
県西地区　医療・福祉施設一覧表 平成２９年８月現在

身障 知的 精神 重心 児童

南足柄市訪問看護ステーション

250-0121
南足柄市広町48-１
南足柄市保健医療福祉センター内
0465-71-0128

足柄介護サービス
250-0101
南足柄市斑目1431
0465-72-3117

居宅介護事業所　それいゆ
250-0123
南足柄市中沼831-1
090-7264-5147

訪問介護　ほっとの実

250-0134
南足柄市雨坪411
サンビレッジ壱番館205号
0465-43-9022

南足柄市社協居宅介護サービス事業所
250-0105
南足柄市関本403-2
0465-72-2112

自立サポートセンター　スマイル

250-0105
南足柄市関本403-2
南足柄市りんどう会館内
0465-71-0117

ワークピアさつき ◯

250-0105
南足柄市関本403-2
南足柄市りんどう会館内
0465-74-9292

南足柄市障害児通園施設くまさん教室 ○

250-0105
南足柄市関本403-2
南足柄市りんどう会館内
0465-72-0070

○ ○ ○
250-0105
南足柄市関本368
0465-71-0158

○ ○ ○
250-0133
南足柄市福泉130-1
0465-71-0158

プレアデスホーム ○ ○ ○
250-0134
南足柄市雨坪403
0465-71-0158

250-0123
南足柄市中沼162-4
0465-20-3677

250-0123
南足柄市中沼字泉川138-1
0465-20-3677

足柄療護園 ○ ○

○

○

コスモス学園中沼ケアセンター ○ ○ ○ ○
250-0123
南足柄市中沼831
0465-72-0880

コスモス学園中沼ジョブセンター
250-0123
南足柄市中沼832
0465-72-0880

相談支援センター　りあん
250-0117
南足柄市塚原701-1
0465-74-2022

竹の子ホーム ○
250-0117
南足柄市市塚原1355-4
0465-43-8416

竹の子ケアセンター
250-0117
南足柄市塚原701-1
0465-74-2022

パン工房ハッピー ◯
250-0117
南足柄市塚原721-1
0465-72-3033

放課後等デイサービス　ぽっぷ
250-0117
南足柄市塚原７０１－１
0465-74-2020

訪問看護ステーション　中井
259-0151
足柄上郡中井町井ノ口1000-1
0465-80-3980

さち訪問看護ステーション
259-0151
足柄上郡中井町井ノ口1817-5
0465-46-8705

介護老人保健施設　グレースヒル・湘南 ○
259-0155
足柄上郡中井町松本1135-1
0465-80-3000

神奈川県立中井やまゆり園 ○ ○
259-0157
足柄上郡中井町境218
0465-81-0288

KOMNY　ほたるの家
足柄上郡中井町雑色31-4
0465-80-1511

鶴巻訪問看護ステーション　あしがら
足柄上郡大井町西大井18-3
井上ビル202
 0465-83-8200

大井町社協ケアセンター ○ ○ ○ ○ ○
258-0016
足柄上郡大井町上大井68-2
0465-84-1294

KOMNY　ほほえみ
足柄上郡大井町金子1964-1
0465-83-8013

訪問看護

大井町

プレアデス

短期入所

コスモスホーム

共同生活援助
（介護サービス包括型）

特定なし

特定なし

就労継続支援B型

1市5町委託相談支援事業

特定なし

就労継続B型支援 特定なし

市町村 記号 事業所名 サービス名
サービス
マーク

主たる対象者

250-0116
南足柄市三竹740-3
0465-73-5540

特定なし

就労継続支援B型

児童発達支援
放課後等デイサービス

県西福祉センター

生活介護
計画相談支援

共同生活援助
（介護サービス包括型）南足柄市

短期入所
施設入所支援・生活介護

生活介護
自立訓練（機能訓練）

就労継続支援B型

計画相談支援

生活介護

放課後等デイサービス

住所

就労移行支援（一般）
就労継続支援B型

特定なし

共同生活援助
（介護サービス包括型）

訪問看護

居宅介護 特定なし

