
平成 29 年 8 月 28 日 

  健康福祉局監査課 

平成 28 年度 指導監査結果の概要 

社会福祉法人等に対して 1,329 件の改善指導を行いました 

 

 

 

【平成 28 年度 指導監査の実績】 

法人・施設数 
指導監査 

実施数 

改善指導件数 

要報告事項 通知事項 計 

社会福祉法人 164 75 56 259 315 

社
会
福
祉
施
設
等 

特別養護老人ホーム等 176 94 55 459 514 

介護老人保健施設 83 30 18 177 195 

介護付有料老人ホーム 156 55 9 218 227 

介護療養型医療施設 10 1 0 11 11 

障害者支援施設等 28 15 7 37 44 

保護施設等 54 14 6 17 23 

小計 507 209 95 919 1,014 

合計 671 284 151 1,178 1,329 

 注)28 年度は特別指導監査の実績なし 

１ 主な改善指導の内容 
(1) 社会福祉法人

・決算書類や、会計処理の不備に関するもの

・業者選定手続や稟議書の不備など契約事務に関するもの

・法人代表者や資産の総額に関する登記の事務の遅延に関するもの

(2) 特別養護老人ホーム等

・業者選定手続や稟議書の不備など契約事務に関するもの

・労使協定の届出遅延などに関するもの

・預り金の管理に関するもの

(3) 介護老人保健施設

・介護報酬算定基準の誤認識及び算定の誤りに関するもの

健康福祉局では、社会福祉法人・施設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 28 年度は、合計 671 法人・施設のうち 284 法人・施設に対して指導監査を行い、1,329 件の改

善指導を行いました。

今回の監査では、契約事務や会計処理、労使協定の届出遅延などに関して改善が必要な事例が多く見

受けられました。

※１ 要報告事項は、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。

※２ 通知事項は、法人・施設に対して改善が必要な事項を文書で通知するもので、自主的な改善を趣旨としているため

改善報告を求めていません。

※３ 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。

※４ 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。

※５ 保護施設等には、保護施設(救護施設、更生施設)のほか、無料低額宿泊事業、隣保事業及び相談事業を含みます。

※６ 要報告事項は資料１、実施状況は資料２に記載しています。
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・労使協定の届出遅延などに関するもの 

・預り金の管理に関するもの 

(4) 介護付有料老人ホーム 

・市への事故報告の提出漏れに関するもの 

・労使協定の届出遅延などに関するもの 

・備蓄や防災訓練など非常災害対策の不備に関するもの 

・預り金の管理に関するもの 

(5) 介護療養型医療施設 

・労使協定の届出遅延などに関するもの 

(6)障害者支援施設等 

・自立支援給付費の加算の請求の誤りや、記録の不備に関するもの 

・個別支援計画の策定及び変更の手順の不備に関するもの 

・労使協定の届出遅延などに関するもの 

(7) 保護施設等 

・苦情解決機関等の利用者への周知不足に関するもの 

・業者選定手続や稟議書の不備など契約事務に関するもの 

・防災訓練の不備に関するもの 

 

２ 指導監査の実施概要 

(1) 対象法人・施設選定の目安 

 

(2) 対象期間 

主として前年度及び当該年度を対象期間として実施しました。 

 

(3) 監査の方法 

関係法令、通知等に基づき、対象ごとに指導監査基準を作成し、法人の運営や、管理・サービ

ス提供等の施設の運営状況を確認しました。 

実地の検査では、抽出により帳簿等関係書類を検査するとともに、法人・施設職員からの説明

聴取などを実施しました。 

 選定の目安 

社会福祉法人 
毎年度１回実施 
ただし、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
法人は２年に１回の実施 

特別養護老人ホーム等 
毎年度１回実施 
ただし、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
施設は２年に１回の実施 

介護老人保健施設 
介護保険法に基づき随時実施 
概ね３年に１回を目安に実施 

介護付有料老人ホーム 概ね３年に１回を目安に実施 

介護療養型医療施設 これまでの実施状況等をもとに所管課と調整して実施 

障害者支援施設等 
毎年度１回実施 
ただし、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
施設は２年に１回の実施 

保護施設等 概ね２年に１回実施 
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 法人指導監査

法人名 指摘内容 根拠 改善状況

（福）愛成会

　国庫補助金等特別積立金について、平成27
年度決算の財務諸表及び附属明細書と、固定
資産管理台帳の記載に齟齬があるため、法人
内で精査のうえ、平成28年度処理で必要な修
正を行うこと。

