケアプランセンター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060259811 訪問介護等 1470602598 ツクイ横浜保土ケ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060261411 訪問介護等 1470602614 訪問介護　寿　上菅田 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147060263012 訪問入浴介護等 1470602630 まごの手介護サービス　横浜みらい館 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070019415 通所介護等 1470700194 横浜市磯子地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070019443 居宅介護支援 1470700194 横浜市磯子地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070021011 訪問介護等 1470700210 株式会社　マーメイドケアー 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070025143 居宅介護支援 1470700251 磯子区医師会　居宅支援センター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070051711 訪問介護等 1470700517 ＮＰＯ法人　汐見台福祉コミュニティ・ホームサービス部会 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070056615 通所介護等 1470700566 デイホーム　たけとり 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070059043 居宅介護支援 1470700590 介護保険センターゆかり 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070098815 通所介護等 1470700988 介護福祉施設　尾瀬 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070103643 居宅介護支援 1470701036 ＮＰＯ法人　汐見台福祉コミュニティ介護支援センター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070105115 通所介護等 1470701051 横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070105143 居宅介護支援 1470701051 横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070107711 訪問介護等 1470701077 ゆずりは 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070124211 訪問介護等 1470701242 福祉クラブ生協訪問介護ステーションおひさま 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070126711 訪問介護等 1470701267 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション磯子 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070127511 訪問介護等 1470701275 さくらんぼ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070128315 通所介護等 1470701283 いなほの郷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070144011 訪問介護等 1470701440 ウィル　ケアサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070144043 居宅介護支援 1470701440 ウィル　ケアサービス 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070145715 通所介護等 1470701457 リハビリデイセンター悠　杉田 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070149911 訪問介護等 1470701499 アスモ介護サービス港南 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070150743 居宅介護支援 1470701507 ケアオフィス・とく 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070175443 居宅介護支援 1470701754 居宅介護支援事業所　さくらんぼ杉田 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070176215 通所介護等 1470701762 デイサービスセンター　さくらんぼ杉田 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070177015 通所介護等 1470701770 大城デイサービス　ねんりん 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070179643 居宅介護支援 1470701796 居宅介護支援事業所　せんじゅ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070181211 訪問介護等 1470701812 訪問介護　ふくろう 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070207511 訪問介護等 1470702075 ジョイ・サプライ磯子 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070209111 訪問介護等 1470702091 若武者ケア　磯子事業所 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070210943 居宅介護支援 1470702109 ツクイ横浜南ケアプランセンター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070211711 訪問介護等 1470702117 ツクイ横浜磯子 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070212515 通所介護等 1470702125 ツクイ横浜栗木 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147070213343 居宅介護支援 1470702133 福祉の森 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147100375411 訪問介護等 1471003754 ツクイ横浜東戸塚 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147100376243 居宅介護支援 1471003762 ツクイ横浜東戸塚ケアプランセンター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147310051717 福祉用具貸与等 1473100517 メディケアセンター横浜南 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147350038511 訪問介護等 1473500385 こすもすケアセンター 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149030008276 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490300082 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護にし 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149030022315 通所介護等 1490300223 デイサービス　いこい家　西横浜 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149030023177 看護小規模多機能型居宅介護 1490300231 ナーシングホームはまあかり 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149050001273 小規模多機能型居宅介護等 1490500012 真珠のかがやき 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149050022876 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490500228 桜樹の森ケア24 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149050032776 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490500327 おひさまネット２４ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149050056677 看護小規模多機能型居宅介護 1490500566 看護小規模多機能　みのり大岡 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149050057415 通所介護等 1490500574 一織庵別所 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149050058215 通所介護等 1490500582 モーネ横浜 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149060014376 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490600143 豊穣の大地ケア24 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149060027573 小規模多機能型居宅介護等 1490600275 コラージュ保土ケ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149060055615 通所介護等 1490600556 ミウラコスタ５号館 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149060057215 通所介護等 1490600572 デイサービス楽らく湯輝き保土ヶ谷 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149060058015 通所介護等 1490600580 一織庵法泉 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149060060615 通所介護等 1490600606 デイサービスコトコト初音ケ丘 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149060062215 通所介護等 1490600622 デイサービス　らふ 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149060063015 通所介護等 1490600630 横浜デイサービス新桜ヶ丘 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149070015876 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490700158 磯風の謡ケア24 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149070022415 通所介護等 1490700224 認知症対応型通所介護　bird　洋光台 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月



横浜 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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149070023276 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490700232 ハートケア　磯子 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149070039815 通所介護等 1490700398 おけいこサロン　デイサービスゆずの里 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149070040676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490700406 悠ケア24 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149070042215 通所介護等 1490700422 デイサービス　いこい家　根岸 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149090066715 通所介護等 1490900667 レコードブック新横浜駅前 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149090067515 通所介護等 1490900675 CHASE　CLUB　日吉 横浜12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141081034114 訪問リハビリテーション等 1410810341 医療法人木原会　木原整形外科医院 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141090585116 通所リハビリテーション等 1410905851 やまびこクリニック 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141090735214 訪問リハビリテーション等 1410907352 大倉山記念病院 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141090738614 訪問リハビリテーション等 1410907386 日吉本町クリニック 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141090738616 通所リハビリテーション等 1410907386 日吉本町クリニック 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141091042214 訪問リハビリテーション等 1410910422 ささき整形外科 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141091042216 通所リハビリテーション等 1410910422 ささき整形外科 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141100194014 訪問リハビリテーション等 1411001940 医療生協かながわ生活協同組合　戸塚病院 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141100274014 訪問リハビリテーション等 1411002740 医療法人社団明芳会　イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141100345816 通所リハビリテーション等 1411003458 医療法人　横浜博萌会　西横浜国際総合病院 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141100384716 通所リハビリテーション等 1411003847 十慈堂病院 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141100502413 訪問看護等 1411005024 ふれあい東戸塚ホスピタル 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141100502414 訪問リハビリテーション等 1411005024 ふれあい東戸塚ホスピタル 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141100502416 通所リハビリテーション等 1411005024 ふれあい東戸塚ホスピタル 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141101001614 訪問リハビリテーション等 1411010016 平成横浜病院 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141310331414 訪問リハビリテーション等 1413103314 医療法人社団　成仁会　長田病院 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141310331416 通所リハビリテーション等 1413103314 医療法人社団　成仁会　長田病院 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141311043414 訪問リハビリテーション等 1413110434 かず整形外科クリニック 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141311043416 通所リハビリテーション等 1413110434 かず整形外科クリニック 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141311047513 訪問看護等 1413110475 横浜東邦病院 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141311047514 訪問リハビリテーション等 1413110475 横浜東邦病院 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145098001116 通所リハビリテーション等 1450980011 介護老人保健施設ウェルケア新吉田 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145098001143 居宅介護支援 1450980011 介護老人保健施設ウェルケア新吉田 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145098001152 介護老人保健施設等 1450980011 介護老人保健施設ウェルケア新吉田 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145098002916 通所リハビリテーション等 1450980029 新横浜介護老人保健施設　カメリア 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145098002952 介護老人保健施設等 1450980029 新横浜介護老人保健施設　カメリア 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145098004514 訪問リハビリテーション等 1450980045 医療法人社団　哺育会　介護老人保健施設　ナーシングプラザ港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145098004516 通所リハビリテーション等 1450980045 医療法人社団　哺育会　介護老人保健施設　ナーシングプラザ港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145098004543 居宅介護支援 1450980045 医療法人社団　哺育会　介護老人保健施設　ナーシングプラザ港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145098004552 介護老人保健施設等 1450980045 医療法人社団　哺育会　介護老人保健施設　ナーシングプラザ港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145098006016 通所リハビリテーション等 1450980060 介護老人保健施設ファイン新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145098006052 介護老人保健施設等 1450980060 介護老人保健施設ファイン新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108000116 通所リハビリテーション等 1451080001 介護老人保健施設　ソフィア横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108000152 介護老人保健施設等 1451080001 介護老人保健施設　ソフィア横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108002716 通所リハビリテーション等 1451080027 介護老人保健施設　グリーンワーフ東戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108002752 介護老人保健施設等 1451080027 介護老人保健施設　グリーンワーフ東戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108003514 訪問リハビリテーション等 1451080035 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　ハートケア横浜小雀 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108003516 通所リハビリテーション等 1451080035 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　ハートケア横浜小雀 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108003543 居宅介護支援 1451080035 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　ハートケア横浜小雀 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108003552 介護老人保健施設等 1451080035 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　ハートケア横浜小雀 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108004316 通所リハビリテーション等 1451080043 医療法人社団　德明会　介護老人保健施設　横浜莫愁苑 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108004352 介護老人保健施設等 1451080043 医療法人社団　德明会　介護老人保健施設　横浜莫愁苑 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108005016 通所リハビリテーション等 1451080050 介護老人保健施設　うららの里 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108005052 介護老人保健施設等 1451080050 介護老人保健施設　うららの里 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108007616 通所リハビリテーション等 1451080076 医療法人積愛会　千の星・よこはま 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145108007652 介護老人保健施設等 1451080076 医療法人積愛会　千の星・よこはま 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145318001516 通所リハビリテーション等 1453180015 介護老人保健施設　すこやか 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145318001552 介護老人保健施設等 1453180015 介護老人保健施設　すこやか 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146079001413 訪問看護等 1460790014 医療法人社団　協友会　横浜なみき訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146089002013 訪問看護等 1460890020 済生会　わかくさ訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146089019413 訪問看護等 1460890194 あうる訪問看護リハビリステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146089020213 訪問看護等 1460890202 たなごころ訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146089023613 訪問看護等 1460890236 ダリア訪問看護ステーション能見台 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099001013 訪問看護等 1460990010 港北区医師会訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099003613 訪問看護等 1460990036 ひよこ訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099003643 居宅介護支援 1460990036 ひよこ訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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146099004413 訪問看護等 1460990044 ＹＭＧ訪問看護ステーション新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099005113 訪問看護等 1460990051 すこやか訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099006913 訪問看護等 1460990069 ウェルケア訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099008513 訪問看護等 1460990085 やすらぎ訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099008543 居宅介護支援 1460990085 やすらぎ訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099010113 訪問看護等 1460990101 新吉田訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099010143 居宅介護支援 1460990101 新吉田訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099012711 訪問介護等 1460990127 ひまわり訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099020043 居宅介護支援 1460990200 ショウエイ訪問看護ステーションたかた 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099023413 訪問看護等 1460990234 訪問看護ステーション　ナーステック横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099024213 訪問看護等 1460990242 だいあん訪問看護リハビリステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099027513 訪問看護等 1460990275 ナース２４港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099029113 訪問看護等 1460990291 ライフサポート訪問看護リハビリステーション菊名 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099030913 訪問看護等 1460990309 指定訪問看護　アットリハ高田 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099032513 訪問看護等 1460990325 ＹＭＧ訪問看護ステーション菊名 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099034113 訪問看護等 1460990341 しらさぎ訪問看護リハビリステーション綱島 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099036613 訪問看護等 1460990366 ヒューマン訪問看護ステーション港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146099038213 訪問看護等 1460990382 訪問看護ステーション　ハーモニー 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109000013 訪問看護等 1461090000 訪問看護ステーションにしよこはま 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109001813 訪問看護等 1461090018 医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションとつか 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109003413 訪問看護等 1461090034 ともろー訪問看護ステーション南舞岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109003443 居宅介護支援 1461090034 ともろー訪問看護ステーション南舞岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109012513 訪問看護等 1461090125 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　戸塚共立訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109012543 居宅介護支援 1461090125 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　戸塚共立訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109017413 訪問看護等 1461090174 訪問看護オープンズ大地 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109025713 訪問看護等 1461090257 スギ訪問看護ステーション道　戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109031543 居宅介護支援 1461090315 在宅療養支援ステーション楓の風　戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109032313 訪問看護等 1461090323 訪問看護ステーション　こすずめの里 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109033113 訪問看護等 1461090331 戸塚区医師会訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109035613 訪問看護等 1461090356 とまと訪問看護リハビリステーション　戸塚平戸 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146109039813 訪問看護等 1461090398 ユニケア訪問看護リハビリステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146319000613 訪問看護等 1463190006 港南区医師会訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146319001413 訪問看護等 1463190014 済生会南部訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146319001443 居宅介護支援 1463190014 済生会南部訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146319004813 訪問看護等 1463190048 訪問看護ステーション　ふれあい２１ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146319005513 訪問看護等 1463190055 長田訪問看護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146319022013 訪問看護等 1463190220 ケアーズ港南台　訪問看護リハビリステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147010340717 福祉用具貸与等 1470103407 パナソニックエイジフリーショップ横浜港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147020007017 福祉用具貸与等 1470200070 柴橋商会　介護用品　新横浜営業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147020256311 訪問介護等 1470202563 わいわいケア 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080004415 通所介護等 1470800044 横浜市並木地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080004443 居宅介護支援 1470800044 横浜市並木地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080005115 通所介護等 1470800051 横浜市六浦地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080005143 居宅介護支援 1470800051 横浜市六浦地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080038215 通所介護等 1470800382 横浜市能見台地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080038243 居宅介護支援 1470800382 横浜市能見台地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080042415 通所介護等 1470800424 デイサービスセンター　ＮＯＡＨ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080046551 介護老人福祉施設等 1470800465 特別養護老人ホーム　富岡はまかぜ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080048115 通所介護等 1470800481 特別養護老人ホーム　富岡はまかぜデイサービスセンター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080050751 介護老人福祉施設等 1470800507 介護老人福祉施設　わかたけ富岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080081251 介護老人福祉施設等 1470800812 横浜能見台ホーム 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080093711 訪問介護等 1470800937 ニチイケアセンター富岡東 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080093715 通所介護等 1470800937 ニチイケアセンター富岡東 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080094511 訪問介護等 1470800945 アースサポート金沢八景 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080094512 訪問入浴介護等 1470800945 アースサポート金沢八景 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080094543 居宅介護支援 1470800945 アースサポート金沢八景 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080097815 通所介護等 1470800978 デイサービス　コスモス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080106715 通所介護等 1470801067 横浜市富岡東地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080106743 居宅介護支援 1470801067 横浜市富岡東地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080114111 訪問介護等 1470801141 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　樹 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080115843 居宅介護支援 1470801158 樹介護支援センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080116615 通所介護等 1470801166 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブあーぶれ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147080136411 訪問介護等 1470801364 セントケア富岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080137211 訪問介護等 1470801372 シーサイドケア 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080150543 居宅介護支援 1470801505 あやめの里 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080165315 通所介護等 1470801653 デイサービスセンターうれしたのし 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080169511 訪問介護等 1470801695 ケアステーション湘南六浦 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080179411 訪問介護等 1470801794 あった介護 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080191915 通所介護等 1470801919 機能訓練特化型デイサービス　ほっとさぽ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080192715 通所介護等 1470801927 快晴リハビリデイサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080197615 通所介護等 1470801976 デイサービス雅 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080214911 訪問介護等 1470802149 訪問介護事業所　ランタン 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080216415 通所介護等 1470802164 デイサービス　サニーテラス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080217215 通所介護等 1470802172 デイサービス　いこい家　富岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080235411 訪問介護等 1470802354 けいすいケアセンターしおさい 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080239611 訪問介護等 1470802396 ケアサポート　イルカ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080243833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470802438 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ金沢八景 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080255215 通所介護等 1470802552 シンシア横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080255251 介護老人福祉施設等 1470802552 シンシア横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080257811 訪問介護等 1470802578 訪問介護パルケア・横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080260243 居宅介護支援 1470802602 居宅介護支援事業所　ランタン 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080262815 通所介護等 1470802628 リハビリデイサービス　あうるスクエア 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147080263643 居宅介護支援 1470802636 たなごころケアマネステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090001815 通所介護等 1470900018 社会福祉法人　横浜共生会　新吉田地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090001843 居宅介護支援 1470900018 社会福祉法人　横浜共生会　新吉田地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090002611 訪問介護等 1470900026 横浜市福祉サービス協会　港北介護事務所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090002643 居宅介護支援 1470900026 横浜市福祉サービス協会　港北介護事務所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090005943 居宅介護支援 1470900059 アテンド　ケアプラン 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090007515 通所介護等 1470900075 横浜市篠原地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090007543 居宅介護支援 1470900075 横浜市篠原地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090008311 訪問介護等 1470900083 ＬＬＴ介護サービスセンター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090008317 福祉用具貸与等 1470900083 ＬＬＴ介護サービスセンター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090008343 居宅介護支援 1470900083 ＬＬＴ介護サービスセンター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090009111 訪問介護等 1470900091 アテンド　ヘルパ－ステ－ション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090010911 訪問介護等 1470900109 ハウネス福祉センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090010912 訪問入浴介護等 1470900109 ハウネス福祉センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090010917 福祉用具貸与等 1470900109 ハウネス福祉センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090010943 居宅介護支援 1470900109 ハウネス福祉センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090011717 福祉用具貸与等 1470900117 株式会社ヤマシタ横浜港北営業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090014117 福祉用具貸与等 1470900141 介護のお店　ふれあい 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090015851 介護老人福祉施設等 1470900158 特別養護老人ホーム　港北みどり園 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090016643 居宅介護支援 1470900166 ＹＭＧ居宅介護支援センター新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090018211 訪問介護等 1470900182 グループおおきな木 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090018243 居宅介護支援 1470900182 グループおおきな木 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090020815 通所介護等 1470900208 横浜市高田地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090020843 居宅介護支援 1470900208 横浜市高田地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090023233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470900232 ライフコミューン綱島 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090031543 居宅介護支援 1470900315 ゴールドケアサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090032311 訪問介護等 1470900323 特定非営利活動法人　まごころ居宅介護支援センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090032343 居宅介護支援 1470900323 特定非営利活動法人　まごころ居宅介護支援センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090038011 訪問介護等 1470900380 ニチイケアセンター大倉山 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090052111 訪問介護等 1470900521 福祉クラブ生協「いずみ」 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090054711 訪問介護等 1470900547 なんでも舎ケアサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090055411 訪問介護等 1470900554 はぁもにぃ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090063816 通所リハビリテーション等 1470900638 福田医院通所リハビリテーション・セレッソ日吉 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090065311 訪問介護等 1470900653 みどりケアサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090065312 訪問入浴介護等 1470900653 みどりケアサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090065343 居宅介護支援 1470900653 みどりケアサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090067917 福祉用具貸与等 1470900679 介護・福祉ショップ　むつみあい 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090068711 訪問介護等 1470900687 株式会社　ゆい 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090068717 福祉用具貸与等 1470900687 株式会社　ゆい 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090068743 居宅介護支援 1470900687 株式会社　ゆい 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090070315 通所介護等 1470900703 社会福祉法人　横浜共生会　横浜市樽町地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090070343 居宅介護支援 1470900703 社会福祉法人　横浜共生会　横浜市樽町地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月



横浜 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）
147090072911 訪問介護等 1470900729 ＹＭＧ訪問介護ステーション新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090075211 訪問介護等 1470900752 コープケアサポートセンター港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090075243 居宅介護支援 1470900752 コープケアサポートセンター港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090097643 居宅介護支援 1470900976 港北ケアプラン 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090099215 通所介護等 1470900992 福祉クラブ生協　Ｄａｙひよし 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090101611 訪問介護等 1470901016 日総ニフティ株式会社 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090101617 福祉用具貸与等 1470901016 日総ニフティ株式会社 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090101643 居宅介護支援 1470901016 日総ニフティ株式会社 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090104043 居宅介護支援 1470901040 居宅介護支援センター　カメリア 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090109943 居宅介護支援 1470901099 福祉クラブ生協　オプティ港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090112311 訪問介護等 1470901123 港北ケアプラン　訪問介護ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090115651 介護老人福祉施設等 1470901156 特別養護老人ホーム　新横浜さわやか苑 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090116415 通所介護等 1470901164 横浜市城郷小机地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090117243 居宅介護支援 1470901172 横浜市城郷小机地域ケアプラザ介護保険センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090118011 訪問介護等 1470901180 ニチイケアセンター日吉 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090118043 居宅介護支援 1470901180 ニチイケアセンター日吉 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090119811 訪問介護等 1470901198 やさしい手菊名訪問介護事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090120611 訪問介護等 1470901206 有限会社　城郷ケアサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090120643 居宅介護支援 1470901206 有限会社　城郷ケアサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090122211 訪問介護等 1470901222 株式会社　あい愛ヘルパーステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090123011 訪問介護等 1470901230 丸寿ケアサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090125551 介護老人福祉施設等 1470901255 新横浜パークサイドホーム 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090131333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470901313 コミュニティハウス　すいとぴー　新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090133911 訪問介護等 1470901339 有限会社　オレンジ・ブロッサム 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090135443 居宅介護支援 1470901354 さくら　トータルケア 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090139633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470901396 有料老人ホーム　サニーライフ綱島 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090141233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470901412 ニチイホーム 大倉山 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090164411 訪問介護等 1470901644 セントケア港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090166951 介護老人福祉施設等 1470901669 介護老人福祉施設　ニューバード 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090172715 通所介護等 1470901727 横浜市日吉本町地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090172743 居宅介護支援 1470901727 横浜市日吉本町地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090173511 訪問介護等 1470901735 福ちゃんパワー 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090175033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470901750 介護付有料老人ホーム　すこや家・北新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090179215 通所介護等 1470901792 デイサービス　ゆうゆう倶楽部 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090182617 福祉用具貸与等 1470901826 福祉クラブ生協介護生活用品店「らく・らっく」日吉 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090187515 通所介護等 1470901875 エールサポート 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090215451 介護老人福祉施設等 1470902154 特別養護老人ホーム　ひばり 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090216215 通所介護等 1470902162 介護総合リハビリステーションたかた 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090221215 通所介護等 1470902212 デイサービスセンター　遊・新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090222015 通所介護等 1470902220 ヒューマンライフケア新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090226143 居宅介護支援 1470902261 ケアウェルサポート港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090233712 訪問入浴介護等 1470902337 アサヒサンクリーン在宅介護センター港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090234515 通所介護等 1470902345 デイサービス　サニタ　ケアサービス和　港北高田店 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090235215 通所介護等 1470902352 サロンデイ新羽 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090239415 通所介護等 1470902394 デイサービス　マルタ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090241051 介護老人福祉施設等 1470902410 特別養護老人ホーム　ワゲン新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090244417 福祉用具貸与等 1470902444 フランスベッド株式会社　メディカル横浜港北営業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090250115 通所介護等 1470902501 あおぞらデイサービス・下田上町 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090278251 介護老人福祉施設等 1470902782 第２新横浜パークサイドホーム 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090280815 通所介護等 1470902808 デイサービス　いこい家　岸根 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090286543 居宅介護支援 1470902865 師岡ケアプランサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090288115 通所介護等 1470902881 鍼灸マッサージ　～憩～　日吉 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090289915 通所介護等 1470902899 鍼灸マッサージ　～憩～　日吉第二 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090290711 訪問介護等 1470902907 ヘルパーステーションアンド 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090291543 居宅介護支援 1470902915 グリーンケア横浜支援事業部 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090293111 訪問介護等 1470902931 ヴェルジェ・ケア訪問介護 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090299815 通所介護等 1470902998 しあわせのき 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090302015 通所介護等 1470903020 寿デイサービスセンター綱島 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090303843 居宅介護支援 1470903038 横浜市新羽地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090304615 通所介護等 1470903046 かがやきデイサービス日吉 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090305311 訪問介護等 1470903053 ハヤシケアサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090307915 通所介護等 1470903079 エミアル倶楽部　新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月