居宅介護
重度訪問介護

特定なし

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

特定なし
※同行援護は身体・児童

計画相談支援・障害児相談支援
地域移行支援・地域定着支援

就労移行支援（一般）
就労継続支援B型

居宅介護

生活介護

訪問看護

訪問看護

生活介護

施設入所支援・短期入所
生活介護

自立訓練（生活訓練）

就労継続B型支援

居宅介護
重度訪問介護

中井町

神奈川県県西障害保健福祉圏域障害者自立支援協議会 サービス提供ネット
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県西地区　医療・福祉施設一覧表 平成２９年８月現在

身障 知的 精神 重心 児童

松田町社協訪問介護サービス
258-0003
足柄上郡松田町松田惣領17-2
0465-82-0305

○ ○ ○
258-0003
足柄上郡松田町松田惣領806‐1
0465-83-1477

相談支援事業所　あすなろ

KOMNY　すみれの家
258-0003
足柄上郡松田町松田惣領17-2
 0465-83-7394

放課後等デイサービス　喜の実
258-0004
足柄上郡松田町松田庶子869-17
 0465-25-5470

KOMNY　やまなみ工芸

　
足柄上郡山北町山北1430
 0465-75-1449

どんぐりん ○
258-0113
足柄上郡山北町山北595
0465-46-7334

訪問看護ステーション　エリア
258-0021
足柄上郡開成町吉田島1785-3
0465-82-1888

足柄上医師会訪問看護ステーション　

258-0021
足柄上郡開成町吉田島580
足柄上地区休日急患診療所内
0465-83-5992

在宅福祉ケア子育サポートすずろ ○ ○ ○

ファミリーサポート　すずろ開星亭 ○

KOMNY　れんげ

　
足柄上郡開成町吉田島1043-1
0465-82-1499

地域作業所　合力の郷 ○
258-0021
足柄上郡開成町吉田島1612-1
0465-84-1931

生活介護　トゥモローランド
258-0023
足柄上郡開成町宮台252-１
0465-85-5133

放課後等デイサービス　トゥモローランド

258-0021
足柄上郡開成町吉田島4325-3
ザ・開成プレイス　3F
0465-8５-1122

小田原医師会訪問看護ステーション

256-0816
小田原市酒匂２－３２－１６
小田原市保健センター
0465-47-0853

アイリス訪問看護ステーション
250-0012
小田原市本町4-1-26
0465-22-3157

山近記念総合病院訪問看護ステーション
256-0815
小田原市小八幡３－６－２２
0465-45-3366

積善会訪問看護ステーション
250-0214
小田原市永塚３４４－１
0465-42-8007

宙（コスモス）訪問看護ステーション
250-0856
小田原市新屋２７１－１
0465-35-0050

響訪問看護ステーション
250-0011
小田原市栄町2-12-27
0465-21-6223

アムール訪問看護ステーション
250-0862
小田原市成田644-13
0465-46-8145

あおい訪問看護ステーション
250-0056
小田原市井細田６１９ マリオットＢ
0465-31-1028

訪問看護ファミリー・ホスピス小田原

256-0817
小田原市西酒匂2-5-10
ファミリー・ホスピス鴨宮ハウス
0465-43-9911

潤生園訪問看護ステーション
250-0865
小田原市蓮正寺997-1
0465-39-5581

訪問看護ステーション　デューン小田原

250-0011
小田原市栄町3-10-20
岩田ビル２階
0465-24-5018

特定なし就労継続B型支援

就労継続B型支援 特定なし

コスモス学園　松田センター

生活介護

就労継続支援B型 特定なし

児童発達支援
放課後等デイサービス

訪問看護

訪問看護

放課後等デイサービス

258-0023
足柄上郡開成町宮台1107-1
在宅福祉ケア子育サポートすずろ
0465-84-1828
ファミリーサポート　すずろ開星亭
0465-84-0661

