
共同生活援助（グループホーム） 事業所一覧 (令和4年10月現在)
区 法人名 住居名 所在地 電話 FAX 主たる障害

1 川崎区 株式会社ペスカ ホームオリーブ
川崎区池上新町二
丁目

270-3033 270-3040 知的、精神

2 川崎区 特定非営利活動法人マイライフ グループホームほのぼの 川崎区幸区 522-6010 272-5040 知的

3 川崎区 一般社団法人ＵＮＩＴＥ ハーティーハウス大島 川崎区大島三丁目 589-4695 589-4696 知的、精神

4 幸区 特定非営利活動法人すけっちぶっく川崎 ホームパレット 幸区塚越二丁目 201-8360 201-8360 知的

5 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームみらいⅠ 高津区二子四丁目 844-6233 844-6233 精神

6 川崎区 株式会社ペスカ ホームガジュマルⅠ 川崎区小田 270-3033 270-3040 知的、精神

7 川崎区 株式会社ペスカ ホームガジュマルⅡ 川崎区小田 270-3033 270-3040 知的、精神

8 宮前区 ミナノワ株式会社 クライスハイム神木Ⅰ 宮前区神木二丁目 948-6218 948-6228
身体、知
的、精神

9 宮前区 ミナノワ株式会社 クライスハイム神木Ⅱ 宮前区神木二丁目 948-6218 948-6228
身体、知
的、精神

10 宮前区 一般社団法人いやさか福祉サービス グループホームコモド２
宮前区南野川二丁
目

872-9723 872-9005 知的

11 宮前区 一般社団法人エンジェルプロジェクト ルートワン
宮前区野川台三丁
目

865-6277 865-6277 身体、知的

12 宮前区 合同会社ＢＬＯＯＭ いこいホーム川崎
宮前区野川本町三
丁目

870-1151 870-1152 知的、精神

13 多摩区 社会福祉法人らぽおるの樹 ぱすてる４
多摩区南生田二丁
目

281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

14 多摩区 社会福祉法人らぽおるの樹 あまぐり
多摩区南生田五丁
目

281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

15 多摩区 社会福祉法人生活工房 さつき六番館
多摩区西生田一丁
目

948-6341 948-6342 知的

16 多摩区 社会福祉法人生活工房 ルピナス
多摩区南生田二丁
目

948-6341 948-6342 知的

17 多摩区 社会福祉法人生活工房 さつき十番館
多摩区南生田二丁
目

948-6341 948-6342 知的

18 多摩区 社会福祉法人生活工房 あすなろ荘
多摩区南生田二丁
目

948-6341 948-6342 知的

19 多摩区 社会福祉法人生活工房 さつき壱番館
多摩区南生田二丁
目

948-6341 948-6342 知的

20 多摩区 社会福祉法人生活工房 さつき弐番館
多摩区西生田一丁
目

948-6341 948-6342 知的

21 多摩区 一般社団法人ミューチュアルアンド
ミューチュアル南生田ハウ
ス

多摩区南生田五丁
目

080-3416-
5413

03-6755-
6664

知的

22 麻生区 エリーズ株式会社 エリーズほーむ
麻生区千代ケ丘六
丁目

322-8541 322-8548 知的

23 麻生区 一般社団法人てんとうむし マイホームⅠ 麻生区向原三丁目 281-0331 281-0331 知的

24 ###### 社会福祉法人ＳＫＹかわさき きらくや 登戸 933-5226 933-5226 精神

25 ###### 特定非営利活動法人コクア Ｋ−ＧＡＰハウス 桜本 742-7162 742-7166 精神

26 川崎区 株式会社ペスカ さつき 川崎区鋼管通 270-3033 270-3040 知的、精神

27 川崎区 株式会社ペスカ こぶし 川崎区鋼管通 270-3033 270-3040 知的、精神

28 川崎区 株式会社ペスカ さくら 川崎区桜本 270-3033 270-3040 知的、精神

29 川崎区 株式会社ペスカ もくれん 川崎区浜町 270-3033 270-3040 知的、精神

30 川崎区 株式会社ペスカ みずき 川崎区東田町 270-3033 270-3040 知的

31 川崎区 社会福祉法人川崎聖風福祉会 聖風ホーム２号館 川崎区大島 589-7166 589-7116 精神

32 川崎区 社会福祉法人川崎聖風福祉会 聖風ホーム５号館 川崎区大島 589-7166 589-7116 精神

33 川崎区 社会福祉法人川崎聖風福祉会 聖風ホーム６号館 川崎区大島 589-7166 589-7116 精神

34 川崎区 社会福祉法人川崎聖風福祉会 聖風ホーム１号館 川崎区小田 589-7166 589-7116 精神

35 川崎区 社会福祉法人川崎聖風福祉会 聖風ホーム３号館 川崎区小田 589-7166 589-7116 精神

36 川崎区 社会福祉法人川崎聖風福祉会 聖風ホーム４号館 川崎区小田 589-7166 589-7116 精神

37 川崎区 社会福祉法人あおぞら共生会 あおぞら 川崎区小田 366-7873 366-7873 知的

38 川崎区 社会福祉法人あおぞら共生会 ウイズ 川崎区京町 366-7873 366-7873 知的

39 川崎区 社会福祉法人あおぞら共生会 みらい 川崎区京町 366-7873 366-7873 知的

40 川崎区 社会福祉法人あおぞら共生会 ボイス 川崎区京町 366-7873 366-7873 知的

41 川崎区 社会福祉法人あおぞら共生会 あすか 川崎区渡田新町 366-7873 366-7873 身体、知的



区 法人名 住居名 所在地 電話 FAX 主たる障害
42 川崎区 社会福祉法人あおぞら共生会 ガーデンあすか 川崎区渡田新町 366-7873 366-7873 知的