横浜 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）
147090311115 通所介護等 1470903111 デイサービスえいわん菊名 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090312911 訪問介護等 1470903129 にじいろ介護サポートセンター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090312943 居宅介護支援 1470903129 にじいろ介護サポートセンター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090315215 通所介護等 1470903152 にわとこジム 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090332711 訪問介護等 1470903327 やさしい手新横浜訪問介護事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090333511 訪問介護等 1470903335 ほっこり介護センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090333543 居宅介護支援 1470903335 ほっこり介護センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090334343 居宅介護支援 1470903343 合同会社　わもか 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090335015 通所介護等 1470903350 デイサービスセンター福寿よこはま港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090336843 居宅介護支援 1470903368 ケアステーションきらら大倉山居宅介護支援事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090337611 訪問介護等 1470903376 ケアステーションきらら大倉山訪問介護事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090339211 訪問介護等 1470903392 福祉協会たすけあい 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090339243 居宅介護支援 1470903392 福祉協会たすけあい 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090340015 通所介護等 1470903400 オハナ白楽 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090341811 訪問介護等 1470903418 若武者ケア　港北事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090345911 訪問介護等 1470903459 ケアリッツ菊名 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090346711 訪問介護等 1470903467 訪問介護あい　港北事務所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090347543 居宅介護支援 1470903475 はまリハケアプランセンター港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090348311 訪問介護等 1470903483 ボンセジュール大倉山ケアステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090349111 訪問介護等 1470903491 株式会社　にっこにこケア 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090353311 訪問介護等 1470903533 ＳＯＭＰＯケア　新横浜西　訪問介護 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090355811 訪問介護等 1470903558 ＳＯＭＰＯケア　高田　訪問介護 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090357411 訪問介護等 1470903574 ＳＯＭＰＯケア　日吉西　訪問介護 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090358243 居宅介護支援 1470903582 居宅介護支援事業所　ワゲン新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090361633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470903616 はなことば新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090362433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470903624 はなことば新横浜２号館 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090367343 居宅介護支援 1470903673 やさしい手日吉居宅介護支援事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090369943 居宅介護支援 1470903699 だいあん介護相談所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090371515 通所介護等 1470903715 サニタ一日デイサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090373133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470903731 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ綱島　 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090374911 訪問介護等 1470903749 ＳＯＭＰＯケア　横浜大倉山　訪問介護 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090376417 福祉用具貸与等 1470903764 港北ケアプラン　福祉用具サービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090378011 訪問介護等 1470903780 ここよりだ訪問介護事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090379811 訪問介護等 1470903798 ＳＵＮＮＹ’Ｓ　ｍａｒｋｅｔ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090380643 居宅介護支援 1470903806 あけびケア 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090382233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470903822 介護付有料老人ホームシニアフォレスト横浜港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090384811 訪問介護等 1470903848 訪問介護かえで港北サービスセンター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090387111 訪問介護等 1470903871 訪問介護ひなた 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090389711 訪問介護等 1470903897 医心館　訪問介護ステーション　新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090390511 訪問介護等 1470903905 ニチイケアセンター横浜高田 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090391333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1470903913 チャームスイート新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147090392111 訪問介護等 1470903921 ハッピーはーと 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100001611 訪問介護等 1471000016 横浜市福祉サービス協会　戸塚介護事務所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100001643 居宅介護支援 1471000016 横浜市福祉サービス協会　戸塚介護事務所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100003243 居宅介護支援 1471000032 西横浜国際総合病院　ケアプランセンターにしよこはま 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100004011 訪問介護等 1471000040 高齢者介護総合センター　聖母の園 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100008115 通所介護等 1471000081 横浜市上矢部地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100008143 居宅介護支援 1471000081 横浜市上矢部地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100009915 通所介護等 1471000099 横浜市東戸塚地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100009943 居宅介護支援 1471000099 横浜市東戸塚地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100010715 通所介護等 1471000107 横浜市上倉田地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100010743 居宅介護支援 1471000107 横浜市上倉田地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100011515 通所介護等 1471000115 横浜市平戸地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100011543 居宅介護支援 1471000115 横浜市平戸地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100012315 通所介護等 1471000123 横浜市原宿地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100012343 居宅介護支援 1471000123 横浜市原宿地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100015612 訪問入浴介護等 1471000156 株式会社ティー・シー・エス横浜営業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100015643 居宅介護支援 1471000156 株式会社ティー・シー・エス横浜営業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100017251 介護老人福祉施設等 1471000172 特別養護老人ホーム　松みどりホーム 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100019815 通所介護等 1471000198 横浜市戸塚柏桜荘 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100021411 訪問介護等 1471000214 ニチイケアセンター戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100023011 訪問介護等 1471000230 ＮＰＯ法人　ふれあいドリーム 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147100025543 居宅介護支援 1471000255 ソフィア横浜居宅介護支援センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100030551 介護老人福祉施設等 1471000305 特別養護老人ホーム　太陽の國 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100034743 居宅介護支援 1471000347 アイブレイン 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100043811 訪問介護等 1471000438 たすけあい戸塚介護保険部 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100046111 訪問介護等 1471000461 医療生協　かながわ生活協同組合　ヘルパーステーションとつか 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100049543 居宅介護支援 1471000495 しなの森のさと 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100051143 居宅介護支援 1471000511 あい薬局　居宅介護支援事業部 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100062843 居宅介護支援 1471000628 たすけあい戸塚　居宅介護支援部 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100064451 介護老人福祉施設等 1471000644 特別養護老人ホーム　和みの園 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100074315 通所介護等 1471000743 横浜市南戸塚地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100074343 居宅介護支援 1471000743 横浜市南戸塚地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100077611 訪問介護等 1471000776 ヘルパーステーション　マザー原宿 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100107143 居宅介護支援 1471001071 コープケアサポートセンター戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100115411 訪問介護等 1471001154 テルウェル東日本　戸塚介護センタ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100119615 通所介護等 1471001196 あすなろデイサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100131115 通所介護等 1471001311 マナーハウス南横浜デイサービスセンター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100139411 訪問介護等 1471001394 指定訪問介護事業所歩む会 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100140211 訪問介護等 1471001402 横浜ケアセンターそよ風 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100140243 居宅介護支援 1471001402 横浜ケアセンターそよ風 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100141015 通所介護等 1471001410 デイサロン花りん 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100142815 通所介護等 1471001428 宗教法人　善了寺　還る家ともに 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100146943 居宅介護支援 1471001469 医療生協かながわ生活協同組合　ケアセンターよこはま 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100154311 訪問介護等 1471001543 訪問介護センター　こすずめの里 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100155033 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1471001550 ケアハウス　ゆうあい 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100160011 訪問介護等 1471001600 特定非営利活動法人福祉グループコアラ横浜西 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100165933 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 1471001659 クラシック・コミュニティ横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100180843 居宅介護支援 1471001808 介護プラン　きずな 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100185711 訪問介護等 1471001857 ＮＰＯ　ももい 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100187311 訪問介護等 1471001873 福祉クラブ生協訪問介護ステーションゆかり 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100190743 居宅介護支援 1471001907 介護老人保健施設ヒルズ東戸塚居宅介護支援事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100191543 居宅介護支援 1471001915 シオン 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100195633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471001956 有料老人ホーム　シニアホテル東戸塚　イーストウイング 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100197212 訪問入浴介護等 1471001972 セントケア戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100198011 訪問介護等 1471001980 ケア・フレンズ横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100198017 福祉用具貸与等 1471001980 ケア・フレンズ横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100205343 居宅介護支援 1471002053 横浜市名瀬地域ケアプラザ　居宅介護支援事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100206115 通所介護等 1471002061 名瀬地域ケアプラザ　デイサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100210315 通所介護等 1471002103 デイサービスファミリー「つる」 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100211143 居宅介護支援 1471002111 ケアサービス春 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100230112 訪問入浴介護等 1471002301 アースサポート横浜戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100234315 通所介護等 1471002343 オセアンメイフェア戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100242615 通所介護等 1471002426 サロンデイ上矢部 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100246711 訪問介護等 1471002467 ケアセンター　虹色 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100248311 訪問介護等 1471002483 ドリームケアセンター　　 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100249115 通所介護等 1471002491 南舞岡デイサービス　チャオ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100250951 介護老人福祉施設等 1471002509 特別養護老人ホーム　来夢の里 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100253315 通所介護等 1471002533 スマイル戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100278015 通所介護等 1471002780 プチハウス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100278043 居宅介護支援 1471002780 プチハウス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100279815 通所介護等 1471002798 リハビリデイサービスnagomi横浜戸塚店 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100280643 居宅介護支援 1471002806 ふれあい東戸塚居宅介護支援センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100281411 訪問介護等 1471002814 ふれあい東戸塚ヘルパーステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100282211 訪問介護等 1471002822 たまえステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100285517 福祉用具貸与等 1471002855 福祉用具　こすずめの里 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100286315 通所介護等 1471002863 ウルトラ　プチハウス　ヴィンテージ　スペシャル　プラス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100288933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471002889 介護付有料老人ホームシニアフォレスト横浜戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100289743 居宅介護支援 1471002897 花りんの樹 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100290515 通所介護等 1471002905 特別養護老人ホーム　けいあいの郷　影取 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100290551 介護老人福祉施設等 1471002905 特別養護老人ホーム　けいあいの郷　影取 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100292115 通所介護等 1471002921 らいおんハートリハビリ温泉デイサービス舞岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100293951 介護老人福祉施設等 1471002939 特別養護老人ホーム　リアメゾン戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100294715 通所介護等 1471002947 ゆあーず　デイサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147100297043 居宅介護支援 1471002970 居宅介護支援ひなた 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100298815 通所介護等 1471002988 デイサービスひなた 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100299615 通所介護等 1471002996 かがやきデイサービス東戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100300211 訪問介護等 1471003002 えいあん名瀬ヘルパーステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100319215 通所介護等 1471003192 ケアステーションあさひ戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100321811 訪問介護等 1471003218 ミモザヘルパーステーション戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100323411 訪問介護等 1471003234 介護サービス　空の音 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100324243 居宅介護支援 1471003242 ケアプラン　空の音 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100327543 居宅介護支援 1471003275 みんなのケアマネ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100328311 訪問介護等 1471003283 株式会社福祉サポート推進センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100328343 居宅介護支援 1471003283 株式会社福祉サポート推進センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100329117 福祉用具貸与等 1471003291 アシリ横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100332543 居宅介護支援 1471003325 ベネッセ介護センター横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100333311 訪問介護等 1471003333 株式会社ティー・シー・エス戸塚営業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100335815 通所介護等 1471003358 リハビリデイこすずめ原宿 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100336633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471003366 戸塚共立ゆかりの里 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100338243 居宅介護支援 1471003382 横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100339015 通所介護等 1471003390 かがやきデイサービス踊場 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100343243 居宅介護支援 1471003432 よりそい介護プラン相談室 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100344033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471003440 すいとぴー　東戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100345711 訪問介護等 1471003457 ＳＯＭＰＯケア　横浜戸塚　訪問介護　 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100346533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471003465 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ横浜緑園都市 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100347333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471003473 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100350715 通所介護等 1471003507 ルネサンス　元氣ジム東戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100351543 居宅介護支援 1471003515 愛ケアステーション戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100353143 居宅介護支援 1471003531 医心館　居宅介護支援事業所　東戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100354911 訪問介護等 1471003549 医心館　訪問介護ステーション　東戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100355611 訪問介護等 1471003556 訪問介護かえで戸塚サービスセンター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100356415 通所介護等 1471003564 レッツ倶楽部戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100357243 居宅介護支援 1471003572 介護相談センター　ひとはな　とつか 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100358043 居宅介護支援 1471003580 若武者ケア戸塚　居宅介護支援事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100360611 訪問介護等 1471003606 訪問介護本舗　なぎさ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100361411 訪問介護等 1471003614 戸塚共立　結の杜　ヘルパーステーション下倉田 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147100362233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1471003622 アズハイム横浜戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310002011 訪問介護等 1473100020 特別養護老人ホーム芙蓉苑 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310002015 通所介護等 1473100020 特別養護老人ホーム芙蓉苑 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310002043 居宅介護支援 1473100020 特別養護老人ホーム芙蓉苑 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310002051 介護老人福祉施設等 1473100020 特別養護老人ホーム芙蓉苑 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310003815 通所介護等 1473100038 横浜市港南台地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310003843 居宅介護支援 1473100038 横浜市港南台地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310005315 通所介護等 1473100053 横浜市下永谷地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310005343 居宅介護支援 1473100053 横浜市下永谷地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310012943 居宅介護支援 1473100129 港南区医師会居宅介護支援ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310015215 通所介護等 1473100152 デイサービスプラチナ倶楽部 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310032715 通所介護等 1473100327 横浜市日下地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310032743 居宅介護支援 1473100327 横浜市日下地域ケアプラザ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310036811 訪問介護等 1473100368 ヘルパーステーションプラチナ倶楽部 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310039243 居宅介護支援 1473100392 ケアサポート　プラチナ倶楽部 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310043411 訪問介護等 1473100434 港南ケアサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310043443 居宅介護支援 1473100434 港南ケアサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310067315 通所介護等 1473100673 株式会社　楽　ホット介護サービス　ラベンダーの丘 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310068111 訪問介護等 1473100681 株式会社　楽　ホット介護サービス港南台 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310077211 訪問介護等 1473100772 ヘルパーステーションささげ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310078011 訪問介護等 1473100780 横浜ヘルパーステーション・港南 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310155611 訪問介護等 1473101556 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーションこうなん 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310155643 居宅介護支援 1473101556 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーションこうなん 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310157211 訪問介護等 1473101572 訪問介護　ほんわか 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310160643 居宅介護支援 1473101606 アットイーズケアプラン 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310163011 訪問介護等 1473101630 ケアセンター港南　訪問介護事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310172111 訪問介護等 1473101721 フルライフ港南 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310172143 居宅介護支援 1473101721 フルライフ港南 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310174743 居宅介護支援 1473101747 横浜市芹が谷地域ケアプラザ居宅介護支援事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月



横浜 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）
147310196017 福祉用具貸与等 1473101960 株式会社フロンティア　横浜南営業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310205915 通所介護等 1473102059 機能回復訓練強化型　マッスルデイサービス　上大岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310214133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473102141 介護付有料老人ホーム　ハートウォーム港南台 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310215833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473102158 エルダーホームケア上大岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310217415 通所介護等 1473102174 デイサービス港南の丘 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310218215 通所介護等 1473102182 健康さんでい・上大岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310219015 通所介護等 1473102190 かないわデイサービス芹が谷 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310221615 通所介護等 1473102216 カフェ・リハデイサービス港南台 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310223243 居宅介護支援 1473102232 桜会居宅介護支援事業所　港南 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310230715 通所介護等 1473102307 ｆｕｒｅａｉ上大岡店 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310246317 福祉用具貸与等 1473102463 株式会社イノベイションオブメディカルサービス港南営業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310254743 居宅介護支援 1473102547 ケアプランセンター笹の風 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310255411 訪問介護等 1473102554 ホームヘルプサービス笹の風 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310256251 介護老人福祉施設等 1473102562 特別養護老人ホーム笹の風 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310262011 訪問介護等 1473102620 ＳＯＭＰＯケア　港南笹下　訪問介護 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310265343 居宅介護支援 1473102653 こゆみケアマネ事務所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310268743 居宅介護支援 1473102687 長田居宅介護支援事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310270311 訪問介護等 1473102703 銀の鈴　横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310274533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473102745 花珠の家こうなん 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310279443 居宅介護支援 1473102794 ケアーズ港南台ケアプランセンター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310280211 訪問介護等 1473102802 あった介護　港南 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310281043 居宅介護支援 1473102810 居宅介護支援事業所　ハーモニー 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310284411 訪問介護等 1473102844 まちのかいごや 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147310285133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473102851 グッドタイムナーシングホーム・港南台 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147330122212 訪問入浴介護等 1473301222 まごの手介護サービス横浜北営業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147350082343 居宅介護支援 1473500823 上永谷薬局　居宅介護支援事業所 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147350154043 居宅介護支援 1473501540 介護支援　わたぼうし 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147360212443 居宅介護支援 1473602124 居宅介護支援事業所　きららの里 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149010048215 通所介護等 1490100482 リカバリータイムズ師岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149080028915 通所介護等 1490800289 デイサービスふるさと六浦 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149080034773 小規模多機能型居宅介護等 1490800347 小規模多機能型居宅介護事業所　みなみ富岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149080036215 通所介護等 1490800362 樹楽　金沢八景 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149080037077 看護小規模多機能型居宅介護 1490800370 看護小規模多機能型居宅介護ふくふく能見台 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149080040432 認知症対応型共同生活介護等 1490800404 グループホーム　ソラスト富岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149080041215 通所介護等 1490800412 デイサービスふるさと金沢八景 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149080042073 小規模多機能型居宅介護等 1490800420 小規模多機能あおぞら 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149080043873 小規模多機能型居宅介護等 1490800438 小規模多機能型居宅介護　ぼやあ樹　富岡東 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149080048715 通所介護等 1490800487 サニーテラス　ＳＰＡリゾート 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090005532 認知症対応型共同生活介護等 1490900055 グループホームみんなの家　横浜小机 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090006373 小規模多機能型居宅介護等 1490900063 こもれびの郷 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090007132 認知症対応型共同生活介護等 1490900071 グループホーム　ひかり　新横浜新羽 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090008932 認知症対応型共同生活介護等 1490900089 グループホームウェルケアSｕｎ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090020473 小規模多機能型居宅介護等 1490900204 小規模多機能施設　めぐみ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090021232 認知症対応型共同生活介護等 1490900212 グループホーム　めぐみ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090028773 小規模多機能型居宅介護等 1490900287 サンシャインケアホーム　しろさと 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090030376 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490900303 欅の大樹ケア24 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090031173 小規模多機能型居宅介護等 1490900311 小規模多機能ホーム　びわの樹 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090034515 通所介護等 1490900345 オクセン 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090034532 認知症対応型共同生活介護等 1490900345 オクセン 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090040232 認知症対応型共同生活介護等 1490900402 愛の家グループホーム横浜大倉山 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090041015 通所介護等 1490900410 デイサービスふるさと高田 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090042815 通所介護等 1490900428 デイサービスふるさと大倉山 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090043615 通所介護等 1490900436 デイサービスふるさと菊名 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090044415 通所介護等 1490900444 アクア綱島デイサービス 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090046932 認知症対応型共同生活介護等 1490900469 花物語こうほくナーシング 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090047715 通所介護等 1490900477 ノーマルケア　デイサービス　春が来た 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090050173 小規模多機能型居宅介護等 1490900501 小規模多機能キュア新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090052715 通所介護等 1490900527 チアーズライフ港北 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090053532 認知症対応型共同生活介護等 1490900535 ライフケア＠しんよこはま 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090054315 通所介護等 1490900543 デイサービス　かのん 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090055015 通所介護等 1490900550 スマイル新横浜 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090056815 通所介護等 1490900568 アースサポート綱島 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月



横浜 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）
