
令 和 元 年 ９ 月  

健康福祉局監査課 

平成 30 年度 指導監査結果の概要 

社会福祉法人等に対して 2,265 件の改善指導を行いました。 

 

 

１ 平成 30 年度指導監査の結果概要 

対象種別 

対

象

数 

実施数 

（※４） 

改善指導件数 

文書指摘 

（※５） 

口頭指摘 

（※６） 
計 

社会福祉法人 163 76 49 720 769 

社
会
福
祉
施
設
等

特別養護老人ホーム等 （※１） 182 94 12 743 755 

介護老人保健施設 87 34 16 276 292 

介護付有料老人ホーム 176 60 7 252 259 

介護療養型医療施設 7 2 1 19 20 

障害者支援施設等   （※２） 28 15 9 101 110 

保護施設等   （※３） 52 14 8 52 60 

小計 532 219 53 1,443 1,496 

合計 695 295 102 2,163 2,265 

※１ 特別養護老人ホーム等には、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、経過的軽費老人ホーム及び

老人短期入所施設を含みます。 

※２ 障害者支援施設等には、身体障害者社会参加支援施設を含みます。

※３ 保護施設等には、保護施設(救護施設、更生施設)のほか、相談事業、隣保事業及び無料低額

宿泊事業を含みます。 

※４ 実施数について、毎年１回の実施が原則ですが、前年度の指導監査結果等から良好に運営さ

れていると認められる法人・施設は２～３年に１回実施しています。 

※５ 文書指摘事項は、法令又は通知等の違反が認められる場合に、法人・施設に対して改善が必

要な事項を文書で通知し、その改善状況について文書報告を求めるものです。 

※６ 口頭指摘事項は、法令又は通知等の違反が認められるものの、その程度が軽微である場合、

または違反について※５の指導を行わずとも改善が見込まれる場合に、法人・施設に対して改

善が必要な事項を文書で通知し、自主的な改善を促すものです（文書報告は求めません。）。 

健康福祉局では、社会福祉法人・社会福祉施設等の適正な運営の確保のため、関係法令等に基づ

く指導監査を実施しています。

平成 30 年度は、76 法人・219 施設に対して指導監査を行い、合計 2,265 件の改善指導を行いま

した。
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２ 主な改善指導の内容と違反事例（文書指摘事項のほか口頭指摘事項も含む。） 

（1）社会福祉法人 
ア 評議員・役員の選任手続きに関するもの 

 ・評議員になることができない者が選任されていた（法人の職員）。 
 ・評議員・役員の選任に際し、欠格事由に該当しない旨を書面により確認していなかった。 
 ・実際に評議員会・理事会に参加できる者が選任されていなかった（欠席が続いている評議員・役

員が確認された。）。 
イ 評議員会・理事会の議事運営に関するもの 

 ・評議員会・理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決に加わっていない旨を確認

していなかった。 
 ・評議員会・理事会の議事録記載事項に不備があった（議事録署名人の記名及び押印など）。 
 ・評議員会の開催にあたって、日時、場所、開催の目的及び議案をあらかじめ理事会で決議してい

なかった。 
ウ 経理処理や計算書類など会計に関するもの 

 ・国庫補助金等特別積立金の計上及び取崩が適切に行われていなかった。 
・計算書類・注記・附属明細書・財産目録が定められた様式に基づいて作成されていなかった。 
・経理規程に不備があった。 
・経理規程に基づいた手続きが行われていなかった（寄附金品や小口現金の管理など）。 

エ 業者選定手続や契約書作成など契約に関するもの 

 ・契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。 
 ・契約の内容に変更が生じた際に、変更に係る契約書類が取り交わされていなかった。 

 
（2）社会福祉施設等 

ア 介護報酬算定基準・自立支援給付費の請求の誤りや記録の不備に関するもの 

 ・看護体制加算Ⅰについて、要件を満たさない月に算定していた。＜特別養護老人ホーム＞ 
・栄養マネジメント加算について、本人又はその家族に説明し同意を得る前に算定していた。＜特

別養護老人ホーム、介護老人保健施設＞ 
 ・生活介護事業について、利用者が利用していない日に給付費を請求していた。＜障害者支援施設＞ 
イ 備蓄の不足や防災訓練の未実施など非常災害対策に関するもの 

・避難及び消火の訓練について、年２回以上実施されていなかった。 
・地震・土砂災害・水害を想定した避難訓練が実施されていなかった。 
・必要量の災害用備蓄（飲料水、食糧等）が確保されていなかった。 

ウ 就業規則等の改正や労使協定の届出など職員労務に関するもの  

・就業規則（育児・介護休業規程）について、必要な改正が行われていなかった。 
・「時間外労働・休日労働に関する協定」について、労働基準監督署への届出が遅れていた。 
・衛生管理者・衛生推進者が選任されていなかった。 

エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの 

 ・市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあった。 
・薬・洗剤・刃物等の保管状況に不備（未施錠の場所や利用者の手が届く場所に保管）があった。 

 ・事故防止検討委員会について、指針で定めた構成員の一部が参加していなかった。 
 

３ 資料 

（1）平成 30年度 指導監査の結果（文書指摘事項） 

（2）平成 30年度 監査対象法人及び施設の実施状況 
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 社会福祉法人

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

法人名 指摘内容 改善状況

(福)さくら会
　法人の所有する基本財産について、実態に合わせて定款上の記載を変更し、
横浜市へ届け出ること。

改善済

　平成29年度第一回評議員会及び理事会議事録について、事実と異なる記載が
されていたため、今後は適正に議事録を作成すること。（開催日の誤りが確認
された。）

改善予定

　基本財産の処分等にあたっては、定款の定めに基づき、横浜市の承認を受け
ること。

改善予定

　基本財産である土地の地積について、定款上の記載と登記上の記載の間に齟
齬があるので、正しい方に合わせ、定款変更又は登記の変更をすること。な
お、定款変更の際は横浜市の認可を得ること。

改善予定

　法令に定める事項（定款の内容、役員等名簿、役員報酬基準）についてイン
ターネットを利用して公表すること。

改善予定

　経理規程を制定すること。 改善予定

　社会福祉法人会計基準省令に基づいた附属明細書を作成すること。 改善予定

　貸借対照表と資金収支計算書とに整合性がないので、平成30年度決算におい
て修正すること。

改善予定

　基本金の取崩しを行う場合には、事前に所轄庁に協議すること。尚、前年度
に取り崩した基本金は再度組み入れを行うこと。

改善予定

　国庫補助金等特別積立金の計上及び取崩を適切に行うこと。 改善予定

　計算書類の注記を作成すること。 改善予定

　現金について、帳簿残高と実際の有り高に齟齬が認められたので、資産の確
認を適切に行うこと。

改善予定

(福)鶴門会
　国庫補助金等特別積立金の取り崩しを適切に行うこと。
（処分済みの不動産に係る国庫補助金等特別積立金の処理がなされていなかっ
た。）

改善済

(福)横浜みすず会
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 社会福祉法人

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

法人名 指摘内容 改善状況

(福)ハートフル記念会
　理事の選任について、施設を設置している場合は、施設の管理者を理事に選
任すること。

改善済

　国庫補助金等特別積立金の計上及び取崩を適切に行うこと。 改善済

　拠点で実施するサービスに応じてサービス区分を設けること。 改善予定

(福)たすけあいゆい
　評議員の任期については、定款の定めに従うこと。（定款に定める任期より
も短かった。）

改善予定

(福)偕恵園 　拠点で実施する事業内容に応じてサービス区分を設けること。 改善予定

　役員等報酬基準について、評議員会で承認を受けること。 改善予定

　法令に定める事項（定款の内容・役員等名簿・役員等報酬基準）について、
最新のものをインターネットを利用して公表すること。

改善済

(福)悠遊会
　評議員については、定款に定められた方法（評議員選任・解任委員会の設置
等）により、選任すること。

改善済

　既に廃止した事業が定款に記載されているため、実態に合わせて定款を変更
し、横浜市の認可を得ること。

改善済

　積立資産に対応する預金は、「積立資産」の勘定科目を使用すること。 改善予定

　国庫補助金等特別積立金の計上及び取崩を適切に行うこと。 改善予定

　計算書類の附属明細書をもれなく作成すること。 改善予定

　法人経理規程について、一部法令等と異なる内容が認められたので修正する
こと。また、拠点区分及びサービス区分についても修正すること。

改善済

(福)聖坂学園

(福)創生会

(福)かれん
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 社会福祉法人

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

法人名 指摘内容 改善状況

(福)近代老人福祉協会
　法人が行う事業及び基本財産について、実態に合わせて定款上の記載を変更
し、横浜市の認可を得ること。

改善済

(福)陽だまりの会 　国庫補助金等特別積立金の計上及び取崩を適切に行うこと。 改善済

　評議員になることができない者（法人の職員）が選任されているため、改善
すること。

改善済

　計算書類について、会計基準省令の定める様式で漏れなく作成すること。 改善予定

　国庫補助金等特別積立金の計上及び取崩を適切に行うこと。 改善予定

(福)みどり共生会
　国庫補助金等特別積立金の当期末残高について、貸借対照表と国庫補助金等
特別積立金明細書、基本財産及びその他の固定資産の明細書の間で齟齬が見ら
れるので、内容を精査し、必要な修正を行うこと。

改善予定

　国庫補助金等特別積立金取崩額について、事業活動計算書と国庫補助金等特
別積立金明細書、固定資産管理台帳の間で齟齬が認められたので、内容を精査
し、適切に修正すること。

改善予定

　設備資金借入金元金償還補助金について、国庫補助金等特別積立金への計上
を適切に行うこと。（事業活動計算書の国庫補助金等特別積立金積立額に誤り
が認められた。）

改善予定

　貸借対照表について、設備資金借入金及び短期運営資金借入金の金額に誤り
があるので、平成30年度処理で修正すること。

改善予定

　長期間精算されていない仮払金が認められたので、速やかに精算すること。 改善済

(福)横浜向陽会
　理事会での書面による議決権の行使は認められないため、今後留意するこ
と。
　また、決議に必要な定足数を満たしていないので、合わせて留意すること。

改善予定

　評議員会の開催にあたっては、日時、場所、開催の目的及び議案をあらかじ
め理事会で決議すること。

改善予定

　評議員会及び理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決に加
わっていない旨を確認すること。

改善予定

(福)絆会

(福)キャマラード

(福)清風会
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 社会福祉法人

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

法人名 指摘内容 改善状況

　社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体以外の者から賃借し
ている場合は、地上権又は賃借権の登記を行うこと。