43 川崎区 特定非営利活動法人マイライフ ひかりホームⅢ 川崎区小田 522-6010 272-5040 知的

44 川崎区 特定非営利活動法人マイライフ ひかりホーム 川崎区小田 522-6010 272-5040 知的

45 川崎区 特定非営利活動法人マイライフ ひかりホームⅡ 川崎区小田 522-6010 272-5040 知的

46 川崎区 特定非営利活動法人マイライフ すいもん 川崎区小田 522-6010 272-5040 知的

47 川崎区 特定非営利活動法人マイライフ おだホーム 川崎区京町 522-6010 272-5040 知的

48 川崎区 ＫＡＷＡＳＡＫＩ精神保健福祉事業団 くるみ 川崎区大島上町 355-0414 355-0414 精神

49 川崎区 ＫＡＷＡＳＡＫＩ精神保健福祉事業団 アイリス 川崎区京町 355-0414 355-0414 精神

50 川崎区 ＫＡＷＡＳＡＫＩ精神保健福祉事業団 つくし 川崎区京町 355-0414 355-0414 精神

51 川崎区 ＫＡＷＡＳＡＫＩ精神保健福祉事業団 さつき 川崎区本町 355-0414 355-0414 精神

52 川崎区 ＫＡＷＡＳＡＫＩ精神保健福祉事業団 かりん 川崎区渡田 355-0414 355-0414 精神

53 川崎区 有限会社サン矢留 リフテホーム池上新町１ 川崎区池上新町
070-3195-
2048

533-9495 知的、精神

54 川崎区 有限会社サン矢留 リフテホーム池上新町２ 川崎区池上新町
070-3195-
2048

533-9495 知的、精神

55 川崎区 有限会社サン矢留 リフテホーム大島１ 川崎区大島
070-3195-
2048

533-9495 身体

56 川崎区 特定非営利活動法人ジャパンマック すたーと３ 川崎区塩浜 266-6708 287-2516 精神

57 川崎区 特定非営利活動法人ジャパンマック すたーと５ 川崎区東門前 266-6708 287-2516 精神

58 川崎区 特定非営利活動法人ジャパンマック すたーと 川崎区四谷上町 266-6708 287-2516 精神

59 川崎区 社会福祉法人青丘社 虹のホーム 川崎区桜本 266-3470 270-6128 知的

60 川崎区 社会福祉法人青丘社 第二虹のホーム 川崎区桜本 266-3470 270-6128 知的

61 川崎区 社会福祉法人青丘社 第三虹のホーム 川崎区桜本 266-3470 270-6128 知的

62 川崎区 ミナノワ株式会社 クライスハイム小田栄 川崎区小田栄 874-6140 874-6141 知的、精神

63 川崎区 ミナノワ株式会社 クライスハイム桜本 川崎区桜本 874-6140 874-6141 知的、精神

64 川崎区 ミナノワ株式会社 クライスハイム四谷上町 川崎区四谷上町 874-6140 874-6141 知的、精神

65 川崎区 一般社団法人すみお すみおホーム 川崎区大島上町 272-5844 272-5844 知的

66 川崎区 社会福祉法人育桜福祉会 第７生活ホームいくおう 川崎区川中島 276-2333 276-2333 知的

67 川崎区 特定非営利活動法人すけっちぶっく川崎 ホームくれよん 川崎区小田栄 201-8360 201-8360 知的

68 幸区 社会福祉法人幸ヒューマンネットワーク ネクスト幸 幸区古市場 599-8280 599-8288 精神

69 幸区 社会福祉法人幸ヒューマンネットワーク シャローム幸 幸区古市場 599-8280 599-8288 精神

70 幸区 社会福祉法人幸ヒューマンネットワーク ヒューネット幸 幸区南加瀬 599-8280 599-8288 精神

71 幸区 社会福祉法人幸ヒューマンネットワーク パオ幸 幸区南加瀬 599-8280 599-8288 精神

72 幸区 特定非営利活動法人バニラ バニラ 幸区小向町 200-4284 200-4284 知的、精神

73 幸区 特定非営利活動法人バニラ バニラ２ 幸区小向町 200-4284 200-4284 精神

74 幸区 特定非営利活動法人バニラ バニラ３ 幸区小向町 200-4284 200-4284 精神

75 幸区 社会福祉法人育桜福祉会
生活ホームいくおう・北加
瀬

幸区北加瀬 411-5521 411-5521 知的

76 幸区 社会福祉法人育桜福祉会 第４生活ホームいくおう 幸区南加瀬 588-1291 588-1291 知的

77 幸区 特定非営利活動法人すけっちぶっく川崎 ホームくりっぷ 幸区南加瀬 201-8360 201-8360 知的

78 幸区 特定非営利活動法人マイライフ
グループホームほのぼの
ＭＫビル

幸区幸町 522-6010 272-5040 知的

79 幸区 特定非営利活動法人マイライフ えいこうホーム 幸区中幸町 522-6010 272-5040 知的

80 幸区 特定非営利活動法人楽 グループホームひつじ雲 幸区柳町 201-6344 201-6345 身体

81 幸区 特定非営利活動法人ダックス ダックスＫ−１ 幸区小向町 276-9654 276-9654 知的

82 幸区 特定非営利活動法人サンク・セゾン プリムローズ 幸区柳町 272-3536 272-3536 知的

83 幸区 ミナノワ株式会社 クライスハイム塚越 幸区塚越 874-6140 874-6141 知的、精神



区 法人名 住居名 所在地 電話 FAX 主たる障害
84 中原区 特定非営利活動法人ホッとスペース中原 ちいろば 第７ 中原区上小田中 752-7168 777-7509 知的、精神

