
平成29年度後期 福祉・介護事業所認証制度の認証について 資料１－１

１．申請及び審査の状況

○受付状況 【１２月１日～１月２４日】
（１）申請：２６法人、１０４事業所
（２）法人体系の内訳として、社会福祉法人は１６法人８１事業所と最も多く、その他医療法人は６法人１６事業所、株式会社、有限会社からそれぞれ２法人の申請があった。サービス

区分別では、高齢者福祉６９、障害福祉２０、児童福祉１５であった。

○対象事業種別の追加
対象事業所に関して、社会福祉法の第１種社会福祉事業に規定する、養護老人ホーム及び軽費老人ホームを追加
また、介護保険サービスの対象施設である介護療養型医療施設（短期入所療養介護事業所）を追加

○審査状況 【１月２２日～３月１６日】
（１）書類審査 【１月２２日～２月２３日】⇒完了
（２）現地審査 【２月５日～３月１６日】⇒完了

○審査結果
・２５法人１０３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。 ３月３０日付けで知事認証手続きを実施する予定
・１法人１事業所については、育児介護休業法の改正（H２９年１月、H２９年１０月施行）に伴う、事業所の規定整備が未了であり、３月の理事会に規定改正を諮る予定であるため認
証を保留する。
・認証を保留する事業所は、手続きの完了後、県において確認次第、知事認証手続きを実施する予定

○事業所支援
（１）スタートアップセミナー（３回）…延べ５２事業所、６５人が参加
（２）ワークショップ（延べ６日）…延べ１２事業所、２１人が参加
（３）個別コンサルティング…参加申込み計３５事業所

【法人体系内訳】

２６法人１０４事業所を認証予定
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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１－２

２

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

54 社会福祉法人慈光園 242 特別養護老人ホーム慈光園 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

・認知症の方や家族、地域住民等が交流し専門職との相談を行う認知症
カフェを月1回実施
・育児・介護休暇規程について改正対応中。H30,3,29の理事会で改正予
定。対応後、資料を県に送付し、確認した段階で認証手続きを進める予
定

保留

55 243 サンタ・マリア 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・認知症対応型通所介護事業所・訪問介護事
業所・居宅介護支援事業所

○

56 244 サンタ・マリア　デイサービスセンター“ゆり” 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

57 245 聖ヨゼフ・ホーム 高齢者福祉サービス 養護老人ホーム・特定施設入所者生活介護事業所 ○

58 246 ファミリーサポートかしはら「たいよう」 児童福祉サービス 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所 ○

59 247 デイケアセンターかしはら 障害福祉サービス 行動援護事業所・居宅介護事業所・重度訪問介護事業所 ○

60 248 橿原市福祉作業所 障害福祉サービス 生活介護事業所 ○

61 249 障がい児・者相談支援センターなら 障害福祉サービス
指定特定相談支援事業所・指定地域移行支援事業所・
指定地域定着支援事業所

○

62 250 障がい児・者相談支援センターなら 児童福祉サービス 障害児相談支援事業所 ○

63 251 なら子ども発達支援センター「ふぁ～すと」 児童福祉サービス 児童発達支援センター・保育所等訪問支援事業所 ○

64 252 かしはらワークス「まぁぶる」 障害福祉サービス
就労移行支援事業所・就労継続支援Ａ型事業所・就労
継続支援Ｂ型事業所

○

65 253 ファミリーサポートこおりやま「宇宙」 児童福祉サービス 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所 ○

66 254 ファミリーサポートせいわ「大地」 児童福祉サービス 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所 ○

67 255 ファミリーサポートかしはら「大海」 児童福祉サービス 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所 ○

68 256 ファミリーサポートかしはら「銀河」 児童福祉サービス 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所 ○

69 257 ファミリーサポートはしはら「大河」 児童福祉サービス 放課後等デイサービス事業所 ○

70 258 グループホームきらめき「うねび」 障害福祉サービス 共同生活援助事業・短期入所事業所 ○

71 259 グループホームきらめき 障害福祉サービス 共同生活援助事業所 ○

72 260 グループホームきらめき「あすか」 障害福祉サービス 共同生活援助事業所 ○

73 261 かしはらワークス「おかし工房(実ん都）」 障害福祉サービス
就労移行支援事業所・就労継続支援Ａ型事業所・就労
継続支援Ｂ型事業所

○

74 262 かしはらワークス「ゆうゆ～今井」 障害福祉サービス
就労移行支援事業所・就労継続支援Ａ型事業所・就労
継続支援Ｂ型事業所

○

75 有限会社あいネット 263 ヘルパーステーション　ゆうゆう 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所・居宅介護支援事業所
・介護実習として職員が聞きたい事、知りたい事を社長又は専務が直接、
レクチャーする機会を都度設けて、資質向上に努める。

