
番号 宣言日 法人の名称 法人の所在地 電話番号 代表者名 法人事業所が提供するサービス

1 平成28年7月7日 工藤建設株式会社 横浜市青葉区新石川4-33-10 045-911-5736 代表取締役　工藤英司

通所介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入
居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、
介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防通所
介護

2 平成28年7月8日
日総ニフティ
株式会社

横浜市港北区新横浜1-4-1　日
総工産新横浜ビル

045-476-4340 代表取締役　篠　明俊

訪問介護、福祉用具貸与、特定施設入居者生活介
護、介護予防特定施設入居者生活介護、特定福祉用
具販売、居宅介護支援、特定介護予防福祉用具販
売、介護予防訪問介護、介護予防福祉用具貸与

3 平成28年7月9日 株式会社ＧＥＮ 横浜市西区中央1-37-1-1016 045-311-6665 代表取締役　橋本知恵子 地域密着型通所介護、介護予防通所介護

4 平成28年7月15日
特定非営利活動法人サポー
トめぐみ

横浜市戸塚区川上町464-29 045-383-9899 理事長　建石　恵 訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問介護

5 平成28年7月15日
有限会社
ふれんどりぃ

座間市栗原中央4-23-21 046-255-5666 代表取締役　筒井すみ子
介護予防通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域
密着型通所介護

6 平成28年7月16日
株式会社
お元気福祉サービス

横浜市港南区上永谷1-39-23 045-349-4677 代表取締役　塙　浩信 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

7 平成28年7月25日
医療法人社団
相和会

相模原市中央区淵野辺3-2-8 042-754-2222 理事長　土屋　敦

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリ
テーション、福祉用具貸与、短期入所療養介護、介
護予防短期入所療養介護、居宅療養管理指導、介護
予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売、居宅介
護支援、特定介護予防福祉用具販売、介護予防支援
事業、介護老人保健施設、介護予防訪問看護、介護
予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸
与、介護予防ケアマネジメント

8 平成28年7月27日
株式会社
リッチライト

足柄上郡山北町向原1640-2 0465-44-4471 代表取締役　山本　裕太 介護予防通所介護、地域密着型通所介護

1/15
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9 平成28年8月1日
社会福祉法人
小田原福祉会

小田原市穴部377 0465-34-6001 理事長　時田　純

訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具貸与、短
期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、認知
症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同
生活介護、居宅介護支援、特定介護予防福祉用具販
売、介護予防支援事業、介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）、介護予防訪問介護、介護予防訪問
看護、介護予防通所介護、介護予防福祉用具貸与、
夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、介
護予防小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対
応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、介護予防
ケアマネジメント

10 平成28年8月1日
社会福祉法人
千里会

横浜市港北区新横浜1-22-4 045-471-8688 理事長　二宮　浩
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介
護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

11 平成28年8月1日
社会福祉法人
三浦市
社会福祉協議会

三浦市南下浦町菊名1258-3 046-888-7347 会長　川崎　喜正
通所介護、居宅介護支援、介護予防支援事業、介護
予防通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防
小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護

12 平成28年8月13日
社会福祉法人
敬愛会

大和市福田1551 046-267-1210 理事長　高橋　恵

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防
短期入所生活介護 、居宅介護支援、介護予防訪問
介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、
介護予防認知症対応型通所介護

13 平成28年8月15日 有限会社　青空
横浜市金沢区泥亀1-15-2　ひい
ちやビル３Ｆ

045-791-6614 代表取締役　山口　ひとみ

訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問介護、介護
予防通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型
通所介護、訪問型サービス(みなし)、通所型サービ
ス(介護予防通所介護相当)

14 平成28年8月22日
一般財団法人
シニアライフ
振興財団

横浜市中区日本大通33　神奈川
県住宅供給公社ビル９階

045-664-4771 理事長　安室　和行
特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者
生活介護
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15 平成28年8月22日
社会福祉法人
伸こう福祉会

横浜市栄区公田町 045-260-0568 理事長　足立　聖子

訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介
護、介護予防短期入所生活介護、認知症対応型共同
生活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定
施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生
活介護、居宅介護支援、介護予防支援事業、介護老
人福祉施設（特別養護老人ホーム）、地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防訪問介
護、介護予防訪問看護、介護予防通所介護、認知症
対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予
防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居
宅介護、地域密着型通所介護、訪問型サービス(み
なし)、通所型サービス(介護予防通所介護相当)、
介護予防ケアマネジメント