会計基準4章第4(3)
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善予定

（福）愛光会
　契約金額が100万円を超える場合には、契
約書を作成すること。

定款準則第20条
法人経理規程第68条、第69条

改善済

（福）アドベンチスト
福祉会

　減価償却を適切に行うこと。また、平成27
年度処理の誤りについて、平成28年度におい
て修正を行うこと。

会計基準第4章第3（5）
注解第17（1）
運用指針第17（1）（2）

改善済

（福）育生会

　平成27年度決算について、固定資産管理台
帳等に記載された、設備資金借入金元金償還
補助金の取崩額とそれ以外の国庫補助金等特
別積立金の取崩額の合計が、財務諸表の事業
活動計算書に記載された国庫補助金等特別積
立金取崩額に一致しないため、法人内で精査
の上、平成28年度中処理にて国庫補助金等特
別積立金における必要な修正を行うこと。

会計基準第4章第4（3）
注解（注10）
運用指針第15

改善予定

（福）鶴門会
　法人経理規程について、厚生労働省令に定
められた社会福祉法人会計基準に準拠し、速
やかに改正すること。

指導監査要綱Ⅲ３(2)１
運用上の留意事項１(4)

改善済

　法人経理規程について、厚生労働省令に定
められた社会福祉法人会計基準に準拠し、速
やかに改正すること。

指導監査要綱Ⅲ３(2)１
運用上の留意事項１(4)

改善済

　会計責任者と出納職員(責任者)の兼務を解
消すること。

指導監査要綱Ⅲ３(2)２
指導監督徹底通知５(3)ア
運用上の留意事項１(1)

改善済

　出納業務を行う職員は、出納職員に任命す
ること。

運用上の留意事項第1（2） 改善済

　預金残高について、毎月末帳簿残高と照合
すること。

定款準則第20条
法人経理規程29条

改善済

　利用者への立替金について、各立替の個別
具体的な状況を随時把握できるよう、管理方
法を見直すこと。

定款準則第20条
法人経理規程第11条

改善予定

　理事会及び評議員会について、必要な審議
事項が審議されていなかったので、是正する
こと。また、審議すべき時期が遅れているも
のもあるので、適切な時期に議決すること。

法人指導監査要綱Ⅰ-5-(1)-4、
Ⅰ-6-7

改善予定

（福）旭風会
　評議員に長期にわたり欠員が生じているの
で、速やかに補充すること。

社会福祉法第42条第2項
定款準則第12条備考1(評議員会)

改善予定

（福）近代老人福祉協
会

　財務諸表及び固定資産管理台帳について、国庫
補助金等特別積立金に誤りがあるため、法人内で
精査のうえ、平成28年度処理で適切に修正するこ
と。

会計基準第4章第4（3）
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善予定

（福）敬愛

　財務諸表及び固定資産管理台帳について、
国庫補助金等特別積立金に誤りがあるため、
法人内で精査のうえ、平成28年度処理で適切
に修正すること。

会計基準第4章第4（3）
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善予定

（福）かれん

（福）絆会

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 法人指導監査

法人名 指摘内容 根拠 改善状況

　財務諸表、注記及び附属明細書について、
様式や記載内容が現在の社会福祉法人会計基
準に適合するよう、正確・明瞭な金額や勘定
科目等で記載し、作成すること。

会計基準第1章、第2章第7、第3
章第6、第4章第6
注解(注1)、(注25)
運用指針5(3)、7、21(1)、
23(1)(2)、別添3
等

改善予定

　平成27年度末の支払資金残高について、貸
借対照表と資金収支計算書の間に差異がある
ので、平成28年度処理で修正を行うこと。
　また、財務諸表の注記に処理内容がわかる
よう記載すること。

会計基準第2章第2、第5章
会計基準注解(注6、24)

改善予定

　契約予定価格が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、契約業者選定に当たっては稟議書等
を作成し、理由を明確にすること。

社援施第7号1(3)(4) 改善予定

　理事について、親族等の特殊の関係にある
者が定款で定める数を超えているので、是正
すること。

定款準則第5条備考(2) 改善予定

（福）恵友会
　高額な契約について、原則として競争入札
を実施すること。

指導監督徹底通知５(3)エ
社援施第７号
法人経理規程第12章

改善済

　契約予定価格が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、契約業者選定に当たっては稟議書等
を作成し、理由を明確にすること。

社援施第7号1(3)(4) 改善予定

　施設利用者から預かる金銭等は、法人に係
る会計とは別途管理すること。

運用上の留意事項第1（3） 改善済

　法人経理規程に基づき、本部サービス区分
を他サービス区分と分けて会計処理を行うこ
と。

運用上の留意事項第6
法人経理規程第5条

改善済

（福）さくら会

　契約予定価格が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、契約業者選定に当たっては稟議書等
を作成し、理由を明確にすること。