149090057615 通所介護等 1490900576 デイサービスのほほん家クックマイル 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090059215 通所介護等 1490900592 ディサービス新大倉山 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149090060015 通所介護等 1490900600 ｆｕｒｅａｉ綱島店 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100009532 認知症対応型共同生活介護等 1491000095 セントケアホーム東戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100010373 小規模多機能型居宅介護等 1491000103 ウイル汲沢ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100011173 小規模多機能型居宅介護等 1491000111 ミモザ戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100013773 小規模多機能型居宅介護等 1491000137 みかみ介護支援センター 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100015273 小規模多機能型居宅介護等 1491000152 小規模多機能型居宅介護　しょうわ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100016032 認知症対応型共同生活介護等 1491000160 グループホーム　野の花 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100017832 認知症対応型共同生活介護等 1491000178 グループホーム横浜汲沢・彩り 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100019473 小規模多機能型居宅介護等 1491000194 もえぎケアセンター平戸 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100021032 認知症対応型共同生活介護等 1491000210 ライフインハウス平戸 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100027773 小規模多機能型居宅介護等 1491000277 もえぎケアセンター矢部 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100028573 小規模多機能型居宅介護等 1491000285 小規模多機能型居宅介護事業所　こすずめの里 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100030173 小規模多機能型居宅介護等 1491000301 小規模多機能ホーム　パンジー 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100032732 認知症対応型共同生活介護等 1491000327 グループホーム　みかみ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100033532 認知症対応型共同生活介護等 1491000335 グループホームひかり横浜戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100034373 小規模多機能型居宅介護等 1491000343 小規模多機能型居宅介護事業所「ライムハウス東戸塚」 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100035015 通所介護等 1491000350 デイサービスあい 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100043477 看護小規模多機能型居宅介護 1491000434 ウイル戸塚ステーション 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100045973 小規模多機能型居宅介護等 1491000459 小規模多機能ホーム　ラベンダー 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100046776 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1491000467 希望の大地ケア24 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100049177 看護小規模多機能型居宅介護 1491000491 複合型サービス事業所　アンジュ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100053315 通所介護等 1491000533 デイサービスふるさと下倉田 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100054173 小規模多機能型居宅介護等 1491000541 小規模多機能しおり　平戸 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100055815 通所介護等 1491000558 デイサービスふるさと東戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100056615 通所介護等 1491000566 fureai戸塚店 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100059073 小規模多機能型居宅介護等 1491000590 小規模多機能ホーム　月見草 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100060832 認知症対応型共同生活介護等 1491000608 もえぎケアセンター平戸 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100061632 認知症対応型共同生活介護等 1491000616 オセアンビクトリア戸塚 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100063232 認知症対応型共同生活介護等 1491000632 もえぎケアセンター幸ケ丘 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100064076 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1491000640 ＳＯＭＰＯケア　横浜戸塚　定期巡回 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100067373 小規模多機能型居宅介護等 1491000673 小規模多機能型居宅介護　ふぁいと戸塚ガーデン 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100068132 認知症対応型共同生活介護等 1491000681 グループホーム　ふぁいと戸塚ガーデン 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100070732 認知症対応型共同生活介護等 1491000707 グループホーム　プルメリア 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100071532 認知症対応型共同生活介護等 1491000715 スマイル汲沢の家 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149100072315 通所介護等 1491000723 デイサービスＪＵＮ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310006732 認知症対応型共同生活介護等 1493100067 グループホーム　さくらそう 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310011773 小規模多機能型居宅介護等 1493100117 小規模多機能型プラチナ倶楽部 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310020873 小規模多機能型居宅介護等 1493100208 小規模多機能型居宅介護事業所　アロアロ 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310021632 認知症対応型共同生活介護等 1493100216 グループホームききょう 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310025777 看護小規模多機能型居宅介護 1493100257 看護小規模多機能型居宅介護　ケアピリカ横浜港南 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310032315 通所介護等 1493100323 デイサービスふるさと港南台 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310033115 通所介護等 1493100331 デイサービス　プレゼンス弐番館 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310036432 認知症対応型共同生活介護等 1493100364 プラチナ倶楽部　グループホーム港南台 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310037215 通所介護等 1493100372 デイサービスセンター笹の風 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310038015 通所介護等 1493100380 レコードブック港南芹が谷 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310039815 通所介護等 1493100398 樹楽　団らんの家　上大岡 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310044873 小規模多機能型居宅介護等 1493100448 ヒューマンライフケア　下永谷の宿 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310045532 認知症対応型共同生活介護等 1493100455 ヒューマンライフケア　下永谷グループホーム 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310049773 小規模多機能型居宅介護等 1493100497 ＳＯＭＰＯケア　横浜港南台　小規模多機能 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310052115 通所介護等 1493100521 レコードブック芹が谷中央 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310054732 認知症対応型共同生活介護等 1493100547 グループホーム　にじいろ港南台 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149310055415 通所介護等 1493100554 一織庵打越 横浜12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141050471216 通所リハビリテーション等 1410504712 ふたば整形外科 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141060348013 訪問看護等 1410603480 横山医院 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141060348014 訪問リハビリテーション等 1410603480 横山医院 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141060348016 通所リハビリテーション等 1410603480 横山医院 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141080227213 訪問看護等 1410802272 小谷クリニック 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141080376714 訪問リハビリテーション等 1410803767 医療法人社団協友会　横浜なみきリハビリテーション病院 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141080376716 通所リハビリテーション等 1410803767 医療法人社団協友会　横浜なみきリハビリテーション病院 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141090735213 訪問看護等 1410907352 大倉山記念病院 横浜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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141091031514 訪問リハビリテーション等 1410910315 くにもとライフサポートクリニック 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141091031516 通所リハビリテーション等 1410910315 くにもとライフサポートクリニック 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141091129714 訪問リハビリテーション等 1410911297 みずほクリニック港北 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145098001114 訪問リハビリテーション等 1450980011 介護老人保健施設ウェルケア新吉田 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146059006717 福祉用具貸与等 1460590067 アズミメディケアサービス神奈川 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146059006743 居宅介護支援 1460590067 アズミメディケアサービス神奈川 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146059008313 訪問看護等 1460590083 ゆい訪問看護ステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146059018213 訪問看護等 1460590182 若武者ケア訪問看護リハビリステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146059029913 訪問看護等 1460590299 ここから訪問看護リハビリケア弘明寺 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146059031513 訪問看護等 1460590315 ULU訪問看護ステーション　保土ケ谷 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146059033113 訪問看護等 1460590331 オハナ訪問看護リハビリステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146059034913 訪問看護等 1460590349 ライフウェル訪問看護ステーション横浜南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146079008911 訪問介護等 1460790089 安心あじさいホーム 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146089005343 居宅介護支援 1460890053 医療法人社団愛友会　金沢文庫訪問看護ステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146089016013 訪問看護等 1460890160 ふくふく寺前訪問看護ステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146089017813 訪問看護等 1460890178 横浜市福祉サービス協会　訪問看護ステーション金沢 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146089032713 訪問看護等 1460890327 訪問看護ステーション　カムイの森 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146099005143 居宅介護支援 1460990051 すこやか訪問看護ステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146099012743 居宅介護支援 1460990127 ひまわり訪問看護ステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146099017613 訪問看護等 1460990176 妙蓮寺訪問看護ステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146099019213 訪問看護等 1460990192 訪問看護リハビリステーション欅の大樹 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146099020013 訪問看護等 1460990200 ショウエイ訪問看護ステーションたかた　 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146099022613 訪問看護等 1460990226 訪問看護リハビリステーション　ホーム 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146099041613 訪問看護等 1460990416 ソフィアメディ訪問看護ステーション日吉 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147040034012 訪問入浴介護等 1470400340 株式会社ケアサービス　訪問入浴　横浜南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147040244511 訪問介護等 1470402445 ケアシップ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147040244543 居宅介護支援 1470402445 ケアシップ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050034711 訪問介護等 1470500347 ホームヘルプサービス　ソラスト横浜 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050035411 訪問介護等 1470500354 有限会社　介護サービスまつの実 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050074315 通所介護等 1470500743 たすけあいゆい　デイサービスさくら 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050075043 居宅介護支援 1470500750 横浜市睦地域ケアプラザ　居宅介護支援センター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050080043 居宅介護支援 1470500800 居宅介護支援事業所　ソラスト横浜 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050099011 訪問介護等 1470500990 みどりケアサービス南事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050126112 訪問入浴介護等 1470501261 桜樹の森訪問入浴サービス 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050130311 訪問介護等 1470501303 ゆめのぞみ南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050131143 居宅介護支援 1470501311 ゆめのぞみ南　居宅介護支援事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050132911 訪問介護等 1470501329 香樹の里　ヘルパーステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050134515 通所介護等 1470501345 ミモザ横浜永田みなみ台 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050140243 居宅介護支援 1470501402 横浜市中村地域ケアプラザ　介護保険センター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050141015 通所介護等 1470501410 横浜市中村地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050143611 訪問介護等 1470501436 福祉クラブ生協　訪問介護ステーションさざん 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050145111 訪問介護等 1470501451 みなみのそら 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050148511 訪問介護等 1470501485 訪問介護サービス　思いやり 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050150111 訪問介護等 1470501501 横浜市福祉サービス協会　はーとプランみなみ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050176617 福祉用具貸与等 1470501766 在宅支援センター　薫 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050176643 居宅介護支援 1470501766 在宅支援センター　薫 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050177416 通所リハビリテーション等 1470501774 夢タウンわかたけ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050179015 通所介護等 1470501790 ニチイケアセンター東戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050182443 居宅介護支援 1470501824 南永田桜樹の森介護保険センター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050184017 福祉用具貸与等 1470501840 セントケアリフォーム横浜 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050187311 訪問介護等 1470501873 ケアステーション　桜 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050227715 通所介護等 1470502277 デイサービス　いこい家　井土ヶ谷 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050229315 通所介護等 1470502293 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　弘明寺 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050230115 通所介護等 1470502301 リハビリストホーム横浜弘明寺 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050232743 居宅介護支援 1470502327 ケアサービス　ホクゼン南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050234343 居宅介護支援 1470502343 マザーライクケアセンター南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050235011 訪問介護等 1470502350 マザーライクヘルパーステーション南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050237611 訪問介護等 1470502376 あんしんケア　南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050237643 居宅介護支援 1470502376 あんしんケア　南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050274911 訪問介護等 1470502749 めぐみケア　横浜南訪問介護事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050276415 通所介護等 1470502764 リハビリストホーム阪東橋 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050277215 通所介護等 1470502772 愛の郷デイサービス　中村橋 横浜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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147050279815 通所介護等 1470502798 トータルリハセンター井土ヶ谷 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050303643 居宅介護支援 1470503036 ぴぃすサポート 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050304411 訪問介護等 1470503044 エール福祉協会・南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050314343 居宅介護支援 1470503143 横浜市別所地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147050315043 居宅介護支援 1470503150 ツクイ横浜上大岡 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147060025317 福祉用具貸与等 1470600253 有限会社ドリームアップサービス 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080016843 居宅介護支援 1470800168 社会福祉法人　倖和会　金沢美浜ホーム 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080028315 通所介護等 1470800283 横浜市富岡地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080028343 居宅介護支援 1470800283 横浜市富岡地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080030943 居宅介護支援 1470800309 介護支援サービス　守の会 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080065511 訪問介護等 1470800655 青空ケアセンター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080065543 居宅介護支援 1470800655 青空ケアセンター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080124015 通所介護等 1470801240 デイサービス　うさぎの里 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080127343 居宅介護支援 1470801273 金沢居宅支援センター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080130715 通所介護等 1470801307 楓の風リハビリデイサービス 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080147117 福祉用具貸与等 1470801471 けいすいケアサービス 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080152111 訪問介護等 1470801521 けいすいケアセンターかなざわ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080153911 訪問介護等 1470801539 福祉クラブ生協　訪問介護ステーションりぼん 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080156211 訪問介護等 1470801562 あいケアセンター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080158815 通所介護等 1470801588 横浜市柳町地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080158843 居宅介護支援 1470801588 横浜市柳町地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080159615 通所介護等 1470801596 寺前デイサービスセンター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080160415 通所介護等 1470801604 けいすいデイサービスにじいろ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080184415 通所介護等 1470801844 楓の風リハビリテーション颯　金沢文庫 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080187711 訪問介護等 1470801877 特定非営利活動法人　すずらん 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080188511 訪問介護等 1470801885 アスモ介護サービス釜利谷 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080222215 通所介護等 1470802222 ｆｕｒｅａｉ京急富岡店 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080224811 訪問介護等 1470802248 市民ハート金沢 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080225515 通所介護等 1470802255 ＨＩ！パフォーマンズ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080226343 居宅介護支援 1470802263 オーキッドケアプランセンター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080266911 訪問介護等 1470802669 若武者ケア　金沢事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080267743 居宅介護支援 1470802677 ケアマネステーションかなぶん 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080268515 通所介護等 1470802685 散歩道金沢 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080269343 居宅介護支援 1470802693 居宅介護支援事業所　さくら 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080270143 居宅介護支援 1470802701 ケアプランこのはな金沢文庫 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080272715 通所介護等 1470802727 ツクイ横浜能見台 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080273543 居宅介護支援 1470802735 ツクイ横浜金沢八景 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080274311 訪問介護等 1470802743 ツクイ横浜金沢八景 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080275043 居宅介護支援 1470802750 横浜かなざわ居宅介護支援事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147080276811 訪問介護等 1470802768 医心館　訪問介護ステーション　金沢文庫 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090031511 訪問介護等 1470900315 ゴールドケアサービス 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090043012 訪問入浴介護等 1470900430 株式会社ケアサービス　訪問入浴　港北 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090045511 訪問介護等 1470900455 有限会社　グリーンケア横浜 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090046311 訪問介護等 1470900463 やさしい手日吉訪問介護事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090047115 通所介護等 1470900471 横浜市下田地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090047143 居宅介護支援 1470900471 横浜市下田地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090048915 通所介護等 1470900489 横浜市大豆戸地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090048943 居宅介護支援 1470900489 横浜市大豆戸地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090049743 居宅介護支援 1470900497 ふじケアサポート 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090078611 訪問介護等 1470900786 愛コープ港北事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090089343 居宅介護支援 1470900893 ハロー・ケアマネジメントステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090091915 通所介護等 1470900919 ふじデイサービス 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090157815 通所介護等 1470901578 エム・アップ　デイサービス　新羽中央 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090158643 居宅介護支援 1470901586 合同会社きらきら星ケアステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090192515 通所介護等 1470901925 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜日吉店 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090194117 福祉用具貸与等 1470901941 シルバーサポート横浜店 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090195811 訪問介護等 1470901958 介護移送サービス　志のぶ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090197415 通所介護等 1470901974 デイサービス　ライフエール　小机 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090198243 居宅介護支援 1470901982 丸寿プラン 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090199017 福祉用具貸与等 1470901990 メディケアセンター新横浜 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090203015 通所介護等 1470902030 ミモザ白寿庵大倉山 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090204843 居宅介護支援 1470902048 欅の大樹介護保険センター 横浜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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147090205511 訪問介護等 1470902055 欅の大樹ヘルパーステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090206312 訪問入浴介護等 1470902063 欅の大樹訪問入浴サービス 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090256812 訪問入浴介護等 1470902568 アースサポート横浜港北 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090260043 居宅介護支援 1470902600 株式会社　あい愛ケアプラン 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090265943 居宅介護支援 1470902659 ケアプランセンター　あすた 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090268315 通所介護等 1470902683 福祉クラブ生協Ｄａｙにっぱ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090269143 居宅介護支援 1470902691 福祉クラブ生協オプティ新羽 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090271743 居宅介護支援 1470902717 ケアプランクルー港北 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090273311 訪問介護等 1470902733 ＳＯＭＰＯケア　新横浜篠原　訪問介護 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090274143 居宅介護支援 1470902741 ＳＯＭＰＯケア　新横浜篠原　居宅介護支援 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090277415 通所介護等 1470902774 デイサービスセンター　体アップ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090317811 訪問介護等 1470903178 株式会社　悠ゆう 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090318615 通所介護等 1470903186 オハナ菊名 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090319415 通所介護等 1470903194 デイサービスのほほん家大倉山 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090322815 通所介護等 1470903228 アクティブライフ　リフライズ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090324415 通所介護等 1470903244 リハプライド　綱島東 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090329315 通所介護等 1470903293 デイサービス　ごきげん 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090330115 通所介護等 1470903301 デイサービスチャオ高田店 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090394717 福祉用具貸与等 1470903947 横浜商工モビリティ株式会社 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090396243 居宅介護支援 1470903962 医心館　居宅介護支援事業所　新横浜 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090397017 福祉用具貸与等 1470903970 福祉協会つるみ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090398815 通所介護等 1470903988 ツクイ横浜新吉田 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090401011 訪問介護等 1470904010 はーとたいむ小机ヘルパーステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090402811 訪問介護等 1470904028 楡の大樹ヘルパーステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090403611 訪問介護等 1470904036 訪問介護本舗　横浜港北 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090404411 訪問介護等 1470904044 合同会社ともみん 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090405143 居宅介護支援 1470904051 楡の大樹介護保険センター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090407743 居宅介護支援 1470904077 バックアップ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090408511 訪問介護等 1470904085 訪問介護ステーション　ドルフィン港北 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147090410111 訪問介護等 1470904101 ケアリッツ日吉 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100211111 訪問介護等 1471002111 ケアサービス春 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100214511 訪問介護等 1471002145 労協横浜戸塚地域福祉事業所　訪問介護　であいの家 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100216011 訪問介護等 1471002160 さぽーと　めぐみ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100216043 居宅介護支援 1471002160 さぽーと　めぐみ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100217815 通所介護等 1471002178 福祉クラブ生協　Ｄａｙふかや 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100218611 訪問介護等 1471002186 ゆあーず　ケアステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100219443 居宅介護支援 1471002194 ゆあーずサポートセンター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100220243 居宅介護支援 1471002202 居宅介護支援事業所　ももい 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100223611 訪問介護等 1471002236 森の泉ホームヘルプセンター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100254143 居宅介護支援 1471002541 希望の大地介護保険センター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100255811 訪問介護等 1471002558 希望の大地ヘルパーステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100257415 通所介護等 1471002574 さくらデイリハセンター　東戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100262415 通所介護等 1471002624 デイサービス　なごみ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100265715 通所介護等 1471002657 デイサービス　いこい家　平戸 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100266511 訪問介護等 1471002665 若武者ケア　戸塚事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100269911 訪問介護等 1471002699 マミーサポート戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100273143 居宅介護支援 1471002731 えいあん東戸塚ケアセンター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100274911 訪問介護等 1471002749 えいあん東戸塚ヘルパーステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100275615 通所介護等 1471002756 オセアンリッチモンド戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100303615 通所介護等 1471003036 けんこうはうす不動坂 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100304443 居宅介護支援 1471003044 たまえケアプラン 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100306911 訪問介護等 1471003069 ふれあい訪問介護ステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100312715 通所介護等 1471003127 戸塚共立 結の杜 デイサービス下倉田 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100317611 訪問介護等 1471003176 訪問介護　だいだい 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100364843 居宅介護支援 1471003648 みんなの訪問看護リハビリステーション戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100365543 居宅介護支援 1471003655 ネクサスケア東戸塚　居宅介護支援事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100366311 訪問介護等 1471003663 ネクサスケア東戸塚　訪問介護事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100368912 訪問入浴介護等 1471003689 ツクイ横浜戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100369715 通所介護等 1471003697 ツクイ横浜東俣野 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100370515 通所介護等 1471003705 ツクイ横浜戸塚川上 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100371311 訪問介護等 1471003713 ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100372143 居宅介護支援 1471003721 ツクイ高齢者住宅ケアプランセンター 横浜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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147100373911 訪問介護等 1471003739 ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚東 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100374715 通所介護等 1471003747 ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚東 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100377015 通所介護等 1471003770 楓の風リハビリテーション颯　戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100378817 福祉用具貸与等 1471003788 スマイル・イノベーション戸塚営業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100381243 居宅介護支援 1471003812 戸塚区医師会居宅介護支援事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100382011 訪問介護等 1471003820 さくら介護クラブ東戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147100383843 居宅介護支援 1471003838 桜ケアプラン東戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147190395317 福祉用具貸与等 1471903953 株式会社トーカイ　横浜南支店 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310195215 通所介護等 1473101952 フィットネス＆デイサービス　はぴねす 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310231511 訪問介護等 1473102315 ケアサポート陽だまり 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310232315 通所介護等 1473102323 ｆｕｒｅａｉ港南台店 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310233111 訪問介護等 1473102331 港南訪問介護事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310234911 訪問介護等 1473102349 ケアステーションふく 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310235615 通所介護等 1473102356 リハビリデイサービスnagomi横浜港南台店 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310236411 訪問介護等 1473102364 コアラ港南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310241415 通所介護等 1473102414 かがやきデイサービス芹が谷 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310242243 居宅介護支援 1473102422 なごやかケアプラン芹が谷 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310288543 居宅介護支援 1473102885 ケアプラン　二人三脚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310290143 居宅介護支援 1473102901 居宅介護支援事業所　にじいろ港南台 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310291915 通所介護等 1473102919 ツクイ横浜日野中央 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310292715 通所介護等 1473102927 ツクイ横浜港南中央 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310293543 居宅介護支援 1473102935 ツクイ横浜港南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310294311 訪問介護等 1473102943 ツクイ横浜港南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310295012 訪問入浴介護等 1473102950 ツクイ横浜港南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310296815 通所介護等 1473102968 ツクイ横浜港南台デイサービスセンター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310297611 訪問介護等 1473102976 ツクイ横浜港南台 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310298411 訪問介護等 1473102984 医心館　訪問介護ステーション　上大岡 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310299211 訪問介護等 1473102992 訪問介護あむーる 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310300812 訪問入浴介護等 1473103008 アサヒサンクリーン在宅介護センター港南 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310301643 居宅介護支援 1473103016 ベイテラス　居宅介護ステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310303211 訪問介護等 1473103032 ケアーズ港南台　ヘルパーステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310304043 居宅介護支援 1473103040 あったかケアマネステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310305715 通所介護等 1473103057 レッツ倶楽部上永谷 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147310306511 訪問介護等 1473103065 和光ピュアライト 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320069711 訪問介護等 1473200697 有限会社　いっぽ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320075411 訪問介護等 1473200754 ケアサービスマドリッド 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320077011 訪問介護等 1473200770 あっぷる旭ケアステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320077012 訪問入浴介護等 1473200770 あっぷる旭ケアステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320077043 居宅介護支援 1473200770 あっぷる旭ケアステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320085317 福祉用具貸与等 1473200853 株式会社エスティサービス横浜西営業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320090311 訪問介護等 1473200903 テルウェル東日本　二俣川介護センタ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320134915 通所介護等 1473201349 Ｄａｙ　あさひ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320135612 訪問入浴介護等 1473201356 お元気福祉サービス　二俣川 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320164615 通所介護等 1473201646 横浜市南希望が丘地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320164643 居宅介護支援 1473201646 横浜市南希望が丘地域ケアプラザ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320166112 訪問入浴介護等 1473201661 アースサポート横浜旭 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320172915 通所介護等 1473201729 デイサービス輝きライフ横浜旭 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320177843 居宅介護支援 1473201778 トーケン 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320181043 居宅介護支援 1473201810 アットホームケア介護支援事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320224843 居宅介護支援 1473202248 薬クリエイトの介護支援センター白根 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320225516 通所リハビリテーション等 1473202255 あさひ本宿クリニック 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320232115 通所介護等 1473202321 デイサービス　いこい家　希望ヶ丘 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320236211 訪問介護等 1473202362 銀の舞ヘルパーステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320241243 居宅介護支援 1473202412 横浜市笹野台地域ケアプラザ介護保険センター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320276815 通所介護等 1473202768 ＬＥＴ’Ｓほほえみリハ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320279243 居宅介護支援 1473202792 タツミケアプランセンター鶴ヶ峰 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320283415 通所介護等 1473202834 我が家デイサービス三ツ境 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320284211 訪問介護等 1473202842 訪問介護　なでしこ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320289115 通所介護等 1473202891 かがやきデイサービス希望が丘 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320348543 居宅介護支援 1473203485 ユーミー旭区　在宅介護支援センター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320351911 訪問介護等 1473203519 ツクイ横浜希望が丘 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320352715 通所介護等 1473203527 ツクイ横浜旭川井宿 横浜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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147320354311 訪問介護等 1473203543 アミカ横浜旭介護センター 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320355017 福祉用具貸与等 1473203550 スノーケア旭 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320356843 居宅介護支援 1473203568 サポートセンター　オリーブ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320357643 居宅介護支援 1473203576 ケアマネジメント　シャローム横浜 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320359211 訪問介護等 1473203592 若武者ケア　旭事業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320360011 訪問介護等 1473203600 さんしゃいんケアサービス希望が丘 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320361817 福祉用具貸与等 1473203618 介護レンタル　グラーナ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147320363411 訪問介護等 1473203634 総合ケアステーション縁 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147350041917 福祉用具貸与等 1473500419 株式会社　星医療酸器横浜営業所 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147350110215 通所介護等 1473501102 デイサービス・メイプル（紅葉） 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147350114417 福祉用具貸与等 1473501144 合同会社　フリーダム 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147360167043 居宅介護支援 1473601670 ケアプラン　緑園 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149080016477 看護小規模多機能型居宅介護 1490800164 複合型サービスふくふく寺前 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149080018076 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490800180 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護かなざわ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149080020673 小規模多機能型居宅介護等 1490800206 小規模多機能型ハウスふくふく六浦 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149080049573 小規模多機能型居宅介護等 1490800495 小規模多機能　洲崎えん 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149080051115 通所介護等 1490800511 ほほえみの里　金沢町 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149080052915 通所介護等 1490800529 一織庵金沢文庫 