○

76 264
特別養護老人ホームあじさい園・短期入所
生活介護あじさい園

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 ○

77 265
特別養護老人ホームあじさい園宝・短所入
所生活介護あじさい園宝

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 ○

78 266 特別養護老人ホーム橿原の郷 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 ○

79 267 グループホーム橿原の郷 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所 ○

80 268 デイサービスセンター橿原の郷 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

81 269 リハビリデイサービス橿原の郷 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

82 270 ヘルパーステーション橿原の郷 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所 ○

83 271 居宅介護支援事業所橿原の郷 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所 ○

84 272 事業所内保育園わくわく保育所 児童福祉サービス 事業所内保育所 ○

85 273 ツクイ奈良 高齢者福祉サービス 通所介護事業所・訪問介護事業所・居宅介護支援事業所 ○

86 274 ツクイ奈良みあと 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

87 275 ツクイ天理別所 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

88 医療法人鴻池会 276 介護老人保健施設鴻池荘サテライト蜻蛉 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

・育児短時間制度や介護休業時差出勤制度を導入し、短時間勤務制度
の給与補填等の支援を実施

○

89 277
特別養護老人ホームフォレストホーム・フォ
レストホームデイサービスセンター・フォレス
ト訪問介護ステーション

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・訪問介護事業所

○

90 278 フォレスト居宅介護支援事業所 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所 ○

91 279 軽費老人ホーム長命荘 高齢者福祉サービス 特定施設入居者生活介護・軽費老人ホーム ○

92 280 生駒市デイサービスセンター長楽 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

93 281 フォレストデイセンター鹿ノ台 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

94 282 フリーシュタッドなかがわ１番館 障害福祉サービス 障害者支援施設 ○

95 283 フリーシュタッドなかがわ２番館 障害福祉サービス 障害者支援施設 ○

96 284 プレゼントなかがわ 障害福祉サービス 生活介護事業所・短期入所事業所 ○

97 285 ル・エンゲージなかがわ３番館 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 ○

98 286 ル・エンゲージなかがわ４番館 高齢者福祉サービス 軽費老人ホーム ○

99 287 介護老人保健施設アンジェロ 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

○

100 288 ヘルパーステーションアンジェロ 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所 ○

101 289 ケアプランセンターアンジェロ 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所 ○

102 290 訪問看護ステーションアンジェロ 高齢者福祉サービス 訪問看護事業所 ○

103 291 小規模多機能型ホームアンジェロ三碓の里 高齢者福祉サービス 小規模多機能型居宅介護事業所 ○

104 292 グループホームアンジェロ三碓の里 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所 ○

社会福祉法人橿原市手を
つなぐ育成会

社会福祉法人三養福祉
会

社会福祉法人　カトリック
聖ヨゼフホーム

社会福祉法人中川会

社会福祉法人晃宝会

社会福祉法人長命荘

医療法人あすか会

株式会社ツクイ

・採用の都度、1日は法人本部で理念等の研修を実施。その後、各部署
でＯＪＴによる指導。自己評価を１～2か月後に行い、先輩職員評価を計3
回行う。

・育休２名。男性も１名取得。介護休暇は以前に２名。復職時には体調や
家庭状況に応じて勤務場所、シフトを配慮している。

・滞留年数や能力、役割、研修等が明確なキャリアパスを提出。等級ごと
の主要な研修や対応役職について、フローチャートで誰もが一目でわか
りやすく記載されている。
・心身不調にはサンタマリア、ヨゼフホームそれぞれの看護職員１名ずつ
窓口対応

・半日休暇を認め、取得を促進。原則、ノー残業デーを毎日実施してお
り、働きやすい環境づくりに努める。

・毎月第3金曜日に家族会を実施。利用者家族と、話し合いを行ってお
り、事業所に対する要望等はその場で確認できる体制

・朝礼時には、安全運転五則を唱和。ドライブレコーダを全車両に設置し
て、安全運転を促す。

・感染症、救急対応、喀痰吸引研修等について外部講師等を招き毎月実
施

・月1回、地域公民館で体操や口腔ケア、認知症予防等の講習会を実
施。地域貢献活動の充実に努める。

・勤務に合わせて3ヶ月毎に管理者が個別に面談を実施。また、年1回は
評価表の自己評価に基づき面談を実施
・年次有給休暇の他に月１日リフレッシュ休暇を全職員に付与し、管理者
の評価項目にリフレッシュ休暇の取得率を加えて取得促進に努めてい
る。

・福祉支えあいセンターで福祉・介護の出張相談を実施。毎週５日間、ケ
アマネージャーが相談員となり、地域の困り事相談を受け付けている。

・昇給時における昇給額及び賞与支給額について考え方を詳しく示し、
職員会議や掲示板で周知している。

・H16から毎年施設内で夏祭りを開催。地域住民や学校にも周知し、700
人程度が参加する。福祉避難所としても登録しており、地域住民との交
流を積極的に行う。
・事務局職員が生活チェックシートを用いて第三者的視点で入居者の生
活や様子をチェック。食事メニューにもこだわり、８種類のメニューから自
由に選べるようにしている。