85 中原区 特定非営利活動法人ホッとスペース中原 ちいろば 第８ 中原区上小田中 752-7168 777-7509 知的、精神

86 中原区 特定非営利活動法人ホッとスペース中原 ちいろば 第９ 中原区上小田中 752-7168 777-7509 知的、精神

87 中原区 特定非営利活動法人ホッとスペース中原 ちいろば 第１１ 中原区上小田中 752-7168 777-7509 知的、精神

88 中原区 特定非営利活動法人ホッとスペース中原 ちいろば 中原区下小田中 752-7168 777-7509 知的、精神

89 中原区 特定非営利活動法人ホッとスペース中原 ちいろば 第３ 中原区下小田中 752-7168 777-7509 知的、精神

90 中原区 特定非営利活動法人ホッとスペース中原 ちいろば 第４ 中原区下小田中 752-7168 777-7509 知的、精神

91 中原区 特定非営利活動法人ホッとスペース中原 ちいろば 第５ 中原区下小田中 752-7168 777-7509 知的、精神

92 中原区 特定非営利活動法人ホッとスペース中原 ちいろば 第６ 中原区下小田中 752-7168 777-7509 知的、精神

93 中原区 特定非営利活動法人ホッとスペース中原 ちいろば 第１０ 中原区下小田中 752-7168 777-7509 知的、精神

94 中原区 特定非営利活動法人だるまの会 はっぴー 中原区上小田中 328-9106 328-9106 知的

95 中原区 特定非営利活動法人だるまの会 ひまわり 中原区上小田中 328-9106 328-9106 知的

96 中原区 特定非営利活動法人だるまの会 あすなろ 中原区上小田中 328-9106 328-9106 知的

97 中原区 特定非営利活動法人だるまの会 ぷらいど 中原区上平間 328-9106 328-9106 知的

98 中原区 特定非営利活動法人だるまの会 ラウンド 中原区上平間 328-9106 328-9106 知的

99 中原区 特定非営利活動法人だるまの会 ピノキオ 中原区小杉陣屋町 328-9106 328-9106 知的

100 中原区 社会福祉法人川崎ふれあいの会 グリーンふれあい 中原区上平間 549-0356 549-0256 精神

101 中原区 社会福祉法人川崎ふれあいの会 グリーンふれあいⅡ 中原区上平間 549-0356 549-0256 精神

102 中原区 社会福祉法人川崎ふれあいの会 あしびな 中原区丸子通 281-6107 281-6107 精神

103 中原区 社会福祉法人川崎ふれあいの会 あしびなⅡ 中原区丸子通 281-6107 281-6107 精神

104 中原区 特定非営利活動法人いっぽ 夢 中原区新城 798-3645 798-3645 知的

105 中原区 特定非営利活動法人いっぽ あっとほーむ 中原区下新城 755-7182 755-7182 知的

106 中原区 特定非営利活動法人いっぽ 第３ゆきわり荘 中原区井田杉山町 751-3176 751-3176 知的

107 中原区 社会福祉法人育桜福祉会 第１０生活ホームいくおう 中原区井田杉山町 751-5544 751-5544 身体、知的

108 中原区 社会福祉法人育桜福祉会 第５生活ホームいくおう 中原区木月 455-0074 455-0074 知的

109 中原区 社会福祉法人育桜福祉会 陽光ホーム 中原区井田 750-3137 750-3138 知的

110 中原区 精神保健福祉家族会連合会あやめ会 ホームＡＹＡＭＥ 中原区上小田中 799-5416 799-5416 精神

111 中原区 精神保健福祉家族会連合会あやめ会 あやめサボール 中原区小杉町 799-5416 799-5416 精神

112 中原区 特定非営利活動法人レジスト ピアライフ 中原区井田 750-9837 750-9837 精神

113 中原区 特定非営利活動法人レジスト ピアホーム 中原区井田中ノ町 750-9837 750-9837 精神

114 中原区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホーム青和荘Ⅰ 中原区上小田中 844-6233 844-6233 精神

115 中原区 株式会社ハート＆ハンド
障害者グループホームしし
やま

中原区下小田中 789-9462 789-9463 知的、精神

116 中原区 特定非営利活動法人川崎ダルク支援会
川崎ダルク セカンドハウ
ス

中原区新城 798-7608 798-7610 精神

117 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームとまとⅢ 高津区下野毛 844-6233 844-6233 精神

118 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな だえんⅣ 高津区久本 844-6233 844-6233 精神

119 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームクローバーⅠ 高津区下作延 844-6233 844-6233 精神

120 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな となりⅠ 高津区新作 844-6233 844-6233 精神

121 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームさくらⅢ 高津区上作延 844-6233 844-6233 精神

122 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームゆうゆうⅣ 高津区北見方 844-6233 844-6233 精神

