
（別添）

R2.9.15現在
認証番号 認証日 法人名 事業所名 サービス種別 所在地
18-001 H31.3.20 医療法人社団志仁会 訪問介護事業所ラ・サンテふよう 訪問介護 三島市佐野1205-3
18-002 H31.3.20 株式会社サンリッチ三島 有料老人ホームサンリッチ三島 特定施設入居者生活介護 三島市川原ヶ谷264-2
18-003 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 介護老人福祉施設浜北愛光園 介護老人福祉施設 浜松市浜北区高薗208-2
18-004 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 介護老人福祉施設（ユニット型）浜北愛光園 介護老人福祉施設 浜松市浜北区高薗208-2
18-005 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 短期入所生活介護浜北愛光園 短期入所生活介護 浜松市浜北区高薗208-2
18-006 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 ユニット型短期入所生活介護浜北愛光園 短期入所生活介護 浜松市浜北区高薗208-2
18-007 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 高薗デイサービスセンター 通所介護 浜松市浜北区高薗208-2
18-008 H31.3.20 社会福祉法人美芳会 特別養護老人ホームすどの杜 介護老人福祉施設 富士市増川510-1
18-009 H31.3.20 社会福祉法人美芳会 すどの杜ショートステイ事業所 短期入所生活介護 富士市増川510-1
18-010 H31.3.20 社会福祉法人美芳会 すどデイサービスセンター 通所介護 富士市増川510-1
18-011 H31.3.20 社会福祉法人美芳会 特別養護老人ホーム風の杜 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 富士市原田2030-1
18-012 H31.3.20 社会福祉法人美芳会 風の杜ショートステイ事業所 短期入所生活介護 富士市原田2030-1
18-013 H31.3.20 社会福祉法人美芳会 元吉原デイサービスセンターはまかぜ 通所介護 富士市大野新田744-12
18-014 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 特別養護老人ホーム山崎園 介護老人福祉施設 浜松市西区雄踏町山崎2829番

18-015 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 やまざきホームヘルパーステーション 訪問介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番

18-016 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 やまざきデイサービスセンター 通所介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番

18-017 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 短期入所施設山崎園 短期入所生活介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番

18-018 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 グループホームやまざき 認知症対応型通所介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番

18-019 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 グループホームやまざき 認知症対応型共同生活介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番

18-020 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 ユニット型特別養護老人ホーム山崎園 介護老人福祉施設 浜松市西区雄踏町山崎2829番

18-021 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 ユニット型短期入所施設山崎園 短期入所生活介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番