・秋祭り、餅つき、保育園との交流会の開催、消防署との防災訓練の実
施、地域住民のボランティア受け入れなど地域密着型の施設を目指して
いる。

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

1 189 特別養護老人ホーム大和園 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・訪問介
護事業所・訪問入浴事業所・居宅介護支援事業所

○

2 190 養護老人ホーム大和園広陽 高齢者福祉サービス 特定施設入居者生活介護事業所・養護老人ホーム ○

3 191 大和園デイサービスセンター広陵温泉 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

4 192 特別養護老人ホーム大和園白鳳 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・居宅介
護支援事業所・通所介護事業所・訪問介護事業所

○

5 193 特別養護老人ホーム大和園白鳳 高齢者福祉サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ○

6 194 特別養護老人ホーム大和園白鳳 障害福祉サービス 居宅介護事業所・同行援護事業所 ○

7 195 大和園王寺デイサービス 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

8 196 大和園王寺デイサービス 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所 ○

9 197 大和園王寺デイサービス 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所 ○

10 198 大和園くうる 高齢者福祉サービス 通所介護事業所・居宅介護支援事業所 ○

11 199 特別養護老人ホーム大和園平和 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・訪問介護事業所

○

12 200 特別養護老人ホーム大和園平和 高齢者福祉サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ○

13 201 特別養護老人ホーム大和園平和 障害福祉サービス 居宅介護事業所・重度訪問介護事業所・同行援護事業所 ○

14 202 大和園　こおりやま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 ○

15 203 大和園　こおりやまデイサービスセンター 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所 ○

16 204
児童発達支援・放課後等デイサービス大和
園平和

児童福祉サービス 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所 ○

17 205
児童発達支援・放課後等デイサービス大和
園平和

児童福祉サービス 障害児相談支援事業所 ○

18 206
児童発達支援・放課後等デイサービス大和
園平和

障害福祉サービス 指定特定相談支援事業所 ○

19 207 介護老人保健施設もののみの郷 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

○

20 208 医療法人紀川会居宅介護支援事業所 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所 ○

21 社会福祉法人当麻園 209 特別養護老人ホーム当麻園 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
・地域の保育園等との交流会や、老人クラブと連携したミニ運動会を実施
し、地域交流を積極的に図る。

○

22 210 通所介護事業所リハビリあ・える神宮前 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

23 211 通所介護事業所リハビリあ・える田原本 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

24 212 愛の集い学園 児童福祉サービス 障害児入所施設 ○

25 213 愛の集い学園 障害福祉サービス 短期入所事業所 ○

26 214
障害者支援施設 ゆらくの里・ゆらくの里 コ
テージ・コテージジュニア

障害福祉サービス 障害者支援施設・生活介護事業所・短期入所事業所 ○

27 215 ゆらくの里放課後等デイサービスセンター 児童福祉サービス 放課後等デイサービス事業所 ○

28 216 風鈴山荘 障害福祉サービス 共同生活援助事業所 ○

29 217 風鈴山荘 障害福祉サービス 短期入所事業所 ○

30 218 特別養護老人ホームやすらぎ園 高齢者福祉サービス 短期入所生活介護事業所 ○

31 219 グループホームむつみあい 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所 ○

32 220 在宅サービス事業所やすらぎ園 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所・訪問介護事業所 ○

33 221 在宅サービス事業所やすらぎ園 障害福祉サービス 居宅介護事業所・重度訪問介護事業所 ○

34 222 在宅サービス事業所やすらぎ園 高齢者福祉サービス 訪問入浴事業所 ○

35 223 養護老人ホーム橿原園 高齢者福祉サービス 特定施設入居者生活介護事業所・養護老人ホーム ○

36 224
橿原園老人デイサービスセンター・橿原園
ホームヘルプステーション・橿原園居宅介
護支援事業所

高齢者福祉サービス
通所介護事業所・訪問介護事業所・居宅介護支援事業
所

○

37 株式会社ばぁん 225 グループホームさくら 高齢者福祉サービス 認知症対応型共同生活介護事業所

・認証制度取得にあたり職員向け説明会を実施。認証制度の趣旨、各計
画等の内容、保管場所等を説明。
・ドックセラピーを導入

○

38 226 ケアセンター華の木 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所・通所介護事業所 ○