16 平成28年8月23日 社会福祉法人　三栄会 座間市栗原1261-1 046-257-1121 理事長　坂間　有二

通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生
活介護、居宅介護支援、介護予防支援事業、介護老
人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護予防通所
介護

17 平成28年8月24日 社会福祉法人　東の会 相模原市中央区下九沢980 042-700-0277 理事長　今井　徹

通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生
活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施
設入居者生活介護、居宅介護支援、介護老人福祉施
設（特別養護老人ホーム）、介護予防通所介護、通
所型サービス(みなし)、通所型サービス(介護予防
通所介護相当)

18 平成28年8月25日 社会福祉法人　みどりの風 横浜市緑区西八朔町99-1 045-929-5000 理事長　小島　健一

居宅介護支援、訪問リハビリテーション、通所リハ
ビリテーション、短期入所療養介護、介護予防短期
入所療養介護、介護老人保健施設、介護予防訪問リ
ハビリテーション、介護予防通所リハビリテーショ
ン

19 平成28年8月26日
医療法人社団
景翠会

横浜市金沢区泥亀2-8-3 045-785-8668 理事長　富田　春郎

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通
所介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介
護、介護予防短期入所療養介護、居宅療養管理指
導、介護予防居宅療養管理指導、居宅介護支援、介
護老人保健施設、介護予防訪問介護、介護予防訪問
看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防
通所介護、介護予防通所リハビリテーション、小規
模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、訪問型
サービス(みなし)、通所型サービス(みなし)、通所
型サービス(介護予防通所介護相当)
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20 平成28年8月26日 社会福祉法人慶寿会 茅ヶ崎市下寺尾1835-2 0467-52-8711 理事長　小笹　慶資

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防
短期入所生活介護、居宅介護支援、介護予防支援事
業、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介
護予防訪問介護、介護予防通所介護、地域密着型通
所介護

21 平成28年8月26日
社会福祉法人神奈川県社会
福祉事業団

横浜市中区北仲通3-33　神奈川
県中小企業共済会館５階

045-305-3111 理事長　河原　達成

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防
短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、特
定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生
活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、居宅
介護支援、介護予防支援事業、介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）、介護予防訪問介護、介護
予防通所介護、地域密着型通所介護、訪問型サービ
ス(みなし)、通所型サービス(みなし)、通所型サー
ビス(介護予防通所介護相当)、介護予防ケアマネジ
メント

22 平成28年8月29日 社会福祉法人　喜寿福祉会 藤沢市石川3928-5 0466-84-1165 理事長　田代　喜宣

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防
短期入所生活介護、居宅介護支援、介護予防支援事
業、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介
護予防訪問介護、介護予防通所介護、地域密着型通
所介護

23 平成28年8月29日 社会福祉法人　大六福祉会 伊勢原市子易1254-4 0463-93-5521 理事長　大津　順一 通所介護、介護老人福祉施設、短期入所生活介護

24 平成28年8月30日 医療法人　寛栄会 横浜市港北区新羽町4076-5 045-532-1008 理事長　石田　寛

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
ン、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介
護、介護老人保健施設、介護予防訪問リハビリテー
ション、介護予防通所リハビリテーション、認知症
対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生
活介護

25 平成28年9月5日 神奈川県住宅供給公社 横浜市中区日本大通33 045-651-1885 理事長　猪股　篤雄
特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者
生活介護

26 平成28年9月6日 社会福祉法人　敬心会 座間市栗原中央6-1-8 046-251-1166 理事長　野島　徹

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防
短期入所生活介護、居宅介護支援、介護予防支援事
業、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介
護予防訪問介護、介護予防通所介護
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27 平成28年9月8日 社会福祉法人　富士美 横須賀市佐島3-12-15 046-856-7088 理事長　富所　不二枝

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、居
宅介護支援、介護老人福祉施設（特別養護老人ホー
ム） 介護予防通所介護、通所型サービス(みな
し)、 地域密着型通所介護

28 平成28年10月12日 株式会社らいふ
東京都品川区東品川2-2-24　天
王洲セントラルタワー18階

03-5769-7268 代表取締役　吉田伸一

介護予防特定施設入居者生活介護、特定施設入居者
生活介護、介護予防訪問介護、訪問介護、訪問型
サービス（みなし）、訪問型サービス（独自）、居
宅介護支援、介護予防通所介護、通所介護通所型
サービス（独自）

