
 

 

別紙１ 

優良介護サービス事業所「かながわ認証」事業所 

 

 

 

 

 

No 法人名 事業所名 介護サービスの種類 所在市町村

1 株式会社リカバリータイムズ リカバリースマイル 訪問看護 横浜市鶴見区

2 医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院 訪問リハビリテーション 横浜市緑区

3 株式会社ＮＧＵ 生活維持向上倶楽部「心」 訪問介護 横浜市泉区

4 株式会社アイシマ あいしま看護センター 訪問看護 横浜市瀬谷区

5 医療法人社団 帰陽会 宙（コスモス）訪問看護ステーション 訪問看護 小田原市

6 医療法人徳洲会 茅ケ崎駅前訪問看護ステーション 訪問看護 茅ヶ崎市

No 法人名 事業所名 介護サービスの種類 所在市町村

1 株式会社リカバリータイムズ リカバリータイムズ駒岡 地域密着型通所介護 横浜市鶴見区

2 株式会社アイシマ 小規模多機能型居宅介護事業所ラウレア 小規模多機能型居宅介護 横浜市旭区

3 有限会社在宅ナースの会 複合型サービスふくふく寺前 看護小規模多機能型居宅介護 横浜市金沢区

4 株式会社リカバリータイムズ リカバリータイムズ師岡 地域密着型通所介護 横浜市港北区

5 有限会社　真全 シニアサロンデュランタ 小規模多機能型居宅介護 横浜市緑区

6 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 横浜市福祉サービス協会　いずみ中央花みずき 小規模多機能型居宅介護 横浜市泉区

7 社会福祉法人 愛成会 咲くや愛成 小規模多機能型居宅介護 横浜市瀬谷区

8 ジャパン・ヒューマニクス株式会社 デイサービスセンターぶどうの郷 通所介護 川崎市川崎区

9 社会福祉法人愛翁会 ななかまど 小規模多機能型居宅介護 相模原市緑区

10 社会福祉法人喜楽会 あさみぞデイケアセンター 通所介護 相模原市南区

11 特定非営利活動法人野の花ネットワーク 特定非営利活動法人野の花ネットワーク通所介護事業所 地域密着型通所介護 秦野市

12 社会福祉法人神奈川やすらぎ会 高齢者総合福祉サービスセンター森の里 通所介護 厚木市

13 社会福祉法人 富士白苑 中井富士白苑 居宅介護支援センター 通所介護 中井町

【居住系サービス】

No 法人名 事業所名 介護サービスの種類 所在市町村

1 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 ヒルデモア三渓園 特定施設入居者生活介護 横浜市中区

2 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 ヒルデモアこどもの国 特定施設入居者生活介護 横浜市青葉区

3 有限会社グループホームそよ風 みどりのそよかぜ 認知症対応型共同生活介護 横浜市青葉区

4 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 ヒュッテ荏田南 特定施設入居者生活介護 横浜市都筑区

5 三井住友海上ケアネット株式会社 ゆうらいふ横浜事業所 特定施設入居者生活介護 横浜市都筑区

6 株式会社アイシマ グループホームなでしこ 認知症対応型共同生活介護 横浜市泉区

7 株式会社アイシマ グループホームひめしゃら 認知症対応型共同生活介護 横浜市泉区

8 株式会社アイシマ グループホームほのぼの 認知症対応型共同生活介護 横浜市瀬谷区

9 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 ヒルデモアたまプラーザ・ビレッジⅢ 特定施設入居者生活介護 川崎市宮前区

10 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 ヒルデモアたまプラーザ 特定施設入居者生活介護 川崎市宮前区

11 株式会社アイシマ グループホームあいしま相模原 認知症対応型共同生活介護 相模原市中央区

12 社会福祉法人宗得会 グループホームつばき 認知症対応型共同生活介護 横須賀市

13 株式会社昭和 介護付有料老人ホーム慶愛苑小田原 特定施設入居者生活介護 小田原市

14 社会福祉法人 愛成会 ヴィラ愛成 認知症対応型共同生活介護 大和市

【訪問系サービス】

【通所系サービス】



 

 