社援施第7号1(3)(4) 改善予定

（福）親善福祉協会
　法人が実施する全ての事業について、社会
福祉法人会計基準等に基づく統一された会計
処理を、常時実施すること。

会計基準省令第1条第3項 改善予定

　サービス区分について、航拠点及び地域支
援センター拠点で実施する事業内容に応じて
サービス区分を設定し、経理規程の改正を行
うこと。

法人経理規程第５条
運用上の留意事項第５
運用上の取扱い第３
会計基準省令第10条

改善済

　高額な契約について、原則として競争入札
を実施すること。

法人経理規程第12章
指導監督徹底通知５(3)エ
社援施第７号

改善済

（福）恵愛会

（福）孝楽会

（福）すみなす会

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 法人指導監査

法人名 指摘内容 根拠 改善状況

　金銭の支払いは、不明りょうな出納が発生
しないよう、請求書等の証ひょうに基づいて
行うこと。

会計基準省令第2条 改善予定

　すべての取引について、明りょうに会計帳
簿に記録すること。

会計基準省令第2条第1号、第2号 改善予定

　契約予定価格が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、契約業者選定に当たっては稟議書等
を作成し、理由を明確にすること。

社援施第7号1(3)(4) 改善予定

　契約書の内容に不備があるので、是正する
こと。
　なお、類似の状況がないか、法人が結んで
いる全契約について自己点検すること。

定款準則第20条
法人経理規程第69条、第70条

改善予定

　公益事業に資金収支上や事業活動計算書
上、赤字が経常的に生じていることから、社
会福祉事業の経営に支障が生じないよう、具
体性かつ実効性を持つ経営改善計画を策定
し、理事会に諮ること。

社会福祉法第26条
審査基準第1-2-(3)
指導監査要綱Ⅱ-3-(1)

改善予定

　契約予定価格が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、契約業者選定に当たっては稟議書等
を作成し、理由を明確にすること。

社援施第7号1(3)(4) 改善予定

　平成27年度決算の財務諸表及び附属明細書
と、固定資産管理台帳の記載に齟齬があるた
め、平成28年度処理で必要な修正を行うこ
と。

会計基準4章第4(3)
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善済

（福）たすけあいゆい 　収益事業の計算書類を区分すること。
会計基準省令第7条、第10条
運用上の留意事項第４(2)

改善予定

　国庫補助金等特別積立金について、平成27
年度決算の財務諸表及び附属明細書と、固定
資産管理台帳の記載に齟齬があるため、法人
内で精査のうえ、平成28年度処理で必要な修
正を行うこと。

会計基準第4章第4(3)
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善予定

　法人が結んでいる契約について、変更契約
等の必要性が生じた場合には、遅滞なく相手
方との協議を行うこと。
　また、契約書の内容に変更がある場合に
は、遅滞なく変更契約書等を作成すること。

定款準則第20条
法人経理規程第71条、72条

改善予定

　契約書は、日付等の漏れ等がないよう、適
切に作成すること。
　また、契約書等にて定めるべき事項につい
ては、必要な協議を適宜行った上、契約書等
を遅滞なく作成すること。

定款準則第20条
法人経理規程第71条、72条

改善予定

　理事会及び評議員会について、必要な審議
事項が審議されていなかったので、是正する
こと。

指導監査要綱Ⅰ-5-(1)、Ⅰ-6 改善予定

（福）創生会

（福）大富福祉会

（福）中川徳生会

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 法人指導監査

法人名 指摘内容 根拠 改善状況

　基本財産の額が、定款と決算書類で一致し
ていないので是正すること。

社会福祉法第43条
社旗福祉法施行規則第４条
法人審査基準第2の2(1)

改善済

　共同募金会からの配分金を適切に計上し、
国庫補助金等特別積立金を積み立てること。

会計基準省令第6条第2項
運用上の取扱い第10
運用上の留意事項第9(3)、
第15

改善済

　会計基準への移行処理を適切に行うととも
に、法人経理規程に基づき、会計帳簿を拠点
区分ごとに作成すること。

社会福祉法人会計基準への移行
時の取扱い
運用上の留意事項第2(3)
法人経理規程第5条、第11条

改善予定

　社会福祉法人会計基準に基づき財務諸表及
び注記を適切に作成すること。（通知に基づ
いた様式を使用し、１年基準を適用するこ
と。）

会計基準第2章、第3章、第4章、
第5章
運用指針第21(2)

改善予定

　契約予定価格が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、契約業者選定に当たっては稟議書等
を作成し、理由を明確にすること。

