
 

 

 

 

 

 

 

「みんなにやさしい介護のプロを目指す」プロジェクト！ 
～令和３年度 表彰事業所及び認証事業所発表～ 

 
  横浜市では介護保険における自立支援を推進する取組として、「みんなにやさしい介護」を目指
すプロジェクトを実施しています。今年度も、本プロジェクトに参加していただいた事業所の中から、利
用者の自立支援に積極的に取り組んでいる事業所を「認証」し、さらに、特に優れた取組、独自の
取組を行っている事業所を「表彰」します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
１ 表彰事業所及び認証事業所の選定 

 
(1) 対象 
地域密着型通所介護事業所 （約 540事業所） 
認知症対応型通所介護事業所 （約 120事業所） 

 
(2) 認証と表彰 
  利用者の「自立」を目指し、「能力を引き出すケア」や「自らの意思で選択することを支援し、個人
のニーズにあったケア」を行っている事業所を 認証 し、さらに、特に優れた取組、独自の取組を行って
いる事業所を 表彰 します。 

 
２ 受賞者 

 
 認証事業所 表彰事業所 
地域密着型通所介護 18 6 
認知症対応型通所介護 23 6 
合   計 41 12 

（詳細は、令和 3年度 表彰及び認証事業所一覧を参照） 
   

令和３年 1 2 月 1 6 日 
健康福祉局介護事業指導課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

○「みんなにやさしい介護のプロを目指す」プロジェクトとは 
  
・高齢者の生活の質の向上に資するような、「効果的な機能訓練プログラム」等を実施している介護
事業所の取組を評価し、事業所単位の表彰（認証）を行います。 
・表彰事業所の取組を他の事業所へ広く周知することで、市内事業所全体のサービスの質の向上
を図ります。 
 
※プロジェクトの詳細はこちら 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/kaigo-project.html 
 

 

裏面あり 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/kaigo-project.html


 

 

３ 表彰式 

表彰部門にエントリーのあった事業所のうち、特に優れた自立支援の取組を行っている事業所に対
し表彰状の授与及び表彰ステッカーの配布を行います。また、認証部門にエントリーのあった事業所の
うち、利用者の自立支援に積極的に取り組んでいる事業所に対し後日、認証証及び認証ステッカー
を郵送します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【開催日時】 令和３年 12月 24日（金） 15時 00分から 16時 00分まで 
【開催場所】 横浜市庁舎 18階 さくら 14会議室（中区本町 6-50-10） 

 
4 参考 

  認証と表彰の概要 

     
※当日、取材をしていただける場合は、14時 45分までに直接会場までお越しください。 
 

お問合せ先 

健康福祉局介護事業指導課長     川原 博 Tel 045-671-4251 

 

Sample 



 

 

令和３年度 表彰及び認証事業所一覧 
 
【表彰事業所】 
（１）地域密着型通所介護 

表彰：6事業所 
№ 事業所名 法人名 所在区 
１ リカバリータイムズ駒岡 株式会社リカバリータイムズ 鶴見区 

２ リカバリータイムズ末吉 株式会社リカバリータイムズ 鶴見区 
３ リカバリータイムズ鶴見 株式会社リカバリータイムズ 鶴見区 

４ リカバリータイムズ師岡 株式会社リカバリータイムズ 港北区 

５ Ｒｅｈａ Ｓｔｙｌｅ アン フルール アンナペレンナ株式会社 緑区 
６ 生活維持向上倶楽部「扉」 株式会社 ＮＧＵ 泉区 

 
 