改善予定

　法令に定める事項（定款の内容・役員等名簿・役員等報酬基準）について、
インターネットを利用して公表すること。

改善済

　理事会の決議を要する事項について、決議を行うこと。（利益相反取引） 改善済

　一部の契約について、報酬額を書面で定めずに契約の履行及び対価の支払い
が行われている事案が認められたので、速やかに是正すること。

改善済

　契約予定価格が法人経理規程で定められた額を超える場合は、原則として競
争入札を行うこと。
　また、契約業者の選定に当たっては稟議書等を作成し、選定の理由を明確に
すること。

改善予定

(福)真愛
　評議員になることができない者（法人の職員）が選任されているため、改善
すること。

改善済

　計算書類の注記を作成すること。 改善済

　社会福祉法人会計基準省令に基づいた計算書類を漏れなく作成すること。 改善済

　計算書類に不整合が認められたので、平成30年度の決算において是正するこ
と。

改善予定

　国庫補助金等特別積立金の計上及び取崩を適切に行うこと。 改善済

指摘数  49 件

(福)絆会

(福)たすけあい泉

(福)瀬谷はーと
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 特別養護老人ホーム等
（特別養護老人ホーム）

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

施設名 指摘内容 改善状況 運営法人

◆特別養護老人ホーム

福寿園横浜 　事故防止のための研修は年２回以上実施すること。 改善済 (福)共助会

白朋苑
　「その他の日常生活費」について、徴収の誤りがあったので是正
すること（通帳預り代金）。

改善済 (福)横浜大陽会

　経口維持加算について、誤って徴収した入所者分について、返還
等の必要な手続を行うこと。

改善済

　療養食加算について、誤って徴収した入所者分及び未徴収の入所
者分について、返還等の必要な手続を行うこと。

改善済

ラポール三ッ沢
　当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者により介護を
提供しないこと。

改善予定 (福)いきいき福祉会

あだちホーム
　消防用設備等点検で指摘された事項については、速やかに対応す
ること。

改善予定 (福)創生会

シャローム横浜

　栄養マネジメント加算について、本人又はその家族に説明し同意
を得る前に算定しているものが見受けられたので、前回実地指導で
確認した月以降の既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件
を満たしていない日については過誤調整を行うこと。

改善済
(福)アドベンチスト福
祉会

横浜能見台ホーム
　第三者委員について、委嘱期間が切れているので早急に委嘱手続
きを行うとともに、第三者委員に直接苦情の申立てできるよう、重
要事項説明書及び掲示により連絡先を周知すること。

改善予定 (福)阿部睦会

ハピネス都筑
　市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものが
あったので漏れなく提出すること。

改善済 (福)ファミリー

横浜市新橋ホーム

　看護体制加算Ⅱについて、要件を満たさない月に算定していたも
のが見受けられたので、前回実地指導時確認分以降（29年２月分以
降）の既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を満たして
いない月については過誤調整を行うこと。

改善済
(福)横浜市福祉サービ
ス協会

緑園都市睦愛園

　看護体制加算Ⅰについて、要件を満たさないで算定していたもの
が見受けられたので、前回実地指導で確認した月以降の既請求分を
再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない日について
は過誤調整を行うこと（常勤の正看護師が不在）。

改善済 (福)睦愛会

指摘数  11 件

今井の郷 (福)横浜白光会
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 特別養護老人ホーム等
（養護・軽費老人ホーム）

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

施設名 指摘内容 改善状況 運営法人

◆養護老人ホーム

◆軽費老人ホーム

ケアハウスゆうあい
　身体的拘束等の適正化のための指針が整備されていないので整備
すること。また、減算の届出をすること。

改善済 (福)湘南遊愛会

指摘数  1 件

　※文書指摘事項なし

8



平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 特別養護老人ホーム等
（老人短期入所施設）

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

施設名 指摘内容 改善状況 運営法人

◆老人短期入所施設

※文書指摘事項なし
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 介護老人保健施設

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

施設名 指摘内容 改善状況 運営法人

◆介護老人保健施設

レストア横浜

　排せつ支援加算について、要件を満たしていない者に算定してい
たものが見受けられたので、前回実地指導で確認した月以降の既請
求分を再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない者に
ついては過誤調整を行うこと。

改善済 (医)花咲会

　短期集中リハビリテーション加算について、算定回数に誤りが見
受けられたので、前回実地指導以降の既請求分を再度点検するこ
と。点検の結果、算定できない日については過誤調整を行うこと。

改善済

　事故報告については、誤薬の事故についても、市に事故報告書を
提出すること。

改善予定

　一般棟の夜勤職員配置加算について、要件を満たしていない月に
算定していたものが見受けられたので、前回実地指導以降の既請求
分を再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない月につ
いては過誤調整を行うこと。

改善予定

　施設サービス計画の作成にあたっては、サービス担当者会議等を
開催する、または担当者に照会する等により、専門的な意見を求め
ること。

改善予定

　事故防止検討委員会を設置し、定期的に開催すること。 改善済

荏田介護老人保健施設
あすなろ

　ターミナルケア加算について、ターミナルケア計画を作成してい
ないにもかかわらず算定している利用者が見受けられたので、前回
実地指導以降の既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を
満たしていない利用者については過誤調整を行うこと。

改善済 (医)健水会

ソフィア都筑

　短期集中リハビリテーション実施加算について、実施していない
日に算定しているものが見受けられたので、前回実地指導で確認し
た月以降の既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を満た
していない日については過誤調整を行うこと。

改善済 (医)ピーエムエー

　短期集中リハビリテーション実施加算について、リハビリを実施
しなかった日に算定していたものが見受けられたので、前回実地指
導以降の既請求分を再度点検すること。点検の結果、実施していな
い日については過誤調整を行うこと。

改善済

　外泊時費用の算定について、外泊の期間の初日及び最終日を含め
て算定しているものが見受けられたので、前回実地指導以降の既請
求分を再度点検すること。点検の結果、算定できない日については
過誤調整を行うこと。

改善済

ヒューマンライフケア
横浜

　ターミナルケア加算について、入所者又はその家族等の同意を得
る前から算定しているものが見受けられたので、前回実地指導で確
認した月以降の既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を
満たしていない日については過誤調整を行うこと。

改善済 (医)横浜柏堤会

ソフィア横浜
　退所前連携加算について、退所日が属する月において算定する必
要があるが、退所の前月に算定されていたので今後適切に算定する
こと。

改善済 (医)ピーエムエー

すこやか

スカイ

ヒルトップ池辺

(医)明佳会

(医)伊純会

(医)朝菊会
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 介護老人保健施設

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

施設名 指摘内容 改善状況 運営法人

　栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画を作成している
が、本人又は家族等へ説明して同意を得る前に算定しているものが
見受けられたので、前回実地指導で確認した月以降の既請求分を再
度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない日については
過誤調整を行うこと。

改善済

　緊急時治療管理費について、対象とならない利用者に対して算定
しているものが見受けられたので、前回の実地指導で確認した月以
降の既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を満たしてい
ない利用者については過誤調整を行うこと。

改善済

　看護職員または介護職員の常勤換算数が人員配置基準を満たして
いない月があったため、今後適切に配置すること。

改善済

　夜勤職員配置加算について、要件を満たしていない月に算定して
いたものが見受けられたので、前回実地指導で確認した月以降の既
請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない月
については過誤調整を行うこと。

改善済

指摘数  16 件

宮沢の里　はなもも苑 (医)美里会
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 介護付有料老人ホーム

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

施設名 指摘内容 改善状況 運営法人

◆介護付有料老人ホーム

　計画作成担当者が配置されていない期間が認められたので、経緯
を明らかにした上で、今後適切に配置すること。

改善済

　指定を受けた際に届出を行った介護支援専門員が別の事業所に異
動しているにも関わらず、変更の届出をしていなかったので、再発
防止策を講じ、今後適切に届出をすること。
　また、当該事業所に勤務する別の介護支援専門員が異動した介護
支援専門員の名前のまま計画書等を作成していたことから計画書等
の作成を適正に行うこと。

改善予定

エクセレント横濱桜並
木

　生活相談員の配置が人員基準を満たしていないので、速やかに是
正すること。

改善済
(株)エクセレントケア
システム

ロイヤルレジデンスあ
ざみ野

　施設サービス計画はサービス提供開始日までに作成し、同意を得
ること。当該者の介護報酬について過誤調整すること。

改善済
(株)社会福祉総合研究
所

戸塚共立ゆかりの里
　入居者から前払金を受領する場合は、前払金の保全措置を行うこ
と。

改善予定 (医)横浜柏堤会

マリ・ド・ラ・パシオ
ンの家

　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を設置するこ
と。

改善済 (有)マザー

介護付有料老人ホーム
おもとの郷横浜栄

　介護職員が配置されていない時間帯が認められたので、常に１以
上の介護職員を確保すること。

改善済 (株)たちばなベスト

指摘数  7 件

有料老人ホーム
サニーライフ三ツ池公
園

(株)川島コーポレー
ション
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 介護療養型医療施設

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

施設名 指摘内容 改善状況 運営法人

◆介護療養型医療施設

三ツ境病院

　特定診療費の「初期入院診療管理」について、対象とならない利
用者に対して算定していたので、前回実地指導で確認した月以降の
既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない
ものについては過誤調整を行うこと。

改善予定 (医)愛生会

指摘数  1 件

13



平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 障害者支援施設等
（障害者支援施設・身体障害者社会参加支援施設）

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

施設名 指摘内容 改善状況 運営法人

◆障害者支援施設

　実施する事業ごとにサービス区分を設けて会計を区分すること。 改善済

　生活介護事業について、利用者が利用していない日の給付費請求
はできないので、過去の支援実態を確認して既に受領した給付費に
ついては過誤調整により是正すること（平成26年５月～平成31年４
月）。

改善済

偕恵
　実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに経理を区分するこ
と。

改善予定 （福）偕恵園

　実施する事業ごとにサービス区分を設けて会計を区分すること。 改善済

　生活介護事業について、利用者が利用していない日の給付費請求
はできないので、過去の支援実態を確認して既に受領した給付費に
ついては過誤調整により是正すること（平成26年５月～平成31年４
月）。

改善済

航 　個別支援計画書の同意日は実態に即した日付で記載すること。 改善済 （福）すみなす会

青葉メゾン 　実施する事業ごとにサービス区分を設けて会計を区分すること。 改善予定 （福）ル・プリ

東やまたレジデンス
　生活介護事業の送迎加算について、要件を再確認し、要件を満た
していないものについては、過誤調整により是正すること。(平成
26年５月～平成31年４月)