29 平成28年11月28日 社会福祉法人喜楽会 相模原市南区当麻４９０－１ 042-778-7211 理事長 吉川　友子

通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生
活介護、居宅介護支援、介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）、介護予防通所介護、小規模多機能
型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、通
所型サービス(みなし)、通所型サービス(介護予防
通所介護相当)

30 平成28年12月1日 社会福祉法人静友会 足柄上郡山北町中川５１１ 0465-78-3838 理事長　湯川　正子

通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生
活介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居
者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介
護予防認知症対応型共同生活介護、居宅介護支援、
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、地域密
着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防通
所介護、地域密着型通所介護、通所型サービス(み
なし)

31 平成28年12月13日 株式会社　ツクイ
神奈川県横浜市港南区上大岡西
１－６－１

045-842-4115 代表取締役　津久井　宏

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、居
宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定
施設入居者生活介護、介護予防居宅療養管理指導、
介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症
対応型共同生活介護、居宅介護支援、介護予防支援
事業、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、
介護予防訪問看護、介護予防通所介護、認知症対応
型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防認
知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅
介護、地域密着型通所介護、訪問型サービス(みな
し)、訪問型サービス(介護予防訪問介護相当) 、通
所型サービス(みなし) 、通所型サービス(介護予防
通所介護相当) 、通所型サービス(介護予防通所介
護相当)、介護予防ケアマネジメント

32 平成28年12月15日 株式会社ジェイアーク 川崎市中原区小杉町1-527-4 045-360-1041 代表取締役　青木　英憲
通所介護、介護予防通所介護、通所型サービス(介
護予防通所介護相当)

33 平成28年12月22日 有限会社　かしこ 横須賀市長沢１－３－１５ 046-839-2424 代表取締役　門原　裕子
訪問介護、訪問看護、介護予防訪問介護
介護予防訪問看護、訪問型サービス(みなし)

34 平成28年12月26日
マイルド・ライフケア株式
会社

海老名市社家７１０－３ 046-238-7961 代表取締役　清水　慎司
訪問介護、通所介護、認知症対応型共同生活介護、
介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防訪問
介護、介護予防通所介護
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35 平成28年12月28日 社会医療法人社団三思会 厚木市船子232番地 046-229-1774 理事長　中　佳一

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通
所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予
防短期入所療養介護、居宅療養管理指導、介護予防
居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援事
業、介護老人保健施設、介護予防訪問介護、介護予
防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介
護予防通所リハビリテーション、看護小規模多機能
型居宅介護、訪問型サービス(介護予防訪問介護相
当)、介護予防ケアマネジメント

36 平成29年1月6日 社会福祉法人　誠幸会
横浜市泉区上飯田町字庚申塚
2083-1

045-800-1800 理事長　鈴木　一誠

訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介
護、介護予防短期入所生活介護、居宅療養管理指
導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生
活介護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防特定
施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生
活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、居宅
介護支援、介護予防支援事業、介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）、介護予防訪問介護、介護
予防訪問看護、介護予防通所介護、認知症対応型通
所介護、介護予防認知症対応型通所介護、訪問型
サービス(みなし)、通所型サービス(介護予防通所
介護相当)、介護予防ケアマネジメント

37 平成29年1月10日
特定非営利活動法人　野の
花ネットワーク

秦野市名古木４０２－２ 0463-80-0877 理事長　白川　和子
訪問介護、介護予防訪問介護 訪問型サービス(みな
し) 、訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)

38 平成29年1月19日
有限会社　スマイル介護
サービス

横浜市戸塚区戸塚町２４１８－
２５

045-881-7619 代表取締役　門馬　和子

訪問介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認
知症対応型共同生活介護、居宅介護支援、介護予防
訪問介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介
護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介
護、訪問型サービス(みなし)、訪問型サービス(介
護予防訪問介護相当)、通所型サービス(みなし)、
通所型サービス(介護予防通所介護相当)

39 平成29年1月19日
社会福祉法人たちばな福祉
会

相模原市南区南台５－１０－２
６

042-744-1313 理事長　坂本　堯則

通所介護、介護予防通所介護 通所型サービス(みな
し) 、通所型サービス(介護予防通所介護相当) 、
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型
共同生活介護、居宅介護支援、介護予防支援事業、
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型
居宅介護、介護予防ケアマネジメント