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149090018873 小規模多機能型居宅介護等 1490900188 ミモザ白寿庵大倉山 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149090026176 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1490900261 定期巡回　ゆい　港北 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149090038677 看護小規模多機能型居宅介護 1490900386 花織こうほく 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149090065915 通所介護等 1490900659 レコードブック新横浜 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149090068315 通所介護等 1490900683 認知症対応型デイサービス　ライフエール　小机堀崎 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149100008773 小規模多機能型居宅介護等 1491000087 もえぎケアセンター戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149100042673 小規模多機能型居宅介護等 1491000426 ウイル原宿ステーション 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149100074915 通所介護等 1491000749 樹楽　戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149100075615 通所介護等 1491000756 fureai戸塚下倉田店 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149100077215 通所介護等 1491000772 デイサービス　いこい家　小雀 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149100079815 通所介護等 1491000798 リハビリ型デイサービス　プラス下倉田店 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149100080615 通所介護等 1491000806 デイサービス　いこい家　戸塚 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149310019076 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493100190 特別養護老人ホーム芙蓉苑 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149310059615 通所介護等 1493100596 一織庵横浜港南台 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149310060415 通所介護等 1493100604 一織庵日野 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149310061215 通所介護等 1493100612 デイサービススマイル　南苑 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149320019873 小規模多機能型居宅介護等 1493200198 ふれあいの里　たちばな 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149320028973 小規模多機能型居宅介護等 1493200289 コラージュ　二俣川 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149320029773 小規模多機能型居宅介護等 1493200297 小規模多機能型居宅介護事業所　アルメリア 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149320030576 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493200305 銀の舞ケア24 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149320054573 小規模多機能型居宅介護等 1493200545 小規模多機能型居宅介護事業所　パレット 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149320056077 看護小規模多機能型居宅介護 1493200560 看護小規模多機能型施設　バームハウス 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149320057815 通所介護等 1493200578 一織庵今宿 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149320058615 通所介護等 1493200586 歩行訓練特化型デイサービスSunwalk 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149320059415 通所介護等 1493200594 Ｓｅａｓｏｎ　Ｃａｆｅ 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149320060215 通所介護等 1493200602 ステップぱーとなー横浜鶴ヶ峰 横浜1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141311041814 訪問リハビリテーション等 1413110418 みずほクリニック 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141320252013 訪問看護等 1413202520 医療法人社団　明芳会　横浜旭中央総合病院 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141320252014 訪問リハビリテーション等 1413202520 医療法人社団　明芳会　横浜旭中央総合病院 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141320459114 訪問リハビリテーション等 1413204591 医療法人社団　東京石心会　新緑脳神経外科 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141320460914 訪問リハビリテーション等 1413204609 あさひ本宿クリニック 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141330462314 訪問リハビリテーション等 1413304623 二宮整形外科 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141330492014 訪問リハビリテーション等 1413304920 横浜新緑総合病院 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141330555414 訪問リハビリテーション等 1413305554 島津メディカルクリニック 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141330568713 訪問看護等 1413305687 鴨居病院 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141330568714 訪問リハビリテーション等 1413305687 鴨居病院 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141330583613 訪問看護等 1413305836 みどり野診療所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141330634714 訪問リハビリテーション等 1413306347 長田整形外科 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141330634716 通所リハビリテーション等 1413306347 長田整形外科 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141331019014 訪問リハビリテーション等 1413310190 神田整形外科 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141331023253 介護療養型医療施設等 1413310232 横浜田園都市病院 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141331040614 訪問リハビリテーション等 1413310406 裕香整形外科 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141340313614 訪問リハビリテーション等 1413403136 瀬谷みなみだい整形外科 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141340315114 訪問リハビリテーション等 1413403151 医療法人社団　哺育会　横浜相原病院 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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141340315116 通所リハビリテーション等 1413403151 医療法人社団　哺育会　横浜相原病院 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145318000716 通所リハビリテーション等 1453180007 介護老人保健施設　港南あおぞら 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145318000752 介護老人保健施設等 1453180007 介護老人保健施設　港南あおぞら 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328000516 通所リハビリテーション等 1453280005 介護老人保健施設　グリーンリーブズ赤枝 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328000552 介護老人保健施設等 1453280005 介護老人保健施設　グリーンリーブズ赤枝 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328001352 介護老人保健施設等 1453280013 介護老人保健施設　ナーシングピア横浜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328002114 訪問リハビリテーション等 1453280021 医療法人社団恵生会　介護老人保健施設　リハセンターさわやか 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328003916 通所リハビリテーション等 1453280039 介護老人保健施設　けいあいの郷　今宿 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328003952 介護老人保健施設等 1453280039 介護老人保健施設　けいあいの郷　今宿 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328005416 通所リハビリテーション等 1453280054 介護老人保健施設　四季の森 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328005452 介護老人保健施設等 1453280054 介護老人保健施設　四季の森 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328006214 訪問リハビリテーション等 1453280062 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　ハートケア左近山 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328006216 通所リハビリテーション等 1453280062 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　ハートケア左近山 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328006252 介護老人保健施設等 1453280062 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　ハートケア左近山 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328011216 通所リハビリテーション等 1453280112 介護老人保健施設　ケアホーム横浜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328011252 介護老人保健施設等 1453280112 介護老人保健施設　ケアホーム横浜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328014616 通所リハビリテーション等 1453280146 介護老人保健施設　老健リハビリよこはま 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328014652 介護老人保健施設等 1453280146 介護老人保健施設　老健リハビリよこはま　 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328015316 通所リハビリテーション等 1453280153 介護老人保健施設　シオンよこはま 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145328015352 介護老人保健施設等 1453280153 介護老人保健施設　シオンよこはま 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145338004514 訪問リハビリテーション等 1453380045 介護老人保健施設　フォーシーズンズヴィラいろどり 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145338004552 介護老人保健施設等 1453380045 介護老人保健施設　フォーシーズンズヴィラいろどり 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145338005216 通所リハビリテーション等 1453380052 介護老人保健施設　葵の園・ヨコハマ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145338005252 介護老人保健施設等 1453380052 介護老人保健施設　葵の園・ヨコハマ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145348000116 通所リハビリテーション等 1453480001 医療法人社団　美里会　介護老人保健施設　宮沢の里　はなもも苑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145348000152 介護老人保健施設等 1453480001 医療法人社団　美里会　介護老人保健施設　宮沢の里　はなもも苑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145348001916 通所リハビリテーション等 1453480019 医療法人社団ちとせ会　介護老人保健施設　葵の園・ヨコハマ瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145348001952 介護老人保健施設等 1453480019 医療法人社団ちとせ会　介護老人保健施設　葵の園・ヨコハマ瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145348002716 通所リハビリテーション等 1453480027 介護老人保健施設　恵の杜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145348002752 介護老人保健施設等 1453480027 介護老人保健施設　恵の杜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145348003516 通所リハビリテーション等 1453480035 医療法人社団善仁会　介護老人保健施設　ハートフル瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145348003552 介護老人保健施設等 1453480035 医療法人社団　善仁会　介護老人保健施設　ハートフル瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146319003013 訪問看護等 1463190030 医療法人健生会あさくら訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146319003043 居宅介護支援 1463190030 医療法人健生会あさくら訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146319010513 訪問看護等 1463190105 訪問看護ステーション　ハートネット 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146319011313 訪問看護等 1463190113 訪問看護リハビリステーション瑞穂の大地 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146319012113 訪問看護等 1463190121 訪問リハビリ看護ステーションビオラ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146319017013 訪問看護等 1463190170 ケアーズ訪問看護リハビリステーション上大岡 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146319018813 訪問看護等 1463190188 訪問看護クロスハート港南・横浜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146319027913 訪問看護等 1463190279 アルモ在宅訪問看護リハビリステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146319029513 訪問看護等 1463190295 アール・クラ横浜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146319030313 訪問看護等 1463190303 ガイア訪問看護ステーション　港南 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329000413 訪問看護等 1463290004 訪問看護リハビリステーション銀の舞 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329001213 訪問看護等 1463290012 旭訪問看護リハビリステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329003813 訪問看護等 1463290038 訪問看護ステーションかわい 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329009513 訪問看護等 1463290095 訪問看護リハビリステーション　元氣村あさひ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329010313 訪問看護等 1463290103 訪問看護ステーション　つるがみね 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329011113 訪問看護等 1463290111 ともろー訪問看護ステーション　市沢 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329011143 居宅介護支援 1463290111 ともろー訪問看護ステーション　市沢 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329012911 訪問介護等 1463290129 ナース＆ヘルパー訪問ステーション　れいんぼう 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329014513 訪問看護（療養通所介護含む）等 1463290145 横浜旭さくら訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329017813 訪問看護等 1463290178 竹山・上白根病院訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329018613 訪問看護等 1463290186 ユーミー横浜　訪問看護センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329019413 訪問看護等 1463290194 ビコー訪問看護リハビリステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329020213 訪問看護等 1463290202 在宅療養支援ステーション楓の風　横浜あさひ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329021013 訪問看護等 1463290210 ひまわり訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329026913 訪問看護等 1463290269 訪問看護ステーションあさがお 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329028513 訪問看護等 1463290285 メディケア看護希望が丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329031913 訪問看護等 1463290319 訪問看護リハビリステーション　ほほえみマロン 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329032713 訪問看護等 1463290327 あしたのリハビリ訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146329035013 訪問看護等 1463290350 愛訪問看護ステーション旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146339002813 訪問看護等 1463390028 緑区医師会訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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146339004413 訪問看護等 1463390044 医療法人社団三喜会　新緑訪問看護ステーション長津田 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146339004443 居宅介護支援 1463390044 医療法人社団三喜会　新緑訪問看護ステーション長津田 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146339008513 訪問看護等 1463390085 訪問看護リハビリステーション翡翠の舞 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146339014313 訪問看護等 1463390143 タツミ訪問看護ステーション長津田 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146339015013 訪問看護等 1463390150 つるかめ訪問看護ステーション　三保 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146339016813 訪問看護等 1463390168 ふくろく訪問看護リハビリステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146339026713 訪問看護等 1463390267 しろかも訪問看護リハビリステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146339028313 訪問看護等 1463390283 つながる訪問看護ケアセンター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349000013 訪問看護等 1463490000 瀬谷区医師会訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349000043 居宅介護支援 1463490000 瀬谷区医師会訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349001813 訪問看護等 1463490018 医療法人　愛生会三ツ境たんぽぽ訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349008313 訪問看護等 1463490083 はらっぱ訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349013313 訪問看護等 1463490133 あいしま看護センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349014113 訪問看護等 1463490141 訪問看護リハビリステーション　元氣村 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349017413 訪問看護等 1463490174 ケアまりーん横浜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349018213 訪問看護等 1463490182 あいわ看護サービス・瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349019013 訪問看護等 1463490190 なじみ訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349019043 居宅介護支援 1463490190 なじみ訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349020813 訪問看護等 1463490208 よつば訪問看護リハビリステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146349022413 訪問看護等 1463490224 あいず訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146359006413 訪問看護等 1463590064 訪問看護リハビリステーション水明の大地 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146389014213 訪問看護等 1463890142 和み訪問看護ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147050043812 訪問入浴介護等 1470500438 株式会社　お元気福祉サービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147050199811 訪問介護等 1470501998 温陽ケアステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147050199843 居宅介護支援 1470501998 温陽ケアステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147070093911 訪問介護等 1470700939 訪問介護　まいんど。 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147080163843 居宅介護支援 1470801638 居宅介護支援事業所　お元気福祉サービス横浜南 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310004615 通所介護等 1473100046 横浜市東永谷地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310004643 居宅介護支援 1473100046 横浜市東永谷地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310007951 介護老人福祉施設等 1473100079 特別養護老人ホーム　野庭苑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310011111 訪問介護等 1473100111 ニチイケアセンター上大岡 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310021033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473100210 ライフコミューン上大岡 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310027711 訪問介護等 1473100277 港南たすけあい心 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310027743 居宅介護支援 1473100277 港南たすけあい心 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310030112 訪問入浴介護等 1473100301 株式会社　楽　ホット 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310033515 通所介護等 1473100335 横浜市野庭地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310033543 居宅介護支援 1473100335 横浜市野庭地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310035012 訪問入浴介護等 1473100350 くらき福祉サービス株式会社　港南営業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310040033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473100400 くらら上大岡 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310041811 訪問介護等 1473100418 ヘルパーステーションくらき 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310044211 訪問介護等 1473100442 ＮＰＯ総ぐるみ福祉の会 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310070743 居宅介護支援 1473100707 有限会社　宇佐美治療院 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310079843 居宅介護支援 1473100798 たすけあい有為 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310087111 訪問介護等 1473100871 有限会社　システムケアサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310088943 居宅介護支援 1473100889 瑞穂の大地介護保険センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310089711 訪問介護等 1473100897 瑞穂の大地ヘルパーステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310094733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473100947 そんぽの家　横浜港南台 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310096243 居宅介護支援 1473100962 ケアプランくらき 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310100211 訪問介護等 1473101002 コープケアサポートセンター港南 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310100243 居宅介護支援 1473101002 コープケアサポートセンター港南 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310119217 福祉用具貸与等 1473101192 株式会社　ウィズ　京急上大岡店 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310121811 訪問介護等 1473101218 セントケア港南 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310121843 居宅介護支援 1473101218 セントケア港南 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310124211 訪問介護等 1473101242 若武者ケア　港南事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310125915 通所介護等 1473101259 朝日デイハウス港南台 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310135815 通所介護等 1473101358 上大岡デイサービス　チャオ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310156415 通所介護等 1473101564 木下の介護　上大岡 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310166315 通所介護等 1473101663 いなほの郷　日野中央 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310189515 通所介護等 1473101895 ハートネット・フィジオスタジオ　愛フィット港南 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310200015 通所介護等 1473102000 機能回復訓練強化型　マッスルデイサービス　港南日野 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310202615 通所介護等 1473102026 和光ピュアライト　小さなこかげ上大岡 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310203411 訪問介護等 1473102034 ヘルパーステーション　つどい 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147310204215 通所介護等 1473102042 ノーマルケア　デイサービス　カンタービレ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310206715 通所介護等 1473102067 いなほの郷　兎谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310224043 居宅介護支援 1473102240 ケアサービス　ホクゼン港南 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310228115 通所介護等 1473102281 リハビリテーション　港南の樹 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310229915 通所介護等 1473102299 デイサービスかけはし東永谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310243011 訪問介護等 1473102430 特定非営利活動法人まごころ会 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310244843 居宅介護支援 1473102448 横浜市日限山地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310245511 訪問介護等 1473102455 ヘルパーステーション　花実 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310247133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473102471 ラ・ナシカ　上大岡 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310250517 福祉用具貸与等 1473102505 株式会社ヤマシタ　横浜港南営業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310252143 居宅介護支援 1473102521 ケアプラン　つむぎ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310253911 訪問介護等 1473102539 ヘルパーステーション　つむぎ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310264643 居宅介護支援 1473102646 在宅看護センター横浜ケアマネステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310269515 通所介護等 1473102695 瑞穂の大地デイサービスセンター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310272911 訪問介護等 1473102729 在宅ケアサービス　絆 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310272943 居宅介護支援 1473102729 在宅ケアサービス　絆 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310273715 通所介護等 1473102737 アースサポート港南台 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310275211 訪問介護等 1473102752 ＳＯＭＰＯケア　横浜港南日野　訪問介護 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310276043 居宅介護支援 1473102760 ＳＯＭＰＯケア　横浜港南日野　居宅介護支援 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310277811 訪問介護等 1473102778 ＨＡＬＥ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310278643 居宅介護支援 1473102786 ガイアケアプランステーション　港南 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310282851 介護老人福祉施設等 1473102828 特別養護老人ホーム　ひまわり 港南台 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310283651 介護老人福祉施設等 1473102836 特別養護老人ホーム日野サザンポート 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147310287711 訪問介護等 1473102877 グッドタイムケア・港南中央 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320002811 訪問介護等 1473200028 たすけあい　あさひ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320002843 居宅介護支援 1473200028 たすけあい　あさひ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320004415 通所介護等 1473200044 万騎が原地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320004443 居宅介護支援 1473200044 万騎が原地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320005151 介護老人福祉施設等 1473200051 さくら苑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320006915 通所介護等 1473200069 横浜市上白根地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320006943 居宅介護支援 1473200069 横浜市上白根地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320007715 通所介護等 1473200077 横浜市左近山地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320007743 居宅介護支援 1473200077 横浜市左近山地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320008515 通所介護等 1473200085 横浜市川井地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320008543 居宅介護支援 1473200085 横浜市川井地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320012743 居宅介護支援 1473200127 旭区医師会居宅支援センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320013551 介護老人福祉施設等 1473200135 シャローム横浜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320014315 通所介護等 1473200143 介護支援センター　あけぼの会 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320015011 訪問介護等 1473200150 有限会社　よつば会介護支援センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320016811 訪問介護等 1473200168 サークルケアトーケン 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320018411 訪問介護等 1473200184 ニチイケアセンター二俣川 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320020012 訪問入浴介護等 1473200200 社会福祉法人創生会　特別養護老人ホーム　あだちホーム 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320020051 介護老人福祉施設等 1473200200 社会福祉法人創生会　特別養護老人ホーム　あだちホーム 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320022651 介護老人福祉施設等 1473200226 旭ホーム 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320023451 介護老人福祉施設等 1473200234 特別養護老人ホーム　グリンサイド清盛 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320024211 訪問介護等 1473200242 左近山ホームケアサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320025951 介護老人福祉施設等 1473200259 介護老人福祉施設　弥生苑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320026751 介護老人福祉施設等 1473200267 特別養護老人ホーム　富士見園 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320029133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473200291 中銀ライフケア横浜希望ヶ丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320032515 通所介護等 1473200325 高齢者グループホーム　三幸の園 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320034133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473200341 トレクォーレ横浜　若葉台 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320044043 居宅介護支援 1473200440 医療法人　社団恵生会　介護老人保健施設　リハセンターさわやか　ケアマネステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320046515 通所介護等 1473200465 横浜市今宿地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320046543 居宅介護支援 1473200465 横浜市今宿地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320047343 居宅介護支援 1473200473 介護保険センター生活デザイン館 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320052311 訪問介護等 1473200523 ニチイケアセンター旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320052317 福祉用具貸与等 1473200523 ニチイケアセンター旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320052343 居宅介護支援 1473200523 ニチイケアセンター旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320053143 居宅介護支援 1473200531 今宿ホーム 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320053151 介護老人福祉施設等 1473200531 今宿ホーム 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320055611 訪問介護等 1473200556 さくら苑ヘルパーステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320058043 居宅介護支援 1473200580 横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147320059815 通所介護等 1473200598 横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ　通所介護 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320091111 訪問介護等 1473200911 ニコニコ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320092911 訪問介護等 1473200929 ケアサービス　みのり　旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320110911 訪問介護等 1473201109 コープケアサポートセンター旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320110943 居宅介護支援 1473201109 コープケアサポートセンター旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320112551 介護老人福祉施設等 1473201125 特別養護老人ホーム　椿寿 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320113312 訪問入浴介護等 1473201133 さくら苑訪問入浴サービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320115815 通所介護等 1473201158 歩デイサービスセンター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320116633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473201166 有料老人ホーム　サニーライフ南万騎が原 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320117443 居宅介護支援 1473201174 よりそい　元氣村 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320140651 介護老人福祉施設等 1473201406 特別養護老人ホーム　グリーンライフ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320142211 訪問介護等 1473201422 泉の郷　南希望が丘　訪問介護 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320143043 居宅介護支援 1473201430 泉の郷　南希望が丘　居宅介護 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320144833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473201448 ライフコミューン希望が丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320149743 居宅介護支援 1473201497 銀の舞介護保険センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320152133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473201521 中銀ケアホテル横浜希望ヶ丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320156215 通所介護等 1473201562 歩デイサービスセンター　二俣川 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320157051 介護老人福祉施設等 1473201570 介護老人福祉施設ヴィラ横浜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320185151 介護老人福祉施設等 1473201851 特別養護老人ホームかわいの家 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320186911 訪問介護等 1473201869 メディケア介護希望が丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320187751 介護老人福祉施設等 1473201877 介護老人福祉施設ヴィラ桜ヶ丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320192711 訪問介護等 1473201927 訪問介護ステーション　ドルチェ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320193517 福祉用具貸与等 1473201935 フランスベッド株式会社　メディカル横浜旭営業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320196851 介護老人福祉施設等 1473201968 介護老人福祉施設ヴィラ南本宿 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320197615 通所介護等 1473201976 平成デイサービスセンター南本宿 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320199211 訪問介護等 1473201992 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320199243 居宅介護支援 1473201992 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320200811 訪問介護等 1473202008 ホーム　ケア　コラージュ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320205712 訪問入浴介護等 1473202057 アサヒサンクリーン在宅介護センター横浜旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320206515 通所介護等 1473202065 横浜市今宿西地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320206543 居宅介護支援 1473202065 横浜市今宿西地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320207343 居宅介護支援 1473202073 わかば介護保険センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320208151 介護老人福祉施設等 1473202081 特別養護老人ホーム　今川の郷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320210751 介護老人福祉施設等 1473202107 特別養護老人ホーム　陽光苑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320213115 通所介護等 1473202131 おもてなしデイサービス希望が丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320214915 通所介護等 1473202149 サロンデイ白根 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320215643 居宅介護支援 1473202156 なないろサポートセンター希望が丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320220611 訪問介護等 1473202206 エスケアステーション旭　訪問介護 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320245311 訪問介護等 1473202453 金沢ケア・サービス　旭事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320248715 通所介護等 1473202487 デイサービス　愛の里 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320249515 通所介護等 1473202495 デイサービスセンター　手をつな号　今宿 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320250343 居宅介護支援 1473202503 居宅介護支援事業所　ほほえみりぼん 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320253711 訪問介護等 1473202537 しあわせ介護 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320257815 通所介護等 1473202578 横浜市若葉台地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320259415 通所介護等 1473202594 生きがい工房二俣川パート２ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320262843 居宅介護支援 1473202628 テルウェル東日本　二俣川ケアプランセンタ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320264443 居宅介護支援 1473202644 横浜市白根地域ケアプラザ介護保険センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320265117 福祉用具貸与等 1473202651 ダスキンヘルスレント横浜西ステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320266915 通所介護等 1473202669 あしたのリハビリセンター　あさひ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320269343 居宅介護支援 1473202693 医療法人社団恵生会　上白根病院ケアマネステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320274333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473202743 シルバーライフはなみずき 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320275043 居宅介護支援 1473202750 ユーミー横浜　在宅介護支援センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320291715 通所介護等 1473202917 レコードブック三ツ境 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320292543 居宅介護支援 1473202925 医療法人社団協友会　ハートケア左近山　指定居宅介護支援事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320293315 通所介護等 1473202933 デイサービスとわ今宿 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320295843 居宅介護支援 1473202958 居宅介護支援事業所あさがお 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320296611 訪問介護等 1473202966 アカリエ　二俣川駅前　ご自宅訪問介護サービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320298211 訪問介護等 1473202982 ホームヘルパーステーションスマイル 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320307143 居宅介護支援 1473203071 指定居宅介護支援事業所たんぽぽ四季の森 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320308911 訪問介護等 1473203089 訪問介護ステーションたんぽぽ四季の森 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320310543 居宅介護支援 1473203105 にこまる 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320311343 