改善予定
（福）横浜やまびこの
里

指摘数  8 件

◆身体障害者社会参加支援施設

神奈川訓練センター
（盲導犬訓練施設）

　盲導犬訓練施設として「身体障害者社会参加支援施設の設備及び
運営に関する基準」に基づく運営規定を定めること。

改善予定
（公財）日本盲導犬協
会

指摘数  1 件

くるみ学園（成人部）

ホルツハウゼ

（福）ル・プリ

（福）ル・プリ
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 保護施設等
（救護・更生・相談・隣保）

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

施設名 指摘内容 改善状況 運営法人

◆救護施設・更生施設

◆相談事業・隣保事業

　※文書指摘事項なし

　※文書指摘事項なし
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平成30年度　指導監査の結果(文書指摘事項) 保護施設等
（無料低額宿泊事業）

※指導監査結果の「改善状況」は、法人・施設から
提出のあった報告書により確認したものです。

施設名 指摘内容 改善状況 運営法人

◆無料低額宿泊事業

　常時利用が可能な相談室・談話室を施設内に整備すること。 改善済

　利用者の金銭、預金等の管理は利用者自身が行うことを原則とす
ること。やむを得ず金銭等を管理する場合は、金銭等の具体的な管
理方法、本人への定期的な報告等を管理規定等で定めること。ま
た、出納状況を明らかとすること。

改善済

東橋寮
　契約様式の必要事項（日割り精算に係る規定）を整備の上、変更
の日から１月以内に変更届（別紙様式2）により届出を行うこと。

改善予定 (株)横浜みなとクラブ

　常時利用が可能な相談室・談話室を施設内に整備すること。 改善済

　利用者の金銭、預金等の管理は利用者自身が行うことを原則とす
ること。やむを得ず金銭等を管理する場合は、金銭等の具体的な管
理方法、本人への定期的な報告等を管理規定等で定めること。ま
た、出納状況を明らかとすること。

改善済

サンルーム港北
　届け出た事項に変更が生じた場合は、変更の日から１月以内に変
更届（別紙様式2）により届出を行うこと。（「利用契約書」の様
式に変更が確認された。）

改善予定 (特非)サンルーム

ホープ横浜青葉
　単独施設ごとの収支計算書、貸借対照表などの収支の状況を、毎
会計年度終了後３か月以内に公開するとともに、横浜市へ提出する
こと。

改善済 (一社)ホープ

ステップホーム瀬谷寮
　届け出た事項に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変
更届（別紙様式2）により届出を行うこと。（「宿泊契約書」の文
言に修正が確認された。）

改善済 (株)ステップホーム

指摘数  8 件

スマイルハイツ

ＹＢＣホーム森

(株)ＹＢＣホーム

(株)ＹＢＣホーム
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平成30年度指導監査対象法人・実施状況 社会福祉法人

実施状況 法人名 所在地

(福)あさひ 鶴見区豊岡町７番10号

○ (福)うしおだ 鶴見区下野谷町四丁目163番地1

(福)大樹 鶴見区北寺尾4-21-20

(福)ぱれっと 鶴見区鶴見中央3-26-14

(福)横浜鶴声会 鶴見区獅子ケ谷二丁目15番18号

(福)横浜市鶴見区社会福祉協議会 鶴見区鶴見中央４丁目37番37号

○ (福)青い鳥 神奈川区西神奈川1-9-1

○ (福)神奈川県共同募金会 神奈川区沢渡4-2

○ (福)神奈川県社会福祉協議会 神奈川区沢渡4-2

○ (福)希望更生会 神奈川区東神奈川区1-29-116

(福)ぐりーんろーど 神奈川区三ﾂ沢下町10-14 三ﾂ沢ビル3A

○ (福)孝楽会 神奈川区菅田町1番地1

○ (福)さくら会 神奈川区羽沢町980

○ (福)フェローズ 神奈川区西寺尾二丁目33番９号-101

○ (福)横浜愛育会 神奈川区大口通138-12

(福)横浜市神奈川区社会福祉協議会 神奈川区反町1-8-4

○ (福)横浜みすず会 神奈川区六角橋6-18-10

○ (福)鶴門会 西区高島一丁目２番15号みなとみらい学園ビル３F

○ (福)恩賜財団神奈川県同胞援護会 西区岡野二丁目15番6号

(福)昴 西区北幸2-8-4

○ (福)ハマノ愛生会 西区浅間台六番地

(福)横浜市西区社会福祉協議会 西区高島2-7-1  ファーストプレイス横浜3階

(福)横浜市福祉サービス協会 西区桜木町六丁目31番地

(福)神奈川県社会福祉事業団 中区北仲通3丁目33番地

○ (福)恵友会 中区千歳町1-10

○ (福)ハートフル記念会 中区不老町3-12　第3不二ビル

○ (福)聖坂学園 中区小港町３丁目171番２

○ (福)みはらし 中区新山下三丁目1-29

(福)山手まごころの会 中区上野町二丁目67

(福)横浜訓盲院 中区竹の丸181番地

(福)横浜市社会福祉協議会 中区桜木町1丁目1番地
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平成30年度指導監査対象法人・実施状況 社会福祉法人

実施状況 法人名 所在地

○ (福)横浜市中区社会福祉協議会 中区山下町2 産業貿易センタービル4階

○ (福)横浜ＹＭＣＡ福祉会 中区常磐町1-7

(福)楠会 南区六ツ川四丁目1234番地45

○ (福)たすけあいゆい 南区睦町一丁目31番1

(福)横浜愛隣会 南区睦町1-27

○ (福)横浜市南区社会福祉協議会 南区浦舟町3-46  浦舟複合福祉施設8階

○ (福)横浜大陽会 南区大岡五丁目13番15号

(福)こうよう会 港南区日野中央二丁目23番36号

(福)十愛療育会 港南区港南台4-6-20

(福)そよかぜの丘 港南区港南四丁目2-8

○ (福)大富福祉会 港南区下永谷3-10-7

(福)ひまわり福祉会 港南区野庭町2187番地1

○ (福)横浜市港南区社会福祉協議会 港南区港南四丁目2番8号

○ (福)育生会 保土ケ谷区狩場町200-9

○ (福)育明会 保土ケ谷区常盤台74-7

(福)恵和 保土ケ谷区今井町691

○ (福)幸済会 保土ケ谷区川島町1514-2

(福)光風会 保土ケ谷区狩場町200-6

(福)幸会 保土ケ谷区西谷町688-1

(福)清光会 保土ケ谷区上菅田町1723-1

○ (福)藤心会 保土ケ谷区境木町174-1

(福)なでしこ会 保土ケ谷区常盤台75番地1

(福)ほどがや 保土ケ谷区神戸町140-2

○ (福)夢21福祉会 保土ケ谷区坂本町128番地FKDビル102

○ (福)幼年保護会 保土ケ谷区釜台町18番1号

○ (福)横浜いのちの電話 保土ケ谷区

(福)横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会 保土ケ谷区川辺町5-11かるがも3階

○ (福)横浜白光会 保土ケ谷区今井町733-2

○ (福)アドベンチスト福祉会 旭区上川井町1988

(福)漆原清和会 旭区川井本町154番地6

○ (福)偕恵園 旭区上白根町783番地
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平成30年度指導監査対象法人・実施状況 社会福祉法人

実施状況 法人名 所在地

○ (福)旭風会 旭区上白根2-64-20

○ (福)恵愛会 旭区上白根町字長坂778-1

(福)慶優会 旭区今宿一丁目5番1号

(福)秀峰会 旭区下川井町360番地

(福)白根学園 旭区白根7-10-6

○ (福)清正会 旭区万騎が原3番地

○ (福)創生会 旭区上川井町2287番地

(福)藤嶺会 旭区上川井町1241番地1

○ (福)まごころ会 旭区西川島町68-11

○ (福)明友会 旭区南本宿町125-1

(福)山根会 旭区上川井町3059番地

○ (福)悠遊会 旭区上白根町1207番1

○ (福)陽光会 旭区今宿1-66-26

(福)横浜市旭区社会福祉協議会 旭区鶴ケ峰1-6-35

(福)ル・プリ 旭区金が谷550

(福)磯子コスモス福祉会 磯子区中原3-6-10

○ (福)電機神奈川福祉センター 磯子区新杉田町8-7

○ (福)峰延会 磯子区峰町654-1

(福)みどりのその 磯子区岡村六丁目5番55号

(福)横浜市磯子区社会福祉協議会 磯子区磯子3-1-41  磯子センター5階

○ (福)倖和会 金沢区釜利谷東四丁目12番1号

(福)しののめ会 金沢区平潟町17番1号

○ (福)すみなす会 金沢区釜利谷南2-8-1

(福)横浜市金沢区社会福祉協議会 金沢区泥亀一丁目21番5号

○ (福)あおぞら福祉会 港北区新吉田町６０８８－２７

(福)アジアワーキングドッグサポート協会 港北区高田東3-1-21反田ビル101

○ (福)かれん 港北区大豆戸町2-9頼ビル2F

○ (福)近代老人福祉協会 港北区新羽町2530番地4

(福)千里会 港北区新横浜一丁目22番4号

○ (福)陽だまりの会 港北区菊名六丁目23番21号

(福)横浜共生会 港北区新吉田町6001-6
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平成30年度指導監査対象法人・実施状況 社会福祉法人

実施状況 法人名 所在地

(福)横浜市港北区社会福祉協議会 港北区大豆戸町13-1  吉田ビル206

(福)横浜市リハビリテーション事業団 港北区鳥山町1770番地

(福)緑峰会 港北区新吉田町6051番地

(福)和枝福祉会 緑区北八朔町1777-6

○ (福)かたるべ会 緑区鴨居1-8-6

○ (福)キャマラード 緑区青砥町220-1

(福)自修会 緑区三保町2590番地

(福)ふじ寿か会 緑区西八朔町773-2

○ (福)みどり共生会 緑区鴨居7-19-1

(福)みどりの風 緑区西八朔町99番地1

○ (福)横浜市緑区社会福祉協議会 緑区中山町413-4ハーモニーみどり1階

(福)青葉福祉学院 青葉区元石川町4323番1号

(福)葵友会 青葉区元石川町3697－1

○ (福)グリーン 青葉区鴨志田町335-1

(福)祥泉福祉会 青葉区みたけ台32-14

○ (福)清風会 青葉区寺家町548-2

○ (福)泰明会 青葉区奈良町2578

○ (福)龍岡会 青葉区鴨志田町1260番地

(福)湧翠会 青葉区恩田町971-3

○ (福)横浜向陽会 青葉区市ケ尾町52番地10

(福)横浜市青葉区社会福祉協議会 青葉区市ケ尾町1169-22

(福)緑成会 青葉区鉄町2075番地3

(福)ともにわ会 都筑区折本町448-3

○ (福)中川徳生会 都筑区南山田2-39-35

(福)横浜市都筑区社会福祉協議会 都筑区荏田東4丁目10番3号

○ (福)横浜やまびこの里 都筑区東山田町270

(福)朝日の里 戸塚区東俣野町57-６

(福)あゆみの国のなかま 戸塚区品濃町1386番地1

○ (福)絆会 戸塚区原宿5丁目46-1

(福)クローバー 戸塚区深谷町８２６番地の１

○ (福)湘南遊愛会 戸塚区川上町84番地1
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平成30年度指導監査対象法人・実施状況 社会福祉法人