社援施第7号1(3)(4) 改善予定

　資金収支計算書の「当期末支払資金残高」
に誤りがあるので、平成28年度処理で修正す
ること。

会計基準第3章第4（6） 改善予定

（福）杜の会
　高額な契約は、原則として競争入札を実施
すること。

法人経理規程第13章
指導監督徹底通知５(3)エ
社援施第７号

改善済

　契約書について、数量・単価等の重要事項
をもれなく記載すること。また、契約内容を
変更する場合は、変更契約書を作成するこ
と。

定款準則第20条
法人経理規程第69条、第70条

改善予定

　契約書等の証憑書類について、内容に誤り
のあるものや保管されていないものがあるた
め、是正すること。

社援施第7号2
法人経理規程第13条、第25条、
第69条、第70条

改善予定

　法人が行う取引のうち、入札対象案件を含
む複数の契約において親族の経営する事業者
との単独随意契約が行われる等、適正な契約
手続きが実施されていないものがあったため
是正すること。

社援施第7号1（3）
指導監督徹底通知5（3）

改善予定

　固定資産管理台帳に記載が必要な物品の計
上漏れがないかどうか法人内で精査し、必要
な処理を行うこと。

定款準則第20条
法人経理規程第46条

改善予定

（福）夢２１福祉会
　拠点区分間の立替金、未払金について把握
するとともに今年度中に精算を行うこと。

会計基準省令第２条
運用上の留意事項第11
運用上の留意事項第12

改善済

　高額な契約は稟議書等を用いて経緯の詳細
を記載し、検討の経過を記録として残すこ
と。

法人経理規程第11章
指導監督徹底通知５(3)エ
社援施第７号

改善済

　理事会議事の議決について、一部必要な議
決数を満たしていないものがあったので、是
正すること（過半数議決時の議決数の不
足）。

定款準則第９条 改善済

（福）幼年保護会

（福）陽だまりの会

（福）みどり共生会

（福）明友会

（福）悠遊会

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 法人指導監査

法人名 指摘内容 根拠 改善状況

　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
細書の間に齟齬があるので、原因を精査し、
平成28年度処理で必要な修正を行うこと。

会計基準第3章第4
注解（注10）
運用指針第15

改善済

　事業活動計算書において、施設整備等補助
金収益と国庫補助金等特別積立金積立額の間
に齟齬があるので、平成28年度処理で必要な
修正を行うこと。

会計基準第3章第4
注解（注11）
運用指針第15

改善済

　高額な契約について、原則として競争入札
を実施すること。

法人経理規程第12章
指導監督徹底通知５(3)エ
社援施第７号

改善済

　入札記録について、適切に整備・保存する
こと。

指導監督徹底通知５(２)ウ 改善済

指摘数  56 件

（福）横浜博萌会

（福）横浜やまびこの
里

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 特別養護老人ホーム等
(特別養護老人ホーム)

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

青葉あさくら
苑

（福）一乗谷友
愛会

　事業活動計算書において、施設整備等
補助金収益と国庫補助金等特別積立金積
立額の間に齟齬があるので、平成28年度
処理で必要な修正を行うこと。

会計基準第3章第4
注解（注11）
運用指針第15

改善済

　療養食加算について、療養食を提供し
ていない者に加算を算定していたので、
過誤調整すること。

報酬通知第2-5-(23）（第2-2-
(13)準用）

改善済

　入所者預り金の出納事務について、購
入者でない者に請求していた事例がある
ので是正すること。また、4月以降の出納
状況を自主点検すること。

通所介護等における日常生活
に要する費用の取扱いについ
て（平成12年3月30日老企第54
号）ほか

改善済

　消防用設備の不具合箇所について、早
期に修理すること。

消防法第17条第1項
社会福祉施設における防火安
全対策の強化について

改善予定

　浴槽水においてレジオネラ菌が基準値
を大幅に超える検査結果が確認されてい
たため、保健所にその旨通知し、その指
示に従うこと。
　また、レジオネラ症を予防するために
必要な措置に関する技術上の指針に則っ
た管理を徹底すること。

レジオネラ症を予防するため
に必要な措置に関する技術上
の指針（平成15年7月25日厚生
労働省告示第264号)