居宅介護支援 1473203113 メディケアプラン希望が丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147320312143 居宅介護支援 1473203121 小糸居宅介護支援事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320314743 居宅介護支援 1473203147 フレンドシップあさひ介護サービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320315415 通所介護等 1473203154 フレンドシップあさひスポーツデイ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320316211 訪問介護等 1473203162 そらいろケアステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320319611 訪問介護等 1473203196 つぼみ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320320443 居宅介護支援 1473203204 はなまるケア 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320322033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473203220 サニーステージ二俣川 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320323811 訪問介護等 1473203238 けいあいの杜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320324643 居宅介護支援 1473203246 横浜市二俣川地域ケアプラザ介護保険センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320326111 訪問介護等 1473203261 ＳＯＭＰＯケア　横浜希望が丘　訪問介護 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320327943 居宅介護支援 1473203279 ＳＯＭＰＯケア　横浜希望が丘　居宅介護支援　 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320328711 訪問介護等 1473203287 グランダ二俣川ケアステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320329543 居宅介護支援 1473203295 エスケイケアプラン 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320331117 福祉用具貸与等 1473203311 株式会社ヤマシタ横浜旭営業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320332933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473203329 花珠の家あさひ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320333715 通所介護等 1473203337 デイサービス　都岡の樹 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320336015 通所介護等 1473203360 レコードブック南万騎が原 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320337833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473203378 ハートランド・エミシア横濱旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320338615 通所介護等 1473203386 プラチナライフ横浜善部町 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320339411 訪問介護等 1473203394 訪問介護かえで旭サービスセンター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320341011 訪問介護等 1473203410 訪問介護　Ａｑｕａ　希望ヶ丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320342815 通所介護等 1473203428 ルネサンス　元氣ジム三ツ境　 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320343643 居宅介護支援 1473203436 ひまわり　居宅介護支援事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320344411 訪問介護等 1473203444 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護あさひ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320345117 福祉用具貸与等 1473203451 ウォーキングフィールド　アルク 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147320347711 訪問介護等 1473203477 障害者支援・訪問介護ステーションひまわり 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330001843 居宅介護支援 1473300018 横浜市山下地域ケアプラザ居宅介護 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330003415 通所介護等 1473300034 横浜市十日市場地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330003443 居宅介護支援 1473300034 横浜市十日市場地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330004215 通所介護等 1473300042 横浜市長津田地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330004243 居宅介護支援 1473300042 横浜市長津田地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330005915 通所介護等 1473300059 横浜市中山地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330005943 居宅介護支援 1473300059 横浜市中山地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330006711 訪問介護等 1473300067 生活リハビリクラブ鴨居 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330006715 通所介護等 1473300067 生活リハビリクラブ鴨居 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330008317 福祉用具貸与等 1473300083 株式会社　ハーツエイコー 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330010943 居宅介護支援 1473300109 ケアセンター　メゾンヴェルト 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330010951 介護老人福祉施設等 1473300109 ケアセンター　メゾンヴェルト 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330011751 介護老人福祉施設等 1473300117 特別養護老人ホーム　慶星閣 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330029943 居宅介護支援 1473300299 愛コムネット 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330036411 訪問介護等 1473300364 こだまケアサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330040643 居宅介護支援 1473300406 緑区医師会居宅支援センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330041417 福祉用具貸与等 1473300414 高住研キヨタ株式会社横浜店 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330044811 訪問介護等 1473300448 有限会社　ふれあいハート 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330044843 居宅介護支援 1473300448 有限会社　ふれあいハート 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330046311 訪問介護等 1473300463 ＮＰＯ　ワーカーズくまさん 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330048911 訪問介護等 1473300489 翡翠の舞ヘルパーステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330067911 訪問介護等 1473300679 有限会社ケアサポート絵日記 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330072943 居宅介護支援 1473300729 翡翠の舞　介護保険センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330085151 介護老人福祉施設等 1473300851 介護老人福祉施設　ビオラ三保 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330090111 訪問介護等 1473300901 あゆみ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330090143 居宅介護支援 1473300901 あゆみ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330092711 訪問介護等 1473300927 ＮＰＯ法人　たすけあい・ゆりの木 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330102443 居宅介護支援 1473301024 居宅介護支援　オアシス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330104051 介護老人福祉施設等 1473301040 特別養護老人ホーム　フォーシーズンズヴィラこもれび 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330119851 介護老人福祉施設等 1473301198 介護老人福祉施設　北八朔 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330120611 訪問介護等 1473301206 セントケア横浜緑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330121415 通所介護等 1473301214 セントケア横浜緑デイサービスセンター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330124815 通所介護等 1473301248 横浜市鴨居地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330124843 居宅介護支援 1473301248 横浜市鴨居地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330130543 居宅介護支援 1473301305 横浜市霧が丘地域ケアプラザ居宅介護支援事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330131315 通所介護等 1473301313 横浜市霧が丘地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147330132133 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1473301321 社会福祉法人白鳳会　指定介護付ケアハウス　フォーシーズンズヴィラそよかぜ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330152951 介護老人福祉施設等 1473301529 介護老人福祉施設　横浜よさこいホーム 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330154515 通所介護等 1473301545 デイサービスセンター　よさこい 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330155215 通所介護等 1473301552 デイサービス　れんじゅ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330156043 居宅介護支援 1473301560 福祉クラブ生協オプティ緑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330159415 通所介護等 1473301594 田園都市ケア・プラザ十日市場 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330160211 訪問介護等 1473301602 てらす 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330164443 居宅介護支援 1473301644 横浜セラトピア居宅介護支援事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330165115 通所介護等 1473301651 デイサービス　サニタケアサービス和　鴨居店 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330167751 介護老人福祉施設等 1473301677 特別養護老人ホーム　みずほ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330169311 訪問介護等 1473301693 ニチイケアセンターみどり中山 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330169343 居宅介護支援 1473301693 ニチイケアセンターみどり中山 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330170112 訪問入浴介護等 1473301701 アサヒサンクリーン在宅介護センター横浜緑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330186711 訪問介護等 1473301867 サポート　ニトリ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330187515 通所介護等 1473301875 機能訓練特化型デイサービス　とわ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330188315 通所介護等 1473301883 サロンド鹿鳴館 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330189133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473301891 はぴね横浜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330192515 通所介護等 1473301925 Ｒｅｈａ　Ｓｔｙｌｅ　アン　フルール 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330196643 居宅介護支援 1473301966 ささゆりケアプラン　長津田事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330197411 訪問介護等 1473301974 ささゆりホームヘルプサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330198243 居宅介護支援 1473301982 ＧＴＬケアプランセンター　長津田みなみ台 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330199011 訪問介護等 1473301990 ＧＴＬケアサービス　長津田みなみ台 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330201415 通所介護等 1473302014 デイサービス・くまさん 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330202215 通所介護等 1473302022 デイサービスゆかい 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330203015 通所介護等 1473302030 デイのんな 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330204811 訪問介護等 1473302048 生活協同組合パルシステム神奈川ぬくもり横浜北 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330205543 居宅介護支援 1473302055 こだまケアプランサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330209711 訪問介護等 1473302097 若武者ケア　緑事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330213911 訪問介護等 1473302139 ヘルパーステーションみどり野 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330215415 通所介護等 1473302154 リハテラス長津田 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330216215 通所介護等 1473302162 デイサービスたのし～む。十日市場 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330225343 居宅介護支援 1473302253 あおぞらサポート 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330227915 通所介護等 1473302279 横浜市東本郷地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330227943 居宅介護支援 1473302279 横浜市東本郷地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330229511 訪問介護等 1473302295 ＩＮＳ　横浜緑訪問介護事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330230343 居宅介護支援 1473302303 東京海上日動みずたま介護ＳＴ十日市場ケアプランセンター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330231111 訪問介護等 1473302311 東京海上日動みずたま介護ＳＴ十日市場 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330232911 訪問介護等 1473302329 トラちゃん介護タクシー合同会社 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330233733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473302337 花珠の家みどり 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330234533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473302345 ジョイライフ十日市場 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330238611 訪問介護等 1473302386 ホームヘルプサービス　ソラスト長津田 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330239433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473302394 ジョイライフ鴨居 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330241043 居宅介護支援 1473302410 みどり野診療所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330242843 居宅介護支援 1473302428 ふくろくケアプランセンター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330244443 居宅介護支援 1473302444 よさこいケアプランセンター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330248511 訪問介護等 1473302485 ｗａｋｕｗａｋｕファミリーＧＥＮＫＩ長津田 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330249343 居宅介護支援 1473302493 あいばな　ケアセンター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330251933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473302519 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ十日市場 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330252711 訪問介護等 1473302527 ＳＯＭＰＯケア　横浜十日市場　訪問介護 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330257615 通所介護等 1473302576 デイサービスセンター　なかやま 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330258415 通所介護等 1473302584 デイサービスなごみ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330259211 訪問介護等 1473302592 すいへいせん訪問介護 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330260015 通所介護等 1473302600 オハナ横浜十日市場 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330261833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473302618 ナーシングホーム　横浜ゆうふくの郷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330262611 訪問介護等 1473302626 和み邸中山訪問介護事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330265933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473302659 グッドタイムホーム・十日市場 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147330266743 居宅介護支援 1473302667 陽だまりケアプラン 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340002451 介護老人福祉施設等 1473400024 ゆうあいの郷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340003215 通所介護等 1473400032 横浜市二ツ橋地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340003243 居宅介護支援 1473400032 横浜市二ツ橋地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340004015 通所介護等 1473400040 横浜市阿久和地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340004043 居宅介護支援 1473400040 横浜市阿久和地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147340007311 訪問介護等 1473400073 特定非営利活動法人ふるさとホーム瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340007343 居宅介護支援 1473400073 特定非営利活動法人ふるさとホーム瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340013115 通所介護等 1473400131 横浜市下瀬谷地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340013143 居宅介護支援 1473400131 横浜市下瀬谷地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340014915 通所介護等 1473400149 横浜市中屋敷地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340014943 居宅介護支援 1473400149 横浜市中屋敷地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340015611 訪問介護等 1473400156 瀬谷区医師会ヘルパーステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340016443 居宅介護支援 1473400164 わくわくケアサポート 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340017211 訪問介護等 1473400172 わくわくケアハート 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340018011 訪問介護等 1473400180 はらっぱ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340018043 居宅介護支援 1473400180 はらっぱ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340020651 介護老人福祉施設等 1473400206 特別養護老人ホーム　みなみの苑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340024815 通所介護等 1473400248 デイサービスセンター　みなみの苑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340026343 居宅介護支援 1473400263 居宅介護支援センター　みなみの苑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340041251 介護老人福祉施設等 1473400412 介護老人福祉施設　ひだまり館 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340055251 介護老人福祉施設等 1473400552 スプリングガーデン瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340076833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473400768 すいとぴー　三ツ境 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340077651 介護老人福祉施設等 1473400776 特別養護老人ホーム　ファミリーイン瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340078415 通所介護等 1473400784 デイサービス輝の杜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340080015 通所介護等 1473400800 デイサービス元氣村 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340082615 通所介護等 1473400826 デイサービス　ビーンズリハビリセンター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340083415 通所介護等 1473400834 ファミリーイン瀬谷デイサービスセンター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340085911 訪問介護等 1473400859 アームス在宅支援センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340085943 居宅介護支援 1473400859 アームス在宅支援センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340086715 通所介護等 1473400867 パナソニック　エイジフリーケアセンター瀬谷・デイサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340089115 通所介護等 1473400891 ハートリンク瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340103043 居宅介護支援 1473401030 ケアサポート　のぞみ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340105515 通所介護等 1473401055 デイサービス　みずのと 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340106311 訪問介護等 1473401063 ニチイケアセンター瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340109743 居宅介護支援 1473401097 横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340110511 訪問介護等 1473401105 ヘルパーステーション　ソーイン 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340112151 介護老人福祉施設等 1473401121 介護老人福祉施設　ラペ瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340118815 通所介護等 1473401188 ビーンズリハビリセンター　フィジオ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340132933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473401329 カーサプラチナ三ツ境 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340136011 訪問介護等 1473401360 すずかぜ　ヘルパーステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340138615 通所介護等 1473401386 鍼灸マッサージ　～憩～　南瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340139415 通所介護等 1473401394 デイサービス　アクアバディ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340140215 通所介護等 1473401402 デイサービス　らんど 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340141015 通所介護等 1473401410 デイサービス　真心苑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340146917 福祉用具貸与等 1473401469 ひとは菜　福祉用具事務所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340147743 居宅介護支援 1473401477 ケアまりーん横浜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340149315 通所介護等 1473401493 ぽかぽかプラザデイサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340158417 福祉用具貸与等 1473401584 イーライフ株式会社横浜営業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340161811 訪問介護等 1473401618 らんケアサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340162611 訪問介護等 1473401626 ボンセジュール三ツ境ケアステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340163411 訪問介護等 1473401634 訪問介護事業所りりーふ・ドア 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340164243 居宅介護支援 1473401642 居宅介護支援事業所　みずのと 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340165933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473401659 はなことば瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340167533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473401675 リアンレーヴ横浜瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340169111 訪問介護等 1473401691 エンジョイらいふ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340170915 通所介護等 1473401709 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340171715 通所介護等 1473401717 ＳＯＭＰＯケア　横浜相沢　デイサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340172533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473401725 リアンレーヴ　三ツ境 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340173311 訪問介護等 1473401733 虹 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340174143 居宅介護支援 1473401741 風 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340175843 居宅介護支援 1473401758 らいちケアマネステーション 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340176611 訪問介護等 1473401766 ヘルパーステーションからし菜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340177443 居宅介護支援 1473401774 居宅介護支援事業所　ピュアライフ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340178211 訪問介護等 1473401782 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護せや 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340179015 通所介護等 1473401790 ブルーミングケア横浜瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340180815 通所介護等 1473401808 デイサービス　とわ　下瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147340181617 福祉用具貸与等 1473401816 シンセリティーサービス株式会社　瀬谷営業所　 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147350024515 通所介護等 1473500245 横浜市笠間地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147350024543 居宅介護支援 1473500245 横浜市笠間地域ケアプラザ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147350047611 訪問介護等 1473500476 有限会社　悠ゆう　訪問介護事業部 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147350048443 居宅介護支援 1473500484 有限会社　悠ゆう　居宅介護支援事業部 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147350090615 通所介護等 1473500906 ケアセンターリトルバンブー 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147350090643 居宅介護支援 1473500906 ケアセンターリトルバンブー 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147350099711 訪問介護等 1473500997 あしたのなえ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147350119315 通所介護等 1473501193 ディサービス　フリーダム 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147350121915 通所介護等 1473501219 けんごろうリハビリデイサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147350134243 居宅介護支援 1473501342 水明の大地介護保険センター 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147350136712 訪問入浴介護等 1473501367 水明の大地訪問入浴サービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147350157315 通所介護等 1473501573 日日是好日 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147370127243 居宅介護支援 1473701272 あいケアマネジメントサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147380209643 居宅介護支援 1473802096 居宅介護支援事業所　和み 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310004232 認知症対応型共同生活介護等 1493100042 セントケアホーム港南 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310012532 認知症対応型共同生活介護等 1493100125 グループホームみんなの家　横浜上永谷松風 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310014173 小規模多機能型居宅介護等 1493100141 Ｋファミリー日野 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310015832 認知症対応型共同生活介護等 1493100158 グループホーム　サンガーデン 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310022477 看護小規模多機能型居宅介護 1493100224 看護小規模多機能型居宅介護　クロスハート港南・横浜 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310024076 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493100240 瑞穂の大地ケア24 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310030732 認知症対応型共同生活介護等 1493100307 横浜港南グループホームそよ風 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310031515 通所介護等 1493100315 デイサービスふるさと東永谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310035615 通所介護等 1493100356 デイサービスかけはし日限山 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310040615 通所介護等 1493100406 だんらんの家　上永谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310046373 小規模多機能型居宅介護等 1493100463 小規模多機能ホーム　ジャスミン 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310047132 認知症対応型共同生活介護等 1493100471 グループホーム　フリージア 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310048932 認知症対応型共同生活介護等 1493100489 メープル上永谷館 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310051332 認知症対応型共同生活介護等 1493100513 グループホームちいさな手若葉の丘横浜こうなん 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149310053915 通所介護等 1493100539 ポラリスデイサービスセンター横浜港南台 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320008132 認知症対応型共同生活介護等 1493200081 グループホームゆうあい 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320009973 小規模多機能型居宅介護等 1493200099 小規模多機能型居宅介護事業所　ひまわり 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320010715 通所介護等 1493200107 高齢者グループホーム　かわしまの里 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320010732 認知症対応型共同生活介護等 1493200107 高齢者グループホーム　かわしまの里 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320013132 認知症対応型共同生活介護等 1493200131 グループホームあさひ別荘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320015632 認知症対応型共同生活介護等 1493200156 グループホームみんなの家　横浜金が谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320017232 認知症対応型共同生活介護等 1493200172 サン・フローラ上白根 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320022232 認知症対応型共同生活介護等 1493200222 グループホームみんなの家　横浜今宿 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320026332 認知症対応型共同生活介護等 1493200263 グループホーム　横浜旭の家 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320033973 小規模多機能型居宅介護等 1493200339 小規模多機能型居宅介護事業所　ラウレア 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320034773 小規模多機能型居宅介護等 1493200347 小規模多機能型居宅介護事業所　プルメリア 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320035476 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493200354 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護あさひ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320036273 小規模多機能型居宅介護等 1493200362 ミモザ横濱南万騎が原 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320037015 通所介護等 1493200370 デイサービスふるさと希望ヶ丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320038815 通所介護等 1493200388 aigamoリハビリステーション二俣川 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320039615 通所介護等 1493200396 あしたのリハビリセンター　さこんやま 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320040415 通所介護等 1493200404 デイサービススマイル 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320041215 通所介護等 1493200412 一笑苑　横浜旭 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320043815 通所介護等 1493200438 レコードブック希望ヶ丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320044615 通所介護等 1493200446 デイサービス　みなまきみらい 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320045315 通所介護等 1493200453 フレンドシップあさひ本店 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320046115 通所介護等 1493200461 リハプライド　千丸台 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320047915 通所介護等 1493200479 ｆｕｒｅａｉ南万騎が原店 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320048773 小規模多機能型居宅介護等 1493200487 小規模多機能型居宅介護事業所　みなみ万騎が原 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320049515 通所介護等 1493200495 チアーズライフあさひ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320050332 認知症対応型共同生活介護等 1493200503 ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家ＧＨ西川島　グループホーム 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320051115 通所介護等 1493200511 カモミール 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149320052915 通所介護等 1493200529 デイサービスうらら 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330004873 小規模多機能型居宅介護等 1493300048 デイホーム東本郷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330010532 認知症対応型共同生活介護等 1493300105 グループホームおもとの郷東本郷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330014732 認知症対応型共同生活介護等 1493300147 ミモザ横浜霧が丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330021215 通所介護等 1493300212 ささゆり　デイサービス長津田事業所 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330022073 小規模多機能型居宅介護等 1493300220 ガーデンハウス　もも 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月



横浜 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）
149330023832 認知症対応型共同生活介護等 1493300238 花物語なかやま 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330024676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493300246 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護みどり 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330029515 通所介護等 1493300295 デイサービスふるさと鴨居 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330030315 通所介護等 1493300303 デイサービスふるさと十日市場 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330032915 通所介護等 1493300329 ｆｕｒｅａｉ中山店 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330033773 小規模多機能型居宅介護等 1493300337 ミモザ横浜霧が丘 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330034573 小規模多機能型居宅介護等 1493300345 パナソニック　エイジフリーケアセンター横浜十日市場町・小規模多機能 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330035215 通所介護等 1493300352 デイサービス桜花乃郷　長津田の家 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330036073 小規模多機能型居宅介護等 1493300360 小規模多機能型居宅介護事業所　みなみ鴨居 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330037873 小規模多機能型居宅介護等 1493300378 小規模多機能型居宅介護　日和 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330038615 通所介護等 1493300386 デイサービス　ウィズ・ユー長津田 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330039476 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493300394 ＳＯＭＰＯケア　横浜十日市場　定期巡回 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330042876 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493300428 ホームケア緑 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330044415 通所介護等 1493300444 ｆｕｒｅａｉ鴨居店 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330045115 通所介護等 1493300451 ＧＭＣリハビリデイサービス 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149330046976 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493300469 翡翠の舞ケア２４ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340009532 認知症対応型共同生活介護等 1493400095 グループホームみんなの家　横浜宮沢２ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340010332 認知症対応型共同生活介護等 1493400103 グループホームきずな 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340011173 小規模多機能型居宅介護等 1493400111 わくわくの里 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340012932 認知症対応型共同生活介護等 1493400129 グループホームみんなの家　横浜宮沢３ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340013732 認知症対応型共同生活介護等 1493400137 グループホーム　みなみの里 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340016073 小規模多機能型居宅介護等 1493400160 小規模多機能型居宅介護事業所　オリーブ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340021073 小規模多機能型居宅介護等 1493400210 小規模多機能型居宅介護事業所　ロマン 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340022873 小規模多機能型居宅介護等 1493400228 小規模多機能ホーム　あんのん 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340027732 認知症対応型共同生活介護等 1493400277 グループホーム　ふぁいと宮沢 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340028576 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493400285 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護せや 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340032773 小規模多機能型居宅介護等 1493400327 咲くや愛成 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340033515 通所介護等 1493400335 デイサービスふるさと瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340034315 通所介護等 1493400343 ｆｕｒｅａｉ瀬谷店 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340035015 通所介護等 1493400350 デイサービス　ハレルヤ！ 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149340036832 認知症対応型共同生活介護等 1493400368 グループホーム　ソラスト瀬谷 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149350023373 小規模多機能型居宅介護等 1493500233 よりどころ　栄 横浜1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141100274016 通所リハビリテーション等 1411002740 医療法人社団明芳会　イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141100345814 訪問リハビリテーション等 1411003458 医療法人　横浜博萌会　西横浜国際総合病院 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141101054516 通所リハビリテーション等 1411010545 ふくむら整形外科 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141310336316 通所リハビリテーション等 1413103363 医療法人社団　誠友会 さつき台診療所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141310431216 通所リハビリテーション等 1413104312 医療法人　健生会　朝倉クリニック 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141310579843 居宅介護支援 1413105798 ホームケアクリニック横浜港南 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141330402914 訪問リハビリテーション等 1413304029 医療法人社団　恵生会　竹山病院 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141361030016 通所リハビリテーション等 1413610300 いずみ野整形外科 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141370226314 訪問リハビリテーション等 1413702263 あおば整形外科 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141371037313 訪問看護等 1413710373 さとう内科クリニック 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141371037314 訪問リハビリテーション等 1413710373 さとう内科クリニック 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141380071114 訪問リハビリテーション等 1413800711 水野クリニック 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
