■認証申請法人一覧

令和3年2月12日時点

№

分野

1

高齢 株式会社アクトワン

①【通所介護】リハ・トレスタジオリブート
②【通所介護】リハデイサービスフィット

高齢 社会医療法人 仁生会

①【訪問介護】ホームヘルパーステーション城西
②【訪問介護】ホームヘルパーステーション高知
③【通所リハ】老人デイケアゆうゆう
④【通所リハ】老人デイ・ケアシルバーコスモス
⑤【通所リハ】あうん高知通所リハビリ
⑥【GH】グループホームのびのび西町・にこにこ西町
⑦【GH】グループホームさくらんぼ
⑧【GH】グループホームハッピー万々
⑨【GH】グループホーム赤とんぼ
⑩【GH】グループホームひだかの里
⑪【GH】グループホームいろは丸
⑫【認知症対応型通所介護】デイサービス赤とんぼ
⑬【認知症対応型通所介護】デイサービスさくらんぼ
⑭【認知症対応型通所介護】通所介護ひまわり
⑮【密着通所】デイサービスいちご学校
⑯【通所介護】デイサービスいろは
⑰【老健】あうん高知
⑱【療養病床】三愛病院

高知市
日高村

高齢 社会福祉法人 CIJ福祉会

①【特養】シーサイドホーム桂浜
②【短期生活】シーサイドホーム桂浜
③【密着特養】特別養護老人ホーム つむぐ
④【GH】グループホームしあわせ村
⑤【特定施設】有料老人ホームあったかホーム桂浜
⑥【通所介護】通所介護事業所桂浜
⑦【訪問介護】訪問介護事業所桂浜

高知市

高齢 社会福祉法人 かど福祉会

①【特養】特別養護老人ホーム望海の郷
②【密着特養】ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム望海の郷
③【短期生活】特別養護老人ホーム望海の郷
④【通所介護】デイサービスセンター上ノ加江

高齢 社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会

①【特養】特別養護老人ホーム あざみの里
②【特養】特別養護老人ホーム 絆の広場
③【GH】グループホームあざみの家
④【GH】グループホーム三つ星日記
⑤【小規模多機能】小規模多機能ホームあざみの荘
⑥【小規模多機能】小規模多機能ホームぼっちり横丁
⑦【通所介護】デイサービスセンター風の大地
⑧【訪問介護】ヘルパーステーションあざみ
⑨【特定施設】有料老人ホーム馴染み横丁
⑩【特定施設】有料老人ホーム千金の一日

高知市

6

高齢 社会福祉法人 土佐香美福祉会

①【特養】ウエルプラザやまだ荘
②【特養】ウエルプラザ高知
③【特養】ウエルプラザ洋寿荘
④【短期生活】ウエルプラザやまだ荘
⑤【短期生活】ウエルショートしなね
⑥【短期生活】ウエルプラザ洋寿荘
⑦【特定施設】ケアハウス好日館
⑧【通所介護】デイサービスセンターやまだ
⑨【通所介護】ウエルデイしなね
⑩【通所介護】デイサービスセンター洋寿
⑪【通所介護】デイサービスセンターこづみ
⑫【訪問介護】ヘルパーステーションやまだ
⑬【訪問介護】ヘルパーステーションこづみ

香美市
高知市
芸西村

7

高齢 社会福祉法人 厚敬会

①【特養】トキワ苑
②【短期生活】トキワ苑
③【密着通所】ときわ

土佐町

8

高齢 社会福祉法人 高春福祉会

①【特養】特別養護老人ホームはるの若菜荘
②【通所介護】老人デイサービスセンターもろぎ
③【小規模多機能】ほのか

高知市

高齢 社会福祉法人 梼の木福祉会

①【特養】特別養護老人ホーム星ヶ丘
②【特養】特別養護老人ホーム夢の丘
③【特定施設】ケアハウス虹の丘
④【GH】グループホームしらふじ
⑤【GH】グループホームはまゆう
⑥【認知症対応型通所介護】はまゆう