（２）認知症対応型通所介護 

表彰：6事業所 
№ 事業所名 法人名 所在区 
１ 瑞穂の大地デイサービスセンター 社会福祉法人 秀峰会 港南区 

２ デイサービスセンター真珠の詩 社会福祉法人 秀峰会 旭区 

３ 横浜市川井地域ケアプラザ 社会福祉法人 秀峰会 旭区 
４ 横浜市城郷小机地域ケアプラザ 社会福祉法人 秀峰会 港北区 

５ 横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ 
社会福祉法人  

横浜市福祉サービス協会 
栄区 

６ デイサービスふるさと萩丸 株式会社 ふるさと 泉区 
 
 
【認証事業所】 
（１）地域密着型通所介護 

認証：18事業所 
№ 事業所名 法人名 所在区 
１ リカバリータイムズ駒岡 株式会社リカバリータイムズ 鶴見区 

２ リカバリーホームズ獅子ヶ谷 株式会社リカバリータイムズ 鶴見区 

３ リカバリータイムズ末吉 株式会社リカバリータイムズ 鶴見区 
４ リカバリータイムズ鶴見 株式会社リカバリータイムズ 鶴見区 

５ リカバリータイムズモア 株式会社リカバリータイムズ 鶴見区 
６ デイサービス プレゼンス 株式会社 ＰＲＥＳＥＮＣＥ 港南区 

７ デイサービス プレゼンス弐番館 株式会社 ＰＲＥＳＥＮＣＥ 港南区 

８ デイサービス輝きライフ横浜旭 株式会社ルフト・メディカルケア 旭区 
９ 宅老所 えん 有限会社 青空 金沢区 

10 デイサービス サニーテラス 株式会社ユーティー 金沢区 

11 デイサービス そら 有限会社 青空 金沢区 



 

 

12 リカバリータイムズ師岡 株式会社リカバリータイムズ 港北区 
13 Ｒｅｈａ Ｓｔｙｌｅ アン フルール アンナペレンナ株式会社 緑区 

14 デイサービス絆 home横浜青葉 株式会社ネクストバリュー 青葉区 

15 宗教法人 善了寺 還る家ともに 宗教法人 善了寺 戸塚区 
16 特別養護老人ホーム けいあいの郷 影取 社会福祉法人 敬愛 戸塚区 

17 生活維持向上倶楽部「匠」 株式会社 ＮＧＵ 泉区 

18 生活維持向上倶楽部「扉」 株式会社 ＮＧＵ 泉区 
 
 
（2）認知症対応型通所介護 

認証：23事業所 
№ 事業所名 法人名 所在区 
１ 銀河の詩デイサービスセンター 社会福祉法人 秀峰会 鶴見区 
２ デイサービスふるさと下末吉 株式会社 ふるさと 鶴見区 

３ デイサービスふるさと反町 株式会社 ふるさと 神奈川区 
４ デイサービスふるさと東神奈川 株式会社 ふるさと 神奈川区 

５ 横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 社会福祉法人 若竹大寿会 神奈川区 

６ 桜樹の森デイサービスセンター 社会福祉法人 秀峰会 南区 
７ 横浜市中村地域ケアプラザ 社会福祉法人 秀峰会 南区 

８ デイサービスふるさと港南台 株式会社 ふるさと 港南区 

９ 瑞穂の大地デイサービスセンター 社会福祉法人 秀峰会 港南区 
10 デイサービスふるさと保土ヶ谷 株式会社 ふるさと 保土ケ谷区 

11 デイサービスふるさと和田町 株式会社 ふるさと 保土ケ谷区 

12 デイサービスセンター真珠の詩 社会福祉法人 秀峰会 旭区 

13 横浜市川井地域ケアプラザ 社会福祉法人 秀峰会 旭区 

14 デイサービスふるさと六浦 株式会社 ふるさと 金沢区 
15 デイサービスふるさと大倉山 株式会社 ふるさと 港北区 

16 デイサービスふるさと菊名 株式会社 ふるさと 港北区 

17 横浜市城郷小机地域ケアプラザ 社会福祉法人 秀峰会 港北区 
18 デイサービスふるさと鴨居 株式会社 ふるさと 緑区 

19 デイサービスふるさと青葉台 株式会社 ふるさと 青葉区 
20 デイサービスふるさと荏田南 株式会社 ふるさと 都筑区 

21 デイサービスふるさと東方町 株式会社 ふるさと 都筑区 

22 横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ 
社会福祉法人  

横浜市福祉サービス協会 
栄区 

23 デイサービスふるさと萩丸 株式会社 ふるさと 泉区 
 

 

 

 

 

 

 