145358500816 通所リハビリテーション等 1453585008 ケアポート・田谷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146079023813 訪問看護等 1460790238 神奈川リハビリ訪問看護ステーションあおば 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146109019013 訪問看護等 1461090190 訪問看護リハビリステーション希望の大地 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146109029943 居宅介護支援 1461090299 ナースケア　オリーブ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146109030713 訪問看護等 1461090307 愛訪問看護戸塚ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146109031513 訪問看護等 1461090315 在宅療養支援ステーション楓の風　戸塚 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146109044813 訪問看護等 1461090448 いろはかえで訪問看護リハビリステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146109045513 訪問看護等 1461090455 訪問看護ステーション　ブレスト戸塚 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146109048913 訪問看護等 1461090489 訪問看護リハビリステーション戸塚 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146319023813 訪問看護等 1463190238 ガイア訪問看護ステーション　上大岡 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146319024613 訪問看護等 1463190246 在宅看護センター横浜　訪問看護リハビリステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146319025313 訪問看護等 1463190253 悠ゆう　訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146319036013 訪問看護等 1463190360 あったか訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146329015213 訪問看護等 1463290152 訪問看護リハビリステーションさくら苑 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146329016013 訪問看護等 1463290160 ほほえみ訪問看護リハビリステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146329023613 訪問看護等 1463290236 横浜市福祉サービス協会　訪問看護ステーションあさひ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146329024413 訪問看護等 1463290244 タツミ訪問看護ステーション鶴ヶ峰 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146329036813 訪問看護等 1463290368 ユーミー旭区　訪問看護センター 横浜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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146329038413 訪問看護等 1463290384 コンソラータ　訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146329040013 訪問看護等 1463290400 横浜訪問看護リハビリ　なる 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146329041813 訪問看護等 1463290418 みずき訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146329042613 訪問看護等 1463290426 訪問看護ステーションにじ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146329043413 訪問看護等 1463290434 ひと花　訪問看護リハビリステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146339007713 訪問看護等 1463390077 東本郷訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146339009313 訪問看護等 1463390093 訪問リハビリ・ナースステーション　おとなりさん 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146339022613 訪問看護等 1463390226 ユーミー緑区　訪問看護センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146339024213 訪問看護等 1463390242 訪問看護リハビリステーション　リライフ中山 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146339025913 訪問看護等 1463390259 アイ・エル訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146339030913 訪問看護等 1463390309 元気訪問看護リハステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146339032513 訪問看護等 1463390325 マカロン訪問看護リハビリステーション鴨居 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146339033313 訪問看護等 1463390333 かなえる訪問看護ケアセンター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146339034113 訪問看護等 1463390341 ライフウェル訪問看護ステーション緑 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146339035813 訪問看護等 1463390358 メディカルケアステーションあおと 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146349009113 訪問看護等 1463490091 からし菜訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146349011713 訪問看護等 1463490117 あゆみ訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146349012513 訪問看護等 1463490125 らふぁ訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146349016613 訪問看護等 1463490166 あいざわ訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146349016643 居宅介護支援 1463490166 あいざわ訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146349023213 訪問看護等 1463490232 アームス訪問看護リハビリステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146359003113 訪問看護等 1463590031 にこにこ訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146359003143 居宅介護支援 1463590031 にこにこ訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146359004913 訪問看護等 1463590049 訪問看護ファミリー・ホスピス本郷台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146359014813 訪問看護等 1463590148 ささえる訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146359015513 訪問看護等 1463590155 ゆき訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146369009613 訪問看護等 1463690096 福祉プラザあいしま訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146369010413 訪問看護等 1463690104 訪問看護リハビリステーション花の生活館 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146379008613 訪問看護等 1463790086 青葉訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146379018513 訪問看護等 1463790185 訪問看護ステーション　リハ・オリビエ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146379033413 訪問看護等 1463790334 ライフウェル訪問看護リハビリステーション青葉台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146379050813 訪問看護等 1463790508 ＩＲＩＥ　ＬＩＦＥ　訪問看護ステーション　 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146379051613 訪問看護等 1463790516 ここから訪問看護リハビリケアあざみ野 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146379054013 訪問看護等 1463790540 アミカ横浜訪問看護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146379055713 訪問看護等 1463790557 ソフィアメディ訪問看護ステーション青葉台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146389010013 訪問看護等 1463890100 訪問看護リハビリステーション楠の大樹 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146389016713 訪問看護等 1463890167 人見訪問看護リハビリステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146389031613 訪問看護等 1463890316 ソフィアメディ訪問看護ステーションセンター北 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146389033213 訪問看護等 1463890332 ウィル訪問看護ステーションよこはま北山田 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147060264811 訪問介護等 1470602648 ヘルパーステーション碧い木 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147070106917 福祉用具貸与等 1470701069 クラーレ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100024815 通所介護等 1471000248 労協横浜戸塚地域福祉事業所　であいの家 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100037015 通所介護等 1471000370 横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100037043 居宅介護支援 1471000370 横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100077643 居宅介護支援 1471000776 ヘルパーステーション　マザー原宿 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100083411 訪問介護等 1471000834 ケアセンター　ベタニヤ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100086717 福祉用具貸与等 1471000867 株式会社　イノベイションオブメディカルサービス横浜営業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100088311 訪問介護等 1471000883 有限会社　ハートケア 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100090911 訪問介護等 1471000909 尽力車　訪問介護事業部 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100098211 訪問介護等 1471000982 有限会社　ことぶき 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100098243 居宅介護支援 1471000982 有限会社　ことぶき 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100099043 居宅介護支援 1471000990 医療法人社団明芳会イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院居宅介護支援センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100101415 通所介護等 1471001014 横浜市下倉田地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100101443 居宅介護支援 1471001014 横浜市下倉田地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100107111 訪問介護等 1471001071 コープケアサポートセンター戸塚 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100108911 訪問介護等 1471001089 スマイル介護サービス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100138615 通所介護等 1471001386 デイサービスセンター　マザー原宿 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100168315 通所介護等 1471001683 ケアセンターメヌエットとりがおか 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100174143 居宅介護支援 1471001741 居宅介護支援センター　こすずめの里 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100178215 通所介護等 1471001782 ミモザ横濱紅葉苑 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100278011 訪問介護等 1471002780 プチハウス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147100318415 通所介護等 1471003184 デイサービス　下倉田つどい 横浜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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147310020211 訪問介護等 1473100202 有限会社　ケア・オフィス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310052517 福祉用具貸与等 1473100525 和光　ピュアライト 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310053311 訪問介護等 1473100533 訪問介護事業所　有為 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310064011 訪問介護等 1473100640 みどりの風こうなん 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310105115 通所介護等 1473101051 デイサービス　フローレンスケア港南台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310118417 福祉用具貸与等 1473101184 ダスキンヘルスレント港南ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310142417 福祉用具貸与等 1473101424 フランスベッド株式会社　メディカル横浜営業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310144015 通所介護等 1473101440 パナソニック　エイジフリーケアセンター港南台・デイサービス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310146543 居宅介護支援 1473101465 横浜市日野南地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310147315 通所介護等 1473101473 上永谷デイサービスセンター　すずかけの郷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310147343 居宅介護支援 1473101473 上永谷デイサービスセンター　すずかけの郷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310151543 居宅介護支援 1473101515 若武者ケア港南　居宅介護支援事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310179643 居宅介護支援 1473101796 居宅介護支援事業所　ねっこ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310181211 訪問介護等 1473101812 福祉クラブ生協訪問介護事業所　港南ぴいす 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310188715 通所介護等 1473101887 ルネサンス　元氣ジム港南台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310191115 通所介護等 1473101911 ラクネスシニア 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310192915 通所介護等 1473101929 かないわデイサービス上永谷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310193715 通所介護等 1473101937 リハビリデイサービス　プラチナ倶楽部 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147310194515 通所介護等 1473101945 リハビリデイセンター悠　港南台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147320038211 訪問介護等 1473200382 倉成介護支援センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147320038215 通所介護等 1473200382 倉成介護支援センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147320039011 訪問介護等 1473200390 アールビー訪問介護事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147320043215 通所介護等 1473200432 横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147320043243 居宅介護支援 1473200432 横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147320062215 通所介護等 1473200622 デイサービスセンターシャローム横浜 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147320068911 訪問介護等 1473200689 特定非営利活動法人　福祉グループコアラ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147320070515 通所介護等 1473200705 デイサービスセンター真珠の詩 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147320071317 福祉用具貸与等 1473200713 株式会社　ハンドベル・ケア　横浜営業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147320161243 居宅介護支援 1473201612 介護相談センター　ひとはな 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147320174511 訪問介護等 1473201745 ヘルパー事業所　人・花 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330006743 居宅介護支援 1473300067 生活リハビリクラブ鴨居 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330016615 通所介護等 1473300166 医療法人社団　有仁会　ライトハウス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330027317 福祉用具貸与等 1473300273 福祉クラブ生協　介護生活用品店「らく・らっく」 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330029917 福祉用具貸与等 1473300299 愛コムネット 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330055411 訪問介護等 1473300554 福祉クラブ生協　エプロン・みどり 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330056211 訪問介護等 1473300562 横浜市福祉サービス協会　緑介護事務所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330056243 居宅介護支援 1473300562 横浜市福祉サービス協会　緑介護事務所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330059643 居宅介護支援 1473300596 居宅介護支援事業所　白くま 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330068743 居宅介護支援 1473300687 あいしんケアサービス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330105715 通所介護等 1473301057 エム・アップ　デイサービス　東本郷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330108143 居宅介護支援 1473301081 居宅介護支援事業所　おとなりさん 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330112311 訪問介護等 1473301123 島津メディカルクリニック　なでしこ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330148715 通所介護等 1473301487 リハビリテーションセンター　おとなりさん 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330150343 居宅介護支援 1473301503 居宅介護支援　もみじのて中山 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330178415 通所介護等 1473301784 ミモザ横浜霧が丘 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330217011 訪問介護等 1473302170 ミモザヘルパーステーション横浜霧が丘 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330218811 訪問介護等 1473302188 ホームヘルプサービス緑 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330225311 訪問介護等 1473302253 あおぞらサポート 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330269143 居宅介護支援 1473302691 つながる訪問看護ケアセンター　居宅介護支援部 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330271711 訪問介護等 1473302717 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護みどり 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330274112 訪問入浴介護等 1473302741 訪問入浴　おふろ家さん 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330276611 訪問介護等 1473302766 シェアハウス　はなの杜 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330277411 訪問介護等 1473302774 ツクイ横浜鴨居 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330278211 訪問介護等 1473302782 ツクイ横浜緑第二 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330280815 通所介護等 1473302808 ツクイ横浜三保 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330281643 居宅介護支援 1473302816 ツクイ横浜緑ケアプランセンター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330282411 訪問介護等 1473302824 ツクイ横浜緑 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330283243 居宅介護支援 1473302832 おひさま在宅介護支援 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147330284011 訪問介護等 1473302840 さくらケア緑訪問介護事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340010711 訪問介護等 1473400107 あっぷる三ツ境ケアステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340010743 居宅介護支援 1473400107 あっぷる三ツ境ケアステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340027111 訪問介護等 1473400271 ＮＰＯ法人　ワーカーズ・コレクティブ　たすけあい　せや 横浜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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147340028911 訪問介護等 1473400289 輝の杜 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340028943 居宅介護支援 1473400289 輝の杜 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340029711 訪問介護等 1473400297 あいしまケアセンター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340068511 訪問介護等 1473400685 泉の郷中屋敷訪問介護 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340071917 福祉用具貸与等 1473400719 センシズケアワークス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340091743 居宅介護支援 1473400917 からし菜居宅介護 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340096611 訪問介護等 1473400966 あゆみケアセンター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340098211 訪問介護等 1473400982 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション瀬谷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340098243 居宅介護支援 1473400982 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション瀬谷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340100611 訪問介護等 1473401006 ヘルパーステーション　のぞみ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340121243 居宅介護支援 1473401212 アサーティブワールド 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340122011 訪問介護等 1473401220 ケアパートナーズ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340123843 居宅介護支援 1473401238 あいしま居宅介護支援事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340127915 通所介護等 1473401279 あしたのリハビリセンター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340131115 通所介護等 1473401311 デイサービスセンター　陽と花　本郷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340152743 居宅介護支援 1473401527 にじたろう居宅介護 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340155015 通所介護等 1473401550 我が家デイサービス瀬谷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340157615 通所介護等 1473401576 サロンデイリフレ瀬谷南台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340182443 居宅介護支援 1473401824 ケアプランセンターみらくる 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340183211 訪問介護等 1473401832 訪問介護シエル 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340187343 居宅介護支援 1473401873 居宅介護支援事業所　すずかぜ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340188111 訪問介護等 1473401881 ベストライフ横浜瀬谷訪問介護事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340189943 居宅介護支援 1473401899 ベストライフ横浜瀬谷居宅介護支援事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340190711 訪問介護等 1473401907 ツクイ横浜瀬谷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340191515 通所介護等 1473401915 ツクイ横浜瀬谷第二 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340194943 居宅介護支援 1473401949 居宅介護支援事業所　てのひら 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147340196411 訪問介護等 1473401964 泉心会訪問介護 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350022915 通所介護等 1473500229 横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350022943 居宅介護支援 1473500229 横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350039311 訪問介護等 1473500393 らいふけあ中野 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350085643 居宅介護支援 1473500856 横浜市野七里地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350103743 居宅介護支援 1473501037 ケアプラン　たんたん 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350105243 居宅介護支援 1473501052 ケアウェルサポート栄上郷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350108611 訪問介護等 1473501086 訪問介護　花 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350111043 居宅介護支援 1473501110 介護支援センター　ほほ笑み 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350112815 通所介護等 1473501128 デイサービスやわらかい 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350139115 通所介護等 1473501391 ふれあいの家　いきいきデイサービス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350140911 訪問介護等 1473501409 グランダ大船東弐番館ケアステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350141715 通所介護等 1473501417 スマイル本郷台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350160715 通所介護等 1473501607 ツクイ横浜小菅ヶ谷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350161511 訪問介護等 1473501615 ツクイ横浜栄 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147350162312 訪問入浴介護等 1473501623 ツクイ横浜栄 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360029243 居宅介護支援 1473600292 花の生活館介護保険センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360062311 訪問介護等 1473600623 花の生活館ヘルパーステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360063115 通所介護等 1473600631 ケアセンター　メヌエット 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360063143 居宅介護支援 1473600631 ケアセンター　メヌエット 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360116711 訪問介護等 1473601167 むつみ在宅介護 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360116743 居宅介護支援 1473601167 むつみ在宅介護 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360118315 通所介護等 1473601183 労協横浜泉地域福祉事業所ここち 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360122543 居宅介護支援 1473601225 セントケア横浜泉 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360139911 訪問介護等 1473601399 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション泉 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360139943 居宅介護支援 1473601399 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション泉 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360144915 通所介護等 1473601449 横浜市新橋地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360144943 居宅介護支援 1473601449 横浜市新橋地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360145643 居宅介護支援 1473601456 愛ケアステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360146411 訪問介護等 1473601464 ライフサポート横浜 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360163915 通所介護等 1473601639 企業組合　労協横浜泉中田地域福祉事業所　かけはし 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360165415 通所介護等 1473601654 小規模デイサービス　ロマン亭 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360169617 福祉用具貸与等 1473601696 福祉プラザあいしま福祉用具事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360171215 通所介護等 1473601712 メヌエットシニアサポートセンター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360172011 訪問介護等 1473601720 しんぜん訪問介護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360201711 訪問介護等 1473602017 生活維持向上倶楽部「心」 横浜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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147360202543 居宅介護支援 1473602025 花みずき居宅介護支援事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360235511 訪問介護等 1473602355 若武者ケア　泉事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360236315 通所介護等 1473602363 レコードブック立場 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360237117 福祉用具貸与等 1473602371 けやきサポート横浜 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360238911 訪問介護等 1473602389 泉の郷訪問介護 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360239743 居宅介護支援 1473602397 泉の郷居宅介護支援 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360240543 居宅介護支援 1473602405 横浜市泉区医師会居宅介護支援センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360242111 訪問介護等 1473602421 saiwai 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360243911 訪問介護等 1473602439 ツクイ横浜葛の口 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360244715 通所介護等 1473602447 ツクイ横浜中田 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360245415 通所介護等 1473602454 ツクイ横浜泉 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360246243 居宅介護支援 1473602462 ツクイ横浜泉ケアプランセンター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360247011 訪問介護等 1473602470 かたくり中田 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360249643 居宅介護支援 1473602496 生活維持向上倶楽部「栞」 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147360251211 訪問介護等 1473602512 ｊｕｊｕいずみ中央訪問介護センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370029011 訪問介護等 1473700290 特定非営利活動法人　グループたすけあい 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370089411 訪問介護等 1473700894 あさひ介護センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370089443 居宅介護支援 1473700894 あさひ介護センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370092811 訪問介護等 1473700928 ヘルパーステーション　青葉ひまわり 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370096915 通所介護等 1473700969 横浜市鴨志田地域ケアプラザ　通所介護 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370097743 居宅介護支援 1473700977 横浜市鴨志田地域ケアプラザ　居宅介護支援 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370098515 通所介護等 1473700985 田園都市ケア・プラザ青葉台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370099311 訪問介護等 1473700993 生活協同組合パルシステム神奈川ぬくもり藤が丘 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370099343 居宅介護支援 1473700993 生活協同組合パルシステム神奈川ぬくもり藤が丘 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370152015 通所介護等 1473701520 わかたけ青葉 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370154615 通所介護等（療養通所介護） 1473701546 青葉区医師会　療養通所介護事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370164511 訪問介護等 1473701645 イリーゼあざみ野 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370189217 福祉用具貸与等 1473701892 フランスベッド株式会社　メディカル青葉営業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370191815 通所介護等 1473701918 デイサービス　あかね台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370195912 訪問入浴介護等 1473701959 アースサポート横浜青葉 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370197511 訪問介護等 1473701975 ｢結」ケアセンターあおば 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370197543 居宅介護支援 1473701975 ｢結」ケアセンターあおば 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370198343 居宅介護支援 1473701983 ネクサスコート青葉台　居宅介護支援事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370199111 訪問介護等 1473701991 ネクサスコート青葉台　訪問介護事業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370200715 通所介護等 1473702007 シーサスデイサービスセンター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370202311 訪問介護等 1473702023 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション青葉 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370202343 居宅介護支援 1473702023 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション青葉 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370246015 通所介護等 1473702460 だんらんの家　千草台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370250243 居宅介護支援 1473702502 さくらサービス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370254411 訪問介護等 1473702544 青葉区医師会　訪問介護ステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370266811 訪問介護等 1473702668 訪問介護事業所　けやき 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370269243 居宅介護支援 1473702692 横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370270015 通所介護等 1473702700 オハナたまプラーザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370328615 通所介護等 1473703286 ゆめふる美しが丘店 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370336911 訪問介護等 1473703369 ＭＹＬＩＮＫ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370337711 訪問介護等 1473703377 グランダあざみ野ケアステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370339315 通所介護等 1473703393 デイサービス絆home横浜青葉 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370340115 通所介護等 1473703401 レコードブック青葉台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370341915 通所介護等 1473703419 デイサービス　イアソの森　いぶき 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370412817 福祉用具貸与等 1473704128 ケアショップ神奈川 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370413611 訪問介護等 1473704136 訪問介護ファミリー・ホスピス江田 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370414443 居宅介護支援 1473704144 IRIE　LIFE　居宅介護支援 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370418511 訪問介護等 1473704185 ゆずり葉ケアサービス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370418543 居宅介護支援 1473704185 ゆずり葉ケアサービス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370422711 訪問介護等 1473704227 ツクイ横浜青葉 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370423515 通所介護等 1473704235 ツクイ横浜鴨志田 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370424315 通所介護等 1473704243 ツクイ横浜藤が丘 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370426811 訪問介護等 1473704268 アミカ市ヶ尾介護センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370426843 居宅介護支援 1473704268 アミカ市ヶ尾介護センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370428443 居宅介護支援 1473704284 エルズライフプラン 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370429211 訪問介護等 1473704292 ヘルパーステーション　アイケア藤が丘 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370431843 居宅介護支援 1473704318 パークスフロントケア 横浜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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147370432611 訪問介護等 1473704326 みのり介護 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370433415 通所介護等 1473704334 桜デイサービスセンター青葉 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370434217 福祉用具貸与等 1473704342 福祉用具　ほりぐち 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380054617 福祉用具貸与等 1473800546 タカノ株式会社　横浜営業所 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380058717 福祉用具貸与等 1473800587 都筑区医師会福祉用具センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380123915 通所介護等 1473801239 わらび接骨院デイサービスセンター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380126243 居宅介護支援 1473801262 医療法人健水会　指定居宅介護支援事業所ケアマネステーション　あすなろ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380127015 通所介護等 1473801270 横浜市中川地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380127043 居宅介護支援 1473801270 横浜市中川地域ケアプラザ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380132015 通所介護等 1473801320 ゆめふる　横浜センター南店 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380135311 訪問介護等 1473801353 ニチイケアセンター横浜北 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380138711 訪問介護等 1473801387 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション都筑 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380138743 居宅介護支援 1473801387 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション都筑 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380166811 訪問介護等 1473801668 荏田やわらぎ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380168417 福祉用具貸与等 1473801684 ゴーオン株式会社 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380169215 通所介護等 1473801692 リハテーラー横浜都筑 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380170011 訪問介護等 1473801700 学研ココファン横浜川和ヘルパーセンター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380175915 通所介護等 1473801759 シニア　リハビリ＆フィットネス川和 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380177543 居宅介護支援 1473801775 楠の大樹介護保険センター 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380178311 訪問介護等 1473801783 楠の大樹ヘルパーステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380220343 居宅介護支援 1473802203 居宅介護ソーシャルアロマケア 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380222911 訪問介護等 1473802229 ケアステーションすみれが丘 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380223715 通所介護等 1473802237 デイフォレスト東山田 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380226011 訪問介護等 1473802260 ＧＴＬケアサービス　センター南 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380227843 居宅介護支援 1473802278 ＧＴＬケアプランセンター　センター南　 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380228615 通所介護等 1473802286 リハビリスタジオ　グラウンドアップ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380230211 訪問介護等 1473802302 ケアサービス百花 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380231043 居宅介護支援 1473802310 タカノ株式会社　スプリングケアプラン 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380232811 訪問介護等 1473802328 クローバー訪問介護よこはま 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380268215 通所介護等 1473802682 レッツ倶楽部センター北 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380269015 通所介護等 1473802690 ツクイ横浜センター北 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380270811 訪問介護等 1473802708 ツクイ・サンフォレスト横浜センター北 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380271617 福祉用具貸与等 1473802716 スマイル・イノベーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380273211 訪問介護等 1473802732 あいあい訪問介護 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380274015 通所介護等 1473802740 桜デイサービスセンター都筑 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147380275717 福祉用具貸与等 1473802757 福祉事業部　トイフリー 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149310056215 通所介護等 1493100562 アクティブデイサービスプラチナ倶楽部 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149320018015 通所介護等 1493200180 ほほえみ倶楽部 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149330018815 通所介護等 1493300188 福祉クラブ生協Dayみどり 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149330019673 小規模多機能型居宅介護等 1493300196 シニアサロンデュランタ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149330020473 小規模多機能型居宅介護等 1493300204 小規模多機能型居宅介護　りんどう 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149340018673 小規模多機能型居宅介護等 1493400186 六丁目のつどい 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149340023673 小規模多機能型居宅介護等 1493400236 小規模多機能型居宅介護事業所　アマリリス 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149340024473 小規模多機能型居宅介護等 1493400244 小規模多機能型居宅介護事業所　アカシア 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149340037673 小規模多機能型居宅介護等 1493400376 小規模多機能型居宅介護事業所　ココレカ 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149340038415 通所介護等 1493400384 デイサービス　コトコト　瀬谷南台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149340039215 通所介護等 1493400392 あしたのリハビリセンター　ほんごう 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149350012673 小規模多機能型居宅介護等 1493500126 小規模多機能型居宅介護　かりん 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149350017576 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493500175 フルライフ本郷台 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149350019173 小規模多機能型居宅介護等 1493500191 小規模多機能型居宅介護事業所　みなみ栄 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149350038115 通所介護等 1493500381 レコードブック横浜上郷 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149350040715 通所介護等 1493500407 デイサービスさぼてんの花２号館 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149350041515 通所介護等 1493500415 らいおんハートリハビリ温泉デイサービスあおば笠間 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149360020776 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493600207 花の生活館ケア24 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149360047015 通所介護等 1493600470 デイサービスかたくりの里　中田南 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149360048815 通所介護等 1493600488 小規模デイサービス　葵 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149360049673 小規模多機能型居宅介護等 1493600496 花笑み愛成 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149370005673 小規模多機能型居宅介護等 1493700056 小規模多機能型居宅介護　あらかしの丘 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149370020573 小規模多機能型居宅介護等 1493700205 スマイル藤が丘 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149370024776 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493700247 エヌアイ在宅サービスステーション 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149370063515 通所介護等 1493700635 デイサービス　ぴーす 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149370064315 通所介護等 1493700643 セラピストデイすすき野 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月