2

3

4

5

9

法人名

事業所名

所在地

四万十町

中土佐町

四万十市
三原村
黒潮町

№

分野

法人名

事業所名

所在地

高齢 社会福祉法人 ふるさと会

①【特養】特別養護老人ホーム 森の里高知
②【密着特養】特別養護老人ホーム 風花の里
③【短期生活】特別養護老人ホーム 森の里高知
④【短期療養】特別養護老人ホーム 風花の里
⑤【特定施設】ケアハウス花の郷高知
⑥【密着特定】ケアハウスあじさいの里
⑦【GH】浦戸の里
⑧【GH】グループホーム福寿の家
⑨【看護小規模多機能】看護小規模多機能型居宅介護 生きがいファーム はるの
⑩【通所介護】デイサービスセンター森の里
⑪【認知症対応通所介護】デイサービスセンター森の里
⑫【密着通所】デイサービスセンター夕顔
⑬【密着通所】デイサービスセンターこだま
⑭【密着通所】デイサービスセンター浜ちゃん
⑮【訪問介護】ホームヘルパーステーションよこはま
⑯【定期巡回】定期巡回・随時対応型訪問介護看護 つなぐ

高知市
いの町

11

高齢 医療法人 恕泉会

①【老健】ピアハウス高知
②【GH】ひまわりの家
③【通所介護】あゆみ道場
④【密着通所】デイサービスセンターやまびこ
⑤【通所リハ】ピアハウス高知通所リハビリテーション
⑥【通所リハ】内田脳神経外科通所リハビリテーションあさひ・あおぞら
⑦【訪問介護】ピアハウス高知24時間ヘルパーステーションピア

高知市

12

高齢 医療法人 長生会

①【通所リハ】大井田病院
②【療養病床】大井田病院
③【短期療養】大井田病院

宿毛市

13

高齢 社会福祉法人 須崎市福祉事業協会

①【通所介護】須崎市老人デイサービスセンター ばんだ湯の香荘
②【密着通所】須崎市老人デイサービスセンター山ももの家

須崎市

14

高齢 医療法人 成仁会

①【GH】グループホーム つくしの里

高知市

高齢 医療法人 防治会

①【老健】 介護老人保健施設 あったかケアみずき
②【通所介護】 介護老人保健施設 あったかケアみずき
③【通所リハ】 介護老人保健施設 あったかケアみずき
④【通所介護】 デイサービスセンター梅一輪
⑤【通所リハ】 通所リハビリテーションセンター うめのつじ
⑥【通所リハ】 きんろう病院通所リハビリテーション
⑦【訪問介護】 ヘルパーステーションいずみの

高知市

高齢 社会福祉法人 秋桜会

①【短期生活】 特別養護老人ホーム コスモスの里
②【通所介護】 デイサービスセンター ひだか
③【訪問介護】 ヘルパーステーション ひだか
④【小規模多機能】 小規模多機能型居宅介護事業所 かいな
⑤【GH】 グループホーム かいなの郷

日高村
佐川町

17

高齢 社会福祉法人 愛生福祉会

①【特養】 特別養護老人ホーム豊寿園
②【特養】 ユニット型特別養護老人ホーム豊寿園
③【短期生活】 豊寿園ショートステイサービス
④【通所介護】 デイサービスセンターつどいの家
⑤【特定施設】 ケアハウスすくも
⑥【GH】 グループホームやえんばい
⑦【GH】 グループホームほうばい
⑧【訪問介護】 豊寿園ホームヘルパーステーション

宿毛市
三原村

18

高齢 社会福祉法人 土佐清風会

①【特養】 特別養護老人ホーム土佐清風園
②【短期生活】 特別養護老人ホーム土佐清風園短期入所生活介護事業所
③【通所介護】 デイサービスセンターせいふう

南国市

19

高齢 社会福祉法人 長い坂の会

①【特養】 特別養護老人ホームやすらぎの家
②【短期生活】 短期入所生活介護 やすらぎの家
③【GH】 グループホーム ほのぼのの家
④【特養】 特別養護老人ホームうららか春陽荘
⑤【短期生活】 短期入所生活介護うららか春陽荘
⑥【通所介護】 デイサービスセンターはるかぜ
⑦【認知症対応型通所介護】 デイサービスセンターそよかぜ
⑧【小規模多機能】 小規模多機能型居宅介護 わかくさ
⑨【通所介護】 デイサービスセンターくつろぎの家
⑩【認知症対応型通所介護】 デイサービスセンターわかくさの家
⑪【訪問入浴】 訪問入浴介護 くつろぎの家