123 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな だえんⅠ 高津区北見方 844-6233 844-6233 精神

124 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな だえんⅡ 高津区北見方 844-6233 844-6233 精神

125 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな だえんⅢ 高津区北見方 844-6233 844-6233 精神



区 法人名 住居名 所在地 電話 FAX 主たる障害
126 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームさくらⅠ 高津区上作延 844-6233 844-6233 精神

127 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームさくらⅡ 高津区上作延 844-6233 844-6233 精神

128 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームゆうゆうⅢ 高津区北見方 844-6233 844-6233 精神

129 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームとまとⅠ 高津区下野毛 844-6233 844-6233 精神

130 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームとまとⅡ 高津区下野毛 844-6233 844-6233 精神

131 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームみらいⅡ 高津区二子 844-6233 844-6233 精神

132 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームゆうゆうⅠ 高津区北見方 844-6233 844-6233 精神

133 高津区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームゆうゆうⅡ 高津区北見方 844-6233 844-6233 精神

134 高津区 特定非営利活動法人ＡＣＴ−Ｒ ファミリアⅠ−ａ 高津区上作延
070-6527-
4303

328-9758 精神

135 高津区 特定非営利活動法人ＡＣＴ−Ｒ ファミリアⅠ−ｂ 高津区上作延
070-6527-
4303

328-9758 精神

136 高津区 特定非営利活動法人ＡＣＴ−Ｒ ファミリアⅠ−ｃ 高津区上作延
070-6527-
4303

328-9758 精神

137 高津区 特定非営利活動法人ＡＣＴ−Ｒ ファミリアⅠ−ｄ 高津区上作延
070-6527-
4303

328-9758 精神

138 高津区 特定非営利活動法人ＡＣＴ−Ｒ ファミリアⅠ−ｅ 高津区上作延
070-6527-
4303

328-9758 精神

139 高津区 有限会社アズサケアサービス グループホームアズサ４ 高津区北見方 819-6757 819-6758 知的

140 高津区 有限会社アズサケアサービス グループホーム アズサ５ 高津区北見方 819-6757 819-6758 知的

141 高津区 有限会社アズサケアサービス グループホームアズサ３ 高津区千年 819-6757 819-6758 知的

142 高津区 有限会社アズサケアサービス グループホームアズサ１ 高津区北見方 819-6757 819-6758 知的

143 高津区 社会福祉法人同愛会 ウィズバル 高津区野川 789-5070 789-5070 知的

144 高津区 社会福祉法人同愛会 ディアバル 高津区久末 789-5070 789-5070 知的

145 高津区 社会福祉法人同愛会 めりあ 高津区久末 789-5070 789-5070 知的

146 高津区 社会福祉法人らぽおるの樹 あまぐり７ 高津区久末 281-9606 281-5728 精神

147 高津区 社会福祉法人らぽおるの樹 ぱすてる１１ 高津区久末 281-9606 281-5728 知的、精神

148 高津区 社会福祉法人県央福祉会 フラット久末Ⅰ 高津区久末 948-6225 948-6225 知的

149 高津区 社会福祉法人県央福祉会 フラット久末Ⅱ 高津区久末 948-6225 948-6225 知的

150 高津区 株式会社恵
グループホームふわふわ川
崎高津Ａ

高津区久末 948-6600 948-6601
身体、知
的、精神

151 高津区 株式会社恵
グループホームふわふわ川
崎高津Ｂ

高津区久末 948-6600 948-6601
身体、知
的、精神

152 高津区 特定非営利活動法人障害者雇用部会 グループホーム楽・楽４ 高津区久末 470-9895 470-9895 知的、精神

153 高津区 特定非営利活動法人障害者雇用部会 グループホーム楽・楽５ 高津区久末 470-9895 470-9895 精神

154 高津区 特定非営利活動法人だるまの会 やすらぎ 高津区明津 328-9106 328-9106 知的

155 高津区 特定非営利活動法人だるまの会 楽家 高津区新作 328-9106 328-9106 知的

156 高津区 特定非営利活動法人いっぽ ぴゅあ 高津区末長 819-0255 819-0255 知的

157 高津区 特定非営利活動法人いっぽ ゆきわり荘 高津区明津 788-9479 788-9479 知的

158 高津区 （特非）チャレンジドサポートプロジェクト グループホームいずみⅢ 高津区下作延 573-2536 573-1633 知的

159 高津区 特定非営利活動法人オリーヴ オリーヴ 高津区新作 856-1870 856-1870 知的

160 高津区 一般社団法人ライフデザイン
グループホーム誉 武蔵中
原

高津区子母口
090-7288-
7679

050-3588-
7113

精神

161 高津区 社会福祉法人くさぶえ福祉会 シリウス 高津区溝口 750-9040 750-9041 知的

162 高津区 社会福祉法人福祉共生会 あすか川崎 高津区千年
090-2922-
5822

740-9620
身体、知
的、精神

163 高津区 特定非営利活動法人わかくさ わかハウス 高津区瀬田 322-9427 322-9427 知的

164 高津区 特定非営利活動法人明日葉の会 明日葉ホーム 高津区上作延 866-3165 866-3165 知的

165 高津区 特定非営利活動法人コスモス 生活ホームコスモス 高津区久本
080-5507-
6596

543-9696 知的

166 高津区 特定非営利活動法人川崎ダルク支援会 川崎ダルク 高津区下野毛 798-7608 798-7610 精神

167 高津区 社会福祉法人育桜福祉会
生活ホームいくおう・上作
延

高津区上作延 863-6675 863-6675 知的



区 法人名 住居名 所在地 電話 FAX 主たる障害
168 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡ・りおん 宮前区有馬 855-0467 855-0467 精神