横浜 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）
149380018776 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493800187 デリバリーケア 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149380020373 小規模多機能型居宅介護等 1493800203 小規模多機能型居宅介護　すいせん 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149380051815 通所介護等 1493800518 リハてらす北山田 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149380052615 通所介護等 1493800526 レコードブック都筑 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149380054215 通所介護等 1493800542 リハラボ　Bay　Walking　都筑 横浜2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141330508316 通所リハビリテーション等 1413305083 脇田整形外科 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141330508343 居宅介護支援 1413305083 脇田整形外科 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141350131914 訪問リハビリテーション等 1413501319 野村医院 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141360022815 通所介護等 1413600228 医療生協かながわ生活協同組合中田診療所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141361002914 訪問リハビリテーション等 1413610029 山手台クリニック 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141361016916 通所リハビリテーション等 1413610169 しんぜんクリニック 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141361018514 訪問リハビリテーション等 1413610185 緑園ゆきひろ整形外科 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141361018516 通所リハビリテーション等 1413610185 緑園ゆきひろ整形外科 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141361023514 訪問リハビリテーション等 1413610235 みずほクリニック緑園都市 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141370090314 訪問リハビリテーション等 1413700903 医療法人社団明芳会　横浜新都市脳神経外科病院 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141370102614 訪問リハビリテーション等 1413701026 横浜総合病院 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141370226343 居宅介護支援 1413702263 あおば整形外科 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141370316214 訪問リハビリテーション等 1413703162 江田記念病院 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141370316216 通所リハビリテーション等 1413703162 医療法人社団　明芳会　江田記念病院 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141370439216 通所リハビリテーション等 1413704392 うしく整形外科クリニック 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141370458216 通所リハビリテーション等 1413704582 医療法人社団　広瀬整形外科リウマチ科 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141380087714 訪問リハビリテーション等 1413800877 センター北　ねがみクリニック 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141380188314 訪問リハビリテーション等 1413801883 笠井整形外科 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141380205514 訪問リハビリテーション等 1413802055 浜クリニック 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141381007416 通所リハビリテーション等 1413810074 すみれが丘そよかぜクリニック 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141381027214 訪問リハビリテーション等 1413810272 おひさまクリニック　センター北 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141381040516 通所リハビリテーション等 1413810405 ウェルケア　わきた整形外科 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145098005216 通所リハビリテーション等 1450980052 医療法人　健水会　荏田介護老人保健施設　あすなろ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145098005252 介護老人保健施設等 1450980052 医療法人　健水会　荏田介護老人保健施設　あすなろ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145358000114 訪問リハビリテーション等 1453580001 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　リハビリポート横浜 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145358000116 通所リハビリテーション等 1453580001 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　リハビリポート横浜 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145358000152 介護老人保健施設等 1453580001 医療法人社団協友会　介護老人保健施設　リハビリポート横浜 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145358001616 通所リハビリテーション等 1453580016 湘南グリーン介護老人保健施設　上郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145358001652 介護老人保健施設等 1453580016 湘南グリーン介護老人保健施設　上郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145358004052 介護老人保健施設等 1453580040 湘南グリーン介護老人保健施設　上郷（ユニット型） 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145368003016 通所リハビリテーション等 1453680030 介護老人保健施設　やよい台仁 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145368003052 介護老人保健施設等 1453680030 介護老人保健施設　やよい台仁 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145378001216 通所リハビリテーション等 1453780012 介護老人保健施設　青葉の丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145378001252 介護老人保健施設等 1453780012 介護老人保健施設　青葉の丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145378003816 通所リハビリテーション等 1453780038 介護老人保健施設　プラチナ・ヴィラ青葉台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145378003852 介護老人保健施設等 1453780038 介護老人保健施設　プラチナ・ヴィラ青葉台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145378005316 通所リハビリテーション等 1453780053 介護老人保健施設　横浜シルバープラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145378005352 介護老人保健施設等 1453780053 介護老人保健施設　横浜シルバープラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145388000214 訪問リハビリテーション等 1453880002 介護老人保健施設　都筑シニアセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145388000216 通所リハビリテーション等 1453880002 介護老人保健施設　都筑シニアセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145388000243 居宅介護支援 1453880002 介護老人保健施設　都筑シニアセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145388000252 介護老人保健施設等 1453880002 介護老人保健施設　都筑シニアセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145388001016 通所リハビリテーション等 1453880010 横浜茅ヶ崎老人保健施設 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145388001052 介護老人保健施設等 1453880010 横浜茅ヶ崎老人保健施設 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145388002816 通所リハビリテーション等 1453880028 介護老人保健施設　都筑ハートフルステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145388002852 介護老人保健施設等 1453880028 介護老人保健施設　都筑ハートフルステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145388003616 通所リハビリテーション等 1453880036 介護老人保健施設　若葉が丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145388003652 介護老人保健施設等 1453880036 介護老人保健施設　若葉が丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145388006952 介護老人保健施設等 1453880069 医療法人　健水会　荏田介護老人保健施設あすなろ　ユニット館 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146359000713 訪問看護等 1463590007 栄区訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146359005613 訪問看護等 1463590056 あっとほーむケアー訪問看護リハビリステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146359007213 訪問看護等 1463590072 横浜市福祉サービス協会　訪問看護ステーションさかえ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146359012213 訪問看護等 1463590122 ひまわりさかえ訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146369000513 訪問看護等 1463690005 横浜市泉区医師会訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146369001313 訪問看護等 1463690013 ほうゆう訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146369004713 訪問看護等 1463690047 ともろー訪問看護ステーション　弥生台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146369004743 居宅介護支援 1463690047 ともろー訪問看護ステーション　弥生台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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146369012013 訪問看護等 1463690120 愛訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146369016113 訪問看護等 1463690161 しんぜん訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146369017913 訪問看護等 1463690179 泉の郷訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146369021113 訪問看護等 1463690211 たすけあい泉フルール訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146369022913 訪問看護等 1463690229 えがおナースケアステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146369026013 訪問看護等 1463690260 丘の上訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379000313 訪問看護等 1463790003 青葉区医師会　訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379001113 訪問看護等 1463790011 医療法人社団緑成会　よこはま総合訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379004513 訪問看護等 1463790045 医療法人社団晃進会訪問看護ステーションよろこび 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379004543 居宅介護支援 1463790045 医療法人社団晃進会訪問看護ステーションよろこび 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379005213 訪問看護等 1463790052 医療法人社団　一成会　たちばな台訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379006013 訪問看護等 1463790060 ベア・オリーブ訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379010213 訪問看護等 1463790102 訪問看護ステーション　プラチナ・ヴィラ青葉台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379012813 訪問看護等 1463790128 医療法人社団　明芳会　江田訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379020113 訪問看護等 1463790201 ネクサスコート青葉台　訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379022713 訪問看護等 1463790227 訪問看護リハビリステーション青葉の大地 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379023513 訪問看護等 1463790235 エヌアイ在宅サービスステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379031813 訪問看護等 1463790318 訪問看護ステーション　ＣＯＣＯスマイルあざみ野 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379038313 訪問看護等 1463790383 訪問看護ステーションあざみ野ヒルトップ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379039113 訪問看護等 1463790391 青葉リハ訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379044113 訪問看護等 1463790441 田園都市訪問看護・リハビリステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379045813 訪問看護等 1463790458 はまリハ訪問看護リハビリステーション青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379046613 訪問看護等 1463790466 つながり訪問看護ステーション青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146379049013 訪問看護等 1463790490 リハラボ Ｂａｙ Ｗａｌｋｉｎｇ 青葉　訪問看護 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389000113 訪問看護等 1463890001 都筑区医師会訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389002713 訪問看護等 1463890027 医療法人社団　若葉会つづき訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389005013 訪問看護等 1463890050 みよみよ看護 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389013413 訪問看護等 1463890134 訪問看護ステーション　ＮＯＡ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389015913 訪問看護等 1463890159 訪問看護ステーション碧海花 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389020913 訪問看護等 1463890209 ホームケア横浜　訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389021713 訪問看護等 1463890217 医心館　訪問看護ステーション　横浜都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389022513 訪問看護等 1463890225 オリーブの樹訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389024113 訪問看護等 1463890241 NEXT　FLOW 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389026613 訪問看護等 1463890266 しあわせ訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389028213 訪問看護等 1463890282 グラウンドアップ訪問看護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146389029013 訪問看護等 1463890290 訪問看護リハビリステーション　ケアフォレスト横浜 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147020239917 福祉用具貸与等 1470202399 ダスキンヘルスレント横浜北ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147100337411 訪問介護等 1471003374 みらい 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147100348143 居宅介護支援 1471003481 ＳＯＭＰＯケア　横浜戸塚いずみ　居宅介護支援 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147320216411 訪問介護等 1473202164 ホームヘルパーステーション　寿 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147330235211 訪問介護等 1473302352 ヘルパーステーション　Ｆｉｔｓケアサービス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350002143 居宅介護支援 1473500021 栄区居宅支援センター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350003915 通所介護等 1473500039 横浜市豊田地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350003943 居宅介護支援 1473500039 横浜市豊田地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350004715 通所介護等 1473500047 横浜市中野地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350004743 居宅介護支援 1473500047 横浜市中野地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350005415 通所介護等 1473500054 横浜市桂台地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350005443 居宅介護支援 1473500054 横浜市桂台地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350006215 通所介護等 1473500062 上郷苑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350006243 居宅介護支援 1473500062 上郷苑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350006251 介護老人福祉施設等 1473500062 上郷苑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350023711 訪問介護等 1473500237 福祉クラブ生協　訪問介護ステーション　いこい 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350027811 訪問介護等 1473500278 ニチイケアセンター栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350027817 福祉用具貸与等 1473500278 ニチイケアセンター栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350029411 訪問介護等 1473500294 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブたすけあい栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350031033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473500310 ライフコミューン本郷台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350044311 訪問介護等 1473500443 フルライフ本郷台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350044343 居宅介護支援 1473500443 フルライフ本郷台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350045011 訪問介護等 1473500450 ヘルパーステーション　さくら草 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350054211 訪問介護等 1473500542 クロスハートヘルパーステーション栄・横浜 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350058343 居宅介護支援 1473500583 福祉クラブ生協オプティ栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350060911 訪問介護等 1473500609 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147350063343 居宅介護支援 1473500633 居宅介護支援　地域サポート虹 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350064111 訪問介護等 1473500641 訪問介護　りんどう 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350067415 通所介護等 1473500674 通所介護　すずらん 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350068251 介護老人福祉施設等 1473500682 特別養護老人ホームライフコートさかえ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350077311 訪問介護等 1473500773 セントケア横浜栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350078133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473500781 そんぽの家 戸塚南 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350079915 通所介護等 1473500799 デイサービスセンター　ほほ笑み 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350083115 通所介護等 1473500831 福祉クラブ生協Ｄａｙいのやま 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350093043 居宅介護支援 1473500930 居宅介護支援センター　ＭＩＳＯＮＯ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350095511 訪問介護等 1473500955 サンライズ・ケア栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350097143 居宅介護支援 1473500971 サン・ケアプラン栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350100311 訪問介護等 1473501003 さくらんぼケアセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350102951 介護老人福祉施設等 1473501029 上郷苑東館 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350116915 通所介護等 1473501169 優楽亭デイサービス栄区桂台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350117715 通所介護等 1473501177 デイサービスさぼてんの花 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350118515 通所介護等 1473501185 かがやきデイサービス横浜長沼 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350122715 通所介護等 1473501227 樹楽　大船 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350123515 通所介護等 1473501235 リハビリデイセンター悠　本郷台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350124333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473501243 イリーゼ横浜港南台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350127633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473501276 グランダ大船東 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350129215 通所介護等 1473501292 デイサービス散歩道 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350132615 通所介護等 1473501326 デイサービスセンター福寿よこはま栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350138343 居宅介護支援 1473501383 横浜市福祉サービス協会　ケアマネステーション栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350144115 通所介護等 1473501441 ＡＲＦＩＴ本郷台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350145811 訪問介護等 1473501458 介護サービス　はっぴー 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350146615 通所介護等 1473501466 デイサービスセンター福寿よこはま栄飯島 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350147411 訪問介護等 1473501474 訪問介護ファミリー・ホスピス本郷台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350148211 訪問介護等 1473501482 訪問介護事業所アクセス・ケア 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350149043 居宅介護支援 1473501490 介護支援サービス　はっぴー 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350151633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473501516 介護付き有料老人ホーム　おもとの郷横浜栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350152411 訪問介護等 1473501524 あっとほーむケアー訪問介護ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350153211 訪問介護等 1473501532 ふぁみりーさぽーと泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350156533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473501565 あいらの杜　東大船 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350158111 訪問介護等 1473501581 ラクナールの訪問介護 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147350159943 居宅介護支援 1473501599 介護支援　陸 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360005215 通所介護等 1473600052 横浜市上飯田地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360005243 居宅介護支援 1473600052 横浜市上飯田地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360006015 通所介護等 1473600060 横浜市下和泉地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360006043 居宅介護支援 1473600060 横浜市下和泉地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360008643 居宅介護支援 1473600086 横浜市新橋ホーム 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360010251 介護老人福祉施設等 1473600102 花の生活館 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360011015 通所介護等 1473600110 泉の郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360011033 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1473600110 泉の郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360012815 通所介護等 1473600128 恒春ノ郷デイサービスセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360015143 居宅介護支援 1473600151 特別養護老人ホーム　相生荘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360015151 介護老人福祉施設等 1473600151 特別養護老人ホーム　相生荘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360016915 通所介護等 1473600169 相生荘デイサービスセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360018515 通所介護等 1473600185 特別養護老人ホーム　白寿荘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360018551 介護老人福祉施設等 1473600185 特別養護老人ホーム　白寿荘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360019317 福祉用具貸与等 1473600193 リョーコーホーム株式会社 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360020143 居宅介護支援 1473600201 しんぜんケアプランセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360022751 介護老人福祉施設等 1473600227 特別養護老人ホーム　恒春ノ郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360036715 通所介護等 1473600367 デイサービスセンター　天王森の郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360038315 通所介護等 1473600383 横浜市いずみ中央地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360038343 居宅介護支援 1473600383 横浜市いずみ中央地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360048233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473600482 ライフコミューンいずみ中央 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360049043 居宅介護支援 1473600490 居宅介護支援センター　天王森の郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360050811 訪問介護等 1473600508 特定非営利活動法人　だんだんの樹 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360050843 居宅介護支援 1473600508 特定非営利活動法人　だんだんの樹 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360063117 福祉用具貸与等 1473600631 ケアセンター　メヌエット 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360071443 居宅介護支援 1473600714 たすけあい泉ケアデザインセンター居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360072211 訪問介護等 1473600722 たすけあい泉ケアデザインセンター訪問介護事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147360073017 福祉用具貸与等 1473600730 たすけあい泉暮らしのデザインセンター福祉用具事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360074815 通所介護等 1473600748 たすけあい泉にじリハビリデイ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360076311 訪問介護等 1473600763 銀河ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360077115 通所介護等 1473600771 イーハトーブ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360078943 居宅介護支援 1473600789 居宅介護支援銀河ステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360086211 訪問介護等 1473600862 あおぞらステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360086243 居宅介護支援 1473600862 あおぞらステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360092051 介護老人福祉施設等 1473600920 特別養護老人ホーム　グリーンヒル泉・横浜 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360098711 訪問介護等 1473600987 居宅サポート・リバーサイド泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360104332 認知症対応型共同生活介護等 1473601043 グループホーム　ちいさな手　横浜いずみ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360105011 訪問介護等 1473601050 ルフラン介護の泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360122511 訪問介護等 1473601225 セントケア横浜泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360123317 福祉用具貸与等 1473601233 セントケアリフォーム横浜泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360124116 通所リハビリテーション等 1473601241 ふれあいクリニック泉　通所リハビリテーション事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360125815 通所介護等 1473601258 ケアセンターメヌエットみどりの丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360127451 介護老人福祉施設等 1473601274 特別養護老人ホーム　めぐみ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360128215 通所介護等 1473601282 デイサービスセンタークローバー 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360129051 介護老人福祉施設等 1473601290 横浜市新橋ホーム 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360130851 介護老人福祉施設等 1473601308 特別養護老人ホーム横浜敬寿園 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360132443 居宅介護支援 1473601324 泉ケアリング 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360134015 通所介護等 1473601340 ケアセンターメヌエットたてば 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360136512 訪問入浴介護等 1473601365 アサヒサンクリーン在宅介護センター横浜泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360148051 介護老人福祉施設等 1473601480 特別養護老人ホーム　ウェルフェアリビング 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360152211 訪問介護等 1473601522 ハートフルケア　いずみ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360155515 通所介護等 1473601555 デイサービス　メヌエットリハビリセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360156315 通所介護等 1473601563 平成デイサービスセンター泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360157151 介護老人福祉施設等 1473601571 介護老人福祉施設　ヴィラ泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360159715 通所介護等 1473601597 サロンデイ上飯田 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360161311 訪問介護等 1473601613 ケアメイト泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360162115 通所介護等 1473601621 生活維持向上倶楽部「扉」 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360176133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473601761 アズハイム横浜いずみ中央 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360177915 通所介護等 1473601779 アズハイム横浜いずみ中央デイサービスセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360178715 通所介護等 1473601787 一笑苑　横浜泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360185243 居宅介護支援 1473601852 ハートケアいずみ居宅介護支援センター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360186011 訪問介護等 1473601860 ハートケアいずみ訪問介護事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360188633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473601886 はなまるハウス弥生台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360195115 通所介護等 1473601951 デイサービス　りぼん 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360196915 通所介護等 1473601969 リハビリセンターファミリー「つる」 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360197743 居宅介護支援 1473601977 医療法人社団純正会　エスポワール和泉　居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360205811 訪問介護等 1473602058 ヘルパー事業所　人・花　いずみ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360207411 訪問介護等 1473602074 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護いずみ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360208217 福祉用具貸与等 1473602082 コネクトオール 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360209011 訪問介護等 1473602090 ハピネスアシスト訪問介護やよい台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360210843 居宅介護支援 1473602108 居宅介護支援事業所横浜敬寿園 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360211617 福祉用具貸与等 1473602116 パナソニック　エイジフリーショップ横浜いずみ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360213243 居宅介護支援 1473602132 横浜市いずみ野地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360214043 居宅介護支援 1473602140 株式会社りんどう　居宅介護支援 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360215733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473602157 有料老人ホーム　サニーライフ横浜泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360217311 訪問介護等 1473602173 ＳＯＭＰＯケア　いずみ中央　訪問介護 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360220711 訪問介護等 1473602207 医心館　訪問介護ステーション　横浜立場 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360221533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473602215 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ横浜弥生台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360222343 居宅介護支援 1473602223 介護相談センター　ひとはな　いずみ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360225611 訪問介護等 1473602256 株式会社マハナ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360227243 居宅介護支援 1473602272 丘の上居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360228015 通所介護等 1473602280 レコードブック戸塚 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360231415 通所介護等 1473602314 アースサポート横浜泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147360233043 居宅介護支援 1473602330 横浜市岡津地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370001915 通所介護等 1473700019 奈良地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370001943 居宅介護支援 1473700019 奈良地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370002711 訪問介護等 1473700027 緑の郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370002715 通所介護等 1473700027 緑の郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370002743 居宅介護支援 1473700027 緑の郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147370003515 通所介護等 1473700035 横浜市荏田地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370003543 居宅介護支援 1473700035 横浜市荏田地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370004315 通所介護等 1473700043 横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370004343 居宅介護支援 1473700043 横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370009243 居宅介護支援 1473700092 やさしい手　あざみ野居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370010011 訪問介護等 1473700100 やさしい手　あざみ野訪問介護事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370012615 通所介護等 1473700126 横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370012643 居宅介護支援 1473700126 横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370013411 訪問介護等 1473700134 コープケアサポートセンター青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370013417 福祉用具貸与等 1473700134 コープケアサポートセンター青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370013443 居宅介護支援 1473700134 コープケアサポートセンター青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370018351 介護老人福祉施設等 1473700183 特別養護老人ホーム　ひかり苑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370019151 介護老人福祉施設等 1473700191 