
廃止事業所一覧（埼玉県）
（R01.4.1～R2.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1161790021 介護のさくら 埼玉県鴻巣市箕田３８２０番地 訪問介護 アキヤ電気株式会社 H31/04/01 廃止

1176100855
家族の家ひまわり幸手　訪
問介護事業所

埼玉県幸手市上高野９０８番地１ 訪問介護
株式会社三英堂商
事

H31/04/01 廃止

1162590198
訪問看護ステーションつくし
野

埼玉県所沢市上新井３丁目５４
番地１３　ジュネスエイトⅡ１０６
号

訪問看護 合同会社　つくし野 H31/04/30 廃止

1162590198
訪問看護ステーションつくし
野

埼玉県所沢市上新井３丁目５４
番地１３　ジュネスエイトⅡ１０６
号

介護予防訪問看護 合同会社　つくし野 H31/04/30 廃止

1170500688 みらい 埼玉県白岡市下野田１１１９－１ 訪問介護
有限会社エム・ケイ
企画

H31/04/30 廃止

1170603136 孝楽園　訪問介護センター
埼玉県春日部市赤沼字堂面２９
５番地

訪問介護
社会福祉法人　孝楽
会

H31/04/30 廃止

1170900987
訪問介護ステーション　アシ
スト

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸629
番地1

訪問介護 株式会社　アシスト H31/04/30 廃止

1173102656 熊谷ヘルパーステーション 埼玉県熊谷市妻沼４７５－５ 訪問介護 有限会社　深英会 H31/04/30 廃止

1173201813 さいかい株式会社
埼玉県比企郡鳩山町小用1221
番地12

福祉用具貸与 さいかい株式会社 H31/04/30 廃止

1173201813 さいかい株式会社
埼玉県比企郡鳩山町小用1221
番地12

特定福祉用具販売 さいかい株式会社 H31/04/30 廃止

1173201813 さいかい株式会社
埼玉県比企郡鳩山町小用1221
番地12

介護予防福祉用具貸
与

さいかい株式会社 H31/04/30 廃止

1173201813 さいかい株式会社
埼玉県比企郡鳩山町小用1221
番地12

特定介護予防福祉用
具販売

さいかい株式会社 H31/04/30 廃止

1176600227 オリーブ・デイサービス白岡 埼玉県白岡市下野田１１１９－１ 通所介護
有限会社エム・ケイ
企画

H31/04/30 廃止

1111102268
医療法人社団明日佳　埼
玉あすか松伏病院

埼玉県北葛飾郡松伏町松伏１２
６３番地５

介護療養型医療施設
医療法人社団　明日
佳

R01/05/31 廃止

1162790038
狭山中央まごころ訪問看護
ステーション

埼玉県狭山市富士見２－１９－３
８　梅本ビル２階Ｂ号室

訪問看護
医療法人狭山中央
病院

R01/05/31 廃止

1162790038
狭山中央まごころ訪問看護
ステーション

埼玉県狭山市富士見２－１９－３
８　梅本ビル２階B号室

居宅療養管理指導
医療法人狭山中央
病院

R01/05/31 廃止

1162790038
狭山中央まごころ訪問看護
ステーション

埼玉県狭山市富士見２－１９－３
８　梅本ビル２階Ｂ号室

介護予防訪問看護
医療法人狭山中央
病院

R01/05/31 廃止

1162790038
狭山中央まごころ訪問看護
ステーション

埼玉県狭山市富士見２－１９－３
８　梅本ビル２階B号室

介護予防居宅療養管
理指導

医療法人狭山中央
病院

R01/05/31 廃止

1171201583
パナソニック　エイジフリー
ケアセンター埼玉三郷・
ショートステイ

埼玉県三郷市茂田井１２４３－１ 短期入所生活介護
パナソニックエイジー
フリー株式会社

R01/05/31 廃止

1171201583
パナソニック　エイジフリー
ケアセンター埼玉三郷・
ショートステイ

埼玉県三郷市茂田井１２４３－１
介護予防短期入所生
活介護

パナソニックエイジー
フリー株式会社

R01/05/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R01.4.1～R2.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1172502831 ケアサポート・ロイヤル 埼玉県所沢市旭町７－９ 訪問介護
株式会社　社会福祉
総合研究所