40 平成29年1月20日 有限会社　真謝 川崎市麻生区向原３－１１－６ 044-969-5831 代表取締役　真謝　清美

訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、介護予防訪問
介護、介護予防訪問看護、訪問型サービス(介護予
防訪問介護相当)
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41 平成29年2月9日 社会福祉法人幸会
神奈川県相模原市南区相模大野
９－１２－２２

042-766-1700 理事長　草薙　喜義

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防
短期入所生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通
所介護、訪問型サービス(みなし)、通所型サービス
(みなし)、訪問型サービス(介護予防訪問介護相
当)、通所型サービス(介護予防通所介護相当)

42 平成29年3月1日
公益財団法人　横須賀市健
康福祉財団

横須賀市三春町２－１２ 046-824-3232 理事長　沼田　芳明

訪問介護、訪問看護、居宅療養管理指導、介護予防
居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援事
業、介護予防訪問介護、介護予防訪問看護、訪問型
サービス(みなし) 、介護予防ケアマネジメント

43 平成29年4月24日
株式会社　エイチ・エス・
エー

小田原市扇町5-11-21 0465-32-2532 代表取締役　田中　勉

訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具貸与、特
定福祉用具販売、居宅介護支援、特定介護予防福祉
用具販売、介護予防訪問介護、介護予防訪問看護、
介護予防通所介護、介護予防福祉用具貸与、訪問型
サービス（みなし）、通所型サービス（みなし）

44 平成29年5月12日
社会福祉法人ユーアイ二十
一

横須賀市西浦賀6-1-1 046-846-5133 理事長　石渡　庸介

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防
短期入所生活介護、居宅介護支援、介護予防支援事
業、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介
護予防訪問介護、介護予防訪問リハビリテーショ
ン、介護予防通所介護、小規模多機能型居宅介護、
介護予防小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時
対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介
護、地域密着型通所介護、訪問型サービス（介護予
防訪問介護相当）、通所型サービス（みなし）、介
護予防ケアマネジメント、

45 平成29年5月16日 社会福祉法人　寿徳会 秦野市戸川381-12 0463-74-2003 理事長　久保谷　勤

通所介護、介護予防通所介護、介護老人福祉施設、
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、居
宅介護支援、通所型サービス（介護予防通所介護相
当）

46 平成29年5月16日
株式会社　ワールドフィナ
ンシャル

横浜市港北区新横浜3-18-5 045-474-3133 代表取締役　猪又　徳夫
通所介護、介護予防通所介護、通所型サービス(介
護予防通所介護相当) 、地域密着型通所介護

47 平成29年5月18日 社会福祉法人県央福祉会 大和市柳橋5-3-1 046-200-2888 理事長　佐瀬　睦夫

訪問介護、介護予防訪問介護、通所介護、介護予防
通所介護、認知症対応型共同生活介護、居宅介護支
援、訪問型サービス（みなし）、訪問型サービス
（介護予防訪問介護相当）、通所型サービス（みな
し）
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48 平成29年4月1日 社会福祉法人　和みの会 横浜市戸塚区東俣野町1705 045-851-0753 理事長　佐藤　健一
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、短期入
所生活介護、介護予防短期入所生活介護

49 平成29年6月21日 社会福祉法人　峰延会
神奈川県横浜市磯子区峰町654
－1

045-833-1742 理事長　又江　和子
通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、
介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、通
所型サービス（介護予防通所介護相当）

50 平成29年7月5日 社会福祉法人　智泉会 相模原市中央区清新7-4-1 042-786-8320 理事長　岩崎　泉

通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、
介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、通
所型サービス（介護予防通所介護相当）、通所型
サービス（みなし）、居宅介護支援、介護予防支援
事業

51 平成29年7月13日 株式会社　エスケアメイト
東京都台東区浅草橋五丁目3番2
号

03-5823-5911 代表取締役　栁沼　義輝

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設
入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症
対応型共同生活介護、介護予防訪問介護、介護予防
通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防特
定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居
宅介護、訪問型サービス（みなし）通所型サービス
（介護予防通所介護相当）、通所型サービス（みな
し）、居宅介護支援

