
令和元年度

廃止年月日 届出者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H28.1.31 株式会社ＹＤＫ クローバー訪問看護リハビリステー
ション羽沢

神奈川区羽沢南２－４３－７　ル
ミエール小澤６０３

訪問看護 介護予防訪問看護

H28.2.1 株式会社　エスティサービ
ス

株式会社エスティサービス横浜西営業
所

旭区白根５－１６－２０ 居宅介護支援

H28.3.31 株式会社ユニック 株式会社ユニック　ヒューマンケア事
業室

西区浜松町１３－１６ 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用
具販売

H29.12.31 株式会社　昌英 ショウエイ訪問看護ステーションいず
み

泉区下和泉５－１１－１９ 居宅介護支援

H31.3.31 有限会社　ケンコー社 介護ステーション　ケンコー社 鶴見区佃野町２８－４　インプ
ルーブ・トーエー１０１

訪問介護

H31.4.30 株式会社　ツクイ ツクイ横浜訪問看護ステーション 戸塚区戸塚町３６１－４　グレイ
プスシーズン戸塚

訪問看護 介護予防訪問看護

R1.5.1 特定非営利活動法人　陸 ピースフルパーク桂台 栄区桂台東1－1 居宅介護支援

R1.5.1 株式会社メディプラス タツミケアプランセンター戸塚 戸塚区矢部町２－３９－４１ 居宅介護支援

R1.5.31 有限会社　ヨシカワ 菊名池薬局 港北区菊名１－１３－１ 居宅介護支援

R1.5.31 合同会社　コリアサービス
多美ＫＯ

チャンス介護サービスセンター 中区松影町２－５－１１　ライオ
ンズマンション石川町第二９０２

福祉用具貸与 特定福祉用具販売 介護予防福祉用具貸
与

特定介護予防福祉用
具販売

R1.5.31 株式会社メディプラス タツミケアプランセンター長津田 緑区長津田７－１－４３　ガーデ
ニアパーク２０８

居宅介護支援

R1.5.31 株式会社　ツクイ ツクイ横浜青葉　入浴 青葉区青葉台２－１０－２０　第
二志田ビル　２階２号室

訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介
護

R1.5.31 株式会社　横浜メディカル
ケア

戸塚共立 結の杜 ヘルパーステーショ
ン下倉田

戸塚区下倉田町１１５７－１ 訪問介護

R1.5.31 有限会社めぐみ介護サービ
ス

有限会社めぐみ介護サービス 西区宮ケ谷２５－２　三ツ沢ハイ
タウン２－６０３

訪問介護

R1.5.31 グッドフェイス株式会社 CHASE　CLUBⅡ 神奈川区三ッ沢下町３２－３０ 通所介護



令和元年度

廃止年月日 届出者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

R1.6.15 株式会社ケア２１ ケア２１　京急鶴見 鶴見区鶴見中央５－６－９　鶴見
スカイマンション１０２号室

居宅介護支援

R1.6.30 株式会社ケア本牧 ケア本牧 中区本牧町１－６６　池田屋ビル
1階

訪問介護

R1.6.30 鴨下工業株式会社 鴨下工業株式会社 南区中村町３－１９８－６ 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用
具販売