児童発達支援
放課後等デイサービス

就労移行支援（一般）
就労継続支援B型

居宅介護
重度訪問介護

生活介護

訪問看護

住所

※居宅介護は身体のみ

258-0003
足柄上郡松田町松田惣領824‐1
0465-83-1477

事業所名 サービス名
サービス
マーク

主たる対象者

計画相談支援
障害児相談支援

特定なし

就労継続支援B型 特定なし

放課後等デイサービス

訪問看護

訪問看護

訪問看護

訪問看護

訪問看護

訪問看護

訪問看護

訪問看護

訪問看護

訪問看護

居宅介護
重度訪問介護

記号市町村

開成町

山北町

松田町

小田原市
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県西地区　医療・福祉施設一覧表 平成２９年８月現在

身障 知的 精神 重心 児童

ＡＲＳ訪問看護リハビリステーション

250-0853
小田原市堀之内258-1
リチャーパレス富水102
0465-39-3700

こころ訪問看護ステーション
250-0851
小田原市曽比2166
0465-46-7540

皆んなの訪問看護
250-0021
小田原市早川1-3-1
0465-24-3666

ロイヤル小田原訪問看護ステーション
250-0055
小田原市久野128-1
0465-43-7872

H.S.A訪問看護リハビリステーション　花はな
250-0862
小田原市成田475-17
0465-39-0087

ヘルパーステーション心心
256-0816
小田原市酒匂5-4-19
0465-47-2850

ケアサービスみらい

250-0001
小田原市扇町1-45-14
若宮ハイツ203号
0465-43-6768

ケアサポートえにし

250-0042
小田原市荻窪298-2
宮路ビル２F
0465-32-5311

プリネ

250-0011
小田原市栄町2-7-25
小田原百貨店栄町ビル４階C室
0465-20-3289

ケアステーション　ささえあい
250-0011
小田原市栄町3-20-10
0465-46-8431

おだわら障がい者総合支援ｾﾝﾀｰ　クローバー

250-00551
小田原市久野115-2
おだわら総合医療福祉会館内
0465-35-5258

ほうあんホッと相談カフェ ○ ○
250-0012
小田原市本町2-4-12
0465-32-3020

小田原市障害者サポートセンター
250-0003
小田原市東町1-7-7
0465-31-1300

相談支援センターエール
250-0865
小田原市蓮正寺869-3
0465-46-8368

潤生園れんげの里ケアマネジメントセンター
250-0865
小田原市蓮正寺997-1
0465-39-1555

オギクボ薬局相談支援センター
250-0045
小田原市城山2-15-29
0465-31-1113

障害者支援センター　ぽけっと
250-0851
小田原市曽比1786-1
0465-39-2007

障がい者支援センター　かのん
250-0034
小田原市板橋155-13
0465-23-5717

ヘルパーステーションみゅう
250-0055
小田原市久野700-2
0465-43-9181

アースサポート小田原
250-0045
小田原市城山1-28-25
0465-66-4300

アコモケアホームヘルプサービスハイジの家
250-0031
小田原市入生田47-1
0465-43-6133

千の花
250-0034
小田原市板橋180酒井ビル２階
0465-44-4377

介護サービス「銀の鈴」

250-0004
小田原市浜町3-12-2
NICｱｰﾊﾞﾝﾊｲﾑ小田原浜町１F
0465-21-6366

歩歩訪問サービス

250-0857
小田原市柳新田50−3
やぎゅうビル２F
0465-39-0333

訪問介護ファミリー・ホスピス小田原

250-0011
小田原市栄町2-7-37
ＫＴプラザ４階
0465-43-9911

サービス
マーク

主たる対象者
事業所名 住所

1市3町委託相談支援事業
計画相談支援・障害児相談支援
地域移行支援・地域定着支援

1市3町委託相談支援事業
計画相談支援・障害児相談支援

地域移行支援

居宅介護
重度訪問介護

特定なし

居宅介護
重度訪問介護

特定なし

訪問看護

計画相談支援

居宅介護・重度訪問介護

訪問看護

訪問看護

サービス名

計画相談支援

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

居宅介護
重度訪問介護

特定なし

特定なし

特定なし
※同行援護は身体・児童

特定なし

居宅介護・重度訪問介護
同行援護

特定なし

特定なし

特定なし

特定なし

特定なし

障がい者総合相談支援センター

訪問看護

小田原市

訪問看護

就労継続支援Ａ型

居宅介護・重度訪問介護
同行援護

居宅介護・重度訪問介護
同行援護

居宅介護・重度訪問介護

居宅介護

計画相談支援・障害児相談支援
地域移行支援・地域定着支援

計画相談支援
障害者就業・生活支援センター

県西地域就労援助センター

居宅介護
重度訪問介護

同行援護

市町村 記号

計画相談支援・障害児相談支援
地域移行支援・地域定着支援

神奈川県県西障害保健福祉圏域障害者自立支援協議会 サービス提供ネットワーク 
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県西地区　医療・福祉施設一覧表 平成２９年８月現在

身障 知的 精神 重心 児童

ジャパンケア小田原訪問介護

250-0042
小田原市荻窪362
第一オギクボビル102号室
0465-66-2818

株式会社エスティサービス小田原営業所
250-0874
小田原市鴨宮343-2
0465-49-3222

有)マコトコーポレーション

256-0812
小田原市国府津2521-1
飯塚商事ビル１階
0465-45-0678

陽だまりの家ホームヘルプサービス
250-0858
小田原市小台340-20
0465-39-2717

ヘルパーステーションぽっかぽか
256-0802
小田原市小竹662-3
0465-46-8024

有)なかはま商会 ○ ○ ○ ○
256-0802
小田原市小竹822-121
0465-43-4121

小田原市社会福祉協議会介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
250-0055
小田原市久野115-2
0465-35-8143