52 平成29年7月13日
特定非営利活動法人　ワー
カーズ・コレクティブ樹

横浜市金沢区富岡東1-10-12 045-776-2802 理事長　關　富美子

訪問介護、介護予防訪問介護 訪問型サービス(みな
し) 、居宅介護支援、介護予防通所介護、地域密着
型通所介護、通所型サービス（介護予防通所介護相
当）

53 平成29年7月13日 株式会社湘南みどり園 藤沢市柄沢372 0466-26-6612 代表取締役社長　鈴木　修
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型
共同生活介護

54 平成29年8月1日 社会福祉法人くすのき 厚木市愛甲2280-1 046-220-1165 理事長　石井　均
通所介護、介護予防通所介護、介護老人福祉施設、
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、居
宅介護支援、通所型サービス（みなし）

55 平成29年8月8日 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町1丁目4番14号 03-3377-1100 代表取締役社長　森山　典明

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、特定福祉用具
販売介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介
護予防通所介護、特定介護予防福祉用具販売、訪問
型サービス（みなし）通所型サービス（介護予防通
所介護相当）、通所型サービス（みなし）、居宅介
護支援
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56 平成29年8月8日 社会福祉法人　プレマ会 神奈川県大和市上草柳164番5 046-264-1000 理事長　古谷田　紀夫

通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援、介護
老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、居宅療
養看護指導、介護予防通所介護、介護予防短期入所
生活介護、介護予防居宅療養管理指導、通所型サー
ビス（みなし）

57 平成29年10月20日
有限会社ヘルパーステー
ションほほえみ

横浜市金沢区大道2-10-16 045-783-8830 代表取締役　小笠原　政子
訪問介護、介護予防訪問介護、訪問型サービス（み
なし）、訪問型サービス（介護予防訪問介護相当）

58 平成29年10月20日 株式会社ふたばらいふ 厚木市中萩野941 046-243-5088 代表取締役　森　義信
訪問介護、介護予防訪問介護、訪問型サービス（み
なし）、訪問看護、介護予防訪問看護

59 平成29年11月13日 アンナペレンナ株式会社
横浜市緑区鴨居町2481
第２串田ハイツ１階

045-482-5385 代表取締役　近藤　愛子
地域密着型通所介護、介護予防通所介護、通所型
サービス（介護予防通所介護相当）

60 平成29年12月1日 社会福祉法人　照陽会 川崎市多摩区栗谷2-16-6 044-955-9181 理事長　高橋　照比古

（介護予防）通所介護、（介護予防）短期入所生活
介護、居宅介護支援、介護予防支援事業、介護老人
福祉施設、通所型サービス（介護予防通所介護相
当）、介護予防ケアマネジメント

61 平成29年12月21日 社会福祉法人　幸済会 横浜市保土ヶ谷区川島町1514-2 045-372-0022 理事長　三村　圭美

（介護予防）通所介護、短期入所生活介護、認知症
対応型共同生活介護、居宅介護支援、介護予防支援
事業、介護老人福祉施設、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、通所型サービス（介護予
防通所介護相当）、介護予防ケアマネジメント

62 平成30年1月12日
社会福祉法人　読売光と愛
の事業団

東京都千代田区大手町1-7-1
読売新聞ビル27階

03-3217-3473 理事長　長尾　立子

（介護予防）訪問看護、（介護予防）通所介護、
（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予
防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養
介護、居宅介護支援、介護予防支援事業、介護老人
福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護、通所型サービス（介護予
防通所介護相当）、介護予防ケアマネジメント

63 平成30年1月29日
株式会社　日本アメニティ
ライフ協会

横浜市青葉区みたけ台5-10 045-978-5051 代表取締役　江頭　瑞穂

訪問介護、通所介護、（介護予防）認知症対応型共
同生活介護、（介護予防）特定施設入居者生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防
小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、（地域
密着型）通所介護、訪問型サービス（介護予防訪問
介護相当）、通所型サービス（介護予防通所介護相
当）

64 平成30年1月26日 有限会社ひまわり介護 横浜市神奈川区上反町1-11-7 045-412-6130 代表取締役　茂木　義雄

（介護予防）訪問介護、居宅介護支援、介護予防通
所介護、地域密着型通所介護、訪問型サービス（介
護予防訪問介護相当）、通所型サービス（介護予防
通所介護相当及びみなし）
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65 平成30年1月26日 株式会社リフシア 茅ヶ崎市萩園2822-1 0467-55-5102 代表取締役　加藤　順一

