
平成30年度前期 福祉・介護事業所認証制度の認証について 資料2-1

１．申請及び審査の状況

○受付状況 【６月１１日～７月１７日】
（１）申請：１０法人、４６事業所
（２）法人体系の内訳として、社会福祉法人は６法人３４事業所と最も多く、その他医療法人は３法人１１事業所、有限会社から１法人の申請があった。サービス区分別では、高齢者

福祉３８、障害福祉７、児童福祉１であった。

○審査状況 【７月１７日～９月３日】
（１）書類審査 【７月１７日～８月１７日】⇒完了
（２）現地審査 【８月１日～９月３日】⇒完了

○審査結果
・９法人３８事業所については、認証基準に沿って審査した結果、全て基準をクリアしていることを確認。 ９月２８日付けで知事認証手続きを実施する予定
・１法人８事業所については、下記の状況であるため認証を保留する。
○「ストレスチェックの実施」について、常時５０人以上の労働者を使用する事業所ではないため、労働基準監督署への提出は必要ないが、認証制度の基準に沿って「ストレスチェ
ック」を実施中であり、その進捗状況から完了までに時間を要する事業所（１法人８事業所）

認証を保留する事業所も含め、今回申請のあった全ての事業所について、認証することができる予定

○事業所支援（前期）

【法人体系内訳】

１０法人４６事業所を認証予定
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法人体系

Ｈ２８年度～Ｈ２９年度（既認証事業所） Ｈ３０年度・前期（今回認証） 計

法人数
認証

事業所数

（内訳）

法人数
認証

事業所数

（内訳）

法人数
認証

事業所数

（内訳）

高齢者福祉
サービス
（介護保険
サービス）

障害福祉
サービス

児童福祉
サービス

その他

高齢者福祉
サービス
（介護保険
サービス）

障害福祉
サービス

児童福祉
サービス

その他

高齢者福祉
サービス
（介護保険
サービス）

障害福祉
サービス

児童福祉
サービス

その他

社会福祉法人 32 241 155 64 21 1 6 34 26 7 1 38 275 181 71 22 1 

医療法人 8 18 18 3 11 11 11 29 29 

株式会社 4 13 13 4 13 13 

有限会社 4 10 10 （1） 1 1 4 11 11 

ＮＰＯ法人 1 6 3 3 1 6 3 3 

一般財団法人 1 3 3 1 3 3 

その他

計 50 291 199 67 24 1 9 46 38 7 1 59 337 237 74 25 1 

スタートアップセミナー

（2回、延29事業所参加） 後期も
引き続
き実施

ワークショップ

（4日間、延12事業所参加）

個別コンサルティング

（随時、2事業所実施）

認証制度チャレンジ事業

所（随時、2事業所実施）

認証制度の概要、認証項目・基準
等、認証制度の全般について説明
し、認証の取得を促進する。

クリアが難しいと思われる評価項
目（人材育成計画等）について、認
証取得に向けたワークショップスタ
イルによるコンサルティングを実施

・認証取得を目指す事業所に個別に訪問
し、具体的に個々の資料確認、資料作成
や事業所の取組のアドバイスを実施

・認証取得申請を行うことを宣言した小規
模事業所に対して、初期診断及び訪問相
談を実施



２．審査事業所一覧 高齢者福祉
介護老人福祉施設
通所介護事業所 等

障害福祉
障害者支援施設
就労移行支援事業所 等

児童福祉 障害児入所施設
保育所、児童養護施設 等 その他 救護施設（保護施設）等 資料2-2
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NO. 法　人　名 通し№ 事　業　所　名 サービス区分 事　業　種　別 コメント 審査結果

1 293 特別養護老人ホーム　清寿苑 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業所・通所介護事業所 ○

2 294 ケアハウス　清寿苑 高齢者福祉サービス 特定施設入居者生活介護事業所 ○

3 295 特別養護老人ホーム　なら清寿苑 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業所 ○

4 296 ケアハウス　なら清寿苑 高齢者福祉サービス 特定施設入居者生活介護事業所 ○

5 297 グループホームなら清寿苑 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所 ○

6 298 ホームヘルプステーション　なら清寿苑 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所 ○