実施状況 法人名 所在地

(福)松緑会 戸塚区原宿五丁目30番1号

(福)聖ヒルダ会 戸塚区汲沢町1060

○ (福)であいの会 戸塚区上矢部町2342

○ (福)和みの会 戸塚区東俣野町1705番地

(福)七葉会 戸塚区柏尾町742番地

(福)ひかり 戸塚区川上町4番9

(福)朋光会 戸塚区名瀬町1566

(福)横浜市戸塚区社会福祉協議会 戸塚区戸塚町167-25

○ (福)横浜博萌会 戸塚区汲沢町991番地

(福)横浜来夢会 戸塚区汲沢町295番地

(福)孝徳会 栄区鍛冶ケ谷二丁目40番1号

(福)地域サポート虹 栄区桂町74-17 サンパレス本郷台107

(福)訪問の家 栄区桂台中4-7

○ (福)真愛 栄区公田町424番地23

(福)横浜市栄区社会福祉協議会 栄区桂町279番地29

(福)横浜長寿会 栄区野七里1-36-1

(福)いずみ苗場の会 泉区緑園四丁目4

(福)神奈川県匡済会 泉区和泉町6181番2

○ (福)敬愛 泉区岡津町2926番地1

(福)公正会 泉区池の谷3901番地1

(福)寿 泉区和泉町2312

○ (福)親善福祉協会 泉区西が岡1-28-1

(福)誠幸会 泉区上飯田町2083-1

○ (福)たすけあい泉 泉区中田南三丁目24番9号

○ (福)たちばな会 泉区和泉町735

(福)紡 泉区岡津町2913番地3

(福)ぴぐれっと 泉区新橋町960-4

(福)開く会 泉区中田西一丁目11番2号

(福)豊笑会 泉区弥生台55番62

(福)雄飛会 泉区新橋町1805

(福)横浜慶心会 泉区和泉町3170番地1
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平成30年度指導監査対象法人・実施状況 社会福祉法人

実施状況 法人名 所在地

(福)横浜市泉区社会福祉協議会 泉区和泉中央南五丁目４番13号

(福)横浜市社会事業協会 泉区下飯田町355

○ (福)愛光会 瀬谷区阿久和南三丁目28番地３号

○ (福)愛成会 瀬谷区瀬谷町4131-16

○ (福)栄光会 瀬谷区東野台26

○ (福)瀬谷はーと 瀬谷区三ツ境78-12

(福)朋友会 瀬谷区阿久和東3-55-1

○ (福)横浜市瀬谷区社会福祉協議会 瀬谷区二ツ橋町469番地

対象法人数  163
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
（特別養護老人ホーム）

実施状況 施設名 所在地 運営法人

◆特別養護老人ホーム

ニューバード獅子ケ谷 鶴見区獅子ヶ谷3-10-8 (福)近代老人福祉協会

○ しょうじゅの里小野 鶴見区下野谷町四丁目145-18

しょうじゅの里鶴見 鶴見区江ケ崎町１－１１

やまゆりホーム 鶴見区獅子ヶ谷2-15-18 (福)横浜鶴声会

新鶴見ホーム 鶴見区江ケ崎町2-42 (福)横浜市福祉サービス協会

○ わかたけ鶴見 鶴見区矢向1-4-20 (福)若竹大寿会

○ 福寿園横浜 神奈川区菅田町2331-1 (福)共助会

○ けやき荘 神奈川区菅田町1-1 (福)孝楽会

○ 羽沢の家 神奈川区羽沢町980

○ 羽沢の家二番館 神奈川区羽沢町1667-1

菅田心愛の里 神奈川区菅田町1122 (福)七葉会

○ ヴィラ神奈川 神奈川区菅田町19番 (福)平成記念会

○ 太陽の家　横濱羽沢 神奈川区羽沢町２－１ (福)ユーアイ二十一

新鶴見ホーム新館 神奈川区菅田町1122 (福)横浜市福祉サービス協会

若竹苑 神奈川区羽沢町550-1 (福)若竹大寿会

○ パークサイド岡野ホーム 西区岡野2-15-6
(福)恩賜財団神奈川県同胞援
護会

戸部ハマノ愛生園 西区戸部本町50-33

○ ハマノ愛生園 西区浅間台6

新山下ホーム 中区新山下3-15-5

本牧ホーム 中区本牧原6-2

香樹の里 南区六ツ川4-1234-45 (福)楠会

南永田桜樹の森 南区永田南1-2-37 (福)秀峰会

○ リバーサイドフェニックス 南区中村町5丁目３１６－１ (福)同塵会

○ 横浜市浦舟ホーム 南区浦舟町3-46
(福)横浜市福祉サービス協会
(指定管理者)

南太田ホーム 南区南太田2-11-4 (福)横浜社会福祉協会

○ 横浜市天神ホーム 南区浦舟町3-46
(福)横浜社会福祉協会
(指定管理者)