（介護予防）訪問介護、（介護予防）訪問看護、
（介護予防）通所介護、（介護予防）短期入所生活
介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、居
宅介護支援、小規模多機能型居宅介護、看護小規模
多機能型居宅介護、訪問型サービス（みなし）、通
所型サービス（みなし）、通所型サービス（介護予
防通所介護相当）

66 平成30年1月26日 社会福祉法人　麗寿会 茅ヶ崎市南湖1-6-15 0467-85-1148 理事長　大屋敷　幸志

（介護予防）訪問介護、通所介護、（介護予防）短
期入所生活介護、（介護予防）認知症対応型共同生
活介護、居宅介護支援、介護予防支援事業、介護老
人福祉施設、（介護予防）認知症対応型通所介護、
地域密着型通所介護、訪問型サービス（みなし及び
介護予防訪問介護相当）、通所型サービス（みなし
及び介護予防通所介護相当）、介護予防ケアマネー
ジメント

67 平成30年1月30日
特定非営利活動法人　たす
けあいあさひ

横浜市旭区四季美台28-1 045-360-0131 理事　牧野　洋子
（介護予防）訪問介護、居宅介護支援、介護予防通
所介護、地域密着型通所介護、訪問型サービス（み
なし）、通所型サービス（介護予防通所介護相当）

68 平成30年5月24日 いずみケア株式会社 小田原市飯田岡51-1 0465-37-8354 代表取締役　前田　大助
地域密着型通所介護、通所型サービス（介護予防通
所介護相当）

69 平成30年6月7日
社会福祉法人　神奈川やす
らぎ会

厚木市下古沢193-1 046-248-8080 理事長　西迫　玲子

通所介護、短期入所生活介護、(介護予防)短期入所
生活介護、居宅介護支援、介護予防支援、介護老人
福祉施設、通所型サービス（介護予防通所介護相
当）、介護予防ケアマネジメント

70 平成30年6月20日
社会福祉法人　親善福祉協
会

横浜市泉区西が岡1-28-1 045-392-5170 理事長　水地　啓子

訪問介護、(介護予防)訪問看護、通所介護、(介護
予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入
所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、居宅介
護支援、介護予防支援事業、介護老人福祉施設、介
護老人保健施設、訪問型サービス（介護予防訪問介
護相当）、通所型サービス（介護予防通所介護相
当）、介護予防ケアマネジメント

71 平成30年6月20日 社会福祉法人　慈恵会 座間市新田宿151 046-256-3363 理事長　澤田　憲一

訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介
護、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、
介護予防支援事業、介護老人福祉施設、訪問型サー
ビス（介護予防訪問介護相当）、通所サービス（介
護予防通所介護相当）、介護予防ケアマネジメント
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72 平成30年6月20日 社会福祉法人　相模福祉村 相模原市中央区田名6769 042-761-7788 理事長　赤間　源太郎

通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予
防)短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介
護、居宅介護支援、介護老人福祉施設、通所型サー
ビス（介護予防通所介護相当）、(介護予防)認知症
対応型通所介護

73 平成30年6月20日 株式会社アリスの介護
川崎市多摩区中野島3-14-10
アスタック壱番館１C号室

044-933-1805 代表取締役　横山　里美
訪問介護、訪問型サービス（介護予防訪問介護相
当）

74 平成30年8月13日
有限会社アズサケアサービ
ス

川崎市高津区北見方1-18-1 044-833-6567 代表取締役　飯塚　英市
訪問介護、居宅介護支援、訪問型サービス（介護予
防訪問介護相当）

75 平成30年8月13日
株式会社リカバリータイム
ズ

横浜市鶴見区駒岡５－１７－３
２　１階

045-718-5702 代表取締役　石田　輝樹
(介護予防)訪問看護、(介護予防)福祉用具貸与、特
定(介護予防)福祉用具販売、地域密着型通所介護、
通所型サービス(介護予防通所介護相当)

76 平成30年8月13日 社会福祉法人横浜大陽会 横浜市南区大岡5-13-15 045-742-0625 理事長　島村　和子

訪問介護、(介護予防)訪問看護、通所介護、短期入
所生活介護、居宅介護支援、介護予防支援事業、介
護老人福祉施設、訪問型サービス(介護予防訪問介
護相当)、介護予防ケアマネジメント、通所型サー
ビス(介護予防通所介護相当)