7 299 有料老人ホームやまと 高齢者福祉サービス 特定施設入居者生活介護事業所 ○

8 300 奈良東病院 高齢者福祉サービス 介護療養型医療施設・短期入所療養介護事業所 ○

9 301 介護老人保健施設　ならふくじゅ荘 高齢者福祉サービス
介護老人保健施設・通所リハビリテーション施設・短期入所療養介護事
業所

○

10 302 ケアハウスふる里 高齢者福祉サービス 特定施設入居者生活介護事業所 ○

11 303 グループホームふれあい天理 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所 ○

12 304 特別養護老人ホーム　ハートランド五條 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設 ○

13 305 ハートランド五條　短期入所施設 高齢者福祉サービス 短期入所生活介護事業所 ○

14 306 ハートランド五條　デイサービスセンター 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

15 307 ハートランド五條　ケアプランセンター 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所 ○

16 308 ハートランド五條　訪問看護ステーション 高齢者福祉サービス 訪問看護事業所 ○

17 有限会社　祥寿会 309 河合なぐらの里 高齢者福祉サービス 小規模多機能型居宅介護事業所

・就業規定に基づくキャリアコンサルティングとして、必要な研修（会社として求める研修）は、研修
費用を全額負担し、受講をサポートしている。
・河合町からの依頼で地域貢献活動として「シャキッと教室」を開催し、地域住民への介護予防活
動を進めている。

○

18 社会福祉法人　松福会 310 介護老人保健施設ケアステージみみなし 高齢者福祉サービス
介護老人保健施設・短期入所療養介護事業所・通所リハビリテーション
施設・訪問リハビリテーション施設

・介護技術向上の研修会を随時実施。特に基本的な技術向上を図るため、チェック項目を設定し見
落としが無いか副主任がチェック。フィードバックを行いスキルアップに努める。
・（老健施設の配置基準よりも）リハビリ専門職を手厚く配置。地域貢献活動にも専門職を参加さ
せ、介護予防活動を積極的に実施している。

○

19 311 特別養護老人ホーム室生園 高齢者福祉サービス
介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業所・通所介護事業所・居宅
介護支援事業所

○

20 312 グループホーム愛 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所 ○

21 313 介護老人保健施設まきむく草庵 高齢者福祉サービス
介護老人保健施設・短期入所療養介護事業所・通所リハビリテーション
施設

○

22 314 介護老人保健施設やまのべグリーンヒルズ 高齢者福祉サービス
介護老人保健施設・短期入所療養介護事業所・通所リハビリテーション
施設

○

23 315 ひまわりの家 障害福祉サービス
生活介護事業所・居宅介護事業所・行動援護事業所・重度訪問介護事
業所

▲

24 316 おーくん 障害福祉サービス 自立訓練事業所（生活訓練） ▲

25 317 ひまわりの家 障害福祉サービス 共同生活援助事業所 ▲

26 318 ほどらいこ 障害福祉サービス 就労継続支援Ｂ型事業所・生活介護事業所 ▲

27 319 ほどらいこ 障害福祉サービス 生活介護事業所 ▲

28 320 地域生活支援センターひまわり 障害福祉サービス 指定特定相談支援事業所 ▲

29 321 地域生活支援センターひまわり 障害福祉サービス 指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所 ▲

30 322 地域生活支援センターひまわり 児童福祉サービス 障害児相談支援事業所 ▲

31 323 特別養護老人ホームきび秀華苑 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設 ○

32 324 短期入所生活介護事業所きび秀華苑 高齢者福祉サービス 短期入所生活介護事業所 ○

33 325 きび秀華苑デイサービスセンター 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

34 326 居宅介護支援事業所きび秀華苑 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所 ○

35 327 特別養護老人ホーム秀華苑 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設 ○

36 328 短期入所生活介護事業所秀華苑 高齢者福祉サービス 短期入所生活介護事業所 ○

37 329 秀華苑デイサービスセンター 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

38 330 ケアハウスみつえ秀華苑 高齢者福祉サービス 特定施設入居者生活介護事業所 ○

39 331 短期入所生活介護事業所みつえ秀華苑 高齢者福祉サービス 短期入所生活介護事業所 ○

40 332 みつえ秀華苑デイサービスセンター 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

41 333 ヘルパーステーションみつえ秀華苑 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所 ○

42 334 介護老人保健施設光陽 高齢者福祉サービス
介護老人保健施設・短期入所療養介護事業所・通所リハビリテーション
施設・居宅介護支援事業所・訪問リハビリテーション施設