○ 白朋苑 南区大岡5-13-15 (福)横浜大陽会

○ 笹の風 港南区笹下4-12-35 (福)寿楽園

すずかけの郷 港南区野庭町1688 (福)昴

○ パラダイム港南 港南区下永谷3-10-7 (福)大富福祉会

○ サンバレー 港南区下永谷4-24-1 (福)同塵会

(福)兼愛会

(福)さくら会

(福)ハマノ愛生会

(福)横浜社会福祉協会

23



平成30年度指導監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
（特別養護老人ホーム）

実施状況 施設名 所在地 運営法人

芙蓉苑 港南区下永谷4-21-10 (福)同塵会

野庭苑 港南区日野南5-56-2 (福)ひまわり福祉会

○ ラポール三ツ沢 保土ケ谷区峰沢町325-1 (福)いきいき福祉会

○ よつば苑 保土ケ谷区狩場町200-9 (福)育生会

○ レジデンシャル常盤台 保土ケ谷区常盤台７４－３ (福)育明会

○ くぬぎ台 保土ケ谷区川島町1363-1 (福)怡土福祉会

○ かわしまホーム 保土ケ谷区川島町1514-2 (福)幸済会

さわやか苑 保土ケ谷区上菅田町1723-1 (福)清光会

○ 快風苑 保土ケ谷区境木町174-1 (福)藤心会

夢の里 保土ケ谷区常盤台75-1 (福)なでしこ会

太陽の國　ほどがや 保土ケ谷区岩井町238-1 (福)朋光会

○ 梅の木ホーム 保土ケ谷区上菅田町1372 (福)横浜社会福祉協会

○ 今井の郷 保土ケ谷区今井町733-2

美立の杜 保土ケ谷区今井町609-1

○ シャローム横浜 旭区上川井町1988 (福)アドベンチスト福祉会

旭ホーム 旭区川井本町154-6 (福)漆原清和会

○ 椿寿 旭区上白根町792-4 (福)偕恵園

ヴィラ南本宿 旭区南本宿町１０９－１ (福)関西中央福祉会

今宿ホーム 旭区今宿1-5-1 (福)慶優会

○ 今川の郷 旭区今川町３６－１ (福)山寿会

さくら苑 旭区下川井町360 (福)秀峰会

○ グリンサイド清盛 旭区万騎が原4 (福)清正会

○ あだちホーム 旭区上川井町2287 (福)創生会

ヴィラ横浜 旭区上白根町1437-1 (福)道心会

弥生苑 旭区上川井町1241-1 (福)藤嶺会

ヴィラ桜ヶ丘 旭区上白根町1436-10 (福)兵庫福祉会

かわいの家 旭区川井宿町69-1 (福)奉優会

○ 富士見園 旭区南本宿町125-1 (福)明友会

水の郷 旭区上川井町3059 (福)山根会

○ サンライズヒル横浜 旭区上白根町1207-1 (福)悠遊会

○ 陽光苑 旭区今宿1-66-26 (福)陽光会

○ サニーヒル横浜 旭区上川井町417-2 (福)隆徳会

(福)横浜白光会
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
（特別養護老人ホーム）

実施状況 施設名 所在地 運営法人

グリーンライフ 旭区中白根3-31-11 (福)緑峰会

中原苑 磯子区中原3-6-10 (福)磯子コスモス福祉会

○ たきがしら芭蕉苑 磯子区滝頭2-30-1

○ ちくぶ坂下ホーム（※地域密着型） 磯子区坂下町3-22

○ 新磯子ホーム 磯子区滝頭2-29-1 (福)同塵会

磯子自然村 磯子区氷取沢町60-17 (福)ふるさと自然村

○ 峰の郷＜従来型＞ 磯子区峰町654-1

○ 峰の郷＜ユニット型＞ 磯子区峰町654-1

○ 横浜能見台ホーム 金沢区能見台東2-4 (福)阿部睦会

若草ホーム 金沢区平潟町12-1
(福)恩賜財団済生会支部　神
奈川県済生会

○ 金沢美浜ホーム 金沢区釜利谷東4-12-1 (福)倖和会

ラスール金沢文庫 金沢区大川2-10 (福)湖星会

富岡はまかぜ 金沢区富岡東2-1-6 (福)ひまわり福祉会

わかたけ富岡 金沢区富岡東2-1-5 (福)若竹大寿会

ひばり 港北区新吉田町6088-27 (福)あおぞら福祉会

○ 新吉田 港北区新吉田町字原5728-1 (福)怡土福祉会

○ ニューバード 港北区新羽町2530-4 (福)近代老人福祉協会

○ ワゲン新横浜 港北区大豆戸町724-4 (福)相模更生会

○ 新横浜さわやか苑 港北区大豆戸町572-5 (福)清光会

新横浜パークサイドホーム 港北区新横浜1-22-4

○ 第２新横浜パークサイドホーム 港北区新横浜1-2-6

港北みどり園 港北区新吉田町6051 (福)緑峰会

横浜よさこいホーム 緑区北八朔町1368-1 (福)愛生福祉会

○ みずほ 緑区長津田町２３３８－１ (福)旭会

北八朔 緑区北八朔町1813-1 (福)怡土福祉会

○ しょうじゅの里三保 緑区三保町171-1 (福)兼愛会

慶星閣 緑区三保町2590 (福)自修会

○ ビオラ三保 緑区三保町350 (福)中川徳生会

フォーシーズンズヴィラこもれび 緑区三保町881 (福)白鳳会

○ 横浜ナーシングビレッジ 緑区白山4-74-3 (福)佰和会

ふじ寿か園 緑区西八朔町773-2 (福)ふじ寿か会

○ メゾンヴェルト 緑区鴨居7-19-1 (福)みどり共生会

(福)竹生会

(福)峰延会

(福)千里会
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
（特別養護老人ホーム）

実施状況 施設名 所在地 運営法人

○ 青葉あさくら苑 青葉区恩田町2994-1 (福)一乗谷友愛会

たまプラーザ倶楽部 青葉区元石川町3697-1 (福)葵友会

○ ヴェルデの森 青葉区寺家町548-2 (福)清風会

○ 創生園青葉 青葉区奈良町８８１－１３ (福)創生会

○ てるてる園 青葉区奈良町2578-1 (福)泰明会

○ 青葉ヒルズ 青葉区鴨志田町1260 (福)龍岡会

○ ビオラ市ヶ尾 青葉区市ヶ尾25-6 (福)中川徳生会

ひかり苑 青葉区さつきが丘8-4 (福)みどり福祉会

○ ピア市ヶ尾 青葉区市ヶ尾町522-10 (福)横浜向陽会

大樹の郷 青葉区恩田町字内田2282 (福)緑樹会

緑の郷 青葉区鉄町2075-3 (福)緑成会

○ わかたけ青葉 青葉区奈良4-6-1 (福)若竹大寿会

池辺 都筑区池辺町2194 (福)怡土福祉会

○ ハートフルガーデン川和 都筑区川和町660 (福)昴

都筑の里 都筑区茅ヶ崎東5-13-1

○ 中川の里 都筑区南山田2-39-35

○ ハピネス都筑
都筑区牛久保町字上小山
1808-3

(福)ファミリー

ヴィラ都筑 都筑区大棚町392-1 (福)平成記念会

しなの森のさと 戸塚区品濃町1386-1 (福)あゆみの国のなかま

○ リアメゾン　戸塚 戸塚区原宿５－４６－１ (福)絆会

けいあいの郷　影取 戸塚区影取町８５−１ (福)敬愛

松みどりホーム 戸塚区原宿2-56-3 (福)松緑会

恒春の丘 戸塚区舞岡町3048-1 (福)親善福祉協会

聖母の園 戸塚区原宿4-35-3 (福)聖母会

○ 和みの園 戸塚区東俣野町1705 (福)和みの会

太陽の國 戸塚区名瀬町1566 (福)朋光会

ライフヒルズ舞岡苑 戸塚区舞岡町3338-7 (福)豊笑会

○ しらゆり園 戸塚区汲沢町986 (福)横浜博萌会

来夢の里 戸塚区汲沢町２９５ (福)横浜来夢会

○ 田谷の里 栄区田谷町1386 (福)愛生福祉会

陽のあたる丘MISONO 栄区鍛冶ヶ谷2-40-1 (福)孝徳会

クロスハート野七里・栄（※地域密着型） 栄区野七里1-1613-24 (福)伸こう福祉会

(福)中川徳生会
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
（特別養護老人ホーム）

実施状況 施設名 所在地 運営法人

○ クロスハート栄・横浜 栄区公田町1020-5 (福)伸こう福祉会

ライフコートさかえ 栄区公田町1061-19 (福)豊笑会

上郷苑　本館 栄区野七里1-36-1

上郷苑　東館 栄区野七里1-36-1

白寿荘 泉区和泉町6181-2 (福)神奈川県匡済会

○ けいあいの郷　緑園 泉区岡津町2926 (福)敬愛

横浜敬寿園 泉区和泉町5019 (福)敬寿会

めぐみ 泉区中田町3430-6 (福)恵正福祉会

ヴィラ泉 泉区上飯田町４４９５ (福)幸仁会

希望苑 泉区池の谷3901-1 (福)公正会

グリーンヒル泉・横浜 泉区和泉町2312 (福)寿

○ 恒春ノ郷 泉区西が岡1-30-1 (福)親善福祉協会

泉の郷 泉区上飯田町2083-1 (福)誠幸会

○ 天王森の郷 泉区和泉町733 (福)たちばな会

いずみ芙蓉苑 泉区上飯田町4631 (福)同塵会

○ 緑園都市睦愛園 泉区岡津町字稲荷谷3217-1 (福)睦愛会

相生荘 泉区新橋町1805 (福)雄飛会

ウェルフェアリビング 泉区和泉町3170-1 (福)横浜慶心会

○ 横浜市新橋ホーム 泉区新橋町3
(福)横浜市福祉サービス協会
(指定管理者)

○ みなみの苑 瀬谷区阿久和南3-28-3 (福)愛光会

○ 愛成苑 瀬谷区瀬谷町4131-16 (福)愛成会

○ ひだまり館 瀬谷区二ツ橋町283-1 (福)栄光会

○ ゆうあいの郷 瀬谷区宮沢3-25-1 (福)湘南遊愛会

○ ファミリーイン瀬谷 瀬谷区中屋敷3-11-1 (福)清心福祉会

○ スプリングガーデン瀬谷 瀬谷区下瀬谷1-27-25 (福)泉正会

○ ラペ瀬谷 瀬谷区目黒町２１－１０ (福)緑樹会

対象施設数  153

(福)横浜長寿会
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
（養護・軽費老人ホーム）

実施状況 施設名 所在地 運営法人

◆養護老人ホーム

○ ハマノ愛生園 西区浅間台6 (福)ハマノ愛生会

野庭風の丘 港南区野庭町631 (福)神奈川県匡済会

横浜市恵風ホーム 保土ケ谷区常盤台13-1 横浜市

聖母の園 戸塚区原宿4-35-3 (福)聖母会

○ 横浜市新橋ホーム 泉区新橋町3
(福)横浜市福祉サービス協会
(指定管理者)

白寿荘 泉区和泉町6181-2 (福)神奈川県匡済会

対象施設数  6

◆軽費老人ホーム

○ 経過的軽費老人ホーム  上白根園 旭区上白根2-64-20 (福)旭風会

○ 軽費老人ホーム  グリーンヴィラ富士見 旭区南本宿町125-1 (福)明友会

○ 軽費老人ホーム  シャローム桜山 旭区上川井町1988 (福)アドベンチスト福祉会

○ 軽費老人ホーム  ケアハウスメゾンヴェルト 緑区鴨居7-19-1 (福)みどり共生会

軽費老人ホーム  フォーシーズンズヴィラそ
よかぜ

緑区三保町880 (福)白鳳会

経過的軽費老人ホーム  ルンビニ合掌苑 青葉区みたけ台32-14 (福)祥泉福祉会

○ 軽費老人ホーム  ケアハウスゆうあい 戸塚区川上町84-1 (福)湘南遊愛会

経過的軽費老人ホーム  ベタニヤ・ホーム 戸塚区汲沢町1060 (福)聖ヒルダ会

軽費老人ホーム  ケアハウスフォンス 泉区上飯田町2083-1 (福)誠幸会

○ 経過的軽費老人ホーム  東野園 瀬谷区東野台26 (福)栄光会

経過的軽費老人ホーム  睦荘 瀬谷区阿久和東3-55-1 (福)朋友会

対象施設数  11
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
（老人短期入所施設）

実施状況 施設名 所在地 運営法人

◆老人短期入所施設

○ ショートステイセンターケアサポートつるみ 鶴見区駒岡2-14-20 ケアサポート(株)

○ ショートステイセンター里恩 鶴見区駒岡3-6-7 (株)紫恩

○ 東神奈川高齢者ショートステイセンター若草 神奈川区反町1-7-5 (福)和枝福祉会

○ セントケアRe-has永田台 南区永田台1-24 セントケア神奈川(株)

金沢ショートステイセンター 金沢区能見台東2-2 (福)横浜長寿会

ショートステイココファン日吉 港北区日吉本町4-10-50 (株)学研ココファン

ショートステイセンターすいらん 港北区下田町4-1-2 (福)緑峰会

○ 青葉台ケアセンターそよ風 青葉区桜台44-7
(株)ユニマット リタイアメ
ント・コミュニティ

みすずが丘ショートステイセンター 青葉区みすずが丘23-2 (福)ふじ寿か会

○ セントケア上郷 栄区上郷町160-1 セントケア神奈川(株)

○ たすけあい泉「にじ」 泉区中田南4-26-10 (特非)たすけあい泉

花の生活館 泉区緑園4-6-1 (福)秀峰会

対象施設数  12



平成30年度指導監査対象施設・実施状況 介護老人保健施設

実施状況 施設名 所在地 運営法人

◆介護老人保健施設

○ うしおだ老健やすらぎ 鶴見区矢向1-6-20 (公財)横浜勤労社福祉協会

牧野ケアセンター 神奈川区菅田町1481-1

牧野ケアセンター　ユニット型 神奈川区菅田町1481-1

ラ・クラルテ 神奈川区菅田町656-1 (医)廣風会

神奈川苑 神奈川区菅田町1989 (医)紺医会

○ リハリゾートわかたけ 神奈川区菅田町1826 (福)若竹大寿会

ハートケア横浜 西区高島1－4－18 (医)愛友会

えきさい横浜 中区山田町1-1 (一社)日本海員掖済会

○ レストア横浜 南区六ッ川3-5-1 (医)花咲会

○ オアシス 港南区野庭町146-1 (医)光風会

○ 港南あおぞら 港南区野庭町2187-1 (福)ひまわり福祉会

○ すこやか 港南区下永谷5-81-18 (医)明佳会

ユトリアム 保土ケ谷区狩場町200-7 (一財)育生会

○ スカイ 保土ケ谷区常盤台84-1 (医)伊純会

○ けいあいの郷西谷 保土ケ谷区西谷町1018-2 (医)敬歯会

ライフモア保土ケ谷 保土ケ谷区新井町291-1 (医)松山会

境木の丘 保土ケ谷区境木町174-1 (医)藤誠会

○ 老健リハビリよこはま 旭区金が谷614-3 (医)愛優会

グリーンリーブズ赤枝 旭区上川井町2694-7 (医)赤枝会

ケアホーム横浜 旭区上白根町1436-1 (福)関西中央福祉会

ハートケア左近山 旭区市沢町971-1 (医)協友会

四季の森 旭区上白根町778-1 (福)恵愛会

けいあいの郷今宿 旭区今宿東町525-2 (医)敬歯会

リハセンターさわやか 旭区白根町932-1 (医)恵生会

希望の森 旭区上川井町2968-2 (医)司命堂会

シオンよこはま 旭区川井宿町168-1 (医)土合会

ナーシングピア横浜 旭区南本宿町118-19 (福)明友会

ほほえみの郷　横浜 旭区下川井町220-1 (医)悠仁会

○
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人
保健施設

磯子区滝頭1-2-1
(医)ジャパンメディカルアラ
イアンス(指定管理者)