R01/05/31 廃止

1172600486 埼玉飯能病院 埼玉県飯能市飯能１１８５ 介護療養型医療施設 医療法人友康会 R01/05/31 廃止

1176001160 アースサポート坂戸 埼玉県坂戸市仲町9番8号 訪問介護
アースサポート株式
会社

R01/05/31 廃止

1173103589
六扇会　訪問介護ステー
ションよつば

埼玉県熊谷市柿沼421 訪問介護
医療法人社団　六扇
会

R01/06/10 廃止

1170603532
ＳＯＭＰＯケア　春日部中央
訪問入浴

埼玉県春日部市中央6丁目8番
地12

訪問入浴介護
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

R01/06/30 廃止

1170603532
ＳＯＭＰＯケア　春日部中央
訪問入浴

埼玉県春日部市中央6丁目8番
地12

介護予防訪問入浴介
護

ＳＯＭＰＯケア株式会
社

R01/06/30 廃止

1172801548
デイサービス　アンミッコ豊
岡

埼玉県入間市豊岡5丁目2番地
15号203号室

通所介護 社会福祉法人天佑 R01/06/30 廃止

1173301373 ハーモニー東松山 埼玉県東松山市松山町1-11-23
特定施設入居者生活
介護

医療法人社団　豊寿
会

R01/06/30 廃止

1173301373 ハーモニー東松山 埼玉県東松山市松山町1-11-23
介護予防特定施設入
居者生活介護

医療法人社団　豊寿
会

R01/06/30 廃止

1174301182 ベル訪問介護ステーション
埼玉県本庄市児玉町八幡山２７
４番地１

訪問介護
医療法人　鈴木外科
病院（社団）

R01/06/30 廃止

1176600078 訪問介護　あずき 埼玉県白岡市小久喜１０９２番２ 訪問介護
大川不動産商亊有
限会社

R01/06/30 廃止

1172800177
杏樹苑　ホームヘルプサー
ビス

埼玉県入間市上藤沢８５１－１ 訪問介護
社会福祉法人杏樹
会

R01/07/22 廃止

1144800280 おがの薬局
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野３
０４－６

特定福祉用具販売
有限会社　秩父薬剤
師会調剤センター

R01/07/31 廃止

1144800280 おがの薬局
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野３
０４－６

特定介護予防福祉用
具販売

有限会社　秩父薬剤
師会調剤センター

R01/07/31 廃止

1165290044
訪問看護ステーション
GOFUKU桶川

埼玉県桶川市鴨川2-5-8和楽久
桶川1階

訪問看護
社会福祉法人　永寿
荘

R01/07/31 廃止

1165290044
訪問看護ステーション
GOFUKU桶川

埼玉県桶川市鴨川2-5-8和楽久
桶川1階

介護予防訪問看護
社会福祉法人　永寿
荘

R01/07/31 廃止

1171000597 優愛介護サービス
埼玉県八潮市緑町5丁目27番地
14ｺｰﾎﾟ東102

訪問介護
株式会社トレジャー
フィールド

R01/07/31 廃止

1175700747
健康サービスステーション
蓮田店

埼玉県蓮田市西新宿5-130 通所介護
シンコースポーツ株
式会社

R01/07/31 廃止

1150680047
介護老人保健施設　きんも
くせい庄和

埼玉県春日部市上金崎２８番地 介護老人保健施設
医療法人社団庄和
会

R01/08/31 廃止

1170603102 訪問介護HCS
埼玉県春日部市備後東１丁目４
－１０八面コーポ１０３

訪問介護 合同会社HCS R01/08/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R01.4.1～R2.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1173300466
訪問介護事業所　「ふれあ
い」