18-022 H31.3.20 社会福祉法人海光会 介護老人福祉施設海光園 介護老人福祉施設 熱海市上多賀1016-10
18-023 H31.3.20 社会福祉法人海光会 短期入所生活介護海光園 短期入所生活介護 熱海市上多賀1016-10
18-024 H31.3.20 社会福祉法人海光会 通所介護事業所海光園 通所介護 熱海市上多賀1016-10
18-025 H31.3.20 社会福祉法人海光会 訪問介護事業所海光園 訪問介護 熱海市上多賀1016-10
18-026 H31.3.20 株式会社アマノ アマノ・サンハート 特定施設入居者生活介護 浜松市北区根洗町289-1
18-027 H31.3.20 社会福祉法人春風会 みはるの丘浮島 介護老人福祉施設 沼津市平沼929-1
18-028 H31.3.20 社会福祉法人春風会 みはるの丘浮島 短期入所生活介護 沼津市平沼929-1
18-029 H31.3.20 社会福祉法人春風会 デイサービスセンターみはるの丘 通所介護 沼津市平沼929-1
18-030 H31.3.20 社会福祉法人春風会 デイサービスセンターみはるの丘 認知症対応型通所介護 沼津市平沼929-1
18-031 H31.3.20 社会福祉法人春風会 ヘルパーステーションみはるの丘 訪問介護 沼津市平沼929-1
18-032 H31.3.20 社会福祉法人東益津福祉会 特別養護老人ホーム高麓 介護老人福祉施設 焼津市坂本385-1
18-033 H31.3.20 社会福祉法人東益津福祉会 特別養護老人ホーム高麓 短期入所生活介護 焼津市坂本385-1
18-034 H31.3.20 社会福祉法人東益津福祉会 ユニット型特別養護老人ホーム高麓 介護老人福祉施設 焼津市坂本385-1
18-035 H31.3.20 社会福祉法人東益津福祉会 ユニット型特別養護老人ホーム高麓 短期入所生活介護 焼津市坂本385-1
18-036 H31.3.20 社会福祉法人東益津福祉会 高麓デイサービスセンター 通所介護 焼津市坂本385-1
18-037 H31.3.20 社会福祉法人東益津福祉会 高麓訪問介護ステイション 訪問介護 焼津市坂本385-1
18-038 H31.3.20 株式会社伊豆の里 有料老人ホームサンリッチ伊東 特定施設入居者生活介護 伊東市岡171-2
18-039 H31.3.20 医療法人社団和恵会 みずほケアセンター 介護老人保健施設 浜松市中区高丘西2-32-36
18-040 H31.3.20 医療法人社団和恵会 みずほケアセンター 短期入所療養介護 浜松市中区高丘西2-32-36
18-041 H31.3.20 医療法人社団和恵会 みずほケアセンター 通所リハビリテーション 浜松市中区高丘西2-32-36
18-042 H31.3.20 医療法人社団和恵会 和恵会ケアセンター 介護老人保健施設 浜松市西区入野町6413
18-043 H31.3.20 医療法人社団和恵会 和恵会ケアセンター 短期入所療養介護 浜松市西区入野町6413
18-044 H31.3.20 医療法人社団和恵会 デイサービスセンター入野めぐみの里 地域密着型通所介護 浜松市西区入野町6410
18-045 H31.3.20 医療法人社団和恵会 グループホーム入野やわらの家 認知症対応型共同生活介護 浜松市西区入野町6410
18-046 H31.3.20 医療法人社団和恵会 湖東病院 介護療養型医療施設 浜松市西区伊左地町8151
18-047 H31.3.20 医療法人社団和恵会 湖東病院 短期入所療養介護 浜松市西区伊左地町8151
18-048 H31.3.20 医療法人社団和恵会 湖東病院通所リハビリテーション 通所リハビリテーション 浜松市西区伊左地町8151
18-049 H31.3.20 医療法人社団和恵会 湖東ケアセンター 介護医療院 浜松市西区伊左地町8151
18-050 H31.3.20 医療法人社団和恵会 湖東ケアセンター 短期入所療養介護 浜松市西区伊左地町8151
18-051 H31.3.20 医療法人社団和恵会 白脇ケアセンター 介護老人保健施設 浜松市南区白羽町1424
18-052 H31.3.20 医療法人社団和恵会 白脇ケアセンター 通所リハビリテーション 浜松市南区白羽町1424
18-053 H31.3.20 医療法人社団和恵会 白脇ケアセンター 短期入所療養介護 浜松市南区白羽町1424
18-054 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 特別養護老人ホーム三幸の園 介護老人福祉施設 浜松市西区大平台1-34-30

18-055 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 三幸の園ホームヘルパーステーション 訪問介護 浜松市西区大平台1-34-30

18-056 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 三幸の園デイサービスセンター 通所介護 浜松市西区大平台1-34-30

18-057 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 短期入所施設三幸の園 短期入所生活介護 浜松市西区大平台1-34-30

18-058 H31.3.20 社会福祉法人三幸会 三幸の園認知症対応型デイサービスセンター 認知症対応型通所介護 浜松市西区大平台1-34-30

18-059 H31.3.20 御前崎市 老人保健施設はまおか 介護老人保健施設 御前崎市池新田2070
18-060 H31.3.20 御前崎市 老人保健施設はまおか 短期入所療養介護 御前崎市池新田2070
18-061 H31.3.20 御前崎市 老人保健施設はまおか 通所リハビリテーション 御前崎市池新田2070
18-062 H31.3.20 社会福祉法人まごころ まごころタウン＊静岡 介護老人福祉施設 静岡市駿河区弥生町4-26

18-063 H31.3.20 社会福祉法人まごころ まごころタウン＊静岡短期入所生活介護 短期入所生活介護 静岡市駿河区弥生町4-26
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認証番号 認証日 法人名 事業所名 サービス種別 所在地
18-064 H31.3.20 社会福祉法人まごころ まごころタウン＊でい＊草薙 通所介護 静岡市駿河区弥生町4-26

