
令和３年度　｢愛知県介護事業所人材育成認証評価事業｣　５年連続認証事業所一覧（対象年度：平成２９年～令和３年）
番号 法人名称 事業所名 所在地 ｻｰﾋﾞｽ種別

1 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 高年者センター岡崎 デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市美合町字下長根２番地１ 通所介護

2 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市中央地域福祉センター デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市梅園町字寺裏５番地１ 通所介護

3 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市北部地域福祉センター デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市岩津町字西坂５４番地１ 通所介護

4 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市南部地域福祉センター デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市下青野町字天神７８番地 通所介護

5 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市西部地域福祉センター デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市宇頭町字小薮７０番地１ 通所介護

6 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市東部地域福祉センター デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市山綱町字中柴１番地 通所介護

7 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム岡崎苑（ユニット型施設） 愛知県岡崎市竜泉寺町字松本３４－６ 介護老人福祉施設

8 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム岡崎苑（多床室型施設） 愛知県岡崎市竜泉寺町字松本３４－６ 介護老人福祉施設

9 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム佐屋苑 愛知県愛西市大井町字浦田面２６８番地２ 介護老人福祉施設

10 医療法人鉄友会 ヘルパーステーションさくらの里 愛知県岡崎市中岡崎町２番地２５ 訪問介護



令和３年度　｢愛知県介護事業所人材育成認証評価事業｣　３年連続認証事業所一覧（対象年度：令和元年～令和３年）
番号 法人名称 事業所名 所在地 ｻｰﾋﾞｽ種別

1 愛知県厚生農業協同組合連合会 訪問入浴たすけっとＹＯＵ湯 愛知県弥富市前ケ須町南本田４５１番１ 訪問入浴介護

2 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 ヘルパーステーション岡福 愛知県岡崎市美合町字下長根２番地１ 訪問介護

3 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院介護保険相談室 愛知県弥富市前ヶ須町南本田３９６番地 居宅介護支援

4 社会福祉法人せんねん村 せんねん村矢曽根 愛知県西尾市矢曽根町蓮雲寺２９－１ 介護老人福祉施設

5 社会福祉法人せんねん村 特別養護老人ホームせんねん村 愛知県西尾市平口町大溝７７番地 介護老人福祉施設



番号 法人名称 事業所名 所在地 ｻｰﾋﾞｽ種別

1 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 高年者センター岡崎 デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市美合町字下長根２番地１ 通所介護

2 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市中央地域福祉センター デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市梅園町字寺裏５番地１ 通所介護

3 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市北部地域福祉センター デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市岩津町字西坂５４番地１ 通所介護

4 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市南部地域福祉センター デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市下青野町字天神７８番地 通所介護

5 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市西部地域福祉センター デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市宇頭町字小薮７０番地１ 通所介護

6 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市東部地域福祉センター デイサービスほほえみ 愛知県岡崎市山綱町字中柴１番地 通所介護

7 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム岡崎苑（ユニット型施設） 愛知県岡崎市竜泉寺町字松本３４－６ 介護老人福祉施設

8 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム岡崎苑（多床室型施設） 愛知県岡崎市竜泉寺町字松本３４－６ 介護老人福祉施設

9 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム佐屋苑 愛知県愛西市大井町字浦田面２６８番地２ 介護老人福祉施設

10 医療法人鉄友会 ヘルパーステーションさくらの里 愛知県岡崎市中岡崎町２番地２５ 訪問介護

11 愛知県厚生農業協同組合連合会 訪問入浴たすけっとＹＯＵ湯 愛知県弥富市前ケ須町南本田４５１番１ 訪問入浴介護

12 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 ヘルパーステーション岡福 愛知県岡崎市美合町字下長根２番地１ 訪問介護

13 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院介護保険相談室 愛知県弥富市前ヶ須町南本田３９６番地 居宅介護支援