ニチイケアセンター西湘
250-0862
小田原市成田222-1
0465-39-5134

NPO法人　歩歩

250-0857
小田原市柳新田50−3
やぎゅうビル２F
0465-38-3366

株式会社　エイチ・エス・エー
250-0001
小田原市扇町5-11-21
0465-32-2532

有限会社介護サービスひまわり
250-0851
小田原市曽比1957
0465-39-3215

訪問介護センター　イルソーレホームケア

250-0851
小田原市曽比2408-1
ｼﾃｨﾊｲﾑｴｸｾﾙⅠ　202号室
0465-46-9588

ニコニコ介護サービス
250-0851
小田原市曽比2446-6
0465-39-3531

ニチイケアセンター小田原
250-0851
小田原市曽比3170-2
0465-39-5570

有限会社介護サービスサンライズ
250-0005
小田原市中町1-9-6
0465-24-3053

有限会社シェイクハンズ ○ ○ ○ ○
250-0003
小田原市東町1-30-35
0465-66-3770

はる訪問介護ステーション ○
250-0003
小田原市東町3-6-35
0465-66-3231

ヘルパーステーション　かのん
250-0034
小田原市板橋155-13所沢ビル3階
0465-23-5717

ツクイ小田原
250-0863
小田原市飯泉1432-1
0465-45-0727

ほたるだ訪問介護

250-0853
小田原市堀之内140-12
ハウス堀之内101
0465-43-9959

潤生園ホームヘルプサービス
250-0865
小田原市蓮正寺977-1
0465-39-3101

○ ○ ○

わらべの杜 ○
256-0802
小田原市小竹186
0465-43-1515

永耕園 ○
250-0203
小田原市曽我岸148
0465-42-2268

永耕会ホーム ○
250-0203
小田原市曽我岸148
0465-42-2268

光海学園 ○
250-0203
小田原市曽我岸148
0465-42-1639

居宅介護・重度訪問介護
行動援護・同行援護

計画相談支援・障害児相談支援
地域移行支援・地域定着支援

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

特定なし
※同行援護は身体・児童

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

特定なし
※同行援護は身体・児童

きらら湘南
特定なし

※同行援護は身体・児童

特定なし

記号

250-0051
小田原市北ノ窪382-1
0465-34-1772

居宅介護
重度訪問介護

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

特定なし
※同行援護は身体・児童

居宅介護
重度訪問介護

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

特定なし
※同行援護は身体・児童

共同生活援助
（介護サービス包括型）

短期入所

短期入所・施設入所支援
生活介護

256-0801
小田原市沼代865-1
0465－43－1147短期入所

就労継続支援B型・計画相談支
援

特定なし

特定なし

居宅介護
同行援護

特定なし

居宅介護
重度訪問介護

特定なし
※同行援護は身体・児童

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

※居宅介護は身・知・精
※同行援護は身体

居宅介護
重度訪問介護

居宅介護
重度訪問介護

特定なし

特定なし

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

※居宅介護は身・知・精
※同行援護は身体

市町村 事業所名 サービス名
サービス
マーク

主たる対象者
住所

よるべ沼代

施設入所支援
生活介護

特定なし

居宅介護
重度訪問介護

特定なし