77 平成30年8月15日 社会福祉法人清琉会 厚木市小野734-2 046-248-7778 理事長　原田　忠洋

訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介
護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護
予防)特定施設入居者生活介護、居宅介護支援、介
護予防支援事業、介護老人福祉施設、訪問型サービ
ス(みなし)、介護予防ケアマネジメント、通所型
サービス(みなし)

78 平成30年10月10日 社会福祉法人祥風会 小田原市栢山3565 0465-39-2231 理事長　功刀　融
(介護予防)短期入所生活介護、居宅介護支援、介護
老人福祉施設、地域密着型通所介護

79 平成30年10月26日
社会福祉法人きしろ社会事
業会

鎌倉市坂ノ下31-5 0467-48-2101 理事長　田尻　美知子

通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、居宅介護
支援、介護予防支援事業、介護老人福祉施設、通所
型サービス(介護予防通所介護相当)、介護予防ケア
マネジメント
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80 平成30年10月20日 株式会社アイシマ 横浜市瀬谷区卸本町9279-43 045-924-1977 代表取締役　相澤　利彦

訪問介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)福祉用
具貸与、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、
(介護予防)特定福祉用具販売、居宅介護支援、(介
護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所
介護、訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)、通
所型サービス(介護予防通所介護相当)

81 平成30年10月30日 医療法人海星会 逗子市沼間２-10-29 046-870-6677 理事長　池上　厚 (介護予防)訪問リハビリテーション

82 平成30年11月15日
特定非営利活動法人ふるさ
とホーム瀬谷

横浜市瀬谷区相沢４-10-36 045-300-0088 理事長　久保田　雅徳

訪問介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、
居宅介護支援、地域密着型通所介護、訪問型サービ
ス(介護予防訪問介護相当)、通所型サービス(介護
予防通所介護相当)

83 平成30年11月20日 合同会社カジュアル
秦野市曽屋２-６-30
清水ハイツ101号

0463-67-7376 代表社員　田口　誠
訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対
応型訪問介護看護、訪問型サービス(介護予防訪問
介護相当)

84 平成30年10月19日 ひまわりケア株式会社 川崎市川崎区大師駅前２-12-16 050-3775-4157 代表取締役社長　大森　義久 訪問介護、居宅介護支援、訪問型サービス(定率)

85 平成30年12月13日 社会福祉法人朋友会 横浜市瀬谷区阿久和東３-55-１　045-360-8110 理事長　相原　友宏
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)
認知症対応型通所介護

86 平成31年1月1日 株式会社 HumanNext
福岡県福岡市博多区古門戸町９
-12-201

092-292-1886 代表取締役社長　髙妻　雅裕 (介護予防)訪問看護

87 平成31年3月20日
藏方ホームアンドケアサー
ビス株式会社

横浜市保土ヶ谷区帷子町２-51-
302

045-348-0125 代表取締役　藏方　良子 (介護予防)訪問看護

12/15



番号 宣言日 法人の名称 法人の所在地 電話番号 代表者名 法人事業所が提供するサービス

88 令和元年５月22日 株式会社リンデン 川崎市麻生区岡上366-2 044-455-4130 代表取締役　林田　菜緒美
訪問介護、（介護予防）訪問看護、居宅療養管理指
導、居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、
訪問型サービス(定率)

89 令和元年６月１日 社会福祉法人公正会 横浜市泉区池の谷3901-1 045-812-8181 理事長　齋藤　智範

通所介護、（介護予防）短期入所生活介護、居宅介
護支援、介護予防支援、介護老人福祉施設(特別養
護老人ホーム)、地域密着型通所介護、通所型サー
ビス(介護予防通所介護相当)、介護予防ケアマネジ
メント

90 令和元年６月19日 株式会社モリモリ 横浜市保土ヶ谷区境木町114-1 045-286-3511 代表取締役　森元　陽子
(介護予防)訪問看護、(介護予防)居宅療養管理指
導、居宅介護支援、

91 令和元年６月21日 社会福祉法人一廣会 川崎市麻生区片平1430 044-986-1560 理事長　山口　和子

訪問介護、（介護予防）訪問看護、通所介護、（介
護予防）短期入所生活介護、居宅介護支援、介護予
防支援、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、
(介護予防)認知症対応型通所介護、訪問型サービス
（定率）、通所型サービス（介護予防通所介護相
当）、介護予防ケアマネジメント