高知市

20

高齢 株式会社 山田屋

①【密着通所】でいさーびす ロミ

高知市

10

15

16

№

分野

法人名

事業所名

所在地

21

高齢 社会福祉法人 山寿会

①【特養】特別養護老人ホーム 湯の里
②【短期生活】短期入所生活介護事業所 湯の里
③【通所介護】デイサービスセンター ゆずき
④【訪問介護】ヘルパーステーション さつき
⑤【特定施設】ケアハウス 集家
⑥【密着通所】デイサービス 一ツ橋
⑦【密着通所】デイサービスセンター かねだ

22

高齢 社会福祉法人 正晴会

①【特養】特別養護老人ホームさくら
②【短期生活】短期入所生活介護あんず

高齢 株式会社 優美

①【特定施設】有料老人ホーム 愛夢しまんと
②【密着特定】有料老人ホーム あったかホームなでしこ
③【密着特定】有料老人ホーム あったかホームひなげし
④【小規模多機能】小規模多機能型居宅介護 天の川
⑤【GH】認知症対応型共同生活介護 天の川
⑥【GH】認知症対応型共同生活介護 愛夢潮風
⑦【密着特定】有料老人ホーム 花かいろう

高齢 社会福祉法人 ネットファミリー

①【GH】グループホーム トマトの樹
②【小規模多機能】小規模多機能型居宅介護事業所 トマトの樹
③【通所介護】デイサービスセンター トマトの樹
④【短期生活】ショートステイ トマトの樹
⑤【訪問介護】ヘルパーステーション トマトの樹

25

高齢 高知医療生活協同組合

①【通所リハ】通所リハ旭
②【訪問介護】ヘルパーステーション虹
③【訪問介護】ヘルパーステーションレインボー潮江
④【密着通所】高知医療生協デイサービスふれあい
⑤【通所介護】デイサービスせいきょうぬくぬく
⑥【密着通所】デイサービスせいきょうやまもも
⑦【密着通所】デイサービスせいきょう四万十

26

高齢 株式会社 ツクイ

①【通所介護】ツクイ高知東雲
②【通所介護】ツクイ高知神田

高知市

27

高齢 有限会社 ライフ

①【GH】グループホームレッツ
②【GH】グループホームサンライズ

南国市
香南市

高齢 医療法人 十全会

①【老健】介護老人保健施設レイクビューさめうら
②【通所リハ】介護老人保健施設レイクビューさめうら
③【短期療養】介護老人保健施設レイクビューさめうら
④【介護医療院】早明浦病院介護医療院
⑤【訪問介護】さめうらヘルパーステーション

土佐町

高齢・
社会福祉法人 明成会
障害

①【通所介護】デイサービスセンター緑林荘
②【密着通所】デイサービスセンターさくら貝
③【(障害)生活介護】障害者支援施設オイコニア
④【(障害)施設入所支援】障害者支援施設オイコニア
⑤【(障害)短期入所】障害者支援施設オイコニア
⑥【(障害)共同生活援助】グループホーム笑和

四万十町

30

高齢 社会福祉法人 海の里

①【特養】特別養護老人ホーム海の里
②【短期生活】特別養護老人ホーム海の里
③【通所介護】通所介護事業所なぎさ
④【特定施設】外部サービス利用型特定施設 養護老人ホーム千松園
⑤【訪問介護】ホームヘルパーステーション 千松園