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

特定なし
※同行援護は身体・児童

特定なし
※同行援護は身体・児童

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

居宅介護
重度訪問介護

居宅介護
重度訪問介護

居宅介護・重度訪問介護
同行援護・行動援護

居宅介護
重度訪問介護

居宅介護
重度訪問介護

特定なし

居宅介護
重度訪問介護

小田原市

短期入所・計画相談支援
地域移行支援・地域定着支援

障害児相談支援

神奈川県県西障害保健福祉圏域障害者自立支援協議会 サービス提供ネットワーク 
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県西地区　医療・福祉施設一覧表 平成２９年８月現在

身障 知的 精神 重心 児童

相談支援センター　ういず

デイセンター永耕 ○

ほうあんふじみのさと ○

ほうあんふじみのさと短期入所事業所 ○

ほうあんふじ ○

特定相談支援事業所　ほうあんふじ

障害児相談支援事業所

ほうあんうみ
250-0012
小田原市本町2-4-12
0465-44-4597

竹の子学園 ○
250-0052
小田原市府川752-5
0465－32－7740

○

○

○ ○

○

ほうあんのぞみ ○
250-0004
小田原市浜町1-2-15
0465-22-8837

ほうあん生活ホーム ○
250-0004
小田原市浜町1-2-15
0465-22-3030

ほうあんショートステイシトラス

ほうあんホームシトラス ○

おだわら福祉農場 ○ ○

250-0055
生活介護：小田原市久野2762-3
就労継続：小田原市久野1083
0465-46-9070

ほうゆう館 ○
250-0215
小田原市千代358-1
0465-41-1121

太陽の門ヘルパーステーション

太陽の門デイサービスセンター ○ ○

太陽の門重症心身障害児（者）施設

太陽の門ショートステイ ○ ○

太陽の門相談室

太陽の門放課後等デイサービスセンター
「きゃんばす」

あずさの家
250-0865
小田原市蓮正寺206
0465-36-3133

あずさの家、ポプラの家 ○
250-0865
小田原市蓮正寺206
0465-36-3133

○ ○ ○
250-0032
小田原市風祭412
0465-23-1167

○
250-0032
小田原市風祭412
0465-22-3196

○ ○ ○

第2ありんこホーム

250-0001
小田原市扇町2-31-5
扇町マンション1階
0465-35-8393

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

小田原市

障害児相談支援

放課後等デイサービス

250-0032
小田原市風祭563

ヘルパーステーション
0465-24-6571

デイサービス・ショートステイ
施設・相談室
0465-24-6561

施設入所支援・生活介護

250-0865
小田原市蓮正寺647-5
0465-37-0181

短期入所

短期入所

生活介護
就労継続支援Ｂ型

生活介護

生活介護

　
250-0203
小田原市曽我岸148
0465-42-1630

生活介護

特定なし

250-0024
小田原市根府川389-1
0465-20-4001

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

生活介護

250-0214
小田原市永塚408
デイセンター：0465-42-8889
うぃず：0465-42-1151

250-0201
小田原市曽我大沢7

放課後デイ・児童発達
0465-22-7667

保育訪問・計画・相談
0465-41-4010

共同生活援助
（介護サービス包括型）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援（一般）
就労継続B型