18-065 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころホーム＊島田 認知症対応型共同生活介護 島田市中溝町580
18-066 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころの家＊島田 小規模多機能型居宅介護 島田市中溝町580
18-067 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころ介護サービス島田 訪問介護 島田市中溝町580
18-068 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころホーム＊あい梅ヶ谷 認知症対応型共同生活介護 静岡市清水区梅ヶ谷189-2

18-069 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころ＊でい＊あい梅ヶ谷 地域密着型通所介護 静岡市清水区梅ヶ谷189-2

18-070 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころホーム＊川原町 認知症対応型共同生活介護 静岡市清水区川原町10-20

18-071 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころの家＊川原町 小規模多機能型居宅介護 静岡市清水区川原町10-20

18-072 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころ介護サービス清水 訪問介護 静岡市清水区川原町10-20

18-073 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころ＊でい＊藤枝南 通所介護 藤枝市大洲4-12-13
18-074 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころ介護サービス藤枝 訪問介護 藤枝市大洲4-12-13
18-075 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころ＊でい＊一番町 通所介護 静岡市葵区一番町65
18-076 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころ介護サービス静岡西 訪問介護 静岡市葵区一番町65
18-077 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころの家＊岡出山 小規模多機能型居宅介護 藤枝市岡出山3-7-1
18-078 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころの家＊馬渕 小規模多機能型居宅介護 静岡市駿河区馬渕4-4-20

18-079 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころ介護サービス静岡 訪問介護 静岡市駿河区池田226-2
18-080 H31.3.20 株式会社まごころ介護サービス まごころホーム＊青葉町 認知症対応型共同生活介護 藤枝市青葉町5-12-1
18-081 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス上島デイサービス 通所介護 浜松市中区上島3-37-19
18-082 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス上島ショートステイ 短期入所生活介護 浜松市中区上島3-37-19
18-083 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス上島レジデンス 特定施設入居者生活介護 浜松市中区上島3-37-19
18-084 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス富塚デイサービス 通所介護 浜松市中区富塚848-2
18-085 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス中島デイサービス 通所介護 浜松市中区中島2-11-47
18-086 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス西美薗デイサービス 通所介護 浜松市浜北区西美薗1027-6

18-087 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス葵西デイサービス 通所介護 浜松市中区葵西4-8-11
18-088 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス可睡の杜デイサービス 通所介護 袋井市可睡の杜51-7
18-089 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス可睡の杜レジデンス 特定施設入居者生活介護 袋井市可睡の杜51-7
18-090 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス見付デイサービス 通所介護 磐田市見付235-10
18-091 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス見付ショートステイ 短期入所生活介護 磐田市見付235-10
18-092 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス掛川デイサービス 通所介護 掛川市柳町118-1
18-093 H31.3.20 遠州鉄道株式会社 ラクラス福田デイサービス 通所介護 磐田市福田2204-3
18-094 H31.3.20 社会福祉法人駿河会 特別養護老人ホーム晃の園 介護老人福祉施設 静岡市葵区富沢1542-39
18-095 H31.3.20 社会福祉法人駿河会 特別養護老人ホーム晃の園 短期入所生活介護 静岡市葵区富沢1542-39
18-096 H31.3.20 医療法人社団和恵会 入野ケアセンター 介護老人保健施設 浜松市西区入野町6417
18-097 H31.3.20 医療法人社団和恵会 入野ケアセンター 短期入所療養介護 浜松市西区入野町6417
18-098 H31.3.20 医療法人社団和恵会 入野ケアセンター 通所リハビリテーション 浜松市西区入野町6417
18-099 H31.3.20 医療法人社団和恵会 ヘルパーセンター浜松 訪問介護 浜松市西区入野町6417
18-100 H31.3.20 株式会社しんあい デイサービスしんあい 地域密着型通所介護 静岡市駿河区池田765番地

18-101 H31.3.20 株式会社しんあい デイサービス第２しんあい 地域密着型通所介護 静岡市駿河区池田756-13

18-102 H31.3.20 株式会社しんあい デイサービス第３しんあい 地域密着型通所介護 静岡市駿河区池田228-2
18-103 H31.3.20 静岡鉄道株式会社 グライフ北安東 特定施設入居者生活介護 静岡市葵区北安東2-28-10