改善予定

今井の郷
（福）横浜白光
会

　療養食加算について、医師の指示する
食事せんの存在が確認できない者に算定
していたため、自主点検のうえ過誤調整
すること。

報酬通知第2-5-(23）（第2-2-
(13)準用）

改善済

ヴェルデの森 （福）清風会

　介護支援専門員の人員配置について、
配置基準を満たしていない状況にあるの
で、すみやかに是正するとともに減算の
届出を行い過誤調整すること。

老福条例第4条第1項第6号 改善予定

　小口現金の残高確認の方法を整理する
こと。

運用上の留意事項第1(1) 改善済

　貸借対照表及び附属明細書等における
国庫補助金等特別積立金に齟齬があるた
め、固定資産管理台帳等補助簿を含め、
平成28年度処理で必要な修正を行うこ
と。

会計基準4章第4(3)
注解（注11）
運用指針15

改善済

グリンサイド
清盛

（福）清正会
　施設サービス計画について、入所者全
員に対して作成し、必要に応じて見直し
を行うこと。

特養条例第15条
特養通知第4-2
老福条例第16条
老福通知第4-10

改善予定

クロスハート
野七里・栄

（福）伸こう福
祉会

　栄養マネジメント加算について、同意
の前に加算を算定しているものがあった
ので、過誤調整すること。

報酬通知第2-5-(18) 改善予定

　看護体制加算Ⅱに必要な人員が不足し
ている月が見受けられたので是正するこ
と。
　また、加算状況について自主点検し、
返還等必要な手続きを行うこと。

厚生労働大臣が定める施設基
準(平成27年 厚告第96号)十
二、五十一

改善予定

　入所者の預り金について、残高確認の
方法を是正すること。

通所介護等における日常生活
に要する費用の取扱いについ
て（平成12年3月30日老企第54
号）ほか

改善済

（福）孝楽会

（福）怡土福祉
会

（福）創生会あだちホーム

くぬぎ台

けやき荘

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 特別養護老人ホーム等
(特別養護老人ホーム)

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

サンライズヒ
ル横浜

（福）悠遊会

　看護職員に係る機能訓練指導員及びデ
イサービス看護職員の兼務について、勤
務時間等を勤務表等で明確にしておくこ
と。

老福条例第4条第1項（5）、第
29条第1項

改善済

しょうじゅの
里三保

（福）兼愛会
　経口維持加算について、算定可能な期
間を超えて請求していたので、過誤調整
を行うこと。

報酬通知第2-5-(20) 改善済

　貸借対照表及び附属明細書等における
国庫補助金等特別積立金に齟齬があるた
め、固定資産管理台帳等補助簿を含め、
平成28年度処理で必要な修正を行うこ
と。

会計基準第4章第4(3)
注解（注11）
運用指針第15

改善済

　現金について、毎日の現金出納終了
後、出納職員が、その残高と帳簿残高を
照合すること。
　また、残高確認、出納等の管理体制を
見直すこと。

運用上の留意事項第1(1) 改善済

創生園青葉
（福）創生会
（市外）

　国庫補助金等特別積立金について、平
成27年度決算の財務諸表及び附属明細書
と、固定資産管理台帳の記載に齟齬があ
るため、法人内で精査のうえ、平成28年
度処理で必要な修正を行うこと。

会計基準4章第4(3)
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善済

たきがしら芭
蕉苑

（福）竹生会
　栄養マネジメント加算について、同意
の前に加算を算定しているものがあった
ので、過誤調整すること。

報酬通知第2-5-(18) 改善済

田谷の里
（福）愛生福祉
会

　財務諸表及び固定資産管理台帳について、
国庫補助金等特別積立金に誤りがあるため、
法人内で精査のうえ、平成28年度処理で適切
に修正すること。

会計基準第4章第4（3）
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善済

　国庫補助金等特別積立金について、平
成27年度決算の財務諸表及び附属明細書
と、固定資産管理台帳の記載に齟齬があ
るため、法人内で精査のうえ、平成28年
度処理で必要な修正を行うこと。

会計基準第4章第4(3)
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善予定

　経口維持加算について、同意を得られ
てから6月を超えて請求するには改めて同
意を取り直す必要があるにもかかわら
ず、そのまま請求していたので過誤調整
を行うこと。

報酬通知第2-5-(20) 改善予定

てるてる園 （福）泰明会

　利用者預かり金について、
・定期的に責任者による現金残高の確認
を行うこと。
・責任者への取引時の承認手続きや定期
的な報告が、施設の預り金管理規程通り
処理されていないので改めること。

通所介護等における日常生活
に要する費用の取扱いについ
て（平成12年3月30日老企第54
号）
施設利用者預り金規程第9条、
第12条

改善済

中川の里
（福）中川徳生
会

　国庫補助金等特別積立金について、平
成27年度決算の財務諸表及び附属明細書
と、固定資産管理台帳の記載に齟齬があ
るため、法人内で精査のうえ、平成28年
度処理で必要な修正を行うこと。

会計基準第4章第4(3)
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善予定

（福）中川徳生
会

（福）怡土福祉
会

新吉田

都筑の里

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 特別養護老人ホーム等
(特別養護老人ホーム)

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

　看取り介護加算について、常勤の看護
師が存在しないにもかかわらず算定して
いたものがあったので、是正すること。
また、過誤調整すること。

厚生労働大臣が定める施設基
準(平成27年 厚告第96号)五十
四

改善予定

　個別機能訓練加算について、同意日以
前から算定しているケースが見受けられ
たので、加算状況について自主点検し、
返還等必要な手続きを行うこと。

報酬通知第2-5-(11)（第2-4-
(4)準用）

改善予定

　看護体制加算Ⅰについて、算定要件と
なる常勤の看護師が不在であり、要件を
満たしていない月が見受けられたので、
過誤調整すること。

厚生労働大臣が定める施設基
準(平成27年 厚告第96号)十
二、五十一

改善予定

　看取り介護加算について、算定要件と
なる常勤の看護師が不在であり、看取り
に関する研修の記録がないなど要件を満
たしていない月が見受けられたので、過
誤調整すること。