R1.6.30 合同会社　ｍｏｔｔｏ ｃａｒｅ　ｌａｂ．　大きな樹 青葉区すみよし台９－４ 訪問介護

R1.6.30 株式会社　ＨＣＭ アミカ金沢文庫介護センター 金沢区釜利谷東２－１６－８　メ
ゾンエースモリ２０３

訪問介護

R1.6.30 社会福祉法人　湘南遊愛会 ケアハウスゆうあいホームヘルプサー
ビス

戸塚区川上町８４－１ 訪問介護

R1.6.30 株式会社ほほえみサービス ほほえみフレンド 旭区南希望が丘５２－１９ 居宅介護支援

R1.7.21 株式会社楓の風 在宅療養支援ステーション楓の風　横
浜あさひ

旭区中尾２－２－１５　小川ビル
１０２号室

居宅介護支援

R1.7.31 有限会社　ヘルスケアやま
びこ

ヘルスケアやまびこ 栄区中野町１０６３－３ 居宅介護支援

R1.7.31 ＳＺＤ商事　株式会社 訪問看護ステーション　寿 旭区鶴ケ峰本町１－２７－７ 訪問看護 介護予防訪問看護

R1.7.31 社会福祉法人藤雪会 ヘルパーステーションポポロ中山 緑区中山３－６－２５ 訪問介護

R1.7.31 株式会社オルタナ オルタナメディカルベース横浜並木 金沢区並木３－６－２　シノダケ
アセンター２０１

訪問看護 介護予防訪問看護

R1.7.31 一般社団法人　優和会 訪問看護ステーション　ゆうわ 港南区上大岡西１－１０－９ 訪問看護 介護予防訪問看護

R1.8.1 有限会社　アジャンクショ
ン

コルケアマネジメント　横浜 緑区中山町８４４－４ 居宅介護支援

R1.8.15 株式会社ウイングパス 訪問看護パスセンター東戸塚 戸塚区川上町８７－１　ウエルス
トン１ビル６階

訪問看護 介護予防訪問看護



令和元年度

廃止年月日 届出者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

R1.8.31 株式会社ユーティー 居宅介護支援　サニーテラス 西区戸部町６－２０７－１　シャ
リエ横浜ベイグランデ５０４

居宅介護支援

R1.8.31 アーマイン　株式会社 チーム・スピリット訪問看護ステー
ション

泉区上飯田町３１７３　メイプレ
中和田２Ｆ－Ａ

訪問看護 介護予防訪問看護

R1.8.31 社会福祉法人藤雪会 デイサービス　ポポロ中山 デイサービス　ポポロ中山３－６
－２５

通所介護

R1.8.31 株式会社ＣａｒｅＮａｔｉ
ｏｎ

ブルーミングケア横浜下和泉 泉区下和泉１－１３－２６ 通所介護

R1.8.31 ももたろう合同会社 ももたろう居宅介護支援事業所 鶴見区東寺尾２－１５－３４ 居宅介護支援

R1.8.31 ももたろう合同会社 ももたろう 鶴見区東寺尾２－１５－３４ 訪問介護

R1.8.31 アサヒサンクリーン株式会
社

アサヒサンクリーン在宅介護センター
都筑

都筑区池辺町３９８０－１ 訪問介護

R1.9.1 株式会社ソルシア 訪問看護リハビリステーション　ソル
シア

青葉区あざみ野１－２１－４－２
０２

訪問看護 介護予防訪問看護

R1.9.30 有限会社　ライフ・ケア・
ＩＴＯ

（有）ライフ・ケア・ＩＴＯ 戸塚区上矢部町４６２－１　モア
コート戸塚３０２

居宅介護支援

R1.9.30 有限会社ビタミンスタジオ
横浜

有限会社ビタミンスタジオ横浜 瀬谷区三ツ境１７６－４３　ク
レース三ツ境１０２

居宅介護支援

R1.9.30 株式会社　ジャパウイン ジャパウイン・ケアサービス　つるみ 鶴見区平安町１－４２－５　高橋
ビル１Ｆ

居宅介護支援

R1.9.30 社会福祉法人　一乗谷友愛
会

青葉あさくら苑ケアプランセンター 青葉区恩田町２９９４－１ 居宅介護支援

R1.9.30 株式会社未来設計 ジャンティーユ港南 港南区日野中央１－６－３８ 居宅介護支援

R1.9.30 株式会社未来設計 ジャンティーユ日野 港南区日野中央１－６－３８ 訪問介護

R1.9.30 株式会社未来設計 みらい訪問看護ステーション港南 港南区日野中央１－６－３８ 訪問看護 介護予防訪問看護



令和元年度

廃止年月日 届出者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

R1.9.30 一般社団法人神奈川社会福
祉支援パスセンター

訪問看護パスセンター東戸塚 戸塚区川上町８７－１　ウェルス
トン１ビル６階

訪問看護 介護予防訪問看護

R1.9.30 株式会社　エヌケア はればれ 都筑区茅ケ崎東４－２－１　シュ
シュ都筑１Ｆ

訪問介護

R1.9.30 一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院　訪問看護ステー
ション

緑区長津田４－９－２　大原ビル
１０２号

訪問看護 介護予防訪問看護

R1.9.30 株式会社エメコーポレー
ション

中里介護保険事業所 南区中里２－７－１８ 居宅介護支援

R1.9.30 医療生協　かながわ生活協
同組合

医療生協かながわ生活協同組合訪問看
護ステーションいずみ

泉区和泉中央南４－１－１　スト
リームプラザ６０３号室

訪問看護 介護予防訪問看護

R1.9.30 有限会社　山の手台ケア
サービス

有限会社　山の手台ケアサービス 青葉区奈良３－８－２８ 居宅介護支援

R1.10.1 医療法人誠心会 訪問看護ステーションかわい 旭区川井本町１２２－１ 居宅介護支援

R1.10.1 株式会社　みずのと ヘルパーセンター　みずのと 瀬谷区南瀬谷２－３－１６ 訪問介護

R1.10.20 社会福祉法人　隆徳会 サニーヒル横浜　居宅介護支援事業所 旭区上川井町４２６ 居宅介護支援

R1.10.31 株式会社　ハウスビッド ヨコハマ介護ステーション 中区不老町１－６－９　第１ＨＢ
ビル

訪問介護

R1.10.31 社会福祉法人　藤嶺会 介護支援センター　あけぼの会 旭区上川井町１２４１－１ 居宅介護支援

R1.10.31 有限会社潮田介護サービス かおる介護サービス 鶴見区潮田町２－１１３－８ 訪問介護

R1.10.31 レジオン株式会社 福祉の森　レンタル事業部 磯子区森３－９－１２ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 介護予防福祉用具貸
与