169 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・コスモス 宮前区有馬 855-0467 855-0467 精神

170 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・セシエン 宮前区有馬 855-0467 855-0467 精神

171 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・エンゼル 宮前区有馬 855-0467 855-0467 精神

172 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・セラ 宮前区有馬 855-0467 855-0467 精神

173 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・セラ２ 宮前区有馬 855-0467 855-0467 精神

174 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・りおん２ 宮前区東有馬 855-0467 855-0467 精神

175 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・フローラ 宮前区東有馬 855-0467 855-0467 精神

176 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・フローラ２ 宮前区東有馬 855-0467 855-0467 精神

177 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・アクア 宮前区東有馬 855-0467 855-0467 精神

178 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・マリン 宮前区東有馬 855-0467 855-0467 精神

179 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・ありま２ 宮前区東有馬 855-0467 855-0467 精神

180 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・ありま 宮前区東有馬 855-0467 855-0467 精神

181 宮前区 社会福祉法人アピエ ＲＵＭＡＨ・りおん３ 宮前区東有馬 855-0467 855-0467 精神

182 宮前区 社会福祉法人アピエ ハイツウエストビレッジ 宮前区野川 855-0467 855-0467 精神

183 宮前区 合同会社みらいリレーションズ あったかホームつなぐⅠ 宮前区東有馬 948-7778 948-7778 知的、精神

184 宮前区 合同会社みらいリレーションズ あったかホームつなぐⅡ 宮前区東有馬 948-7778 948-7778 知的、精神

185 宮前区 合同会社みらいリレーションズ あったかホームつなぐⅢ 宮前区東有馬 948-7778 948-7778 知的、精神

186 宮前区 合同会社みらいリレーションズ あったかホームつなぐⅣ 宮前区東有馬 948-7778 948-7778 #N/A

187 宮前区 合同会社みらいリレーションズ あったかホームえがおⅠ 宮前区東有馬 948-7778 948-7778 知的、精神

188 宮前区 合同会社みらいリレーションズ あったかホームえがおⅡ 宮前区東有馬 948-7778 948-7778 知的、精神

189 宮前区 合同会社みらいリレーションズ あったかホームきずなⅠ 宮前区野川 948-7778 948-7778 知的、精神

190 宮前区 合同会社みらいリレーションズ あったかホームきずなⅡ 宮前区野川 948-7778 948-7778 知的、精神

191 宮前区 合同会社みらいリレーションズ あったかホームきずなⅢ 宮前区野川 948-7778 948-7778 知的、精神

192 宮前区 合同会社みらいリレーションズ あったかホームきずなⅣ 宮前区野川 948-7778 948-7778 知的、精神

193 宮前区 社会福祉法人みのり会
グループホーム 宮前こば
との家

宮前区犬蔵 976-8614 976-8614 知的

194 宮前区 社会福祉法人みのり会
グループホーム 第２宮前
こばとの家

宮前区犬蔵 976-8614 976-8614 知的

195 宮前区 社会福祉法人みのり会
グループホーム五所塚こば
との家

宮前区五所塚 976-8614 976-8614 知的

196 宮前区 社会福祉法人みのり会
グループホーム菅生こばと
の家

宮前区菅生 976-8614 976-8614 知的

197 宮前区 社会福祉法人みのり会
グループホーム 高山こば
との家

宮前区平 976-8614 976-8614 知的

198 宮前区 社会福祉法人みのり会
グループホーム第２高山こ
ばとの家

宮前区平 976-8614 976-8614 知的

199 宮前区 社会福祉法人みのり会
グループホーム馬絹こばと
の家

宮前区馬絹 976-8614 976-8614 知的

200 宮前区 社会福祉法人みのり会
グループホーム第２馬絹こ
ばとの家

宮前区馬絹 976-8614 976-8614 知的

201 宮前区 社会福祉法人みのり会
グループホーム第３馬絹こ
ばとの家

宮前区馬絹 976-8614 976-8614 知的

202 宮前区 社会福祉法人みのり会
グループホーム第２宮崎こ
ばとの家

宮前区宮崎 976-8614 976-8614 知的

203 宮前区 （特非）チャレンジドサポートプロジェクト グループホームいずみⅣ 宮前区西野川 573-2536 573-1633 知的

204 宮前区 （特非）チャレンジドサポートプロジェクト グループホームいずみⅤ 宮前区西野川 573-2536 573-1633 知的

205 宮前区 （特非）チャレンジドサポートプロジェクト グループホームいずみＩ 宮前区馬絹 573-2536 573-1633 知的

206 宮前区 （特非）チャレンジドサポートプロジェクト グループホームいずみⅡ 宮前区馬絹 573-2536 573-1633 知的

207 宮前区 社会福祉法人長尾福祉会 グリーンヒルズ１ 宮前区神木本町 865-4001 865-4001 知的、精神

208 宮前区 社会福祉法人長尾福祉会 グリーンヒルズ２ 宮前区神木本町 865-4001 865-4001 知的

209 宮前区 社会福祉法人長尾福祉会 グリーンヒルズ３ 宮前区神木本町 865-4001 865-4001 知的



区 法人名 住居名 所在地 電話 FAX 主たる障害
210 宮前区 社会福祉法人長尾福祉会 コーポ長尾 宮前区平 865-4001 865-4001 知的

211 宮前区 ミナノワ株式会社 クライスハイム菅生Ⅰ 宮前区菅生 750-9645 750-9646 知的、精神

212 宮前区 ミナノワ株式会社 クライスハイム菅生Ⅱ 宮前区菅生 750-9645 750-9646 知的、精神

213 宮前区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームクローバーⅡ 宮前区神木本町 844-6233 844-6233 精神