18-104 H31.3.20 静岡鉄道株式会社 グライフ東鷹匠 特定施設入居者生活介護 静岡市葵区東鷹匠町1-27
18-105 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 森町愛光園 介護老人福祉施設 周智郡森町一宮3150
18-106 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 森町愛光園 短期入所生活介護 周智郡森町一宮3150
18-107 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 地域密着型森町愛光園 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 周智郡森町一宮3150
18-108 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 森町愛光園デイサービスセンター 通所介護 周智郡森町一宮3150
18-109 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 森町愛光園天宮サテライト 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 周智郡森町天宮1350
18-110 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 森町愛光園天宮サテライト 短期入所生活介護 周智郡森町天宮1350
18-111 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 森町愛光園ホームヘルパーステーション 訪問介護 周智郡森町天宮1350
18-112 H31.3.20 社会福祉法人春風会 特別養護老人ホームニューあしたかホーム 介護老人福祉施設 沼津市東椎路1742-1
18-113 H31.3.20 社会福祉法人春風会 特別養護老人ホームあしたかホーム 介護老人福祉施設 沼津市東椎路1742-1
18-114 H31.3.20 社会福祉法人春風会 あしたかホームデイサービスセンター 通所介護 沼津市東椎路1742-1
18-115 H31.3.20 社会福祉法人春風会 あしたかホーム短期入所生活介護 短期入所生活介護 沼津市東椎路1742-1
18-116 H31.3.20 社会福祉法人春風会 地域密着型特別養護老人ホームプレーゲあしたか 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 沼津市東椎路1639-1
18-117 H31.3.20 社会福祉法人春風会 小規模多機能型居宅介護支援事業所プレーゲあしたか 小規模多機能型居宅介護 沼津市東椎路1639-1
18-118 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 特別養護老人ホーム和合愛光園 介護老人福祉施設 浜松市中区和合町555番地

18-119 H31.3.20 社会福祉法人春風会 伊豆中央ケアセンター 介護老人福祉施設 伊豆市大野304
18-120 H31.3.20 社会福祉法人春風会 伊豆中央ケアセンター 短期入所生活介護 伊豆市大野304
18-121 H31.3.20 社会福祉法人春風会 伊豆中央ケアセンターデイサービスセンター 通所介護 伊豆市大野304
18-122 H31.3.20 社会福祉法人春風会 伊豆中央ケアセンターホームヘルプサービス 訪問介護 伊豆市大野304
18-123 H31.3.20 社会福祉法人聖隷福祉事業団 介護付有料老人ホーム浜名湖エデンの園 特定施設入居者生活介護 浜松市北区細江町中川7220-99

18-124 H31.3.20 有限会社伊豆介護センター クラシオン 認知症対応型共同生活介護 伊東市末広町6-1
18-125 H31.3.20 有限会社伊豆介護センター クラシオン伊豆の国 認知症対応型共同生活介護 伊豆の国市天野6-3
18-126 H31.3.20 有限会社伊豆介護センター 伊豆介護センター 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 伊東市音無町5番6号
18-127 H31.3.20 有限会社伊豆介護センター クラシオン熱海 認知症対応型共同生活介護 熱海市下多賀804-2
18-128 H31.3.20 社会福祉法人春風会 特別養護老人ホームぬくもりの里 介護老人福祉施設 伊豆の国市田京1259-29
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認証番号 認証日 法人名 事業所名 サービス種別 所在地
18-129 H31.3.20 社会福祉法人春風会 ぬくもりの里 短期入所生活介護 伊豆の国市田京1259-29
18-130 H31.3.20 社会福祉法人春風会 ぬくもりの里デイサービスセンター 通所介護 伊豆の国市田京1259-29
18-131 H31.3.20 社会福祉法人春風会 ぬくもりの里デイサービスセンター 認知症対応型通所介護 伊豆の国市田京1259-29
18-132 H31.3.20 社会福祉法人春風会 地域密着型介護老人福祉施設プレーゲおおひと 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 伊豆の国市白山堂408-9
18-133 H31.3.20 社会福祉法人春風会 プレーゲおおひと 短期入所生活介護 伊豆の国市白山堂408-9
18-134 H31.3.20 社会福祉法人春風会 プレーゲおおひとデイサービスセンター 地域密着型通所介護 伊豆の国市白山堂408-9
18-135 H31.3.20 社会福祉法人春風会 プレーゲおおひとホームヘルプサービス 訪問介護 伊豆の国市白山堂408-9
18-136 H31.3.20 社会福祉法人八生会 特別養護老人ホーム一空園 介護老人福祉施設 浜松市東区安新町61-1
18-137 H31.3.20 社会福祉法人八生会 一空園短期入所生活介護 短期入所生活介護 浜松市東区安新町61-1
18-138 H31.3.20 社会福祉法人八生会 一空園デイサービスセンター 通所介護 浜松市東区安新町61-1
18-139 H31.3.20 医療法人社団やなせ デイサービスセンターあかい実 通所介護 浜松市北区三方原町565-1

