
高知県介護事業所認証評価制度

参加宣言法人一覧〈R2.02.20〉

■ 参加宣言法人：113法人（426事業所）
（うち、認証法人：26法人（158事業所） ）

No 法人名 市町村 対象となる主なサービス種別 認証取得

1 株式会社　幸の代 高知市 地域密着型通所介護

2 株式会社　幸 高知市 認知症対応型通所介護

３ 株式会社　ここわ 高知市 訪問介護

４ 高知医療生活協同組合 高知市、須崎市、四
万十市

通所リハビリテーション、訪問介護、地域密着型通所介護、通所介
護 〇

５ 株式会社　山田屋 高知市 地域密着型通所介護 〇

６ 有限会社　ユニバース 高知市 通所介護、訪問介護、認知症対応型共同生活介護

７ 社会福祉法人 海の里 高知市 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、通所介護、特定施設
入居者生活介護、訪問介護

８ 社会福祉法人　和香会 南国市 特定施設入居者生活介護

９ 社会福祉法人　正晴会 土佐市 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護 〇

10 福の種合同会社 高知市 地域密着型通所介護

11 株式会社　キッズ 土佐市 地域密着型通所介護

12 株式会社　ニッセイ 高知市 通所介護、地域密着型通所介護

13 株式会社　どんこ 高知市 通所介護

14 コスモス農業協同組合 佐川町 訪問介護

15 医療法人　山村会 高知市 介護療養型医療施設、訪問介護、通所介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護

16 社会福祉法人　かど福祉会 中土佐町 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活
介護、短期入所者生活介護、通所介護 ○

17 社会福祉法人　土佐清風会 南国市 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、通所介護 ○

18 株式会社　ピースフル 須崎市 地域密着型通所介護

19 株式会社　よんでんライフケア 高知市 特定施設入居者生活介護

20 特定非営利活動法人　高知県介護の会 四万十市 小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護

21 高知県高齢者福祉生活協同組合 高知市 訪問介護、地域密着型通所介護
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22 あんず合資会社 高知市 地域密着型通所介護

23 株式会社　JoyHappy 高知市 訪問介護

24 医療法人　土佐楠目会 香美市 通所リハビリテーション、介護老人保健施設、
短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護

25 医療法人　野並会　 高知市 通所リハビリテーション、短期入所療養介護、
介護老人保健施設

26 社会福祉法人　高春福祉会 高知市 介護老人福祉施設、通所介護、小規模多機能型居宅介護 ○

27 株式会社　アクトワン 四万十町 通所介護、訪問介護 ○

28 有限会社　第一四国 いの町 訪問介護

29 株式会社　浜あざみ 香南市 通所介護

30 香南香美老人ホーム組合 香南市、香美市 短期入所者生活介護、介護老人福祉施設、通所介護、地域密着
型通所介護

31 株式会社　えがお 高知市 地域密着型通所介護

32 有限会社　Lively 高知市 地域密着型通所介護

33 医療法人　弘仁会 高知市 通所介護、短期入所者生活介護、訪問介護、認知症対応型共同
生活介護

34 有限会社　沖野カンパニー 高知市 小規模多機能型居宅介護

35 社会福祉法人　清流会 四万十町 介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、訪問介護

36 医療法人　金峰会 越知町 介護療養型医療施設、地域密着型通所介護、訪問介護

37 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合 奈半利町 短期入所者生活介護、介護老人福祉施設、認知症対応型通所
介護

38 医療法人　健美会 中土佐町 短期入所療養介護、介護療養型医療施設

39 社会福祉法人　大野見福祉会 中土佐町 短期入所者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型通所介
護

40 社会福祉法人　内原野会 安芸市 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、通所介護、認知症対
応型共同生活介護

41 有限会社　じあい 高知市 訪問介護、通所介護
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42 社会福祉法人　香南会

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

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所者生活介護、
短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、認知症対応
型通所介護、通所介護、訪問介護、通所リハビリテーション

43 モア合同会社 高知市 訪問介護

44 合同会社　愛浜 土佐市 訪問介護

45 高幡西部特別養護老人ホーム組合 四万十町 介護老人福祉施設

46 社会医療法人　仁生会 高知市、日高村
訪問介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、認知
症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、通所介護、介護
老人保健施設、介護療養型医療施設

○

47 医療法人　防治会 高知市 介護老人保健施設、通所介護、通所リハビリテーション、訪問介護 ○

48 社会福祉法人　ネットファミリー 高知市 認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、通所
介護、短期入所者生活介護、訪問介護 〇

49 有限会社　ケアコミュニケーション 土佐町、高知市 認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、小規模多
機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

50 株式会社　アイ・エム・シーライフステージ 高知市 認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、小規模多
機能型居宅介護

51 医療法人　互光会 高知市 介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハビリテーション

52 医療法人　厚仁会 高知市 介護療養型医療施設

53 社会福祉法人　土佐香美福祉会 高知市、香美市、芸
西村

介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、特定施設入居者生
活介護、通所介護、訪問介護 ○

54 フレンズ株式会社 高知市 地域密着型通所介護、訪問介護

55 社会福祉法人　秋桜会 日高村、佐川町 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、通所介護、訪問介
護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護 ○

56 高知県庁消費生活協同組合 高知市 訪問介護

57 社会福祉法人　やわらぎ 高知市 認知症対応型共同生活介護

58 株式会社サニーアシスト 高知市 通所介護

59 医療法人　香美会 香南市 介護老人保健施設

60 医療法人　地塩会 高知市、南国市、須
崎市

通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護老人保健施設、
通所介護、認知症対応型共同生活介護、訪問介護
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61 医療法人　恕泉会 高知市 介護老人保健施設、通所リハビリテーション、認知症対応型共同生
活介護、地域密着型通所介護、通所介護、訪問介護 ○