特定介護予防福祉用
具販売

R1.10.31 医療法人社団　健生会 医療法人社団　健生会　在宅療養部 青葉区あざみ野４－２－４　ム・
ウ２１ビル

訪問介護

R1.10.31 合同会社　ベルーガ ベルーガケアマネジメント横浜 都筑区茅ケ崎中央２４－１２　ラ
イオンズプラザ港北ニュータウン

居宅介護支援



令和元年度

廃止年月日 届出者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

R1.10.31 株式会社ケア２１ ケア２１　港北 港北区大豆戸町６６４－２新横浜
ハイツ２階Ｂ号室

居宅介護支援

R1.10.31 株式会社ケア２１ ケア２１　港北 港北区大豆戸町６６４－２新横浜
ハイツ２階Ｂ号室

訪問介護

R1.10.31 飛鳥ライフサービス株式会
社

飛鳥ライフサービス 神奈川区六角橋３－２０－５ 居宅介護支援

R1.10.31 一般社団法人almo アルモ在宅介護支援センター 港南区大久保３－３６－３４ 居宅介護支援

R1.11.30 株式会社かいかや デイサービスセンターかいかや横浜
ポートサイド店

神奈川区大野町１－２５ 通所介護

R1.11.30 株式会社ユーケン ゆう　ハートフルケア 鶴見区下末吉６－１７－１０ 居宅介護支援

R1.11.30 レイディエントライフ株式
会社

ひまわりさかえ訪問看護ステーション 栄区桂町６８８－４
ペルソナージュ横浜　１１２号室

訪問看護

R1.11.30 株式会社　ウイズネット あさがお横浜 港北区北新横浜２－３－１ 居宅介護支援

R1.11.30 Ｂａｙｃｅｓｓ株式会社 横浜中リハビリ訪問看護ステーション 中区弁天通３－４３－１－２階 訪問看護 予防訪問看護

R1.11.30 株式会社　ウッドベル ウッドベルケアサービス 青葉区たちばな台２－１５－１グ
リーンヒルズたちばな１０７

訪問介護 居宅介護支援

R1.11.30 株式会社　若武者ケア デイサービス　リハトレ青葉 青葉区すすき野青葉区すすき野 通所介護

R1.12.31 株式会社　ハウスビッド ヨコハマ介護ステーション 中区不老町１－６－９　第１ＨＢ
ビル

居宅介護支援

R1.12.31 有限会社　エス・エー・ア
イ

ヒューマンヘルパー横浜中央 保土ケ谷区帷子町２－９９－２－
２０８

訪問介護

R1.12.31 協丸株式会社 みるくゆ 鶴見区仲通２－６５－１１ 居宅介護支援

R1.12.31 ヒューマンライフケア株式
会社

ヒューマンライフケア鶴見 鶴見区豊岡町２４－２０　ベル
トーレＵ３０１号室

訪問介護



令和元年度

廃止年月日 届出者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

R1.12.31 株式会社　横浜メディカル
ケア

戸塚共立 結の杜 ケアプランセンター
下倉田

戸塚区下倉田町１１５７－１ 居宅介護支援

R1.12.31 有限会社　らいふサポート
丘

らいふサポート丘訪問介護事業所 青葉区あざみ野1-20-5　第２加藤
ハイツ２０３

訪問介護

R1.12.31 特定非営利活動法人港北コ
アラ

特定非営利活動法人港北コアラ 港北区大曽根１－５－１－３１ 訪問介護

R1.12.31 特定非営利活動法人　ワー
カーズ・コレクティブオ

介護プラン　オリーブ 金沢区柳町３－１６ 居宅介護支援

R1.12.31 アースサポート株式会社 アースサポート横浜戸塚 戸塚区戸塚町１６７ 訪問介護