18-140 H31.3.20 有限会社しずき しずきデイサービス 地域密着型通所介護 富士市中島480-1
18-141 H31.3.20 有限会社しずき 朝霧高原デイサービス 地域密着型通所介護 富士市中島480-1
18-142 H31.3.20 社会福祉法人斉慎会 特別養護老人ホーム西貝の郷 介護老人福祉施設 磐田市西貝塚2111-1
18-143 H31.3.20 社会福祉法人正生会 特別養護老人ホームつばさ豊田 介護老人福祉施設 焼津市保福島1202番地
18-144 H31.3.20 社会福祉法人正生会 短期入所生活介護事業所つばさ豊田 短期入所生活介護 焼津市保福島1202番地
18-145 H31.3.20 社会福祉法人正生会 通所介護事業所つばさ豊田 通所介護 焼津市保福島1202番地
18-146 H31.3.20 社会福祉法人正生会 認知症対応型通所介護事業所つばさ豊田 認知症対応型通所介護 焼津市保福島1202番地
19-001 R1.11.25 社会福祉法人岳陽会 特別養護老人ホーム岩本園 介護老人福祉施設 富士市岩本1184－１
19-002 R1.11.25 社会福祉法人岳陽会 特別養護老人ホーム岩本園 短期入所生活介護 富士市岩本1184－１
19-003 R1.11.25 社会福祉法人岳陽会 ケアハウス慈恩 地域密着型特定施設入居者生活介護 富士市五味島281
19-004 R1.11.25 社会福祉法人岳陽会 ケアハウス慈恩 短期入所生活介護 富士市五味島281
19-005 R1.11.25 社会福祉法人岳陽会 地域密着型特別養護老人ホームあおば 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 富士市五味島285－1
19-006 R1.11.25 社会福祉法人岳陽会 地域密着型特別養護老人ホームあおば 短期入所生活介護 富士市五味島285－1
19-007 R1.11.25 社会福祉法人岳陽会 デイサービスセンターみもざ 通所介護 富士市岩本133－1
19-008 R1.11.25 社会福祉法人遠江厚生園 特別養護老人ホーム遠州の園 介護老人福祉施設 磐田市大久保522番地１
19-009 R1.11.25 社会福祉法人遠江厚生園 短期入所事業所遠州の園 短期入所生活介護 磐田市大久保522番地１
19-010 R1.11.25 社会福祉法人遠江厚生園 デイサービスセンター遠州の園 通所介護 磐田市大久保522番地１
19-011 R1.11.25 社会福祉法人遠江厚生園 訪問介護事業所遠州の園 訪問介護 磐田市大久保522番地１
19-012 R1.11.25 矢崎総業株式会社 ヤザキケアセンター紙ふうせん 通所介護 裾野市御宿1500
19-013 R1.11.25 矢崎総業株式会社 ヤザキケアセンター紙ふうせん 訪問介護 裾野市御宿1500
19-014 R1.11.25 矢崎総業株式会社 ヤザキケアセンター紙ふうせん 認知症対応型共同生活介護 裾野市御宿1500
19-015 R1.11.25 社会福祉法人遠江厚生園 特別養護老人ホーム第二遠州の園 介護老人福祉施設 磐田市鮫島1804番地１
19-016 R1.11.25 社会福祉法人遠江厚生園 第二遠州の園短期入所事業所 短期入所生活介護 磐田市鮫島1804番地１
19-017 R1.11.25 社会福祉法人遠江厚生園 第二遠州の園デイサービス 通所介護 磐田市鮫島1804番地１
19-018 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートライフ大岩 特定施設入居者生活介護 静岡市葵区大岩一丁目８番14号

19-019 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートライフ千代田 特定施設入居者生活介護 静岡市葵区千代田６丁目14番７号

19-020 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム城北 地域密着型通所介護 静岡市葵区池ヶ谷６番20号

19-021 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム城北 小規模多機能型居宅介護 静岡市葵区池ヶ谷６番20号