埼玉県東松山市松本町２－１－
５５　ハイツランブルＢ－１０２

訪問介護
有限会社ふれあい介
護

R01/08/31 廃止

1174501468 すみれ訪問介護
埼玉県大里郡寄居町大字鉢形
3249番１

訪問介護 株式会社　真和 R01/08/31 廃止

1176300703 ヘルパーハウス輝
埼玉県日高市四本木一丁目２番
地１7

訪問介護
有限会社ゆうらくケ
アサービス

R01/08/31 廃止

1166290027
関越訪問看護ステーション
たんぽぽ

埼玉県鶴ケ島市脚折１４５－１ 訪問看護
社会医療法人社団
新都市医療研究会
「関越」会

R01/09/30 廃止

1166290027
関越訪問看護ステーション
たんぽぽ

埼玉県鶴ケ島市脚折１４５－１ 介護予防訪問看護
社会医療法人社団
新都市医療研究会
「関越」会

R01/09/30 廃止

1171200882 未来倶楽部　三郷
埼玉県三郷市中央3丁目16番地
7

特定施設入居者生活
介護

株式会社未来設計 R01/09/30 廃止

1171200882 未来倶楽部　三郷
埼玉県三郷市中央3丁目16番地
7

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社未来設計 R01/09/30 廃止

1171201088 未来倶楽部　三郷駅前 埼玉県三郷市三郷２－３－１
特定施設入居者生活
介護

株式会社未来設計 R01/09/30 廃止

1171201088 未来倶楽部　三郷駅前 埼玉県三郷市三郷２－３－１
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社未来設計 R01/09/30 廃止

1171201096 未来倶楽部　三郷弐番館
埼玉県三郷市中央１丁目７番地
１１

特定施設入居者生活
介護

株式会社未来設計 R01/09/30 廃止

1171201096 未来倶楽部　三郷弐番館
埼玉県三郷市中央１丁目７番地
１１

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社未来設計 R01/09/30 廃止

1172600981 アースサポート飯能
埼玉県飯能市大字中山320番地
1

訪問介護
アースサポート株式
会社

R01/09/30 廃止

1174602431 まちおこし介護サービス 埼玉県深谷市田谷216番地3 福祉用具貸与 まちおこし株式会社 R01/09/30 廃止

1174602431 まちおこし介護サービス 埼玉県深谷市田谷216番地3 特定福祉用具販売 まちおこし株式会社 R01/09/30 廃止

1174602431 まちおこし介護サービス 埼玉県深谷市田谷216番地3
介護予防福祉用具貸
与

まちおこし株式会社 R01/09/30 廃止

1174602431 まちおこし介護サービス 埼玉県深谷市田谷216番地3
特定介護予防福祉用
具販売

まちおこし株式会社 R01/09/30 廃止

1174602514 ドラッグエース岡部店 埼玉県深谷市岡249番地1 福祉用具貸与 株式会社エフケイ R01/09/30 廃止

1174602514 ドラッグエース岡部店 埼玉県深谷市岡249番地1 特定福祉用具販売 株式会社エフケイ R01/09/30 廃止

1174602514 ドラッグエース岡部店 埼玉県深谷市岡249番地1
介護予防福祉用具貸
与

株式会社エフケイ R01/09/30 廃止

1174602514 ドラッグエース岡部店 埼玉県深谷市岡249番地1
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社エフケイ R01/09/30 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R01.4.1～R2.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1174201168 ありの実　デイサービス
埼玉県児玉郡神川町大字元阿
保７７８－１