○ 横浜磯子介護老人保健施設 磯子区森1-16-3 (医)芳洋会

ひとりざわ 磯子区氷取沢町93-1 (医)裕徳会

(医)青葉会
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 介護老人保健施設

実施状況 施設名 所在地 運営法人

ひとりざわユニット館 磯子区氷取沢町93-1 (医)裕徳会

ほのぼの 磯子区氷取沢町50 (医)洋光会

こもれび 金沢区釜利谷東5-1-30

ふるさと 金沢区柴町391-10

ふるさとユニット館　彩 金沢区柴町391-10

能見台パートリア 金沢区能見台東10-1 (医)孝和会

あさひな 金沢区朝比奈町107 (医)中村会

新横浜介護老人保健施設カメリア 港北区新羽町4076-5 (医)寛栄会

ファイン新横浜 港北区新羽町1041-3 (医)竹内会

○ ナーシングプラザ港北 港北区新吉田町3170 (医)哺育会

ウェルケア新吉田 港北区新吉田町6028-1 (医)裕正会

○ 横浜市総合保健医療センター 港北区鳥山町1735
(公財)横浜市総合保健医療財
団(指定管理者)

ベルディーナ高田 港北区高田西3-1-12 (医)緑樹会

葵の園・ヨコハマ 緑区三保町1182 (医)葵会

○ 横浜セラトピア 緑区北八朔町1323 (医)桜栄会

○ ライフプラザ新緑 緑区長津田町5708 (医)三喜会

フォーシーズンズヴィラいろどり 緑区三保町867 (医)青鳳会

○ みどりの杜 緑区西八朔町99-1 (福)みどりの風

横浜あおばの里 青葉区鉄町1375 (医)協友会

プラチナ・ヴィラ青葉台 青葉区鴨志田町75-1 (医)徳寿会

○ 青葉の丘 青葉区元石川町6568 (医)白寿会

横浜シルバープラザ 青葉区鉄町2075-5 (医)緑成会

リハリゾート青葉 青葉区奈良4-6-13

リハリゾート青葉ユニット館 青葉区奈良4-6-13

○ 都筑ハートフルステーション 都筑区大棚町74-9 (医)活人会

○ 横浜茅ヶ崎老人保健施設 都筑区茅ヶ崎東5-8-7 (医)恭和会

○ 荏田介護老人保健施設あすなろ 都筑区荏田南町4247

○ 荏田介護老人保健施設あすなろ ユニット館 都筑区荏田南町4247

○ ヒルトップ池辺 都筑区池辺町2218 (医)朝菊会

○ ソフィア都筑 都筑区中川1-1 (医) ピーエムエー

都筑シニアセンター 都筑区東山田町1357 (医)横浜育明会

若葉が丘 都筑区川和町2674-1 (医)若葉会

(医)景翠会

(福)若竹大寿会

(医)健水会
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 介護老人保健施設

実施状況 施設名 所在地 運営法人

ハートケア横浜小雀 戸塚区小雀町2248-1 (医)協友会

うららの里 戸塚区深谷町1412-11 (医)健陽会

○ グリーンワーフ東戸塚 戸塚区川上町151

○ ヒルズ東戸塚 戸塚区上品濃16-7

リハパーク舞岡 戸塚区舞岡町3048-4 (福)親善福祉協会

千の星・よこはま 戸塚区柏尾町1434-3 (医)積愛会

横浜莫愁苑 戸塚区名瀬町2226-1 (医)徳明会

○ ソフィア横浜 戸塚区東俣野町911 (医) ピーエムエー

○ ヒューマンライフケア横浜 戸塚区戸塚町1800-3 (医)横浜柏堤会

○ リハビリポート横浜 栄区公田町1050-2

○ リハビリポート横浜さかえ 栄区公田町1050-2

○ ケアポート田谷 栄区田谷町2030-3 (医)昭洋会

○ 湘南グリーン介護老人保健施設上郷 栄区上郷町1045-1

○
湘南グリーン介護老人保健施設上郷（ユニッ
ト型）

栄区上郷町1045-1

ゆめが丘 泉区和泉町1202 (医)沖縄徳洲会

やよい台仁 泉区弥生台55-55 (医)敬生会

きららの里 泉区中田町3462-4 (医)健陽会

エスポワール和泉 泉区和泉町2604-1 (医)純正会

阿久和鳳荘 泉区新橋町1783 (医)鵬友会

○ 横浜いずみ介護老人保健施設 泉区上飯田町3873-1 (医)芳洋会

恵の杜 瀬谷区阿久和南3-29-1 (福)恵正福祉会

ハートフル瀬谷 瀬谷区中屋敷2-2-1 (医)善仁会

葵の園・ヨコハマ瀬谷 瀬谷区阿久和西3-51-6 (医)ちとせ会

○ 宮沢の里　はなもも苑 瀬谷区宮沢4-13-1 (医)美里会

対象施設数  87

(医)相光会

(医)康久会

(医)協友会
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 介護付有料老人ホーム

実施状況 施設名 所在地 運営法人

◆介護付有料老人ホーム

横浜シティハイム　あすか 鶴見区生麦5-10-21 (株)あすか

○ アズハイム横浜東寺尾 鶴見区東寺尾2-23-19 (株)アズパートナーズ

○ 有料老人ホーム　サニーライフ鶴見 鶴見区上末吉5-4-56

○ 有料老人ホーム　サニーライフ三ッ池公園 鶴見区下末吉5-24-19

たのしい家　横浜鶴見 鶴見区梶山2-16-5 (株)ケア２１

もみの樹・横浜鶴見 鶴見区北寺尾4-3-1
大和ハウスライフサポート
(株)

はなことば鶴見 鶴見区駒岡5-18-17 (株)プラウドライフ

○
介護付有料老人ホーム　プレザンメゾン横浜
羽沢町

神奈川区羽沢町7-1 (株)ケア２１

シニアホーム神奈川 神奈川区神之木町19-15 (株)シニアホーム神奈川

ライフコート西寺尾　介護付有料老人ホーム
「さくらんぼ」

神奈川区西寺尾2-34-18 (株)創生事業団

そんぽの家　横浜神大寺 神奈川区神大寺1-13-45 SOMPOケアメッセージ(株)

○ 花珠の家かながわ 神奈川区三枚町543-3
(株)日本アメニティライフ協
会

カルデアの家 神奈川区菅田町2851 (株)はーとふるセゾン

カーサプラチナみなとみらい 西区花咲町6-143 (株)ハートフルケア

ベストライフ横浜 西区浅間町3-174-9 (株)ベストライフ

リアンレーヴ馬車道 中区本町4-38 (株)木下の介護

シニアホテル横浜 中区万代町2-3-3 (有)湘南ふれあいの園

ツクイ・サンシャイン横浜野毛 中区日ノ出町1-200 (株)ツクイ

○ ヒルデモア三渓園 中区本牧三之谷37-1
東京海上日動ベターライフ
サービス(株)

○ すいとぴー本牧三溪園 中区本牧原1-11 日総ニフティ(株)

○ らいふアシスト馬車道 中区元浜町2-13-1 (株)日立ライフ

グランダ山手・横浜 中区根岸旭台68-2

ボンセジュール横浜新山下 中区新山下2-12-55

横浜パークケアコミュニティそよ風 中区山下町74-2
(株)ユニマット　リタイアメ
ント・コミュニティ

アズハイム横浜上大岡 南区別所3-20-16 (株)アズパートナーズ

○ エクセレント横濱桜並木 南区井土ヶ谷中町30-3
(株)エクセレントケアシステ
ム

○ サニーステージ横濱吉野町 南区新川町5-28-2 (株)小俣組

有料老人ホーム　サニーライフ永田台公園 南区永田台9-3 (株)川島コーポレーション

○ リアンレーヴ井土ヶ谷 南区永田東1-4-10

リアンレーヴ上大岡 南区別所3-26-3

エクセルシオール横浜阪東橋 南区真金町2－13 (医)純正会

(株)川島コーポレーション

(株)ベネッセスタイルケア

(株)木下の介護
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 介護付有料老人ホーム

実施状況 施設名 所在地 運営法人

ニチイホーム東戸塚 南区六ツ川4-1171 (株)ニチイケアパレス

はなことば南 南区新川町2-4-38 (株)まんよう

ライフコミューン上大岡 港南区大久保3-5-53 (株)木下の介護

○ フローレンスケア港南台 港南区港南台6-5-13 工藤建設(株)

ラ・ナシカ上大岡 港南区大久保2-21 (株)シダー

○ エルダーホームケア上大岡 港南区笹下5-2-16 (株)創生事業団

有料老人ホーム　コモンズ 港南区下永谷2-28-17 (有)ソフィアライフ

そんぽの家　港南台 港南区日野中央3-16-7

○ そんぽの家　横浜港南台 港南区日野中央2-32-46

ニチイケアセンター港南台 港南区港南台4-27-3 (株)ニチイ学館

すいとぴー港南台mio 港南区港南台6-23-9 日総ニフティ(株)

くらら上大岡 港南区上永谷1-38-4 (株)ベネッセスタイルケア

未来倶楽部　港南台 港南区港南台6-5-30 (株)未来設計

ハートウォーム港南台 港南区港南台7-34-7 (医)裕徳会

サニーステージ星川 保土ケ谷区桜ケ丘2-33-1 (株)小俣組

○ 横浜エデンの園 保土ケ谷区岩井町207 (福)聖隷福祉事業団

ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷 保土ケ谷区狩場町164-37 (株)ツクイ

ニチイホーム上星川 保土ケ谷区東川島町3-6 (株)ニチイケアパレス

○ 花珠の家ほどがや 保土ケ谷区新井町562-5
(株)日本アメニティライフ協
会

○ サンシティ横浜 保土ケ谷区仏向町1625-1
(株)ハーフ・センチュリー・
モア

○ イリーゼ横浜三ツ沢 保土ケ谷区岡沢町287-2 HITOWAケアサービス(株)