R1.12.31 医療法人　豊医会 左近山訪問看護ステーション 旭区左近山１６－１　左近山団地
１－３１－１１１

訪問看護 介護予防訪問看護

R2.1.31 株式会社ピュアウォーク若
武者

ピュアケア若武者都筑　居宅介護支援
事業所

都筑区茅ケ崎南５－１２－２０
キャッスル茅ヶ崎Ａ１０２

居宅介護支援

R2.1.31 株式会社ピュアウォーク若
武者

ピュアケア若武者　都筑事業所 都筑区茅ケ崎南５－１２－２０
キャッスル茅ヶ崎Ａ１０２

訪問介護

R2.2.1 株式会社　パラダイス アールカート 中区本郷町３－２２９－２ 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸
与

R2.2.15 合同会社アットソーホー 訪問介護　糸結 鶴見区下末吉１－１１－１９ 訪問介護

R2.2.29 株式会社ひらり ひらり 西区岡野１－１－６　志村マン
ション７０２

訪問介護

R2.2.29 東急ウェルネス株式会社 オハナ藤が丘 青葉区梅が丘１９－７　梅ヶ丘森
ビル１Ｆ

通所介護

R2.2.29 社会福祉法人　楠会 香樹の里　潮幸（しおさい） 南区六ツ川４－１２３４－４５ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用
具販売

介護予防福祉用具貸
与

R2.2.29 株式会社　環境福祉研究所 居宅介護支援センター　環境福祉 緑区新治町４４５－１　シャト
ルーズ清田２０１

居宅介護支援

R2.2.29 合同会社　HEMS 訪問介護事業所　福ふく 港北区岸根町730　コーポ伊藤B棟
101号室

訪問介護



令和元年度

廃止年月日 届出者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

R2.2.29 社会福祉法人　兼愛会 居宅介護支援事業所　しょうじゅの里
三保

緑区三保町２６４０－２４３ 居宅介護支援

R2.2.29 株式会社　ジェイアーク リハビリストホーム鶴見中央 鶴見区鶴見中央３－３－１８ 通所介護

R2.2.29 株式会社愛成 愛成ケアサービス 瀬谷区瀬谷２－５２－８　田辺ビ
ル

訪問介護

R2.3.31 合同会社宝積 訪問介護本舗　おひさま 旭区笹野台４－６６－２　レベ
ン・ディッヒハウスＡ棟１０３号

訪問介護

R2.3.31 有限会社ケアサポート楽天 有限会社ケアサポート楽天 鶴見区上末吉４－１１－１９－３
０１

居宅介護支援

R2.3.31 株式会社　ケアサポート
友

株式会社　ケアサポート　友 都筑区中川１－２　Ｆ－１３０８ 居宅介護支援

R2.3.31 株式会社ヘルスアンドヘル
ス

訪問薬局ケアプランオープンズ大地 戸塚区前田町５０３－２４ 居宅介護支援

R2.3.31 アサヒサンクリーン株式会
社

アサヒサンクリーン在宅介護センター
横浜緑

緑区中山１－５－２５　廣田ビル
２階

訪問介護

R2.3.31 社会福祉法人　親善福祉協
会

恒春の丘ケアプランセンター 戸塚区舞岡町３０４８－５ 居宅介護支援

R2.3.31 株式会社　ツクイ ツクイ横浜南浅間　介護 西区南浅間町２１－１ 訪問介護

R2.3.31 有限会社　こーでぃある こーでぃある 緑区寺山町６５６－１ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売