厚生労働大臣が定める施設基
準(平成27年 厚告第96号)五十
四

改善予定

　利用者預り金について、規程に則った
方法で管理すること。

通所介護等における日常生活
に要する費用の取扱いについ
て（平成12年3月30日老企第54
号）
法人利用者預り金管理規程

改善予定

ビオラ市ヶ尾
（福）中川徳生
会

　現金収入は、速やかに金融機関に預け
入れること。

定款準則第20条
法人経理規程第24条

改善予定

　国庫補助金等特別積立金について、平
成27年度決算の財務諸表及び附属明細書
と、固定資産管理台帳の記載に齟齬があ
るため、法人内で精査のうえ、平成28年
度処理で必要な修正を行うこと。

会計基準第4章第4(3)
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善予定

　現金収入は、速やかに金融機関に預け
入れること。

定款準則第20条
法人経理規程第24条

改善予定

　栄養マネジメント加算について、同意
の前に加算を算定しているものがあった
ので、過誤調整すること。

報酬通知第2-5-(18） 改善済

ファミリーイ
ン瀬谷

（福）清心福祉
会

　入居者に関する立替金における立替用
現金の取扱及び家族への請求事務等につ
いて、残高確認、出納等の管理体制を見
直すとともに、その経過記録等を整備す
る等、運用方法を適切に見直すこと。

運用上の留意事項第1(1) 改善済

富士見園 （福）明友会
　看取り介護加算について、看取りに関
する職員研修を実施すること。

報酬通知第2-5-(24) 改善済

　夜勤職員の配置について、配置基準を
満たさない日があったため、夜勤職員の
配置を徹底するよう是正すること。

夜勤職員基準
報酬通知第2-1-(6)

改善済

　口腔衛生管理体制加算について、入所
者の口腔ケア・マネジメントに係る計画
ついて、ほとんど空欄であり、作成され
ていないと認められるため、過誤調整を
すること。

報酬通知第2-5-(21) 改善済

羽沢の家

（福）湘南遊愛
会

（福）中川徳生
会

（福）大富福祉
会

（福）さくら会

パラダイム港
南

ビオラ三保

ゆうあいの郷

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 特別養護老人ホーム等
(特別養護老人ホーム)

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

横浜市浦舟
ホーム

（福）横浜市福
祉サービス協会

　経口維持加算（Ⅱ）について、入所者
の経口による継続的な食事の摂取を支援
するための食事の観察及び会議等に、医
師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚
士が加わっていないにもかかわらず算定
した月があるため過誤調整を行うこと。

報酬通知第2-5-(20) 改善済

　ショートステイにおけるユニットの職
員配置について、ユニットごとに常時の
ユニットリーダーが配置されていないた
め、速やかに是正するとともに、基準を
満たしていない月は過誤調整すること。

報酬通知第2-2-(5)（5（4）準
用）
厚生労働大臣が定める施設基
準（平成27年4月1日　厚労告
第96号）第11

改善予定

　債務の管理を含む会計処理について、
複数の職員による確認、牽制体制をとる
こと。

会計基準省令第2条 改善済

ラポール三ツ
沢

（福）いきいき
福祉会

　法人経理規程に基づき、毎日の現金出
納終了後に現金残高と帳簿残高の照合を
適切に行うこと。
　なお、帳簿との照合を適切に行えるよ
う、記帳方法等について整理を行うこ
と。

定款準則第20条
法人経理規程第29条

改善済

　生活相談員の人員配置について、配置
基準を満たしていないため、速やかに是
正すること。

老福条例第4条 改善済

　看護職員のうち、常勤者が１人もいな
いので、１人は常勤者とすること。

老福条例第4条 改善予定

　介護支援専門員の人員配置について、
配置基準を満たしていないため、速やか
に是正すること。

老福条例第4条 改善済

　ユニットにおける職員配置について、
ユニットごとに常時のユニットリーダー
が配置されていないため、速やかに是正
するとともに、基準を満たしていない月
は過誤調整すること。

老企40第２の２(５)、老企40
第２の５(４)
厚生省告示第96号 11、49

改善予定

緑園都市睦愛
園

（福）睦愛会

　平成27年度決算について、固定資産管
理台帳等に記載された国庫補助金等特別
積立金の取崩額が、財務諸表の事業活動
計算書に記載された国庫補助金等特別積
立金取崩額に一致しないため、法人内で
精査の上、平成28年度処理で必要な修正
を行うこと。