92 令和元年６月25日 SOMPOケア株式会社
東京都品川区東品川四丁目12番
8

03-6455-8560 代表取締役　遠藤　健

訪問介護、(介護予防)訪問看護、通所介護、福祉用
具貸与、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、
(介護予防)特定施設入居者生活介護、特定(介護予
防)福祉用具販売、居宅介護支援、夜間対応型訪問
介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、訪問型サービス(介
護予防訪問介護相当)(定率)、通所型サービス(介護
予防通所介護相当)

93 令和2年11月30日
社会福祉法人恩賜財団神奈
川県同胞援護会

横浜市西区岡野町2-15-6 045-311-2606 会長　岡　章太郎

訪問介護、（予防）訪問看護、通所介護、(介護予
防）短期入所生活介護、（介護予防）居宅療養管理
指導、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、特
定施設入居者生活介護、居宅介護支援、介護予防支
援事業、介護老人福祉施設（特別養護老人ホー
ム）、（介護予防）認知症対応型通所介護、地域密
着型通所介護、訪問型サービス（介護予防通所介護
相当）、通所型サービス（介護予防通所介護相
当）、介護予防ケアマネジメント

94 令和3年1月14日
特定非営利活動法人ワー
カーズ・コレクティブ一心

茅ヶ崎市十間坂1-5-49 0467-58-7086 理事長　梅澤　恭子
訪問介護、居宅介護支援、訪問型サービス（介護予
防訪問介護相当）、訪問型サービス（定率）
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95 令和3年1月15日 ルミナス株式会社 東京都港区芝大門1-4-9 03-6403-5432 代表取締役　田島　徹 （介護予防）認知症対応型共同生活介護

96 令和3年2月1日 社会福祉法人 雄飛会 横浜市泉区新橋町1805 045-813-3131 理事長　相澤　史人

（介護予防）短所入所生活介護、居宅介護支援、介
護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、地域密着
型通所介護、通所型サービス（介護予防通所介護相
当）

97 令和3年3月11日 株式会社ＳＵＭＡＩＲＵ 横浜市旭区南本宿町144-63 045-459-9377 代表取締役　西間木　幸恵 （介護予防）訪問看護

98 令和3年9月9日 ケアパートナー株式会社 東京都品川区南大井6-20-14 03-6404-8111 代表取締役　白井　孝和

訪問介護、通所介護、（介護予防）認知症対応型共
同生活介護、居宅介護支援、（介護予防）認知症対
応型通所介護、訪問型サービス（介護予防訪問介護
相当）、訪問型サービス（定率）、通所型サービス
（介護予防通所介護相当）

99 令和3年9月20日 有限会社 野いちご
横浜市鶴見区鶴見中央５－５－
１３ヴィラフォルテ２０１

045-504-2803 代表取締役　石松　慶三
訪問介護、居宅介護支援、訪問型サービス(介護予
防訪問介護相当）

100 令和3年10月31日 社会福祉法人楠会
横浜市南区六ッ川４－１２３４
－４５

045-820-4123 理事長　田澤　勝幸

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、居宅介護
支援、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム）、
地域密着型通所介護、訪問型サービス（介護予防通
所介護相当）、通所型サービス(介護予防通所介護
相当）

101 令和3年12月1日
中銀ライフケアホーム株式
会社

東京都中央区勝どき２－８－１
２

03-5548-6467 代表取締役　渡辺蔵人
特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者
生活介護

102 令和3年11月20日 一般財団法人長寿会 小田原市入生田４７５ 0465-24-0002 理事長　加藤　伸一
特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者
生活介護
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103 令和4年6月8日 有限会社　ふれあいハート 横浜市緑区鴨居３－１７－１２ 045-930-3202 代表取締役　鈴木　弘子
訪問介護、訪問型サービス(介護予防訪問介護相
当)、居宅介護支援

104 令和4年7月1日 株式会社ジオックス
相模原市南区上鶴間４－２７－
３０

042-743-2518 代表取締役　岡本　浩明 訪問介護

105 令和4年7月27日
株式会社ＴＯＹＯコーポ
レーション

横浜市金沢区六浦南１－３－１ 045-789-2636 代表取締役　繪面　富美子 訪問介護、訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)
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