39 227 有限会社ケアセンター華の木 高齢者福祉サービス 居宅介護事業所 ○

40 228 児童養護施設愛染寮 児童福祉サービス 児童養護施設 ○

41 229 いこま乳児院 児童福祉サービス 乳児院 ○

42 230 訪問介護ステーションおきなの杜 高齢者福祉サービス 訪問介護事業所 ○

43 231 老人介護支援センターおきなの杜 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所 ○

44 232 特別養護老人ホームおきなの杜 高齢者福祉サービス 介護老人福祉施設 ○

45 233 ショートステイおきなの杜 高齢者福祉サービス 短期入所生活介護事業所 ○

46 234 老人デイサービス翁の杜 高齢者福祉サービス 通所介護事業所 ○

47 医療法人厚生会 235 介護老人保健施設若草園 高齢者福祉サービス
介護老人保健施設・居宅介護支援事業所・通所リハビリ
テーション施設・短期入所療養介護事業所

・階層別に目標及び予定・実績のスケジュール詳細が明記された人材育
成計画がある。体系立てた教育訓練を実施しＩＳＯ9001の認証取得

○

48 236 特別養護老人ホームぬくもり香芝 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 ○

49 237 ぬくもりクリニック 高齢者福祉サービス 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 ○

50 238 居宅介護支援事業所医療法人誠安会 高齢者福祉サービス 居宅介護支援事業所 ○

51 239 訪問看護ステーションぬくもり 高齢者福祉サービス 訪問看護事業所 ○

52 240 介護老人保健施設ぬくもり田原本 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・訪問リ
ハビリテーション施設・通所リハビリテーション施設

○

53 241 介護老人保健施設ぬくもり葛城 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・訪問リ
ハビリテーション施設・通所リハビリテーション施設

○

・前年度の有休休暇取得率が7割を超す事を条件に、夏季休暇5日を付
与。有休消化率を上げる効果あり。

・医務室を設置し、心理カウンセラーの看護師が心身不調の相談窓口と
なっている。

・職種、ランク毎に目標を明確にしたキャリアパスを作成
・2日以上のリフレッシュ休暇を取り、休暇取得を促している。

・認知症要望のトレーニング講座「ぬむもりクラブ」を各事業所で実施。参
加費無料で地域住民が参加

・介護福祉士の資格取得を支援するため、実務者研修の費用を全額補
助

・目的、時期、到達目標等が明確に記載された新規採用者研修計画を作
成。内定者（正規職員）には初任者研修を受講してもらい、採用後は各部
署のリーダーが講師となり内部研修を実施。職員採用に特化したパンフ
レットを作成し、積極的な人材確保に取り組む。

・奨学金制度を活用して介護職員初任者研修、実務者研修、社会福祉士
養成講座の受講を支援。最高10万円の奨学金を無利子で貸付、資格取
得後、勤務期間が一定年数経てば、返済免除する。

・誕生日の前後3日間に取得できる誕生日休暇を設定し、休暇取得を促
進。
・介護セミナーを3か月毎実施。認知症予防体操等毎回テーマを分けて
無料で実施。役場や社協と協力し、周知を図っている。

・法人内ネットワークにより計画等の情報を職員共有。更に掲示板も活用
し、周知漏れがないように工夫している。
・介護の日に合わせて地域住民の方を招待し、リハビリ体操等の地域貢
献プロジェクトを実施。

・アニバーサリー休暇を設定。法定休暇（年休繰越）とは別に最大30日の
積立休暇を設定。病気、けがなど不測の事態に使用可能

・採用前に座学中心の研修を実施し、4月以降は実地中心に、先輩職員
によるＯＪＴを実施。3か月後、8か月後にもフォローアップ研修を実施
・人事考課を兼ねた面談を年3回実施。専門分野毎に目標、項目を細分
化して、業務達成度合いを見える化している。

・全職員を対象とした技術向上研修を年15回開催。職員のスキルアップ
に努めている。

・月１回、職員が地域清掃を行う。また、施設内での地域住民向けサロン
の開催や、地域の夏祭りへの参加など、地域の一員として積極的な活動
を実施

・施設内のワーキングチームを設置。テーマ別（リスクマネジメント等）に
研究し、年度末の研究発表会（施設内）で報告し、スキルアップを図る。

・作業療法では裁縫や野菜作り等を実施。充実度は市内で1番と自負し
ており、作業療法士が一人ひとりに合ったプランを作成している。

・ボーイスカウト団を持っており地域児童も参加。職員がリーダーになり、
児童健全育成のスキルを還元
・新人職員には1年間専属の指導者（3年以上経験者）が担当し、サポー
ト

社会福祉法人橿原園

有限会社ケアセンター華
の木

社会福祉法人宝山寺福
祉事業団

社会福祉法人功有会

社会福祉法人以和貴会

社会福祉法人やすらぎ会

社会医療法人平成記念
会

医療法人紀川会

社会福祉法人愛の集い
学園

社会福祉法人信和会

社会福祉法人誠敬会

医療法人誠安会


