
2019.3.12現在

№
優良

事業所
種別 主な地域 法人名 主な施設・事業所名

1 優 高齢者 福山市
医療法人社団 常仁会
社会福祉法人 常新会

介護老人保健施設サンスクエア沼南，アクアメイト沼南通所介護事業所，
グループホームやすらぎ，特別養護老人ホームぬくもり

2 優 高齢者 福山市 社会福祉法人 豊美会 特別養護老人ホーム福山福寿園，老人デイサービスセンター福山福寿園

3 優 高齢者 福山市 株式会社 ＱＯＬサービス 多機能地域ケアホームありがとうグループホーム，多機能リハビリセンターありがとうデイサービス

4 優 高齢者 福山市 日本基準寝具株式会社 エコール事業部 エコール福山営業所

5 高齢者 福山市 医療法人 Ｋ.Ｆ.会 介護付有料老人ホーム　ハウスカ青葉，ショートステイハウスカ青葉

6 高齢者 福山市 社会福祉法人 潤耀会 介護老人福祉施設アルカディアせんだ

7 高齢者 福山市
社会医療法人社団 沼南会
社会福祉法人 まり福祉会

まり高齢者複合施設山南，介護老人保健施設ぬまくま

8 高齢者 福山市 社会福祉法人 若葉会 特別養護老人ホーム宣山荘，宣山荘デイサービスセンター事業所

9 高齢者 福山市 あなぶきメディカルケア 株式会社 アルファリビング福山多治米，アルファデイサービスセンター多治米

10 高齢者 福山市 社会福祉法人 内海福祉会 特別養護老人ホーム　むつみ苑

11 高齢者 福山市 株式会社 ユニマット・リタイアメント・コミュニティ 福山東ショートステイそよ風

12 高齢者 福山市 社会福祉法人 さんよう 特別養護老人ホームくさど，特別養護老人ホームしんがい

13 高齢者 福山市 社会福祉法人 明翠会
特別養護老人ホーム明翠園，ユニット型特別養護老人ホーム明翠園，
サンシティ赤坂ショートステイ，サンシティ赤坂デイサービスセンター

14
高齢者

障がい者
福山市 有限会社 ユー・アンド・ミー 小規模多機能ホームユー・アンド・ミー，グループホームユー・アンド・ミー

15
高齢者

障がい者
福山市

社会福祉法人 桜樹会
医療法人社団 黎明会

地域密着型介護老人福祉施設すず，デイサービス・ラヴィータ

16
高齢者

障がい者
福山市 社会福祉法人 芙蓉の家 松永作業所，デイサービスセンターさぽーと

17
高齢者

障がい者
福山市 社会福祉法人 新市福祉会 特別養護老人ホームジョイトピアおおさ，老人保健施設ジョイトピアしんいち

18 優
障がい者

児童
福山市 社会福祉法人 創樹会 福山六方学園，あゆみ苑成人寮

19 優 障がい者 福山市 社会福祉法人 アンダンテ ジョイ・ジョイ・ワーク引野

20 優 障がい者 福山市 社会福祉法人 一れつ会 せんだんの家，いこいの家

21 優 障がい者 福山市 社会福祉法人 備後福祉会 障害者支援施設神辺ホーム

22
高齢者

障がい者
児童

福山市
府中市

介護福祉サービス 株式会社 ゆうゆう戸手，夢門塾ゆうゆう高木

23 優 高齢者
福山市
広島市

サンキ・ウエルビィ 株式会社 サンキ・ウエルビィ小規模多機能センター駅家，サンキ・ウエルビィデイサービスセンター福山

24 優 障がい者 三原市 社会福祉法人 みどりの町 大和農園，大和学園

25 優 高齢者 尾道市 株式会社 誠和 きららラポール尾道，きららラポール西御所

26 優 高齢者 尾道市 社会福祉法人 くるみ会 特別養護老人ホームせせらぎ園

27 優
高齢者

障がい者
その他

尾道市
広島市

社会福祉法人 尾道さつき会 高齢者総合ケアセンター星の里，尾道サンホーム

福祉・介護の「就職面談会」＆「学校ガイダンス」 参加施設・学校一覧

　 ※№1～31で“優”がついている法人は，優良事業所『魅力ある福祉・介護職場宣言事業所』です。（広島県内の取組）



28 優 高齢者 府中市 社会福祉法人 広谷福祉会 特別養護老人ホームセイフティー信和，介護付有料老人ホームセイフティー信和

29 優 高齢者 府中市
社会福祉法人 桜風会
医療法人社団 晃弥会
株式会社 備後会

介護老人福祉施設あいあい

30 優
高齢者

障がい者
児童

神石郡
庄原市

社会福祉法人 東城有栖会 シルトピア油木，風の街みやびら

31 優
障がい者
:障がい児
その他

東広島市
福山市

社会福祉法人 広島県福祉事業団 広島県立障害者リハビリテーションセンター，広島県立福山若草園

32
障がい者
障がい児

笠岡市 社会福祉法人 笠岡市社会福祉事業会 子ども療育センター笠岡学園，障害者支援施設笠岡学園

33 高齢者 笠岡市 社会福祉法人 かぶと会 特別養護老人ホーム瀬戸内荘，特別養護老人ホーム海

34 高齢者 笠岡市 医療法人 緑十字会 老人保健施設くじば苑

35 高齢者 笠岡市 ＮＰＯ法人 エルダーサポート協会 小規模多機能ホーム愛の郷

36 高齢者 井原市 社会福祉法人 新生寿会
きのこ（デイ・短期入所生活事業所），特別養護老人ホーム きのこ荘，
きのこセイモン居宅介護支援事業所，ケアハウスきのこセイモン，
西部いこいの里（居宅・訪問・通所・短期入所）

37 高齢者 井原市 合資会社 
在宅介護サービス
たんぽぽ グループホームたんぽぽ，小規模多機能ホームたんぽぽ

38 高齢者 井原市 アサヒサンクリーン 株式会社 在宅介護センター井原

39 高齢者 井原市 医療法人 平允会 森本整形外科医院（通所リハビリ・居宅介護支援事業所）
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尾道福祉専門学校（尾道市）

穴吹医療福祉専門学校（福山市）

福山市立大学（福山市）

広島国際大学（東広島市）

広島都市学園大学（広島市）

福山平成大学（福山市）

ＩＧＬ医療福祉専門学校（広島市）

新見公立大学・新見公立短期大学（新見市）

川崎医療短期大学（倉敷市）

中国短期大学（岡山市）

岡山医療技術専門学校（岡山市）
　※岡山専門職大学 (仮称)2020年4月開学予定

専門

広島県

岡山県

大学

専門

大学

専門学校倉敷リハビリテーション学院（倉敷市）

順正高等看護福祉専門学校（高梁市）

学校名（所在地）

県立広島大学（三原市）