会計基準4章第4(3)
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善済

ワゲン新横浜
（福）ワゲン福
祉会

　財務諸表、附属明細書及び固定資産管
理台帳について、国庫補助金等特別積立
金に誤りがあるため、平成28年度処理で
適切に修正すること。

会計基準4章第4(3)
注解（注10）（注11）
運用指針第15

改善予定

指摘数  47 件

（福）絆会

（福）湖星会
ラスール金沢

文庫

リアメゾン戸
塚

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 特別養護老人ホーム等
(養護老人ホーム)

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

本年度は要報告事項なし
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 特別養護老人ホーム等
(軽費老人ホーム)

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

  生活相談員及び介護職員を専任配置と
すること。

基準条例第7条
横浜市経費老人ホームの設備
及び運営の基準に関する条例
について（健高施第3623号平
成25年３月15日）第１　５
（２）

改善予定

　入所者への利用料の請求が遅延してお
り、過年度分の請求をしている例や、２
か月分を１度の請求で受領している例な
どが生じており、一部の入居者に過大な
負担を生じさせ公平を欠くため、是正す
ること。

基準条例第17条
基準通知第5-3
利用料取り扱い指針

改善予定

指摘数  2 件

ケアハウスメ
ゾンヴェルト

（福）みどり
共生会

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 特別養護老人ホーム等
(老人短期入所施設)

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

　感染症防止について、指針を整備した
うえで委員会を設置し、概ね3か月に1回
以上開催すること。
　また職員向け研修について、記録を残
すこと。

居宅条例第154条 改善予定

　栄養士を配置すること。
　また重要事項説明書の表記について、
実態に合わせて修正すること。

居宅条例第135条、第139条 改善済

　感染症予防について、指針を整備し、
委員会を概ね３か月に１回以上開催する
こと。

居宅条例第170条（第154条準
用）

改善済

　事故発生の防止について、指針を整備
し、委員会を概ね3か月に1回以上開催す
ること。

居宅条例第170条（第155条準
用）

改善済

　事故発生の防止のための指針を整備す
ること。
　また、委員会を設置し、3か月に1回以
上開催すること。

居宅条例第170条（第155条準
用）

改善済

　感染症及び食中毒の予防及びまん延防
止のための指針を整備すること。
　また、委員会を設置し、3か月に1回以
上開催すること。

居宅条例第170条（第154条準
用）

改善済

指摘数  6 件

（株）セント
ケア神奈川

セントケアRe-
has永田台

（株）セント
ケア神奈川

セントケア上
郷

ショートステ
イセンター里
恩

（株）紫恩

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 介護老人保健施設

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

（福）関西中
央福祉会

　ユニットにおける職員配置について、
ユニットごとに職員を固定配置する人員
体制をとること。

老健条例第52条
老健通知第5-10

改善予定

（福）関西中
央福祉会

　常勤の医師が１人以上配置されていな
い期間があったため、今後留意するこ
と。

老健通知第2-1 改善済

境木の丘 （医）藤誠会
　認知症専門棟における職員配置につい
て、単位ごとに職員を固定配置する人員
体制を採ること。

認知症専門棟に係る施設基
準について(平成12年9月5日
老健第115号)

改善済

シオンよこは
ま

(医社)土合会

　医師の人員配置について、配置基準を
満たしていない期間があったので今後留
意すること。また、常勤の医師が１人以
上配置されていない期間があったので今
後留意すること。

老健通知第2-1 改善済

ハートケア左
近山

(医社)協友会

　外泊時費用について、要件を満たして
いない部分について過誤調整を行うこ
と。
　また、外泊届の記録、管理を適切に行
うこと。

報酬通知第2-6(12) 改善済

ひとりざわユ
ニット館

（医）祐徳会
　ユニットにおける職員配置について、
ユニットごとに職員を固定配置する人員
体制をとること。

老健条例第52条
老健通知第5-10

改善済

　緊急時治療管理について、所定疾患施
設療養費の誤りであるため、修正し過誤
調整すること。

指定施設サ-ビス等に要する
費用の額の算定に関する基
準 別表　2-ワ(1)、カ
報酬通知第2-6(26)(27)

改善済

　療養食加算について、加算要件を満た
していない者に算定しているため、自主
点検の上、過誤調整すること。

指定施設サ-ビス等に要する
費用の額の算定に関する基
準　別表　2-ル
報酬通知第2-6(24)

改善済

　認知症専門棟における職員配置につい
て、単位ごとに職員を固定配置する人員
体制を採ること。

認知症専門棟に係る施設基
準について(平成12年9月5日
老健第115号)