214 宮前区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームとのしたⅡ 宮前区神木本町 844-6233 844-6233 精神

215 宮前区 特定非営利活動法人ピアたちばな ホームとのしたⅠ 宮前区神木本町 844-6233 844-6233 精神

216 宮前区 一般社団法人いやさか福祉サービス グループホームコモド 宮前区野川本町 872-9723 872-9005 知的

217 宮前区 一般社団法人エンジェルプロジェクト ルートⅡ 宮前区馬絹 865-6277 865-6277
身体、知
的、精神

218 宮前区 一般社団法人木と葉と根 シャインハウス野川台Ⅰ 宮前区野川台
080-3471-
1546

789-9068
身体、知
的、精神

219 宮前区 一般社団法人木と葉と根 シャインハウス野川台Ⅱ 宮前区野川台
080-3471-
1546

789-9068
身体、知
的、精神

220 宮前区 社会福祉法人生活工房 さつき参番館 宮前区菅生ケ丘 948-6341 948-6342 知的

221 宮前区 社会福祉法人生活工房 マロニエ荘 宮前区菅生ケ丘 948-6341 948-6342 知的

222 宮前区 社会福祉法人はぐるまの会 あおばホーム 宮前区水沢 930-2212 946-4202 知的

223 宮前区 社会福祉法人はぐるまの会 みどりホーム 宮前区水沢 930-2212 946-4202 知的

224 宮前区 社会福祉法人育桜福祉会
生活ホームいくおう・第２
神木

宮前区神木本町 877-9555 877-9555 身体、知的

225 宮前区 社会福祉法人育桜福祉会
生活ホームいくおう・第１
神木

宮前区神木本町 852-1166 852-1166 身体、知的

226 宮前区 特定非営利活動法人風の丘 空 宮前区有馬 852-7422 852-7422 知的

227 宮前区 特定非営利活動法人しいのき しいのき生活ホーム 宮前区西野川 799-2518 799-2518 知的

228 宮前区 特定非営利活動法人宮前かぐやの里 グループホームさくら 宮前区南野川 750-0831 750-0832 知的、精神

229 宮前区 株式会社ヴィーヴル
グループホーム クロー
バー

宮前区南平台 740-9121 740-9122 知的、精神

230 宮前区 特定非営利活動法人なかよしの花 なかよしの家 宮前区菅生 863-6081 863-6082
身体、知
的、精神

231 宮前区 社会福祉法人三篠会 えとわる＋ 宮前区水沢 982-0335 977-5184 知的

232 宮前区 社会福祉法人ともかわさき グループホームなんぺい 宮前区南平台 977-9979 977-9979 知的

233 宮前区 ＮＰＯ法人花 花 宮前区東有馬 750-8084 750-8084 知的

234 宮前区 特定非営利活動法人かながわチャレンジド こくーん 宮前区神木本町 948-6590 948-6590 知的

235 宮前区 特定非営利活動法人てんくう舎 まな 宮前区有馬 944-4241 944-4241 知的

236 宮前区 特定非営利活動法人ＡＣＴ−Ｒ ファミリアⅠ−ｆ 宮前区宮崎
070-6527-
4303

328-9758 精神

237 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 生活ホーム 虹 多摩区栗谷 976-3703 976-3703 知的

238 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 生活ホーム 虹Ⅲ 多摩区栗谷 976-3703 976-3703 知的

239 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 生活ホームぱれっとⅢ 多摩区栗谷 976-3703 976-3703 知的

240 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 生活ホーム虹Ⅳ 多摩区栗谷 976-3703 976-3703 知的

241 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 生活ホーム あじさい 多摩区長沢 976-3703 976-3703 知的

242 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 生活ホーム あじさいⅡ 多摩区長沢 976-3703 976-3703 知的

243 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 生活ホーム 虹Ⅱ 多摩区長沢 976-3703 976-3703 知的

244 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 生活ホーム ぱれっと 多摩区長沢 976-3703 976-3703 知的

245 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 生活ホーム ぱれっとⅡ 多摩区長沢 976-3703 976-3703 知的

246 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 生活ホームぱれっとⅣ 多摩区長沢 976-3703 976-3703 知的

247 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 すみれ 多摩区長沢 976-3703 976-3703 知的

248 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 たんぽぽ 多摩区長沢 976-3703 976-3703 知的

249 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 生活ホームあじさいⅢ 多摩区長沢 976-3703 976-3703 知的

250 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 コスモ 多摩区南生田 976-3703 976-3703 知的

251 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 コスモⅡ 多摩区南生田 976-3703 976-3703 知的



区 法人名 住居名 所在地 電話 FAX 主たる障害
252 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 ぐっすりⅠ 多摩区生田 299-7715 299-7985