計画相談支援

短期入所

共同生活援助
（介護サービス包括型）

独立行政法人国立病院機構箱根病院
療養介護

医療型障害児入所施設

梅香園

1市3町委託相談支援事業
計画相談支援

地域移行支援・地域定着支援

250-0024
小田原市根府川383
0465-28-2250

短期入所

公益財団法人積善会　曽我病院

ほうあん第二しおん

児童発達支援
保育所等訪問支援

特定なし

就労移行支援（一般）
就労継続支援B型

共同生活援助
（介護サービス包括型）

特定なし
※同行援護は身体・児童

生活介護
就労継続支援B型

特定なし

短期入所

250-0024
小田原市根府川389
0465－29－0146

放課後等デイサービス

250-0201
小田原市曽我大沢７
0465-41-4020

短期入所

児童発達支援
放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

計画相談支援 特定なし

市町村 記号 事業所名 サービス名
サービス
マーク

主たる対象者
住所

特定なし

生活介護

医療型障害児入所施設
療養介護

短期入所

計画相談支援
障害児相談支援

1市3町委託相談支援事業
計画相談支援・障害児相談支援
地域移行支援・地域定着支援

特定なし

短期入所・施設入所支援
生活介護

ほうあん第一しおん

生活介護
就労移行支援（一般型）

就労継続支援B型

神奈川県県西障害保健福祉圏域障害者自立支援協議会 サービス提供ネットワーク 
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県西地区　医療・福祉施設一覧表 平成２９年８月現在