No 法人名 事業所名 介護サービスの種類 所在市町村

1 医療法人社団 愛友会
医療法人社団 愛友会 介護老人保健施設 ハートケ

ア横浜
介護老人保健施設 横浜市西区

2 社会福祉法人 同塵会 特別養護老人ホーム リバーサイドフェニックス 介護老人福祉施設 横浜市南区

3 社会福祉法人 同塵会 特別養護老人ホーム 芙蓉苑 介護老人福祉施設 横浜市港南区

4 社会福祉法人 同塵会 特別養護老人ホーム　サンバレー 介護老人福祉施設 横浜市港南区

5 社会福祉法人 山根会 水の郷 介護老人福祉施設 横浜市旭区

6 社会福祉法人 同塵会 特別養護老人ホーム 新磯子ホーム 介護老人福祉施設 横浜市磯子区

7 社会福祉法人 ひまわり福祉会 特別養護老人ホーム富岡はまかぜ 介護老人福祉施設 横浜市金沢区

8 医療法人社団 景翠会 医療法人社団景翠会 介護老人保健施設 ふるさと 介護老人保健施設 横浜市金沢区

9 医療法人社団 景翠会 介護老人保健施設こもれび 介護老人保健施設 横浜市金沢区

10 社会福祉法人 みどりの風 介護老人保健施設みどりの杜 介護老人保健施設 横浜市緑区

11 社会福祉法人 ファミリー 特別養護老人ホーム　ハピネス都筑 介護老人福祉施設 横浜市都筑区

12 社会福祉法人 親善福祉協会 特別養護老人ホーム恒春の丘 介護老人福祉施設 横浜市戸塚区

13 社会福祉法人 松緑会 特別養護老人ホーム　松みどりホーム 介護老人福祉施設 横浜市戸塚区

14 社会福祉法人 親善福祉協会 介護老人保健施設リハパーク舞岡 介護老人保健施設 横浜市戸塚区

15 医療法人社団 協友会
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
介護老人保健施設 横浜市栄区

16 社会福祉法人 公正会 特別養護老人ホーム希望苑 介護老人福祉施設 横浜市泉区

17 社会福祉法人 親善福祉協会 特別養護老人ホーム恒春ノ郷 介護老人福祉施設 横浜市泉区

18 社会福祉法人 敬寿会 特別養護老人ホーム 横浜敬寿園 介護老人福祉施設 横浜市泉区

19 医療法人 光陽会 横浜いずみ介護老人保健施設 介護老人保健施設 横浜市泉区

20 	社会福祉法人 愛成会 特別養護老人ホーム愛成苑 介護老人福祉施設 横浜市瀬谷区

21 医療法人社団 美里会
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
介護老人保健施設 横浜市瀬谷区

22 社会福祉法人 栄光会 介護老人福祉施設 ひだまり館 介護老人福祉施設 横浜市瀬谷区

23 社会福祉法人 鈴保福祉会 川崎市特別養護老人ホームしゅくがわら 介護老人福祉施設 川崎市多摩区

24 社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団 特別養護老人ホーム片平長寿の里（ユニット型） 介護老人福祉施設 川崎市麻生区

25 社会福祉法人 相模福祉村 特別養護老人ホーム 縁JOY 介護老人福祉施設 相模原市中央区

26 社会福祉法人 三光会 特別養護老人ホーム 大野北誠心園 介護老人福祉施設 相模原市中央区

27 社会福祉法人 阿部睦会 共楽荘特養ホーム 介護老人福祉施設 横須賀市

28 社会福祉法人 永寿会 特別養護老人ホームかりん 介護老人福祉施設 藤沢市

29 社会福祉法人 喜寿福祉会 グリーンライフ湘南 介護老人福祉施設 藤沢市

30 社会福祉法人 麗寿会 社会福祉法人麗寿会　ふれあいの麗寿ユニット型 介護老人福祉施設 茅ヶ崎市

31 社会福祉法人 慶寿会 特別養護老人ホームカトレアホーム 介護老人福祉施設 茅ヶ崎市

32 社会福祉法人 湘南愛心会 特別養護老人ホーム 逗子杜の郷 介護老人福祉施設 逗子市

33 社会福祉法人 湘南愛心会 特別養護老人ホーム 逗子杜の郷　ユニット型 介護老人福祉施設 逗子市

34 社会福祉法人 寿徳会 特別養護老人ホーム　はだの松寿苑 介護老人福祉施設 秦野市

35 社会福祉法人 康仁会 特別養護老人ホーム はなの家とむろ 介護老人福祉施設 厚木市

36 社会福祉法人 神奈川やすらぎ会 第二森の里 介護老人福祉施設 厚木市

37 社会医療法人社団 三思会 介護老人保健施設　さつきの里あつぎ 介護老人保健施設 厚木市

38 社会福祉法人 神奈川やすらぎ会 高齢者総合福祉サービスセンター　森の里 介護老人福祉施設 厚木市

【入所系サービス】



 

 

  

No 法人名 事業所名 介護サービスの種類 所在市町村

39 社会福祉法人 プレマ会 社会福祉法人 プレマ会 みなみ風 介護老人福祉施設 大和市

40 社会福祉法人 大六福祉会 特別養護老人ホーム 伊勢原ホーム 介護老人福祉施設 伊勢原市

41 社会福祉法人 大六福祉会 伊勢原ホーム 介護老人福祉施設 伊勢原市

42 社会福祉法人 慈恵会 特別養護老人ホーム 座間苑 介護老人福祉施設 座間市

43 社会福祉法人 敬心会 特別養護老人ホーム 栗原ホーム 介護老人福祉施設 座間市

【入所系サービス】

No 法人名 事業所名 介護サービスの種類 所在市町村

39 社会福祉法人 プレマ会 社会福祉法人 プレマ会 みなみ風 介護老人福祉施設 大和市

40 社会福祉法人 大六福祉会 特別養護老人ホーム 伊勢原ホーム 介護老人福祉施設 伊勢原市

41 社会福祉法人 大六福祉会 伊勢原ホーム 介護老人福祉施設 伊勢原市

42 社会福祉法人 慈恵会 特別養護老人ホーム 座間苑 介護老人福祉施設 座間市

43 社会福祉法人 敬心会 特別養護老人ホーム 栗原ホーム 介護老人福祉施設 座間市