特別養護老人ホーム　緑の郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370020911 訪問介護等 1473700209 ニチイケアセンターたまプラーザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370048043 居宅介護支援 1473700480 有限会社　シーガルケアサービス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370050615 通所介護等 1473700506 横浜市美しが丘地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370050643 居宅介護支援 1473700506 横浜市美しが丘地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370052215 通所介護等 1473700522 横浜市大場地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370052243 居宅介護支援 1473700522 横浜市大場地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370071243 居宅介護支援 1473700712 あおば居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370092817 福祉用具貸与等 1473700928 ヘルパーステーション　青葉ひまわり 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370104133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473701041 有料老人ホーム　サニーライフ青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370105815 通所介護等 1473701058 特別養護老人ホーム　ピア市ヶ尾 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370105851 介護老人福祉施設等 1473701058 特別養護老人ホーム　ピア市ヶ尾 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370107433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473701074 フローレンスケア美しが丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370113233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473701132 グランケアあざみ野 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370118143 居宅介護支援 1473701181 居宅介護支援施設　あおぞら 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370119933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473701199 ライフコミューンあざみ野 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370123115 通所介護等 1473701231 デイサービス・ルポ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370124943 居宅介護支援 1473701249 ユニバーサルケア介護保険センター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370128011 訪問介護等 1473701280 やさしい手青葉台訪問介護事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370145433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473701454 ヒルデモアこどもの国 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370152051 介護老人福祉施設等 1473701520 わかたけ青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370163715 通所介護等 1473701637 デイサービス慶 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370172811 訪問介護等 1473701728 希 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370172843 居宅介護支援 1473701728 希 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370174411 訪問介護等 1473701744 セントケアサポート青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370174443 居宅介護支援 1473701744 セントケアサポート青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370176943 居宅介護支援 1473701769 居宅介護支援プレシャスボックス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370177715 通所介護等 1473701777 デイサービス　ひびきの家 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370180143 居宅介護支援 1473701801 グループたすけあい　居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370181943 居宅介護支援 1473701819 ヘルパーステーションみんなのいえ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370185043 居宅介護支援 1473701850 ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370206411 訪問介護等 1473702064 ヘルパーステーション　ヴィーヴル 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370207217 福祉用具貸与等 1473702072 株式会社グッドアス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370213043 居宅介護支援 1473702130 ゆい青葉　居宅介護支援 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370217111 訪問介護等 1473702171 ホームケア横浜 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370217117 福祉用具貸与等 1473702171 ホームケア横浜 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370217143 居宅介護支援 1473702171 ホームケア横浜 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370218911 訪問介護等 1473702189 秋桜ケアサービス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370220551 介護老人福祉施設等 1473702205 創生園青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370221315 通所介護等 1473702213 雅デイサービス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370222143 居宅介護支援 1473702221 青葉台地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370224715 通所介護等 1473702247 セコムシニア倶楽部　藤が丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370225412 訪問入浴介護等 1473702254 アサヒサンクリーン在宅介護センター荏田 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370226211 訪問介護等 1473702262 青葉の大地ヘルパーステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370227043 居宅介護支援 1473702270 青葉の大地介護保険センター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370228843 居宅介護支援 1473702288 医療法人社団一成会　たちばな台クリニック 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370229612 訪問入浴介護等 1473702296 カインドライフサービス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370231211 訪問介護等 1473702312 訪問介護ステーション　すみれ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370243743 居宅介護支援 1473702437 横浜市恩田地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370245215 通所介護等 1473702452 だんらんの家　荏田西 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147370248633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473702486 ボンセジュール荏田 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370263543 居宅介護支援 1473702635 青葉台ケアセンターそよ風 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370272611 訪問介護等 1473702726 ＮＰＯ法人美しが丘倶楽部 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370275943 居宅介護支援 1473702759 居宅介護支援アビリティーズ奈良北 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370277515 通所介護等 1473702775 デイサービス　またね会 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370279115 通所介護等 1473702791 デイサービス　さくら 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370283315 通所介護等 1473702833 楓の風リハビリテーション颯　横浜青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370286643 居宅介護支援 1473702866 居宅介護支援事業所　万寿の森 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370290811 訪問介護等 1473702908 あおばコアラ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370291615 通所介護等 1473702916 デイセンターつどい奈良北 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370292411 訪問介護等 1473702924 訪問介護事業所　桔梗 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370293215 通所介護等 1473702932 セコムシニア倶楽部　あざみ野 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370300515 通所介護等 1473703005 フォレストケアサービス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370304715 通所介護等 1473703047 青葉リハビリセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370306211 訪問介護等 1473703062 わかたけの杜訪問介護事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370310443 居宅介護支援 1473703104 青葉区医師会　居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370311243 居宅介護支援 1473703112 居宅介護支援事業所　桔梗 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370313815 通所介護等 1473703138 陽だまりサロン希 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370314615 通所介護等 1473703146 シニア　リハビリ＆フィットネス藤が丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370315343 居宅介護支援 1473703153 ベネッセ介護センター青葉台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370317933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473703179 家族の家ひまわり市が尾 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370318743 居宅介護支援 1473703187 横溝さふみ居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370319517 福祉用具貸与等 1473703195 福祉用具　バード 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370320315 通所介護等 1473703203 シェフズデイサービス青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370343515 通所介護等 1473703435 リハテラス青葉台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370346833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473703468 介護付有料老人ホーム　もえぎ野の杜 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370347633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473703476 サンライズ・ヴィラ藤が丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370348443 居宅介護支援 1473703484 ｃａｒｅ　ｌａｂ． 大きな樹　居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370349217 福祉用具貸与等 1473703492 パナソニック　エイジフリーショップ藤が丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370350011 訪問介護等 1473703500 グランダ青葉藤が丘ケアステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370351815 通所介護等 1473703518 ワイズ・パークあざみ野 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370354217 福祉用具貸与等 1473703542 トマトペイント福祉事業部 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370357543 居宅介護支援 1473703575 メックケアプラン　たまプラーザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370358311 訪問介護等 1473703583 メックケアサービス　たまプラーザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370360911 訪問介護等 1473703609 みどり福祉会ひかり苑居宅支援センター　訪問介護 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370362515 通所介護等 1473703625 リハテラスあざみ野 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370363343 居宅介護支援 1473703633 横浜市すすき野地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370365843 居宅介護支援 1473703658 ささゆりケアプラン　若草台事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370367443 居宅介護支援 1473703674 ベア・オリーブ居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370368233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473703682 リアンレーヴ市ヶ尾壱番館 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370369033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473703690 リアンレーヴ市ヶ尾弐番館 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370370833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473703708 ロイヤルレジデンスあざみ野 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370372411 訪問介護等 1473703724 ホームケア青葉　訪問介護 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370373215 通所介護等 1473703732 コムネットジャパン株式会社　万葉のさと　青葉台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370374043 居宅介護支援 1473703740 居宅介護支援あざみ野ヒルトップ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370376551 介護老人福祉施設等 1473703765 木下の介護　たまプラーザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370377311 訪問介護等 1473703773 ケアサービス　かなで 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370386417 福祉用具貸与等 1473703864 ライフウェル　営業部　青葉台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370387211 訪問介護等 1473703872 特定非営利活動法人しんえつコアラ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370388043 居宅介護支援 1473703880 居宅介護支援センター　あおい 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370389833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473703898 イリーゼたまプラーザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370392243 居宅介護支援 1473703922 みどり福祉会ひかり苑居宅支援センター　居宅介護支援 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370394843 居宅介護支援 1473703948 わかたけケアプラン青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370396343 居宅介護支援 1473703963 イリーゼ・ケアプランセンターあざみ野 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370397117 福祉用具貸与等 1473703971 メディケアセンター横浜青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370398911 訪問介護等 1473703989 訪問介護かえで田奈サービスセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370399717 福祉用具貸与等 1473703997 イーライフ株式会社　横浜青葉営業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370400351 介護老人福祉施設等 1473704003 特別養護老人ホーム　みすずが丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370401111 訪問介護等 1473704011 若武者ケア　青葉事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370402933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473704029 グッドタイムナーシングホーム・美しが丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370403733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473704037 グッドタイムホーム・さくら台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370404533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473704045 グッドタイムホーム・青葉台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147370405211 訪問介護等 1473704052 エヌアイ在宅サービスステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370406033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473704060 グッドタイムホーム・青葉田奈 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370410211 訪問介護等 1473704102 訪問介護つばさ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147370411011 訪問介護等 1473704110 ニチイケアセンター市ヶ尾 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380001743 居宅介護支援 1473800017 医療法人社団　若葉会　指定居宅介護支援事業所　わかば 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380002533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473800025 ゆうらいふ横浜事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380003343 居宅介護支援 1473800033 都筑区医師会居宅支援センター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380004143 居宅介護支援 1473800041 東山田地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380007415 通所介護等 1473800074 横浜市加賀原地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380007443 居宅介護支援 1473800074 横浜市加賀原地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380010811 訪問介護等 1473800108 都筑区医師会ヘルパーステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380012415 通所介護等 1473800124 介護老人福祉施設　中川の里 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380012443 居宅介護支援 1473800124 介護老人福祉施設　中川の里 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380012451 介護老人福祉施設等 1473800124 介護老人福祉施設　中川の里 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380015715 通所介護等 1473800157 介護老人福祉施設　都筑の里 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380015751 介護老人福祉施設等 1473800157 介護老人福祉施設　都筑の里 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380017333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473800173 有料老人ホーム　ライフ＆シニアハウス港北 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380026415 通所介護等 1473800264 横浜市新栄地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380026443 居宅介護支援 1473800264 横浜市新栄地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380027211 訪問介護等 1473800272 みなみかぜ都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380029843 居宅介護支援 1473800298 指定居宅介護支援事業所　かけはし 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380032215 通所介護等 1473800322 デイサービス　ひまわり 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380034843 居宅介護支援 1473800348 ゆうらいふ横浜居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380036311 訪問介護等 1473800363 ゆうらいふ横浜訪問介護事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380037143 居宅介護支援 1473800371 みなみかぜケア 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380040511 訪問介護等 1473800405 ＮＰＯ法人　ふれあい都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380041343 居宅介護支援 1473800413 支援センターふれあい都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380043917 福祉用具貸与等 1473800439 三和レンタル株式会社 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380064511 訪問介護等 1473800645 すまいるケア 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380070233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473800702 サニーステージ中山 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380072851 介護老人福祉施設等 1473800728 特別養護老人ホーム　ハートフルガーデン川和 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380073615 通所介護等 1473800736 ふじさんデイサービス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380074411 訪問介護等 1473800744 ライブリーケア中銀仲町台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380074443 居宅介護支援 1473800744 ライブリーケア中銀仲町台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380077743 居宅介護支援 1473800777 ケアシス都筑ケアセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380083533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473800835 ニチイホーム 仲町台Ⅱ番館 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380103117 福祉用具貸与等 1473801031 株式会社　サンライトホーム 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380106411 訪問介護等 1473801064 コープケアサポートセンター都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380106415 通所介護等 1473801064 コープケアサポートセンター都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380106443 居宅介護支援 1473801064 コープケアサポートセンター都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380108015 通所介護等 1473801080 セコムシニア倶楽部　見花山 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380112211 訪問介護等 1473801122 ケアセンター陽だまり 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380117115 通所介護等 1473801171 ケアパートナー港北 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380120511 訪問介護等 1473801205 ＧＴＬケアサービス　横浜都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380121343 居宅介護支援 1473801213 ＧＴＬケアプランセンター　横浜都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380143751 介護老人福祉施設等 1473801437 介護老人福祉施設ヴィラ都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380144515 通所介護等 1473801445 平成デイサービスセンター都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380145243 居宅介護支援 1473801452 荏田やわらぎ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380146043 居宅介護支援 1473801460 安在居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380150215 通所介護等 1473801502 セコムシニア倶楽部　港北 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380152815 通所介護等 1473801528 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜仲町台店 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380157743 居宅介護支援 1473801577 居宅介護支援事業所　ひなたね 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380160115 通所介護等 1473801601 元気広場　横浜東山田 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380161911 訪問介護等 1473801619 介護ステーション　ハートフルケア 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380182543 居宅介護支援 1473801825 ケアプランセンター　桜草 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380183317 福祉用具貸与等 1473801833 株式会社フロンティア　横浜北営業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380190843 居宅介護支援 1473801908 ＧＣＩケアリング芍薬 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380192415 通所介護等 1473801924 ベルーガヘルスケアサロン 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380195715 通所介護等 1473801957 らいおんハートリハビリ温泉デイサービス都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380200517 福祉用具貸与等 1473802005 アサヒサンクリーン福祉用具センター横浜 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380203911 訪問介護等 1473802039 内野介護相談所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380203943 居宅介護支援 1473802039 内野介護相談所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147380210443 居宅介護支援 1473802104 都筑ケアサービス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380212011 訪問介護等 1473802120 ぽれぽれ訪問介護 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380236917 福祉用具貸与等 1473802369 介護ショップ　オハナ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380242743 居宅介護支援 1473802427 医心館　居宅介護支援事業所　横浜都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380243511 訪問介護等 1473802435 医心館　訪問介護ステーション　横浜都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380244315 通所介護等 1473802443 鍼灸マッサージ～憩～池辺町 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380245015 通所介護等 1473802450 デイサービスセンター新緑の泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380246843 居宅介護支援 1473802468 はればれ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380247611 訪問介護等 1473802476 は～とふるらいふサポート　お空のした 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380248433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473802484 はなことばセンター南 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380249243 居宅介護支援 1473802492 居宅介護支援　隣愛 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380250015 通所介護等 1473802500 シェフズデイサービス仲町台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380251815 通所介護等 1473802518 奉優デイサービスセンター北 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380254211 訪問介護等 1473802542 ヘルパーステーション　そう 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380255933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473802559 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレあざみ野 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380257543 居宅介護支援 1473802575 北山田ケアセンター 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380258315 通所介護等 1473802583 デイサービス　ラスベガス横浜都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380259115 通所介護等 1473802591 陽だまりサロン碧 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380262533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473802625 介護付有料老人ホームシニアフォレスト横浜都筑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380263333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1473802633 グッドタイムナーシングホーム・荏田 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380264143 居宅介護支援 1473802641 ベルーガケアマネジメント 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380265811 訪問介護等 1473802658 若武者ケア　都筑事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147380266643 居宅介護支援 1473802666 若武者ケア都筑　居宅介護支援事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149100069915 通所介護等 1491000699 デイサービスセンター　みんみん 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350006832 認知症対応型共同生活介護等 1493500068 のぞみの家　上郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350007673 小規模多機能型居宅介護等 1493500076 小規模多機能事業所「晴」 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350013473 小規模多機能型居宅介護等 1493500134 小規模多機能型居宅介護　くるみ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350014232 認知症対応型共同生活介護等 1493500142 グループホーム　陽春の里 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350021732 認知症対応型共同生活介護等 1493500217 グループホームちいさな手花咲く街横浜こすがや 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350022532 認知症対応型共同生活介護等 1493500225 グループホーム　みなみ栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350027473 小規模多機能型居宅介護等 1493500274 もえぎケアセンター若竹 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350029015 通所介護等 1493500290 デイサービスふるさと小山台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350030815 通所介護等 1493500308 デイサービスふるさと上郷 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350031677 看護小規模多機能型居宅介護 1493500316 ファミリー・ホスピス本郷台ハウス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350033232 認知症対応型共同生活介護等 1493500332 グループホームはなみずき 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350034015 通所介護等 1493500340 でい・さろん泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350035715 通所介護等 1493500357 生活機能向上型デイサービス　ラクナール 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350036515 通所介護等 1493500365 デイサービスラクナール　アネックス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149350037377 看護小規模多機能型居宅介護 1493500373 看護小規模多機能ホーム　こころ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360006632 認知症対応型共同生活介護等 1493600066 グループホームいずみ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360008232 認知症対応型共同生活介護等 1493600082 グループホームいずみ別荘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360012473 小規模多機能型居宅介護等 1493600124 小規模多機能事業所　だんだん 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360013273 小規模多機能型居宅介護等 1493600132 横浜いこいの里 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360014073 小規模多機能型居宅介護等 1493600140 よりどころ　和泉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360015773 小規模多機能型居宅介護等 1493600157 横浜市福祉サービス協会　いずみ中央花みずき 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360016573 小規模多機能型居宅介護等 1493600165 小規模多機能ホーム　すずらん 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360025632 認知症対応型共同生活介護等 1493600256 グループホーム　いちご苑 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360026476 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493600264 横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護いずみ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360030615 通所介護等 1493600306 デイサービスふるさと萩丸 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360031415 通所介護等 1493600314 デイサービス桜花乃郷　新橋町の家 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360033015 通所介護等 1493600330 横浜市踊場地域ケアプラザ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360034815 通所介護等 1493600348 シェフズデイサービス緑園 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360036373 小規模多機能型居宅介護等 1493600363 パナソニック エイジフリーケアセンター横浜岡津町・小規模多機能 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360037177 看護小規模多機能型居宅介護 1493600371 たすけあい泉フルール看護小規模多機能型介護事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360038915 通所介護等 1493600389 スマイルハーモニー　弥栄 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360040577 看護小規模多機能型居宅介護 1493600405 看護小規模多機能型居宅介護事業所　アットホームやすらぎ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360041315 通所介護等 1493600413 リハビリ型デイサービス　プラス中田店 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360042132 認知症対応型共同生活介護等 1493600421 ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家ＧＨ弥生台　グループホーム 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360043915 通所介護等 1493600439 リハビリ型デイサービス　プラス上飯田店 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360044715 通所介護等 1493600447 生活維持向上倶楽部「匠」 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149360045432 認知症対応型共同生活介護等 1493600454 グループホーム　ソラストいずみ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370015515 通所介護等 1493700155 ささゆり　デイサービス若草台事業所 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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149370016332 認知症対応型共同生活介護等 1493700163 グループホーム　ゆい　青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370019732 認知症対応型共同生活介護等 1493700197 花物語いちがお 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370027032 認知症対応型共同生活介護等 1493700270 市が尾ポポロ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370028815 通所介護等 1493700288 市が尾ポポロ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370030477 看護小規模多機能型居宅介護 1493700304 複合型ハウス・メリー 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370031215 通所介護等 1493700312 フラワーデイ　コスモス 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370032015 通所介護等 1493700320 デイサービスセンター　万寿の森 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370033832 認知症対応型共同生活介護等 1493700338 花物語ふじがおか 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370034676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493700346 わかたけ ２４ケアステーション 青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370036132 認知症対応型共同生活介護等 1493700361 花物語おんだ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370039573 小規模多機能型居宅介護等 1493700395 ケアホーム　くすの木 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370041115 通所介護等 1493700411 デイサービスふるさと青葉台 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370044515 通所介護等 1493700445 シェフズデイサービス青空 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370045276 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493700452 ホームケア青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370046076 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493700460 定期巡回　ゆい　青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370048615 通所介護等 1493700486 デイサービス　かなで 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370049415 通所介護等 1493700494 レッツ倶楽部横浜青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370050215 通所介護等 1493700502 リハビリポルトSORA 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370051015 通所介護等 1493700510 リハラボ　Bay　Walking　青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370052815 通所介護等 1493700528 はまリハＤａｙスタジオ青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370053615 通所介護等 1493700536 ステップぱーとなー藤が丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370054432 認知症対応型共同生活介護等 1493700544 「結」ケアセンターあおば 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370055115 通所介護等 1493700551 トポス　和果 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370056915 通所介護等 1493700569 コープケアサポートセンター青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370057773 小規模多機能型居宅介護等 1493700577 小規模多機能施設　ゆい青葉 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370058515 通所介護等 1493700585 ｆｕｒｅａｉ藤が丘店 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370059315 通所介護等 1493700593 fureaiあざみ野店 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370060115 通所介護等 1493700601 リハトレ　青葉の樹 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149370061915 通所介護等 1493700619 BALENA 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380005432 認知症対応型共同生活介護等 1493800054 グループホームみんなの家　横浜茅ヶ崎東２ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380009632 認知症対応型共同生活介護等 1493800096 グループホーム蘭寿しらかし 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380010432 認知症対応型共同生活介護等 1493800104 春風の丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380016173 小規模多機能型居宅介護等 1493800161 小規模多機能型居宅介護　かもいけ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380017973 小規模多機能型居宅介護等 1493800179 小規模多機能ホーム　グラーナ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380024532 認知症対応型共同生活介護等 1493800245 グループホーム　和が家 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380027873 小規模多機能型居宅介護等 1493800278 小規模多機能かもいけ　センター北 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380028673 小規模多機能型居宅介護等 1493800286 小規模多機能ホーム　グラーナつづき 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380030273 小規模多機能型居宅介護等 1493800302 小規模多機能型居宅介護　しょうぶ 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380031076 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1493800310 都筑区医師会24時間在宅ケアステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380032877 看護小規模多機能型居宅介護 1493800328 都筑区医師会ナーシングホーム 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380033632 認知症対応型共同生活介護等 1493800336 グループホーム　ソラスト勝田 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380034415 通所介護等 1493800344 デイサービスふるさと荏田南 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380035115 通所介護等 1493800351 ｆｕｒｅａｉ仲町台店 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380037773 小規模多機能型居宅介護等 1493800377 Harmony　House 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380038515 通所介護等 1493800385 ベルーガヘルスケアサロン都筑ふれあいの丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380039315 通所介護等 1493800393 リハプライド・つづき 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380043532 認知症対応型共同生活介護等 1493800435 ライフケア＠つづき 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380044377 看護小規模多機能型居宅介護 1493800443 さくらカンタキステーション 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380045015 通所介護等 1493800450 シニアサロン　スマイル 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380046815 通所介護等 1493800468 樹楽　横浜すみれが丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380047615 通所介護等 1493800476 デイサービス　またね会　都筑ふれあいの丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380048415 通所介護等 1493800484 チャンス都筑ふれあいの丘 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380049215 通所介護等 1493800492 デイサービスふるさと東方町 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149380050015 通所介護等 1493800500 まんなか 横浜2月報告 令和4年12月 令和5年2月