通所介護 フリージア株式会社 R01/10/01 廃止

1171700238 有限会社  伊田商店 埼玉県鴻巣市本町４－６－２０ 福祉用具貸与 有限会社  伊田商店 R01/10/05 廃止

1171700238 有限会社  伊田商店 埼玉県鴻巣市本町４－６－２０ 特定福祉用具販売 有限会社  伊田商店 R01/10/05 廃止

1171700238 有限会社  伊田商店 埼玉県鴻巣市本町４－６－２０
特定介護予防福祉用
具販売

有限会社  伊田商店 R01/10/05 廃止

1170602518 ホームケアふくしあ
埼玉県春日部市牛島１５９８
コーポ福田１０２号室

訪問介護
株式会社セブン・ス
マイル

R01/10/31 廃止

1172200857
やまもと企画株式会社　関
東営業部

埼玉県志木市中宗岡一丁目19
番51号

福祉用具貸与
やまもと企画株式会
社

R01/10/31 廃止

1172200857
やまもと企画株式会社　関
東営業部

埼玉県志木市中宗岡一丁目19
番51号

特定福祉用具販売
やまもと企画株式会
社

R01/10/31 廃止

1172200857
やまもと企画株式会社　関
東営業部

埼玉県志木市中宗岡一丁目19
番51号

介護予防福祉用具貸
与

やまもと企画株式会
社

R01/10/31 廃止

1172200857
やまもと企画株式会社　関
東営業部

埼玉県志木市中宗岡一丁目19
番51号

特定介護予防福祉用
具販売

やまもと企画株式会
社

R01/10/31 廃止

1170500084
もみの木訪問介護ステー
ション

埼玉県南埼玉郡宮代町道佛三
丁目17番14号

訪問介護
社会福祉法人真善
会

R01/11/01 廃止

1174200103
まごころ介護センター　カン
ナの里

埼玉県児玉郡上里町勅使河原１
６８６

通所介護 有限会社カンナの里 R01/11/01 廃止

1164690137
ゆたか訪問看護リハビリス
テーション

埼玉県深谷市西大沼318-1 訪問看護 株式会社ゆたか R01/11/25 廃止

1164690137
ゆたか訪問看護リハビリス
テーション

埼玉県深谷市西大沼318-1 介護予防訪問看護 株式会社ゆたか R01/11/25 廃止

1156380022 あさひヶ丘 埼玉県日高市森戸新田99番１ 介護老人保健施設 医療法人積仁会 R01/11/30 廃止

1171802398 フォーライフ　草加 埼玉県草加市西町863-1
特定施設入居者生活
介護

株式会社　ケアサー
ビス

R01/11/30 廃止

1171802398 フォーライフ　草加 埼玉県草加市西町863-1
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社　ケアサー
ビス

R01/11/30 廃止

1172100503
ヘルパーステーション　ひい
らぎの里

埼玉県朝霞市岡３－１７－６０ 訪問介護
有限会社埼玉ライフ
サポート

R01/11/30 廃止

1172501726 アースサポート所沢
埼玉県所沢市並木３丁目１番地
６－１０７

訪問介護
アースサポート株式
会社

R01/11/30 廃止

1173301332
かいほの手へルパース
テーション

埼玉県東松山市御茶山町2番地
1

訪問介護
有限会社古川薬品
商会

R01/11/30 廃止

1174201291 訪問介護　ゆずの里
埼玉県児玉郡上里町神保原町１
５７番地４

訪問介護
介護かみさと株式会
社

R01/12/01 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R01.4.1～R2.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1161490077
山手訪問看護リハビリス
テーション　わらび