○

43 335 訪問看護ステーションきらら 高齢者福祉サービス 訪問看護事業所 ○

44 336 訪問看護ステーションさらら 高齢者福祉サービス 訪問看護事業所 ○

45 337 居宅介護支援事業所さらら 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所 ○

46 338 訪問介護ステーションうらら 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所 ○

・全職員の面談を理事長が実施。常に職員の率直な気持ちを直接確認する事で、働きやすい施設
運営となるよう活用している。
・病休の職員にも２ヶ月ごとに面談し状況を確認。病気の経過を踏まえ休職扱いの期間を３ヶ月延
長するなど、職員の状況に合わせて復職しやすい環境づくりに配慮。

・グループ内専門学校の他に、一般高校からの新卒者も積極的に採用。新規採用職員研修では
数ヶ月後にもフォローアップ研修を実施し、職員育成に力を入れている。

・独自の奨学金制度を設け、（グループ内）専門学校に通うための授業料等を援助。卒後2年間の
勤務により全額免除する体制を整え、人材育成を積極的に実施。

・ストレスチェックチェックについて、9月7日までに全職員のチェックを実施。結果通知を受けて、高
ストレス者に対する面接指導の後、労働基準監督署への報告が平成30年11月15日になる予定で
あり、現時点では保留とし、労働基準監督署へ報告された事を確認した後、知事認証する予定。

・介護福祉士や介護支援専門員等の資格取得及び更新に係る費用について、在籍１年以上の職
員に受講費用を助成（実務者研修受講料は上限15万円、介護支援専門員、主任介護支援専門員
は全額負担）。年間約20名が利用しており、積極的に職員のスキルアップを支援している。

・まほろば地域食堂として子ども食堂の活動を実施（月１回、10人程度参加）。地域見守りネット
ワークへの参加など、地域貢献活動を実施。

・利用者へ提供する食事は希望に沿ってきめ細やかに対応しており、また、御当地食として、月１
回、九州や北海道の食事を提供するなど、画一的にならないよう利用者へのサービス向上を図っ
ている。

・（常勤職員について）有給休暇とは別に夏期休暇3日、冬期休暇3日を設定。原則、全職員が取
得できるよう、シフト調整など勤務体制を整えている。

・橿原市及び大和高田市との間に、地域住民の緊急時受入協定を締結しており、民生委員とも協
力しながら、24時間の受入体制を整え、地域住民への対応向上も図っている。

医療法人　西井会

医療法人社団　岡田会

社会福祉法人ひまわり

・毎月の各事業所ごとの苦情、事故情報をまとめ、各事業所に内容（軽微な事からレベルごとに区
分）、対応方法、防止策を一斉メールで共有し、再発防止に向けてグループ全体で取り組んでい
る。

・地域高齢者の見守り、巡回バスを運行（利用料無料）や認知症予防の見守りサロンなど、地域住
民への貢献活動を実施。

・県立二階堂高等学校のインターンシップ（1年生200人）や県外の大学からも実習生を受け入れる
など、積極的な地域貢献を実施。

・介護福祉士等の資格取得の祝い金制度を設けるなど、技術向上やキャリアアップにつながる体
制づくりにより、職員の資質向上をサポート。

社会福祉法人　清光会

社会福祉法人大和清寿会

社会福祉法人　はーとらんど

社会福祉法人　室生会

医療法人　健和会

・「こころのリスクマネージメント」として、うつ病など心身不調に対する対応マニュアルを全職員に
配布。また、管理者用のマニュアルも整備して、専門職である施設長を中心に、常に相談しやすい
環境づくりを心がけている。

・ISOの認証取得に向けて組織内部の体制を整備中であるが、準じた取扱として苦情相談の記録
作成と情報共有や品質マネジメントシステム構築のための研修会に、リーダー職を参加させるな
ど、資質向上に努める。