14 社会福祉法人せんねん村 せんねん村矢曽根 愛知県西尾市矢曽根町蓮雲寺２９－１ 介護老人福祉施設

15 社会福祉法人せんねん村 特別養護老人ホームせんねん村 愛知県西尾市平口町大溝７７番地 介護老人福祉施設

16 社会福祉法人たんぽぽ福祉会 居宅介護支援事業所　たんぽぽ加茂の里 愛知県一宮市千秋町加茂字海戸２２番地 居宅介護支援

17 社会福祉法人一宮市社会福祉協議会 いちのみや指定訪問介護事業所 愛知県一宮市東五城字備前１２番地 訪問介護

18 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 高年者センター岡崎 居宅介護支援事業所 愛知県岡崎市美合町下長根２番地１ 居宅介護支援

19 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市中央地域福祉センター 居宅介護支援事業所 愛知県岡崎市梅園町字寺裏５番地１ 居宅介護支援

20 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市北部地域福祉センター 居宅介護支援事業所 愛知県岡崎市岩津町字西坂５４番地１ 居宅介護支援

21 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市南部地域福祉センター 居宅介護支援事業所 愛知県岡崎市下青野町字天神７８番地 居宅介護支援

22 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市西部地域福祉センター 居宅介護支援事業所 愛知県岡崎市宇頭町字小薮７０番地１ 居宅介護支援

23 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 岡崎市東部地域福祉センター 居宅介護支援事業所 愛知県岡崎市山綱町字中柴１番地 居宅介護支援

24 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム小牧苑 愛知県小牧市大山字岩次２０８－１５ 介護老人福祉施設

令和３年度　｢愛知県介護事業所人材育成認証評価事業｣　認証事業所一覧



番号 法人名称 事業所名 所在地 ｻｰﾋﾞｽ種別

令和３年度　｢愛知県介護事業所人材育成認証評価事業｣　認証事業所一覧

25 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム東郷苑 愛知県愛知郡東郷町春木字下正葉廻間４３３７－１３ 介護老人福祉施設

26 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム東郷苑デイサービスセンター 愛知県愛知郡東郷町春木字下正葉廻間４３３７番地１３ 認知症対応型通所介護

27 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム豊川苑 愛知県豊川市平尾町諏訪下７３－１ 介護老人福祉施設

28 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム西尾苑 愛知県西尾市八ツ面町蔵屋敷１２０ 介護老人福祉施設

29 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム西尾苑デイサービスセンター 愛知県西尾市八ツ面町蔵屋敷１２０ 地域密着型通所介護

30 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム設楽苑（ユニット型施設） 愛知県北設楽郡設楽町清崎沖１３－４ 介護老人福祉施設

31 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム設楽苑（多床室型施設） 愛知県北設楽郡設楽町清崎字沖１３番４ 介護老人福祉施設

32 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム瀬戸苑（多床室型施設） 愛知県瀬戸市原山町１－１０ 介護老人福祉施設

33 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム一宮苑 愛知県一宮市大和町苅安賀字狭間７０ 介護老人福祉施設

34 社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム大府苑 愛知県大府市森岡町七丁目４０８番地 介護老人福祉施設

35 社会福祉法人尾張健友福祉会 特別養護老人ホーム・ちあき 愛知県一宮市千秋町小山字山王２２－１
地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護

36 社会福祉法人尾張健友福祉会 特別養護老人ホーム・ちあき第二 愛知県一宮市千秋町小山字山王２１番地１
地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護