埼玉県蕨市中央2-2-15蕨セント
ラルハイツ103

訪問看護
山手ケアサービス株
式会社

R01/12/31 廃止

1161490077
山手訪問看護リハビリス
テーション　わらび

埼玉県蕨市中央2-2-15蕨セント
ラルハイツ103

介護予防訪問看護
山手ケアサービス株
式会社

R01/12/31 廃止

1171701590 ケアステーション埼玉 埼玉県鴻巣市袋899番地1 訪問介護
株式会社ケアステー
ション新日本

R01/12/31 廃止

1173200583
信頼とハートで訪問　よし乃
郷

埼玉県比企郡ときがわ町五明１
４４９－２

訪問介護
社会福祉法人よし乃
郷

R01/12/31 廃止

1173202225
訪問介護事業所　馬場地
域支援館

埼玉県比企郡ときがわ町馬場
162番1

訪問介護 医療法人眞美会 R01/12/31 廃止

1164590071
未来リハビリテーション研究
所　訪問看護部

埼玉県大里郡寄居町牟礼670-1 訪問看護
合同会社未来リハビ
リテーション研究所

R02/01/01 廃止

1164590071
未来リハビリテーション研究
所　訪問看護部

埼玉県大里郡寄居町牟礼670-1 介護予防訪問看護
合同会社未来リハビ
リテーション研究所

R02/01/01 廃止

1173100536
はなぶさ苑　通所介護事業
所

埼玉県熊谷市玉井１１４５番地１ 通所介護
社会福祉法人熊谷
福祉会

R02/01/31 廃止

1174602548 ハローステーション 埼玉県深谷市人見479-1 訪問介護
株式会社スティ
GOLD

R02/01/31 廃止

1176000998
訪問介護ホームヘルプ一
期の家坂戸

埼玉県坂戸市清水町13-20 訪問介護
ケア・トラスト株式会
社

R02/01/31 廃止

1172401216 オアシス２４ふじみ
埼玉県入間郡三芳町藤久保313
番地4山田ビル201号

訪問介護 ＫＮＣ５５合同会社 R02/02/01 廃止

1160690172
ＳＯＭＰＯケア　春日部武里
訪問看護

埼玉県春日部市大場1138-1高
橋第三店舗１F

訪問看護
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

R02/02/29 廃止

1160690172
ＳＯＭＰＯケア　春日部武里
訪問看護

埼玉県春日部市大場1138-1高
橋第三店舗１F

介護予防訪問看護
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

R02/02/29 廃止

1165790092
みじょか訪問看護ステー
ション

埼玉県蓮田市大字閏戸4026番
地42

訪問看護 株式会社みじょか R02/02/29 廃止

1165790092
みじょか訪問看護ステー
ション

埼玉県蓮田市大字閏戸4026番
地42

介護予防訪問看護 株式会社みじょか R02/02/29 廃止

1166090070
訪問看護ステーション
デューン坂戸

埼玉県坂戸市南町3番1号長太
郎坂戸駅前ビル3階

訪問看護
株式会社Ｎ・フィール
ド

R02/02/29 廃止

1166090070
訪問看護ステーション
デューン坂戸

埼玉県坂戸市南町3番1号長太
郎坂戸駅前ビル3階

介護予防訪問看護
株式会社Ｎ・フィール
ド

R02/02/29 廃止

1170603524
ＳＯＭＰＯケア　春日部武里
訪問介護

埼玉県春日部市大場1138-1高
橋第三店舗１F

訪問介護
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

R02/02/29 廃止

1171101247 さわらびケア
埼玉県久喜市桜田四丁目2番１
－１３－３０７

訪問介護
合同会社あきつ福祉
事業

R02/02/29 廃止

1171101650 幸せの羽　ホームケア
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１丁
目１０番７号

訪問介護 株式会社　幸羽 R02/02/29 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R01.4.1～R2.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1171300617 ゆめこうぼう
埼玉県北足立郡伊奈町大針
1511番地108