高知市

31

高齢 社会福祉法人 やわらぎ

①【GH】グループホーム 萠

高知市

32

高齢 医療法人野並会

①【通所リハ】介護老人保健施設
②【短期療養】あいおい介護老人保健施設あいおい
③【老健】介護老人保健施設あいおい

高知市

33

高齢 医療法人たんぽぽ清悠会

①【短期療養】サンケアしみず
②【老健】サンケアしみず
③【通所リハ】サンケアしみず
④【老健】松谷病院

34

高齢 株式会社JoyHappy

①【訪問】訪問介護事業所ジョイハッピィ

23

24

28

29

高知市

土佐市

高知市
四万十市

高知市

高知市
須崎市
四万十市

土佐清水市

高知市

№

35

分野

法人名

高齢 社会福祉法人ザ・ハート・クラブ

事業所名
①【特養】特別養護老人ホームスウィート・ハート・ホーム
②【短期入所】特別養護老人ホームスウィート・ハート・ホーム
③【通所】デイサービスセンターサムフォット
④【小多機】小規模多機能型居宅介護事業所サイタ
⑤【通所】デイサービスセンターサイタ
⑥【短期入所】ショートステイセンターサイタ

①【訪問】ホームヘルパーステーションあき
②【(障害)居宅介護】ホームヘルパーステーションあき
③【(障害)行動援護】ホームヘルパーステーションあき
高齢・
36
社会福祉法人安芸市社会福祉協議会 ④【(障害)重度訪問介護】ホームヘルパーステーションあき
障害
⑤【通所】デイサービスセンターはまちどり
⑥【(障害)生活介護】デイサービスセンターはまちどり
⑦【訪問入浴】訪問入浴ステーションあき

37

高齢・
社会福祉法人香南会
障害

①【特養】特別養護老人ホーム 香南赤岡苑
②【短期生活】特別養護老人ホーム 香南赤岡苑
③【老健】老人保健施設 しお風
④【短期療養】老人保健施設 しお風
⑤【通所リハ】通所リハビリテーション しお風
⑥【認知症対応型通所介護】認知症高齢者デイサービスセンター陽だまり
⑦【GH】認知症高齢者グループホーム きんもくせいの里
⑧【GH】認知症高齢者グループホーム せんだんの里
⑨【GH】認知症高齢者グループホーム ゆうりこう
⑩【訪問介護】へルパーステーション はまゆう
⑪【訪問介護】ヘルパーステーション はま風
⑫【通所介護】デイサービスセンター丹心苑
⑬【GH】認知症高齢者グループホーム なごみの里
⑭【GH】認知症高齢者グループホーム ふなとの里
⑮【GH】認知症高齢者グループホーム やまざくらの里
⑯【GH】認知症高齢者グループホーム ひのきの里
⑰【認知症対応型通所介護】認知症高齢者デイサービスセンター ひのきの里
⑱【GH】認知症高齢者グループホーム あさぎり四万十の里
⑲【GH】認知症高齢者グループホーム かづらしま
⑳【認知症対応型通所介護】認知症高齢者デイサービスセンター かがやき
㉑【訪問介護】ヘルパーステーション うみ風
㉒【認知症対応型通所介護】認知症高齢者デイサービスセンター さくら
㉓【通所介護】デイサービスセンター すみれ
㉔【通所介護】デイサービスセンター アザレア
㉕【認知症対応型通所介護】認知症高齢者デイサービスセンター いおき
㉖【GH】認知症高齢者グループホーム あい
㉗【GH】認知症高齢者グループホーム びわの里
㉘【GH】認知症高齢者グループホーム くすのきの里
㉙【GH】認知症高齢者グループホーム ふくじゅ草の里
㉚【老健】特別養護老人ホーム そよ風
㉛【短期生活】特別養護老人ホーム そよ風
㉜【GH】認知症高齢者グループホーム かわせみ
㉝【通所介護】デイサービスセンター こまどり
㉞【老健】ユニット型特別養護老人ホームもとちか
㉟【GH】グループホーム ななつかたばみ
㊱【GH】グループホーム ゆうき
㊲【(障害)施設入所支援】障害者支援施設 のぞみの家
㊳【(障害)生活介護】障害者支援施設 のぞみの家
㊴【(障害)短期入所】障害者支援施設 のぞみの家
㊵【(障害)生活介護】生活介護事業 いきいき
㊶【(障害)共同生活援助】共同生活援助 オレンジハウス
㊷【(障害)就労継続支援A型】維新工房 きらり

所在地

高知市

安芸市

高知市
香南市
香美市
南国市
室戸市
安芸市
安田町
大豊町
本山町
須崎市
津野町
四万十町