グランダ保土ヶ谷・横浜 保土ケ谷区坂本町106-1

○ メディカルホームグラニー保土ヶ谷・横浜 保土ケ谷区峰岡町3-384-1

未来倶楽部保土ケ谷 保土ケ谷区狩場町164-93 (株)未来設計

フェリエ　ドゥ　横浜　鴨居 保土ケ谷区上菅田町1590-9 ライクケアネクスト(株)

○ サニーステージ二俣川 旭区二俣川1-30-3 (株)小俣組

○ ヴィンテージ・ヴィラ横浜 旭区若葉台4-26
特別法人神奈川県住宅供給公
社

有料老人ホーム　サニーライフ南万騎が原 旭区さちが丘98-1 (株)川島コーポレーション

ライフコミューン希望が丘 旭区東希望が丘18-1 (株)木下の介護

トレクォーレ横浜　若葉台 旭区若葉台4-36-1 (一財)シニアライフ振興財団

中銀ケアホテル横浜希望ヶ丘 旭区東希望が丘149-3

○ 中銀ライフケア横浜希望ケ丘 旭区東希望が丘148

SOMPOケアメッセージ(株)

(株)ベネッセスタイルケア

中銀ライフケアホーム(株)
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 介護付有料老人ホーム

実施状況 施設名 所在地 運営法人

シルバーライフはなみずき 旭区今宿西町190
(株)日本アメニティライフ協
会

○ ベストライフ希望が丘 旭区南希望が丘118 (株)ベストライフ

○ ホームステーションらいふ二俣川 旭区本宿町66-2 (株)らいふ

サニーステージ　洋光台 磯子区洋光台5-1-5 (株)小俣組

○ ヴィンテージ・ヴィラ洋光台 磯子区洋光台4-33-25
特別法人神奈川県住宅供給公
社

SOMPOケア　ラヴィーレ洋光台 磯子区洋光台2-16-26 SOMPOケアネクスト(株)

メディカル・リハビリホームくらら磯子 磯子区磯子2-15-33 (株)ベネッセスタイルケア

○ 有料老人ホーム　サニーライフ金沢八景 金沢区大川7-32 (株)川島コーポレーション

○ SOMPOケア　ラヴィーレ金沢八景 金沢区六浦5-8-8 SOMPOケアネクスト(株)

すいとぴー金沢八景 金沢区瀬戸7-10 日総ニフティ(株)

花珠の家かなざわ
金沢区釜利谷東2-18-33 田嶋
ﾋﾞﾙ

(株)日本アメニティライフ協
会

○ グランダ金沢八景 金沢区六浦3-9-1

メディカルホームグランダ金沢文庫 金沢区谷津町84-3

シニアフォレスト横浜金沢 金沢区東朝比奈3-24-5 (株)メディカルケアシステム

介護付有料老人ホーム　すこや家・北新横浜 港北区北新横浜2-3-1 (株)ウイズネット

有料老人ホーム　サニーライフ綱島 港北区綱島西3-4-16 (株)川島コーポレーション

ライフコミューン綱島 港北区綱島西5-20-8 (株)木下の介護

SOMPOケア　ラヴィーレ綱島 港北区新吉田東8-16-33 SOMPOケアネクスト(株)

ニチイホーム菊名 港北区菊名6-20-42 (株)ニチイケアパレス

○ コミュニティハウスすいとぴー新横浜 港北区北新横浜2-3-6 日総ニフティ(株)

○ せらび新横浜 港北区北新横浜2-2-3 (株)日本ケアリンク

カーサプラチナ日吉 港北区箕輪町3-2-7 (株)ハートフルケア

はなことば新横浜 港北区新横浜1-11-5

はなことば新横浜２号館 港北区新横浜1-11-1

フローレンスケア横浜森の台 緑区森の台12-12 工藤建設(株)

○ はぴね横浜 緑区十日市場町876-8 グリーンライフ東日本(株)

○ ジョイライフ鴨居 緑区鴨居6-16-16

ジョイライフ十日市場 緑区十日市場町880-12

○ SOMPOケア　ラヴィーレ十日市場 緑区十日市場町824-2 SOMPOケアネクスト(株)

花珠の家みどり 緑区霧が丘1-12-9
(株)日本アメニティライフ協
会

ナーシングホーム横浜ゆうふくの郷 緑区北八朔町2030-1 プルネエズ(株)

さくらの郷 緑区鴨居4-52-15 (株)Brain

(株)ベネッセスタイルケア

(株)プラウドライフ

(株)ジョイライフ
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 介護付有料老人ホーム

実施状況 施設名 所在地 運営法人

未来倶楽部　十日市場 緑区十日市場町902-15 (株)未来設計

有料老人ホーム　サニーライフ青葉 青葉区荏田西4-7-16

有料老人ホーム　サニーライフ横浜 青葉区みたけ台41-1

ライフコミューンあざみ野 青葉区あざみ野南2-1-12

ライフコミューン市ケ尾 青葉区荏田西1-15-23

○ ライフコミューンたまプラーザ 青葉区美しが丘4-7-10

○ ライフコミューン松風台 青葉区松風台13-13

リアンレーヴ市ヶ尾壱番館 青葉区市ケ尾町1075-9

リアンレーヴ市ヶ尾弐番館 青葉区市ケ尾町1156-3

フローレンスケア美しが丘 青葉区美しが丘4-43-4 工藤建設(株)

家族の家ひまわり市が尾 青葉区荏田西4-7-8 (株)三英堂商事

○ ロイヤルレジデンスあざみ野 青葉区あざみ野4-37-6 (株)社会福祉総合研究所

○ ジョイライフ第二藤が丘 青葉区千草台38-3

ジョイライフ藤が丘 青葉区千草台13-5

コンフォートガーデンあざみ野 青葉区あざみ野1-23-6 セコムフォート(株)

有料老人ホーム　もえぎ野の杜 青葉区柿の木台14-3 (株)千雅

○ グランケアあざみ野 青葉区新石川1-7-1 (株)東急イーライフデザイン

○ グランクレール藤が丘 青葉区藤が丘1-37-1 東急不動産(株)

ヒルデモアこどもの国 青葉区奈良町750-1
東京海上日動ベターライフ
サービス(株)

ニチイホーム青葉台 青葉区青葉台1-19-3

ニチイホーム藤が丘 青葉区千草台23-7

イリーゼたまプラーザ 青葉区美しが丘1-5-31 HITOWAケアサービス(株)

○ ベストライフ市ヶ尾 青葉区市ケ尾町1162-27

○ ベストライフ江田 青葉区荏田西2-15-1

ボンセジュール荏田 青葉区荏田西2-14-6

ボンセジュールたまプラーザ 青葉区新石川2-23-5

○ メディカルホームくらら青葉台 青葉区青葉台2-30-1

未来倶楽部青葉台 青葉区松風台37-1

○ 未来倶楽部　青葉田奈 青葉区田奈町46-1

未来倶楽部　美しが丘 青葉区美しが丘西2-40-1

未来倶楽部　さくら台 青葉区桜台35-25

サンライズ・ヴィラ藤が丘 青葉区千草台34-1 ライクケアネクスト(株)

(株)ジョイライフ

(株)川島コーポレーション

(株)木下の介護

(株)ニチイケアパレス

(株)ベストライフ

(株)ベネッセスタイルケア

(株)未来設計
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実施状況 施設名 所在地 運営法人

ぴあはーと　藤が丘 青葉区藤が丘2-4-8 ライフケアデザイン(株)

○ サニーステージ中山 都筑区佐江戸町1784-2 (株)小俣組

有料老人ホームライフ＆シニアハウス港北 都筑区中川中央1-39-11

ライフ＆シニアハウス港北２ 都筑区茅ケ崎南2-18-7

○ SOMPOケア　ラヴィーレあざみ野 都筑区あゆみが丘19-24 SOMPOケアネクスト(株)

ヒュッテ荏田南 都筑区荏田南5-18-75
東京海上日動ベターライフ
サービス(株)

ニチイホーム仲町台 都筑区勝田南1-1-45

○ ニチイホーム仲町台Ⅱ番館 都筑区勝田南1-1-51

○ ニチイホームセンター北 都筑区中川中央1-29-24

イリーゼ横浜センター南 都筑区中川中央2-3-28 HITOWAケアサービス(株)

はなことばセンター南 都筑区中川中央2-4-10 (株)プラウドライフ

ゆうらいふ横浜事業所 都筑区仲町台5-7-8 三井住友海上ケアネット(株)

未来倶楽部　荏田 都筑区荏田南3-29-21 (株)未来設計

有料老人ホーム　サニーライフ東戸塚 戸塚区前田町506-14 (株)川島コーポレーション

有料老人ホームメルシー東戸塚 戸塚区品濃町509-1 (株)ケアホテルマネジメント

有料老人ホームシニアホテル東戸塚イースト
ウィング

戸塚区上品濃16-8 (有)湘南ふれあいの園

クラシックレジデンス東戸塚 戸塚区上品濃1-18 (福)草加福祉会

SOMPOケア　ラヴィーレ戸塚 戸塚区吉田町2014-1

SOMPOケア　ラヴィーレ緑園都市 戸塚区名瀬町2460-3

ツクイ・サンシャイン横浜戸塚 戸塚区東俣野15-1 (株)ツクイ

○ ニチイケアセンター横浜戸塚 戸塚区深谷町1412-1 (株)ニチイ学館

○ すいとぴー東戸塚 戸塚区品濃町881-33 日総ニフティ(株)

○ はなことば戸塚 戸塚区吉田町1868-9 (株)プラウドライフ

メデイカル・リハビリホームくらら戸塚 戸塚区上倉田町865-1 (株)ベネッセスタイルケア

○ マリ・ド・ラ・パシオンの家 戸塚区原宿4-35-10 (有)マザー

ミモザ横濱紅葉苑 戸塚区原宿2-1-13 ミモザ(株)

○ シニアフォレスト横浜戸塚 戸塚区俣野町461 (株)メディカルケアシステム

クラシック・コミュニティ横浜 戸塚区戸塚町1978-1
(株)ユニマット　リタイアメ
ント・コミュニティ

○ 戸塚共立ゆかりの里
戸塚区戸塚町157-3　ONE FOR
ALL横浜3～5階

(医)横浜柏堤会

ライフコミューン本郷台 栄区飯島町2073 (株)木下の介護

○ グランレーヴ本郷台 栄区小菅ケ谷4-12-11 (株)ケアネット徳洲会

○ そんぽの家　戸塚南 栄区長沼町737 SOMPOケアメッセージ(株)