訪問介護 有限会社夢虹房 R02/02/29 廃止

1171901620 デイサービス　フォルテシモ
埼玉県戸田市中町2丁目14-25
1Ｆ

通所介護 株式会社ＷｉｓｈＣａｒｅ R02/02/29 廃止

1173101146
デイサービスセンター　おん
だ

埼玉県熊谷市上恩田４３２－１ 通所介護
有限会社大久保製
作所

R02/02/29 廃止

1173102003 アースサポート熊谷
埼玉県熊谷市籠原南一丁目１番
地

訪問介護
アースサポート株式
会社

R02/02/29 廃止

1173700293
あすかデイサービスセン
ター

埼玉県行田市前谷９２２－１ 通所介護
有限会社あすかケア
サポート

R02/02/29 廃止

1175102050
ＳＯＭＰＯケア　新座志木
訪問介護

埼玉県新座市東北２－２４－３７
浜田貸店舗1階

訪問介護
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

R02/02/29 廃止

1176100087 桜楓苑訪問介護センター 埼玉県幸手市平須賀２－２２５ 訪問介護
社会福祉法人幸和
会

R02/03/01 廃止

1160990309
訪問看護ステーション　新
久喜

埼玉県久喜市上早見４１８番地１ 訪問看護
医療法人社団埼玉
巨樹の会

R02/03/31 廃止

1160990309
訪問看護ステーション　新
久喜

埼玉県久喜市上早見４１８番地１ 介護予防訪問看護
医療法人社団埼玉
巨樹の会

R02/03/31 廃止

1161690155
ケアーズ訪問看護リハビリ
ステーション上尾原市

埼玉県上尾市原市３１５－２９
Utopia-２１　１０２号室

訪問看護
株式会社むさしのグ
ランドホテル

R02/03/31 廃止

1161690155
ケアーズ訪問看護リハビリ
ステーション上尾原市

埼玉県上尾市原市３１５－２９
Utopia-２１　１０２号室

介護予防訪問看護
株式会社むさしのグ
ランドホテル

R02/03/31 廃止

1171000100
社会福祉法人　八潮市社
会福祉協議会　指定居宅
サービス事業所

埼玉県八潮市鶴ケ曽根４１４番
地１

訪問介護
社会福祉法人八潮
市社会福祉協議会

R02/03/31 廃止

1171700089
社会福祉法人 鴻巣市社会
福祉協議会

埼玉県鴻巣市箕田４２１１－１ 訪問介護
社会福祉法人鴻巣
市社会福祉協議会

R02/03/31 廃止

1172400267
社会福祉法人　越生町社
会福祉協議会

埼玉県入間郡越生町大字越生
908番地12

訪問介護
社会福祉法人越生
町社会福祉協議会

R02/03/31 廃止

1172503607
リハビリトレーニングセン
ター　ケア・リンク

埼玉県所沢市東所沢和田一丁
目２４番地３－２

通所介護
メディカル・ケア・リン
ク株式会社

R02/03/31 廃止

1172700302
さやま苑　デイサービスセン
ター事業所

埼玉県狭山市柏原７５８－４ 通所介護
社会福祉法人狭山
福祉会

R02/03/31 廃止

1172700369
さやま苑　ホームヘルプ
サービス事業所

埼玉県狭山市柏原７５８－４ 訪問介護
社会福祉法人狭山
福祉会

R02/03/31 廃止

1172801712
ＳＯＭＰＯケア　入間　訪問
介護

埼玉県入間市久保稲荷2-12-22
稲荷ビル2-B号

訪問介護
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

R02/03/31 廃止

1173200534
鳩山松寿園　デイサービス
センター

埼玉県比企郡鳩山町小用５５４ 通所介護
社会福祉法人鳩山
松寿会

R02/03/31 廃止

1173300243
すわやま荘デイサービスセ
ンター

埼玉県東松山市高坂１８０９－１ 通所介護
社会福祉法人松仁
会

R02/03/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R01.4.1～R2.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1173800820 ケアステーション　ひまわり
埼玉県加須市向川岸町７番３７
号（プリマヴェーラかぞ２１０号）

訪問介護
株式会社アイケイメ
ディカル

R02/03/31 廃止

1174200301 いろりの友
埼玉県児玉郡神川町八日市７３
９－２

通所介護
社会福祉法人神流
福祉会

R02/03/31 廃止

1174300424 ひだまり介護ステーション 埼玉県本庄市見福１－１８－２０ 訪問介護 有限会社すこやか R02/03/31 廃止

1174301091 でんでんむしむし 埼玉県本庄市共栄４９番地 訪問介護
特定非営利活動法
人　でんでんむしむし

R02/03/31 廃止

1174801108 ケアプラザ赤平
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬1170
番地10

福祉用具貸与
町田電子産業株式
会社

R02/03/31 廃止

1174801108 ケアプラザ赤平
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬1170
番地10

特定福祉用具販売
町田電子産業株式
会社

R02/03/31 廃止

1174801108 ケアプラザ赤平
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬1170
番地10

介護予防福祉用具貸
与

町田電子産業株式
会社

R02/03/31 廃止

1174801108 ケアプラザ赤平
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬1170
番地10

特定介護予防福祉用
具販売

町田電子産業株式
会社

R02/03/31 廃止

1174900116 ふくしのまち秩父 埼玉県秩父市阿保町２－７ 訪問介護 株式会社福祉の街 R02/03/31 廃止

1175300290 デイサービスセンター北本 埼玉県北本市緑三丁目16番地 通所介護
株式会社寿エンター
プライズ

R02/03/31 廃止

1175300886 レッツ倶楽部北本
埼玉県北本市西高尾3-154-2長
島ビル1階101号

通所介護
株式会社メリー健康
倶楽部

R02/03/31 廃止

1175700051
社会福祉法人　昭仁会　指
定訪問介護事業　蓮田園

埼玉県蓮田市江ケ崎１００３ 通所介護
社会福祉法人昭仁
会

R02/03/31 廃止

1176200085
清光苑在宅介護ヘルパー
チーム

埼玉県鶴ケ島市三ツ木８５５－１ 訪問介護
社会福祉法人鶴守
会

R02/03/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。