19-022 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム西奈 訪問介護 静岡市葵区瀬名中央一丁目４番３号

19-023 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートライフ小鹿公園前 特定施設入居者生活介護 静岡市駿河区小鹿927番１号

19-024 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム静岡中央 訪問介護 静岡市駿河区馬渕一丁目８番１号

19-025 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワ生活リハビリ静岡中央デイサービスセンター 通所介護 静岡市駿河区馬渕一丁目８番１号

19-026 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム八幡 小規模多機能型居宅介護 静岡市駿河区有東二丁目12番10号

19-027 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム八幡 認知症対応型共同生活介護 静岡市駿河区有東二丁目12番10号

19-028 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワ生活リハビリ清水銀座 地域密着型通所介護 静岡市清水区銀座13番30号

19-029 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワ生活リハビリ御門台 通所介護 静岡市清水区七ツ新屋二丁目１番28号

19-030 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワ生活リハビリ押切 通所介護 静岡市清水区押切845番２

19-031 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム有東坂 小規模多機能型居宅介護 静岡市清水区有東坂一丁目224番45号

19-032 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム有東坂 認知症対応型共同生活介護 静岡市清水区有東坂一丁目224番45号

19-033 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム清水銀座 訪問介護 静岡市清水区銀座13番30号

19-034 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワ生活リハビリ長泉デイサービスセンター 通所介護 駿東郡長泉町竹原360番地の１

19-035 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム厚原 小規模多機能型居宅介護 富士市厚原179番１
19-036 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム厚原 認知症対応型共同生活介護 富士市厚原179番１
19-037 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワ生活リハビリ相良デイサービスセンター 地域密着型通所介護 牧之原市大沢565－1
19-038 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワハートフルホーム相良 訪問介護 牧之原市大沢565－1
19-039 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワ生活リハビリ高柳デイサービスセンター 通所介護 藤枝市高柳三丁目29番31号

19-040 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワ生活リハビリ小石川デイサービスセンター 通所介護 藤枝市小石川町三丁目19番23号

19-041 R1.11.25 株式会社アクタガワ アクタガワ生活リハビリ初生デイサービスセンター 通所介護 浜松市北区初生町720番２

19-042 R2.3.27 社会福祉法人三幸会 松城デイサービスセンター 通所介護 浜松市中区松城町211番８号

19-043 R2.3.27 社会福祉法人三幸会 松城デイサービスセンター 認知症対応型通所介護 浜松市中区松城町211番８号

19-044 R2.3.27 遠州鉄道株式会社 ラクラス広沢レジデンス 特定施設入居者生活介護 浜松市中区広沢1－18－5
19-045 R2.3.27 社会福祉法人慈照会 特別養護老人ホーム浜石の郷（従来型） 介護老人福祉施設 静岡市清水区由比阿僧189番地の１

19-046 R2.3.27 社会福祉法人慈照会 特別養護老人ホーム浜石の郷（ユニット型） 介護老人福祉施設 静岡市清水区由比阿僧189番地の１

19-047 R2.3.27 社会福祉法人慈照会 浜石の郷短期入所 短期入所生活介護 静岡市清水区由比阿僧189番地の１

19-048 R2.3.27 社会福祉法人慈照会 浜石の郷デイサービスセンター 通所介護 静岡市清水区由比阿僧189番地の１

19-049 R2.3.27 社会福祉法人慈照会 ケアハウスわだの里 地域密着型特定施設入所者生活介護 富士市今泉一丁目11番７号
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認証番号 認証日 法人名 事業所名 サービス種別 所在地
19-050 R2.3.27 社会福祉法人慈照会 小規模多機能型居宅介護施設わだの里 小規模多機能型居宅介護 富士市今泉一丁目11番７号