62 株式会社　タケザキ 室戸市 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護

63 社会福祉法人　秦ダイヤライフ福祉会 高知市 介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機
能型居宅介護、通所介護、訪問介護、特定施設入居者生活介護 ○

64 医療法人　川村会 高知市 地域密着型通所介護

65 社会福祉法人　厚敬会 土佐町 短期入所者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型通所介
護 ○

66 社会福祉法人　ふるさと会 高知市、いの町

訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所
介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者
生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応
型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護、短期入所者生
活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介
護老人福祉施設入居者生活介護

○

67 株式会社　くらぶはーつ 高知市 地域密着型通所介護

68 医療法人　土佐きび 南国市 通所介護

69 ちいきの福祉合同会社 宿毛市 訪問介護

70 医療法人　尚腎会 高知市 短期入所者生活介護、特定施設入居者生活介護

71 有限会社　ヘルパーステーションあゆ 高知市 訪問介護

72 社会福祉法人　安芸市社会福祉協議会 安芸市 訪問介護、通所介護、訪問入浴介護

73 医療法人　須崎会 須崎市 介護療養型医療施設

74 医療法人　成仁会 高知市 認知症対応型共同生活介護 ○

75 医療法人　光陽会 いの町 認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護

76 社会福祉法人　CIJ福祉会 高知市
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活
介護、特定施設入居者生活介護、通所介護、訪問介護、認知症
対応型共同生活介護、短期入所者生活介護

○

77 社会福祉法人　土佐市社会福祉事業団 土佐市 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、通所介護

78 株式会社　小谷設計 南国市 通所介護、訪問介護

79 特定非営利活動法人　きらめき 高知市 訪問介護
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80 医療法人　田井医院 土佐町 通所介護

81 特定非営利活動法人　ありがとう 高知市 小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護

82 土佐清水市 土佐清水市 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護

83 社会福祉法人　須崎市福祉事業協会 須崎市 地域密着型通所介護、通所介護 ○

84 社会福祉法人　伊野福祉会 高知市、いの町
特定施設入居者生活介護、訪問介護、認知症対応型共同生活
介護、通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同
生活介護

85 社会福祉法人　尽心会 土佐清水市 地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活
介護

86 医療法人　木村会 高知市 介護療養型医療施設

87 有限会社　ライフ 南国市、香南市 認知症対応型共同生活介護

88 社会福祉法人　南海福祉会 高知市、四万十市 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、通所介護、訪問介護

89 社会福祉法人　愛生福祉会 宿毛市、三原村 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、通所介護、特定施設
入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、訪問介護 ○

90 社会福祉法人　梼の木福祉会 四万十市、黒潮町、
三原村

介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、訪問介護、認知
症対応型共同生活介護 ○

91 社会福祉法人　土佐厚生会 安芸市 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、地域密着型通所介
護、訪問介護、小規模多機能型居宅介護

92 医療法人　長生会 宿毛市 通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護療養型医療施設 ○

93 高陵特別養護老人ホーム組合 津野町 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、通所介護

94 医療法人　平田会 高知市 通所リハビリテーション、短期入所療養介護

95 特定非営利活動法人　土佐の太平洋高気圧 安芸市 訪問介護

96 社会福祉法人　長い坂の会 高知市
介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、認知症対応型共同
生活介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型
居宅介護、訪問入浴介護

○
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97 社会福祉法人　山寿会 高知市 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、通所介護、訪問介
護、特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、 〇

98 社会福祉法人　ザ・ハート・クラブ 高知市 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、通所介護、小規模多
機能型居宅介護

99 医療法人　社団若鮎 越知町 介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハビリテーション、
認知症対応型共同生活介護

100 社会福祉法人　宿毛福祉会 宿毛市 介護老人福祉施設、短期入所者生活介護、通所介護、訪問介
護、訪問入浴介護

101 社会福祉法人　しまんと町社会福祉協議会 四万十町
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居
宅介護、訪問入浴介護、認知症対応型共同生活介護、短期入所
者生活介護

102 株式会社　ツクイ 高知市 通所介護 〇

103 株式会社　優美 高知市、四万十市 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、特定
施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 〇

104 医療法人　たんぽぽ清悠会 土佐清水市 短期入所療養介護、介護老人保健施設、通所リハビリテーション、
介護療養型医療施設

105 有限会社　あらたケアサービス 四万十市 訪問介護

106 有限会社　エスアンドワイ 高知市 訪問介護

107 社会福祉法人　明成会 四万十町 通所介護、地域密着型通所介護

108 医療法人　十全会 土佐町 通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護老人保健施設、
介護療養型医療施設

109 有限会社　ワンカラ 宿毛市 認知症対応型共同生活介護、訪問介護、通所介護

110 合同会社　ベスト 須崎市 訪問介護

111 株式会社　Life Change 高知市 地域密着型通所介護

112 株式会社 美空 南国市、香美市 地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

113 社会福祉法人　ふるさと自然村

南国市、高知市、香
南市、安芸市、佐川
町、中土佐町、室戸
市

訪問介護、通所介護、短期入所者生活介護、特定施設入居者生
活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知
症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介
護、介護老人福祉施設

※宣言を受理した順に記載

・・・既に認証を取得している法人
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