SOMPOケアネクスト(株)

(株)生活科学運営

(株)ニチイケアパレス
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実施状況 施設名 所在地 運営法人

○ 介護付有料老人ホーム　おもとの郷横浜栄 栄区長沼町476-1 (株)たちばなベスト

○ イリーゼ横浜港南台 栄区庄戸1-12-11 HITOWAケアサービス(株)

グラニー栄・横浜 栄区小菅ケ谷1-24-3

グランダ大船東 栄区笠間3-22-10

ネクサスコート本郷台 栄区飯島町1382 (株)ランドネクサス

はなまるハウス弥生台 泉区新橋町920-1 (株)愛誠会

アズハイム横浜いずみ中央 泉区和泉中央南5-18-29 (株)アズパートナーズ

有料老人ホーム　サニーライフ横浜泉 泉区中田北2-14-28 (株)川島コーポレーション

ライフコミューンいずみ中央 泉区和泉中央南5-19-11 (株)木下の介護

SOMPOケア　ラヴィーレ弥生台 泉区新橋町1044-1 SOMPOケアネクスト(株)

○ 有料老人ホーム　サニーライフ瀬谷 瀬谷区橋戸1-27-1 (株)川島コーポレーション

○ リアンレーヴ横浜瀬谷 瀬谷区瀬谷5-34-3 (株)木下の介護

すいとぴー三ツ境 瀬谷区瀬谷1-23-4 日総ニフティ(株)

○ カーサプラチナ三ツ境 瀬谷区三ツ境80-1 (株)ハートフルケア

はなことば瀬谷 瀬谷区宮沢2-22-21 (株)プラウドライフ

ミモザ横濱紫陽花苑 瀬谷区阿久和西1-7-2 ミモザ(株)

サンライズ･ヴィラ瀬谷 瀬谷区相澤7-9-2 ライクケアネクスト(株)

対象施設数  176

(株)ベネッセスタイルケア
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 介護療養型医療施設

実施状況 施設名 所在地 運営法人

◆介護療養型医療施設

横浜鶴ヶ峰病院 旭区川島町1764 (医)順正会

横浜市総合保健医療センター 港北区鳥山町1735
(公財)横浜市総合保健医療財
団(指定管理者)

竹山病院 緑区竹山3-1-9 (医)恵生会

横浜病院 緑区寺山町729 (医)元気会

○ 横浜田園都市病院 緑区長津田町3031-2 (医)若葉会

十慈堂病院 戸塚区南舞岡1-23-9 (医)敬生会

○ 三ツ境病院 瀬谷区三ツ境23-8 (医)愛生会

対象施設数  7
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 障害者支援施設等
（障害者支援施設・身体障害者社会参加支援施設）

実施状況 施設名 所在地 運営法人

◆障害者支援施設

希望 鶴見区矢向1-14-18 (福)白根学園

○ シーダ日野学園 港南区日野中央2-25-1 (福)聖坂学園

○ 偕恵 旭区上白根町783 (福)偕恵園

しらねの里 旭区上白根町1092

光の丘 旭区白根7-10-6

○ くるみ学園（成人部） 旭区金が谷550

○ ホルツハウゼ 旭区金が谷550

○ 航 金沢区釜利谷南2-8-1 (福)すみなす会

花みずき 港北区新吉田町6001-1

横浜らいず 港北区新吉田町6001-6

○
横浜市総合リハビリテーションセンター障害
者支援施設

港北区鳥山町1770
(福)横浜市リハビリテーショ
ン事業団(指定管理者)

○ 青葉メゾン 青葉区奈良町1757-3 (福)ル・プリ

○ 東やまたレジデンス 都筑区東山田町270 (福)横浜やまびこの里

朝日塾 戸塚区東俣野町57-6 (福)朝日の里

ソイル栄 栄区笠間3-10-7 (福)であいの会

リエゾン笠間 栄区笠間3-10-1 (福)同愛会

横浜市松風学園 泉区上飯田町1987 横浜市

よこはまリバーサイド泉 泉区下飯田町355 (福)横浜市社会事業協会

恵和青年寮 保土ケ谷区今井町691 (福)恵和

のばら園 保土ケ谷区狩場町200-6 (福)光風会

たっちほどがや 保土ケ谷区仏向町1600-2 (福)十愛療育会

○ てらん広場 保土ケ谷区上菅田町1696 (福)同愛会

対象施設数  22

◆身体障害者社会参加支援施設

○ 横浜訓練センター（盲導犬訓練施設） 旭区矢指町1954-1 (公財)日本補助犬協会

○ 神奈川訓練センター（盲導犬訓練施設） 港北区新吉田町6001-9 (公財)日本盲導犬協会

○
障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール
（視聴覚障害者情報提供施設）

港北区鳥山町1752

○
障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール
（身体障害者福祉センター）

港北区鳥山町1752

○
横浜市総合リハビリテーションセンター（補
装具製作施設）

港北区鳥山町1770

○ 横浜あゆみ荘（身体障害者福祉センター） 都筑区都筑区葛が谷2-3
(福)横浜市社会福祉協議会
(指定管理者)

対象施設数  6

(福)白根学園

(福)ル・プリ

(福)横浜共生会

(福)横浜市リハビリテーショ
ン事業団(指定管理者)
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 保護施設等
（救護・更生・相談・隣保）

実施状況 施設名 所在地 運営法人

◆保護施設（救護施設）

○ 岡野福祉会館 西区岡野２－１５－６
(福)恩賜財団神奈川県同胞援
護会

清明の郷 南区中村町５－３１５ (福)横浜社会福祉協会

横浜市浦舟園 南区浦舟町３－４６
(福)神奈川県匡済会
(指定管理者)

対象施設数  3

◆保護施設（更生施設）

民衆館 南区睦町１－２７ (福)横浜愛隣会

横浜市中央浩生館 南区中村町３－２１１
(福)横浜市社会事業協会
(指定管理者)

○ 甲突寮 磯子区丸山１－１９－２０ (福)幼年保護会

対象施設数  3

◆相談事業

○ 神奈川生活相談所 神奈川区新町１５－６ (公財)柿葉会

○ 横浜いのちの電話 保土ケ谷区 (福)横浜いのちの電話

対象施設数  2

◆隣保事業

横浜市生活自立支援施設はまかぜ 中区
(福)神奈川県匡済会
(指定管理者)

対象施設数  1
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平成30年度指導監査対象施設・実施状況 保護施設等
（無料低額宿泊事業）

実施状況 施設名 所在地 運営法人

◆無料低額宿泊事業

鶴見三ツ池荘 鶴見区 (特非)相模

ステップホーム鶴見寮 鶴見区 (株)ステップホーム

獅子ヶ谷寮 鶴見区 (特非)中高齢支援会

○ 片倉荘 神奈川区 (特非)相模

ダイアパレス妙蓮寺 神奈川区 (株)ＹＢＣホーム

西岡野荘 西区 (特非)相模

ＹＢＣホーム伊勢町 西区 (株)ＹＢＣホーム

末吉寮 中区

富士見寮 中区

○ 東橋寮 南区

南太田寮 南区

○ スマイルハイツ 南区

大東ハイツ 南区

ドリームハイツ 南区

ＹＢＣホーム大岡 南区

ＹＢＣホーム中村町 南区

ＹＢＣホームむつみ町 南区

○ 自立支援サポートセンター縁 保土ケ谷区 個人

若葉寮 旭区 (株)ＭＫサービス

旭白根荘 旭区 (特非)相模

磯子荘 磯子区 (特非)相模

○ ＹＢＣホーム森 磯子区 (株)ＹＢＣホーム

○ サンルーム港北 港北区

サンルーム新横浜 港北区

○ 鴨居荘 緑区

東本郷荘 緑区

東本郷荘２番館 緑区

生活者支援センターたちばな台寮 青葉区 (株)ＭＫサービス

青葉田奈荘 青葉区 (特非)相模

サンルーム青葉 青葉区 (特非)サンルーム

○ ホープ横浜青葉 青葉区 (一社)ホープ

(株)横浜みなとクラブ

(株)横浜みなとクラブ

(株)ＹＢＣホーム

(特非)サンルーム

(特非)相模



平成30年度指導監査対象施設・実施状況 保護施設等
（無料低額宿泊事業）

実施状況 施設名 所在地 運営法人

東山田荘 都筑区 (特非)相模

ホープ横浜都筑 都筑区 (一社)ホープ

戸塚影取荘 戸塚区

戸塚荘 戸塚区

さくら戸塚ハウス 戸塚区 (特非)さくら福祉推進協会

○ 東戸塚寮 戸塚区 (特非) ふれんでぃ

栄公田荘 栄区

栄荘 栄区

栄荘１ 栄区

サンルーム和泉 泉区 (特非)サンルーム

瀬谷宮沢荘 瀬谷区 (特非)相模

○ ステップホーム瀬谷寮 瀬谷区 (株)ステップホーム

対象施設数  43

(特非)相模

(特非)相模



法人・施設略称一覧

略記

社会福祉法人 (福)

株式会社 (株)

有限会社 (有)

医療法人

医療法人社団

医療法人財団

社会医療法人

一般財団法人 (一財)

公益財団法人 (公財)

社団法人 (社)

一般社団法人 (一社)

特定非営利活動法人 (特非)

(医)

44


	01 平成30年度指導監査の結果概要
	02 平成30年度監査結果一覧(文書指摘) 
	社会福祉法人
	特別養護老人ホーム
	養護・軽費老人ホーム
	老人短期入所施設
	介護老人保健施設
	介護付有料老人ホーム
	介護療養型医療施設
	障害者支援施設・身体障害者社会参加支援施設
	救護・更生・相談・隣保
	無料低額宿泊事業

	03 平成30年度監査結果(法人・施設一覧)
	社会福祉法人
	特別養護老人ホーム
	養護・軽費老人ホーム
	老人短期入所施設
	介護老人保健施設
	介護付有料老人ホーム
	介護療養型医療施設
	障害者支援施設・身体障害者社会参加支援施設
	救護・更生・相談・隣保
	無料低額宿泊事業
	法人略称一覧

	老人短期入所施設
	④(短期)H30.4.1

	老人短期入所施設
	④(短期)H30.4.1

	老人短期入所施設
	④(短期)H30.4.1