身障 知的 精神 重心 児童

アール・ド・ヴィーヴル

250-0055
小田原市久野906
アネシスヒルズ102
0465-25-4534

就労継続支援B型事業所おりーぶ
250-0211
小田原市鬼柳733-2
0465-37-1175

小田原アシスト
250-0003
小田原市東町4-11-2
0465-30-1560

第2小田原アシスト
250-0003
小田原市東町4-4-5
0465-34-7555

第3小田原アシスト
250-0003
小田原市東町1-32-20
0465-43-8515

せせらぎの杜
250-0865
小田原市蓮正寺827-1
0465-37-5554

農業ステーション
250-0211
小田原市鬼柳311
0465-20-8668

えりむ ○
250-0045
小田原市城山1-6-18
0465-32-1408

かもめの家事業所
250-0034
小田原市板橋102
0465-23-1136

かのん ○ ○
250-0034
小田原市板橋155-13
0465-23-5717

ありんこホーム
250-0004
小田原市浜町4-29-1
0465-24-5486

こはるび学園 ○

特定相談所　こはるび ○

障害児相談支援事業所　こはるび

小田原市障害児通園施設つくしんぼ教室 ○
250-0055
小田原市久野115-2
0465-34-3226

小田原市保育所等訪問支援つくしんぼ教室

250-0042
小田原市荻窪３００
小田原市役所子育て政策課内
0465-33-1504

ぐれーぷ ○
250-0861
小田原市桑原34-4
0465-43-7600

株式会社エイチ・エス・エー秘密基地 ○
250-0001
小田原市扇町5-11-21
0465-32-2532

ひまわりの家 ○
250-0863
小田原市飯泉字吉添1203-8
0465-20-3854

Well 　 ○
250-0055
小田原市久野469
0465-43-6171

放課後等デイサービスおんぷ 　 ○
250-0055
小田原市久野700-2
0465-43-9181

あったかサポートねこのて ○
250-0004
小田原市浜町3-1-38
0465-21-3117

ファミリーサポート　すずろ蓮笑亭 ○
250-0865
小田原市蓮正寺435
0465-43-6334

ハッピーテラス小田原教室
250-0874
小田原市鴨宮162-1
0465-46-8066

小田原ひかり
250-0055
小田原市久野849-10
0465-43-9103

扇町ひかり

250-0001
小田原市扇町1-13-39
清晋ビル２階
0465-20-4832

きらら湘南ポラリス
250-0051
小田原市北ノ窪382-1
0465-34-1772

ＪＯＹヴィレッジ小田原校
250-0862
小田原市成田656-6
0465-37-８7７７

ふらっと ○
250-0853
小田原市堀之内253-1
0465-39-2234

プラムハウス
250-0214
小田原市永塚313
0465-42-1155

小田原市

児童発達支援

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

障害児相談支援

250-0852
小田原市栢山592-2
学　園：ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊｲﾂ105
相談所：ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊｲﾂ203
0465-43-6388

特定なし

サービス名

特定なし

就労継続支援B型

就労継続支援B型 特定なし

共同生活援助
（介護サービス包括型）

生活介護

就労継続支援B型

主たる対象者
住所

保育所等訪問支援

特定なし

特定なし

特定なし

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

児童発達支援
放課後等デイサービス

自立訓練（機能訓練）

児童発達支援
放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

生活介護
放課後等デイサービス

就労継続支援B型

就労継続支援B型

居宅介護・就労移行支援（一
般）

就労継続支援B型
特定なし

計画相談支援

就労継続支援B型

就労移行支援B型

就労継続支援B型

就労継続支援B型

児童発達支援

市町村 記号 事業所名
サービス
マーク

放課後等デイサービス

神奈川県県西障害保健福祉圏域障害者自立支援協議会 サービス提供ネットワーク 
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県西地区　医療・福祉施設一覧表 平成２９年８月現在