身体、知
的、精神

253 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 ぐっすりⅡ 多摩区生田 299-7715 299-7985
身体、知
的、精神

254 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 パーラの家 多摩区菅北浦 299-7715 299-7985
身体、知
的、精神

255 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 ペニーレイン 多摩区中野島 299-7715 299-7985 知的、精神

256 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 わさび 多摩区登戸新町 299-7715 299-7985
身体、知
的、精神

257 多摩区 社会福祉法人なごみ福祉会 わさびⅡ 多摩区登戸新町 299-7715 299-7985
身体、知
的、精神

258 多摩区 社会福祉法人らぽおるの樹 ぱすてる１０ 多摩区南生田 281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

259 多摩区 社会福祉法人らぽおるの樹 ぱすてる８ 多摩区南生田 281-9606 281-5728 身体、知的

260 多摩区 社会福祉法人らぽおるの樹 あまぐり４ 多摩区栗谷 281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

261 多摩区 社会福祉法人らぽおるの樹 あまぐり３ 多摩区南生田 281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

262 多摩区 社会福祉法人らぽおるの樹 あまぐり５ 多摩区南生田 281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

263 多摩区 社会福祉法人らぽおるの樹 ぱすてる３ 多摩区栗谷 281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

264 多摩区 社会福祉法人らぽおるの樹 ぱすてる５ 多摩区南生田 281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

265 多摩区 社会福祉法人らぽおるの樹 あまぐり２ 多摩区長沢 281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

266 多摩区 社会福祉法人らぽおるの樹 ぱすてる 多摩区長沢 281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

267 多摩区 社会福祉法人生活工房 つれづれ荘 多摩区宿河原 948-6341 948-6342 知的

268 多摩区 社会福祉法人生活工房 長沢荘 多摩区長沢 948-6341 948-6342 知的

269 多摩区 社会福祉法人生活工房 すえひろ荘 多摩区南生田 948-6341 948-6342 知的

270 多摩区 社会福祉法人生活工房 若葉荘 多摩区南生田 948-6341 948-6342 知的

271 多摩区 社会福祉法人ともかわさき
グループホームなかのしま
１

多摩区中野島 977-9979 977-9979 知的

272 多摩区 社会福祉法人ともかわさき
グループホームなかのしま
２

多摩区中野島 977-9979 977-9979 知的

273 多摩区 社会福祉法人ともかわさき
グループホームなかのしま
３

多摩区中野島 977-9979 977-9979 知的

274 多摩区 社会福祉法人ともかわさき
グループホームなかのしま
４

多摩区中野島 977-9979 977-9979 知的

275 多摩区 社会福祉法人ともかわさき
グループホームなかのしま
５

多摩区中野島 977-9979 977-9979 知的

276 多摩区 社会福祉法人ともかわさき
グループホームなかのしま
６

多摩区中野島 977-9979 977-9979 知的

277 多摩区 社会福祉法人はぐるまの会 さくらホーム 多摩区中野島 930-2212 946-4202 知的

278 多摩区 社会福祉法人はぐるまの会
第４はぐるま共働学習ホー
ム

多摩区西生田 930-2212 946-4202 知的

279 多摩区 社会福祉法人はぐるまの会 あぐりホーム 多摩区西生田 930-2212 946-4202 知的

280 多摩区 社会福祉法人はぐるまの会 いずみホーム 多摩区中野島 930-2212 946-4202 知的

281 多摩区 社会福祉法人はぐるまの会
第２はぐるま共働学習ホー
ム

多摩区管 930-2212 946-4202 知的

282 多摩区 社会福祉法人はぐるまの会 はぐるま共働学習ホーム 多摩区中野島 930-2212 946-4202 知的

283 多摩区 社会福祉法人ＳＫＹかわさき すみれⅡ 多摩区登戸 933-5226 933-5226 知的、精神

284 多摩区 社会福祉法人ＳＫＹかわさき みかんハウス 多摩区栗谷 933-5226 933-5226 精神

285 多摩区 社会福祉法人ＳＫＹかわさき ふらっと 多摩区栗谷 933-5226 933-5226 精神

286 多摩区 社会福祉法人ＳＫＹかわさき すみれ 多摩区登戸 933-5226 933-5226 精神

287 多摩区 社会福祉法人ＳＫＹかわさき あんじょうやりや 多摩区登戸 933-5226 933-5226 精神

288 多摩区 社会福祉法人弥生会 ここ輪 多摩区長沢 948-9980 948-9980 精神

289 多摩区 社会福祉法人弥生会 ここ輪２ 多摩区長沢 948-9980 948-9980 精神

290 多摩区 社会福祉法人弥生会 ここ輪３ 多摩区長沢 948-9980 948-9980 精神

291 多摩区 社会福祉法人弥生会 グループホームさくら 多摩区長沢 982-0477 982-0478 精神

292 多摩区 特定非営利活動法人アシスト ワンステップホーム１ 多摩区登戸 322-0785 322-0747 知的

293 多摩区 特定非営利活動法人アシスト ワンステップホーム２ 多摩区登戸 322-0785 322-0747 知的



区 法人名 住居名 所在地 電話 FAX 主たる障害
294 多摩区 特定非営利活動法人アシスト ワンステップホーム３ 多摩区登戸 322-0785 322-0747 知的