R2.3.31 有限会社　サンライズケア サンライズケア 保土ケ谷区上菅田町９５１　１０
１棟２０５

訪問介護

R2.3.31 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　横浜金沢文庫　訪問
介護

金沢区泥亀２－８－１９　パーク
ハイム金沢１階１号

訪問介護

R2.3.31 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　横浜金沢文庫　居宅
介護支援

金沢区泥亀２－８－１９　パーク
ハイム金沢１階１号

居宅介護支援

R2.3.31 有限会社　ひかりケアサー
ビス

ひかりケアサービス　港北営業所 港北区樽町２－１－５５　マン
ションアイリス１階

訪問介護



令和元年度

廃止年月日 届出者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

R2.3.31 株式会社　けやきサポート けやきサポート横浜 泉区和泉中央南４－１１－３　ハ
ピネスハイムＡ棟　１階１０２号

福祉用具貸与 特定福祉用具販売 介護予防福祉用具貸
与

特定介護予防福祉用
具販売

R2.3.31 社会福祉法人藤雪会 ポポロ中山居宅介護支援事業所 緑区中山２－６－１ 居宅介護支援

R2.3.31 特定非営利活動法人　いそ
ごまごころの会

いそごまごころ　ケアセンター 磯子区森１－２－１同潤会磯子ハ
イツ４０５号

居宅介護支援

R2.3.31 特定非営利活動法人　いそ
ごまごころの会

いそごまごころ　ヘルパーセンター 磯子区森１－２－１同潤会磯子ハ
イツ４０５号

訪問介護

R2.3.31 社会福祉法人　ふじ寿か会 通所介護　ふじ寿か園 緑区西八朔町７７３－２ 通所介護

R2.3.31 ＨＩＴＯＷＡケアサービス
株式会社

イリーゼ横浜仲町台訪問介護センター 都筑区勝田町１２１９－８ 訪問介護

R2.3.31 医療法人社団　青葉会 牧野記念病院　訪問看護ステーション 緑区鴨居３－８－１６　カームム
カイハラ２０３号

居宅介護支援

R2.3.31 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　訪問介護看
護さかえ

栄区桂町７２８－１　セルディ本
郷台１階

訪問介護

R2.3.31 株式会社ＹＳナーシング ゆうゆうａｓｓｉｓｔ居宅介護支援セ
ンター　保土ケ谷

保土ケ谷区岩井町２１５　２０６
号室

居宅介護支援

R2.3.31 株式会社　ファミリーサー
ビス

あっぷる戸塚ケアステーション 戸塚区戸塚町１２０旭ビル３０２ 居宅介護支援 訪問介護

R2.3.31 株式会社　ファミリーサー
ビス

あっぷる反町ケアステーション 神奈川区松本町１－５－６　丸共
ビル２階

居宅介護支援

R2.3.31 横浜商工株式会社 横浜商工株式会社 港北区新羽町１６６ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売

R2.3.31 社会福祉法人　清正会 特別養護老人ホーム　グリンサイド清
盛

旭区万騎が原４ 居宅介護支援

R2.3.31 株式会社　ケアプラス ケアプラス 中区元町１－７２ 居宅介護支援

R2.3.31 有限会社　介護ステーショ
ンともしび

有限会社　介護ステーションともしび 南区高根町１－１－１１　テクノ
プラザ地下１階

訪問介護 介護予防訪問介護



令和元年度

廃止年月日 届出者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

R2.4.1 株式会社　タカオカ タカオカグッドネスケアサービス 西区平沼１－３９－３ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売

R2.4.30 社会福祉法人　アドベンチ
スト福祉会

デイサービスセンターシャローム横浜 旭区上川井町１９８８ 通所介護

R2.4.30 社会福祉法人　誠幸会 泉の郷 泉区上飯田町２０８３－１ 居宅介護支援 訪問介護

R2.4.30 株式会社　ケアホテルマネ
ジメント

ホームヘルプ・メルシー東戸塚 戸塚区品濃町５０９－２ 訪問介護

R2.4.30 大信産業株式会社 ケアサービス　みのり 南区大岡３－１２－２５ 訪問介護

R2.4.30 社会福祉法人　清風会 ヴェルデの森　居宅介護支援事業所 青葉区寺家町５４８－２ 居宅介護支援

R2.5.31 有限会社　孫の手 有限会社　孫の手 金沢区町屋町１９－４ 居宅介護支援

R2.6.1 特定非営利活動法人　ワー
カーズ・コレクティブ円

ワーカーズ・コレクティブ「円」 都筑区中川中央１－３９－１１ 居宅介護支援
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