身障 知的 精神 重心 児童

ありんこホーム　すまいる
250-0875
小田原市南鴨宮1-14-27
0465-48-5503

ながつか ○
250-0214
小田原市永塚449-1
0465-42-3935

喜心寮 ○
256-0816
小田原市酒匂2-9-25
0465-48-4973

わかば会　栢山寮 ○
250-0852
小田原市栢山2816-1
0465-37-3875

かもめホーム ○
256-0816
小田原市酒匂2−31−10
0465-23-1136

ポラリスホーム ○
256-0801
小田原市沼代1282
0465-43-1147

グループホームあさ ○
250-0862
小田原市成田929-1
0465-36-2509

ふぁみーる　かのん ○ ○

250-0865
小田原市蓮正寺795-6
アービスEW2階・3階
0465-23-5717

地域包括支援センター　しろやま
250-0011
小田原市栄町3-12-4
0465-23-8115

地域包括支援センター　はくおう
250-0002
小田原市東町1-30-32
0465-34-7611

地域包括支援センター  じょうなん
250-0021
小田原市早川853
0465-24-5601

地域包括支援センター　はくさん
250-0055
小田原市久野137-2
0465-66-3066

地域包括支援センター　ひがしとみず
250-0853
小田原市堀之内7-1
0465-39-5551

地域包括支援センター　とみず
250-0855
小田原市清水新田271
0465-66-3456

地域包括支援センター　さくらい

250-0851
小田原市曽比1799
潤生園　やすらぎの家栢山内
0465-20-3371

地域包括支援センター
          さかわ　こやわた・ふじみ

256-0815
小田原市小八幡3-6-22
介護老人保健施設　わかば内
0465-45-3222

地域包括支援センター　しもふなか

256-0816
小田原市酒匂956-1
特別養護老人ホーム　ｼﾞｮｲｳﾞｨﾚｯｼﾞ
0465-48-1101

地域包括支援センター
          とよかわ・かみふなか

250-0862
小田原市成田444-1
0465-38-4441

地域包括支援センター
          そが　しもそが・こうづ

250-0207
小田原市曽我光海2-1
ルビーホーム内
0465-42-1374

地域包括支援センター　たちばな

256-0806
小田原市小船213-1
介護老人福祉施設たちばなの里内
0465-44-1102

共同生活援助
（介護サービス包括型）

共同生活援助
（介護サービス包括型）

共同生活援助
（介護サービス包括型）

共同生活援助
（介護サービス包括型）

地域活動支援センター

地域活動支援センター

サービス
マーク

主たる対象者
住所

地域活動支援センター

地域活動支援センター

地域活動支援センター

地域活動支援センター

地域活動支援センター

共同生活援助
（介護サービス包括型）

共同生活援助
（介護サービス包括型）

共同生活援助
（介護サービス包括型）

地域活動支援センター

記号 事業所名 サービス名

共同生活援助
（介護サービス包括型）

小田原市

市町村

地域活動支援センター

地域活動支援センター

地域活動支援センター

地域活動支援センター

神奈川県県西障害保健福祉圏域障害者自立支援協議会 サービス提供ネットワーク 
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県西地区　医療・福祉施設一覧表 平成２９年８月現在

身障 知的 精神 重心 児童

はこね社協サービスセンター
250-0311
足柄下郡箱根町湯本855
0460-85-3008

やまばと

250-0401
足柄下郡箱根町宮城野881-1
箱根町総合福祉保健福祉センター内
0460-82-1722

アコモケア訪問看護ステーション
250-0631
足柄下郡箱根町仙石原1291-54
0460-83-8105

真鶴町 ひまわりの家
259-0201
足柄下郡真鶴町真鶴428
0465-68-6733

ヘルパー事業所　蜜・柑

相談支援事業所　蜜・柑

鐘の鳴る丘訪問介護センター湯河原 ○ ○
259-0314
足柄下郡湯河原町宮上759-114
0465-60-4416

鐘丘湯河原訪問介護センター
259-0303
足柄下郡湯河原町土肥4-6-14
0465-60-4416

たんぽぽ　居宅介護事業所 ○ ○

たんぽぽ　生活介護事業所 ○ ○ ○

たんぽぽ　同行援護事業所 ○ ○

たんぽぽ　就労継続支援事業所

たんぽぽ　児童デイサービス事業所 ○

たんぽぽ　地域生活支援事業

たんぽぽ　相談支援事業所

神奈川県ホームヘルプ協会・西湘 ○ ○

259-0303
足柄下郡湯河原町土肥4-6-3
コルムイースト102号
0465-60-3235

花菜訪問看護ステーション

花菜プラザ ○

笑っこ ○
259-0301
足柄下郡湯河原町中央2-21-3
0465-44-4173

ハーバー湯河原 ○ ○ ○
259-0303
足柄下郡湯河原町土肥4-6-4
0465-46-7410

特定なし

259-0314
足柄下郡湯河原町宮上145-5
0465-62-4181

計画相談支援
障害児相談支援

特定なし

地域活動支援センター

※居宅介護は知的
※同行援護は身体・児童

サービス
マーク

主たる対象者

訪問看護

特定なし

259-0301
足柄下郡湯河原町中央2-21-5
0465-64-0038

特定なし

放課後等デイサービス

居宅介護
重度訪問介護

住所

259-0302
足柄下郡湯河原町門川35-２
0465-62-3177

湯河原町

居宅介護

箱根町

居宅介護
重度訪問介護

居宅介護
重度訪問介護・同行援護

共同生活援助
（介護サービス包括型）

居宅介護・重度訪問介護

児童発達支援
放課後等デイサービス

地域活動支援センター
移動支援
日中一時

相談支援
障害児相談支援

居宅介護
重度訪問介護

就労継続支援Ｂ型

訪問看護

児童発達支援
放課後等デイサービス

地域活動支援センター

生活介護

同行援護

市町村 記号 事業所名 サービス名

神奈川県県西障害保健福祉圏域障害者自立支援協議会 サービス提供ネットワーク 
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