19-051 R2.3.27 社会福祉法人慈照会 ケアかんばら浜石の郷デイサービスセンター 通所介護 静岡市清水区蒲原堰沢476番地の１

19-052 R2.3.27 社会福祉法人誠信会 特別養護老人ホーム富士楽寿園 介護老人福祉施設 富士市大渕4632－１
19-053 R2.3.27 社会福祉法人誠信会 富士楽寿園 短期入所生活介護 富士市大渕4632－１
19-054 R2.3.27 社会福祉法人誠信会 特別養護老人ホームかたくら明和園 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 富士市大渕2710－１
19-055 R2.3.27 社会福祉法人誠信会 かたくら明和園 短期入所生活介護 富士市大渕2710－１
19-056 R2.3.27 社会福祉法人誠信会 デイサービスセンターかたくら 認知症対応型通所介護 富士市大渕2710－１
19-057 R2.3.27 社会福祉法人誠信会 小規模多機能ホーム結 小規模多機能型居宅介護 富士市一色168－７
19-058 R2.3.27 社会福祉法人誠信会 デイサービスセンターふじみ台 通所介護 富士市三ツ沢217－２
19-059 R2.3.27 医療法人社団明徳会 介護老人保健施設エーデルワイス 介護老人保健施設 浜松市浜北区平口2405
19-060 R2.3.27 医療法人社団白梅会 白梅県居ケアホーム 介護老人保健施設 浜松市中区東伊場２丁目14番35

19-061 R2.3.27 医療法人社団白梅会 白梅県居ケアホーム 通所リハビリテーション 浜松市中区東伊場２丁目14番35

19-062 R2.3.27 医療法人社団白梅会 白梅県居ケアホーム 短期入所療養介護 浜松市中区東伊場２丁目14番35

19-063 R2.3.27 医療法人社団白梅会 白梅豊岡病院 介護療養型医療施設 磐田市下神増185番地１
19-064 R2.3.27 医療法人社団白梅会 白梅豊岡ケアホーム 介護老人保健施設 磐田市下神増185番地19
19-065 R2.3.27 社会福祉法人行和会 葵の里 介護老人福祉施設 浜松市中区葵西６丁目10－62

19-066 R2.3.27 社会福祉法人行和会 葵の里 短期入所生活介護 浜松市中区葵西６丁目10－62

19-067 R2.3.27 社会福祉法人行和会 デイサービスセンター葵の里 通所介護 浜松市中区葵西６丁目10－62

19-068 R2.3.27 社会福祉法人行和会 こうこうの里 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 浜松市西区入野町10825－１

19-069 R2.3.27 社会福祉法人行和会 デイサービスこうこうの里 通所介護 浜松市西区入野町10825－１

19-070 R2.3.27 社会福祉法人行和会 舞阪の家 小規模多機能型居宅介護 浜松市西区舞阪町弁天島2658－51

20-001 R2.9.15 社会福祉法人正生会 特別養護老人ホームつばさ 介護老人福祉施設 焼津市田尻北792－１
20-002 R2.9.15 社会福祉法人正生会 短期入所生活介護事業所つばさ 短期入所生活介護 焼津市田尻北792－１
20-003 R2.9.15 社会福祉法人正生会 通所介護事業所つばさ 通所介護 焼津市田尻北792－１
20-004 R2.9.15 社会福祉法人正生会 訪問介護事業所つばさ 訪問介護 焼津市田尻北792－１
20-005 R2.9.15 社会福祉法人正生会 グループホームつばさ 認知症対応型共同生活介護 焼津市田尻北790
20-006 R2.9.15 社会福祉法人 天竜厚生会 介護老人保健施設 さいわい 介護老人保健施設 浜松市天竜区渡ヶ島221
20-007 R2.9.15 社会福祉法人 天竜厚生会 短期入所療養介護施設 さいわい 短期入所療養介護 浜松市天竜区渡ヶ島221
20-008 R2.9.15 社会福祉法人 天竜厚生会 さいわいデイ・ケアセンター 通所リハビリテーション 浜松市天竜区渡ヶ島221
20-009 R2.9.15 社会福祉法人　秀生会 特別養護老人ホーム　ヒューマンヴィラ伊豆 介護老人福祉施設 賀茂郡西伊豆町宇久須2030－１

20-010 R2.9.15 社会福祉法人　秀生会 ヒューマンヴィラ伊豆　短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 賀茂郡西伊豆町宇久須2030－１

20-011 R2.9.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス志都呂デイサービス 通所介護 浜松市西区志都呂２－30－７

20-012 R2.9.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス見付レジデンス 特定施設入所者生活介護 磐田市見付235－10
20-013 R2.9.15 社会福祉法人静岡厚生会 特別養護老人ホーム厚生苑清流の郷 介護老人福祉施設 静岡市葵区柳町185番地５

20-014 R2.9.15 社会福祉法人静岡厚生会 特別養護老人ホーム厚生苑新緑の郷 介護老人福祉施設 静岡市葵区北番町66番地２
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