37 社会福祉法人尾張健友福祉会 萩原小規模多機能ホームちあき 愛知県一宮市萩原町串作字東沖１２番地 小規模多機能型居宅介護

38 社会福祉法人尾張健友福祉会 萩原グループホームちあき 愛知県一宮市萩原町串作字東沖１２番地 認知症対応型共同生活介護

39 社会福祉法人尾張健友福祉会 岩倉デイサービスセンター・ちあき 愛知県岩倉市中本町中市場２番地１ 地域密着型通所介護

40 社会福祉法人尾張健友福祉会 岩倉小規模多機能ホーム・ちあき 愛知県岩倉市中本町中市場２番地１ 小規模多機能型居宅介護

41 社会福祉法人尾張健友福祉会 藤が丘デイサービスセンター 愛知県江南市藤ケ丘六丁目１番地１　江南団地５４棟１０５号 地域密着型通所介護

42 社会福祉法人尾張健友福祉会 デイサービスセンター・ちあき 愛知県一宮市丹陽町重吉新田裏東切１０７０－６ 通所介護

43 医療法人鉄友会 医療法人鉄友会老人保健施設さくらの里 愛知県岡崎市中岡崎町２番地２５ 介護老人保健施設

44 医療法人鉄友会 訪問看護ステーションさくらの里 愛知県岡崎市中岡崎町２番地２５　老人保健施設さくらの里内 訪問看護

45 医療法人鉄友会 さくらの里ケアプランセンター 愛知県岡崎市中岡崎町２番地２５ 居宅介護支援

46 医療法人鉄友会 医療法人鉄友会老人保健施設さくらの里 愛知県岡崎市中岡崎町２番地２５ 通所リハビリテーション

47 有限会社錦成 ニコニコ介護刈谷センター 愛知県刈谷市広小路五丁目４０番地 訪問介護

48 有限会社錦成 ニコニコ介護　東海 愛知県知多市原二丁目７番地３　エクセル原２０３ 訪問介護
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49 有限会社錦成 ニコニコデイサービスセンター 愛知県東海市加木屋町東大堀１番地３ 地域密着型通所介護

50 有限会社錦成 ニコニコ介護刈谷センター 愛知県刈谷市広小路五丁目４０番地 居宅介護支援

51 医療法人幸会 医療法人幸会老人保健施設みず里 愛知県名古屋市中川区水里一丁目２３番地 介護老人保健施設

52 社会福祉法人せんねん村 せんねん村矢曽根の家 愛知県西尾市矢曽根町蓮雲寺５５番地１
地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護

53 社会福祉法人せんねん村 せんねん村グループホームとみやま 愛知県西尾市富山二丁目２番地８ 認知症対応型共同生活介護

54 社会福祉法人せんねん村 せんねん村グループホームきら 愛知県西尾市吉良町吉田山中６番地１ 認知症対応型共同生活介護

55 社会福祉法人せんねん村 せんねん村デイ倶楽部 愛知県西尾市矢曽根町蓮雲寺２９番地１ 認知症対応型通所介護

56 社会福祉法人せんねん村 せんねん村デイサービスとみやま 愛知県西尾市富山二丁目２番地１２ 通所介護

57 社会福祉法人せんねん村 せんねん村グループホーム矢曽根せんりょう・まんりょう 愛知県西尾市矢曽根町蓮雲寺７４番地 認知症対応型共同生活介護

58 社会福祉法人せんねん村 せんねん村矢曽根ショートステイはなれ 愛知県西尾市矢曽根町蓮雲寺５２番地１ 短期入所生活介護

59 社会福祉法人せんねん村 デイサービスせんねん村 愛知県西尾市平口町大溝７７番地 通所介護

60 医療法人豊和会 医療法人豊和会老人保健施設かずえの郷 愛知県豊田市和会町東郷１４８番地 介護老人保健施設

61 医療法人豊和会 医療法人豊和会老人保健施設かずえの郷 愛知県豊田市和会町東郷１４８番地 通所リハビリテーション

62 医療法人豊和会 グループホームメナージュかずえ 愛知県豊田市和会町東郷１５２－１ 認知症対応型共同生活介護

63 医療法人豊和会 居宅介護支援事業所かずえの郷 愛知県豊田市和会町東郷１４８番地 居宅介護支援

64 医療法人豊和会 ユニット型介護老人保健施設さなげ 愛知県豊田市浄水町原山１番地５４ 介護老人保健施設

65 医療法人豊和会 介護老人保健施設さなげ 愛知県豊田市浄水町原山１番地５４ 介護老人保健施設

66 医療法人豊和会 介護老人保健施設さなげ 愛知県豊田市浄水町原山１番地５４ 通所リハビリテーション

67 医療法人豊和会 グループホームプルミエールさなげ 愛知県豊田市浄水町原山１番地５４ 認知症対応型共同生活介護

68 医療法人豊和会 ケアプランセンターさなげ 愛知県豊田市浄水町原山１番地５４ 居宅介護支援
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