295 多摩区 社会福祉法人育桜福祉会 第９生活ホームいくおう 多摩区宿河原 933-9010 933-9010 知的

296 多摩区 社会福祉法人育桜福祉会 第６生活ホームいくおう 多摩区宿河原 844-1886 844-1886 知的

297 多摩区 社会福祉法人育桜福祉会 第３生活ホームいくおう 多摩区宿河原 822-9951 822-9951 知的

298 多摩区 合同会社ｎｅｓｔ ゆうえん１ 多摩区東生田
090-4413-
8015

330-1851 知的

299 多摩区 合同会社ｎｅｓｔ ゆうえん２ 多摩区東生田
090-4413-
8015

330-1851 知的

300 多摩区 特非）療育ねっとわーく川崎 マーチ 多摩区登戸 933-1440 933-1440 身体

301 多摩区 特非）療育ねっとわーく川崎 ひまわり荘 多摩区登戸 933-1440 933-1440 知的

302 多摩区 特定非営利活動法人赤いふうせん 遊歩 多摩区登戸 934-4155 934-4155 知的

303 多摩区 特定非営利活動法人赤いふうせん フーガ 多摩区登戸新町 934-4155 934-4155 知的

304 多摩区 一般社団法人キャリア・デザイン
ユニバーサルハウス向ヶ丘
遊園

多摩区登戸
090-7952-
0779

050-3606-
4373

精神

305 多摩区 株式会社アイム アイムホーム稲田堤 多摩区菅北浦 572-6927 330-0516 知的

306 多摩区 特定非営利活動法人サポート倶楽部友の会
フレンドリーハウス るま
さや

多摩区三田 455-4138 455-4139 身体

307 多摩区 医療法人新光会 くるみの家 多摩区南生田 952-9088 952-9088 知的

308 多摩区 特定非営利活動法人ぺりの邑 にじ 多摩区東生田 966-5017 966-5017 身体

309 多摩区 特定非営利活動法人てんくう舎 野の花ホーム 多摩区菅稲田堤 944-4241 944-4241 知的

310 多摩区 一般社団法人ライフデザイン
グループホーム誉 京王稲
田堤

多摩区菅仙谷
090-7288-
7679

050-3588-
7113

精神

311 多摩区 特定非営利活動法人わかくさ グループホームわかくさ 多摩区中野島 322-9427 322-9427 知的

312 多摩区 有限会社サン矢留 リフテホーム生田Ⅰ 多摩区生田
070-3195-
2048

533-9495 知的、精神

313 麻生区 社会福祉法人セイワ ぎんが 麻生区千代ヶ丘 952-2234 861-6193 知的

314 麻生区 社会福祉法人セイワ スカイ 麻生区千代ヶ丘 952-2234 861-6193 知的

315 麻生区 社会福祉法人セイワ 第２スカイ 麻生区千代ヶ丘 952-2234 861-6193 知的

316 麻生区 社会福祉法人セイワ 第２ぎんが 麻生区千代ヶ丘 952-2234 861-6193 知的

317 麻生区 社会福祉法人社会福祉事業団 グループホームかきお 麻生区五力田 281-4047 281-4047 知的

318 麻生区 社会福祉法人社会福祉事業団 グループホームまろん 麻生区五力田 281-4047 281-4047 知的

319 麻生区 社会福祉法人社会福祉事業団 グループホームさつきの丘 麻生区五力田 281-4047 281-4047 知的

320 麻生区 社会福祉法人社会福祉事業団 グループホームかりん 麻生区五力田 281-4047 281-4047 知的

321 麻生区 社会福祉法人らぽおるの樹 あまぐり６ 麻生区東百合が丘 281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

322 麻生区 社会福祉法人らぽおるの樹 ぱすてる９ 麻生区東百合丘 281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

323 麻生区 社会福祉法人らぽおるの樹 ぱすてる７ 麻生区東百合丘 281-9606 281-5728
身体、知
的、精神

324 麻生区 アイワサービス株式会社 あいわホーム川崎上麻生 麻生区上麻生 328-5153
042-860-
2802

知的

325 麻生区 アイワサービス株式会社 あいわホーム川崎高石 麻生区高石 328-5153
042-860-
2802

知的

326 麻生区 一般社団法人ライフデザイン
グループホーム誉 柿生駅
前

麻生区片平
090-7288-
7679

050-3588-
7113

身体、知
的、精神

327 麻生区 一般社団法人ライフデザイン
グループホーム誉 新百
合ヶ丘

麻生区王禅寺西
090-7288-
7679

050-3688-
7113

身体、知
的、精神

328 麻生区 社会福祉法人育桜福祉会 第２生活ホームいくおう 麻生区千代ヶ丘 953-1095 953-1095 知的

329 麻生区 社会福祉法人育桜福祉会 生活ホームいくおう 麻生区上麻生 988-8899 988-8899 知的

330 麻生区 一般社団法人キャリア・デザイン ユニバーサルハウス柿生 麻生区上麻生
090-7952-
0779

050-3606-
4373

身体、知
的、精神

331 麻生区 社会福祉法人生活工房 さつき伍番館 麻生区多摩美 948-6341 948-6342 知的

332 麻生区 社会福祉法人ＳＫＹかわさき カンタービレ 麻生区百合丘 933-5226 933-5226 精神

333 麻生区 社会福祉法人はぐるまの会
第３はぐるま共働学習ホー
ム

麻生区東百合丘 930-2212 946-4202 知的

334 麻生区 有限会社アズサケアサービス グループホームアズサ２ 麻生区王禅寺東 819-6757 819-6758 知的