改善済

　サービス提供体制強化加算について、
要件を満たしていなかった期間につい
て、必要な過誤調整を行うこと。

報酬通知第2-6(32) 改善予定

　退所時指導加算、退所時情報提供加
算、退所前連携加算について、老健入所
が決まっている方へ算定が見受けられた
ため、過誤調整を行うこと。

報酬通知第2-6(17) 改善済

　口腔衛生管理体制加算について
　次の要件が確認できなかったため、前
回実地指導以降の自主点検をし、過誤調
整を行うこと。
・口腔ケアマネジメントに係る計画を作
成すること。
・歯科医師又は歯科医師の指示を受けた
歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケア
に係る技術的助言及び指導を月1回以上行
うこと。

報酬通知第2-6(22) 改善済

ケアホーム横
浜

ほほえみの郷
横浜

恵の杜

ゆめが丘

(医社)悠仁会

（福）恵正福
祉会

(医)沖縄徳洲
会

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 介護老人保健施設

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

横浜いずみ介
護老人保健施

設
（医）光陽会

　重要事項説明書について、利用者が説
明を受け、同意し、交付を受けたことが
確認できる文言を記載すること。

老健条例第7条
老健通知第4-1

改善済

ライフモア保
土ケ谷

（医社）松山
会

　認知症専門棟における職員配置につい
て、単位ごとに職員を固定配置する人員
体制を採ること。

認知症専門棟に係る施設基
準について(平成12年9月5日
老健第115号)

改善済

　看護・介護職員が人員配置基準を満た
していない（1割未満）月があったため、
今後留意すること。

老健条例第4条
通知第2-1(2)

改善予定

　雇用契約状況や従事者の資格、勤務予
定及び実績など、人員配置の算定根拠に
ついて、正確かつ客観的に明瞭な資料を
必要量保管すること。また、人員配置の
算定方法を再確認すること。
　なお、自主点検する手順やその過程の
十分な保管など、人員配置にかかる管理
上の諸体制について、早急に整備するこ
と。

老健条例第4条、第27条、第
30条
老健通知第2-1、第4-19、第
4-22

改善予定

　配置職員数について、運営規程等と実
態が異なるので、規定通り配置するか、
運営規程等の変更届を提出すること。

老健条例第29条
老健通知第4-21

改善予定

　報酬返還について、平成26年度に指摘
された報酬返還を速やかに行うこと。

報酬通知第2-6 改善予定

指摘数  18 件

老健リハビリ
よこはま

（医社）愛優
会

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 介護付有料老人ホーム

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

カーサプラチ
ナ日吉

（株）ハート
フルケア

　医療機関連携加算について、算定誤り
を正すこと。

報酬通知第2-4(6) 改善済

シニアホテル
横浜

（有）湘南ふ
れあいの園

　入居者からの預り金について、一部の
利用者について一時的に現金残高を超過
して支払いを行っているものが見られた
ので、適切に管理すること。

市指導指針10(10) 改善済

はなまるハウ
ス弥生台

（株）愛誠会
　事故発生時の対応、連絡体制等の指針
について、重大な案件が生じた際に適切
な対応がとれるように見直すこと。

居宅条例第219条（第40条準
用）
市指導指針9(9)

改善済

未来倶楽部さ
くら台

（株）未来設
計

　入所者の預り金について、残高に不足
が生じた入所者の支払いを他の入所者の
預り金で補填する取扱いを是正するこ
と。

通所介護等における日常生活
に要する費用の取扱いについ
て（平成12年3月30日老企第54
号）ほか

改善済

未来倶楽部
十日市場

（株）未来設
計

　入所者の預り金について、残高に不足
が生じた入所者の支払いを他の入所者の
預り金で補填する取扱いを是正するこ
と。

通所介護等における日常生活
に要する費用の取扱いについ
て（平成12年3月30日老企第54
号）ほか

改善済

未来倶楽部保
土ケ谷

（株）未来設
計

　入居者の預り金について、残高に不足
が生じた入居者の支払いを他の入居者の
預り金で補填する取扱いを是正するこ
と。

通所介護等における日常生活
に要する費用の取扱いについ
て（平成12年3月30日老企第54
号）ほか

改善済

有料老人ホー
ム　サニーラ
イフ青葉

（株）川島
コーポレー
ション

　機能訓練指導員が配置されていない期間
があったので、今後留意すること。

居宅条例第200条 改善済

有料老人ホー
ム　サニーラ
イフ永田台公
園

（株）川島
コーポレー
ション

　機能訓練指導員を1名以上配置するこ
と。また、看護職員について、常勤職員
不在の期間が見受けられたので、今後留
意すること。

居宅条例第200条 改善予定

ライフコ
ミューンいず
み中央

（株）木下の
介護

　夜間看護体制加算における看護責任者
を定めること。

報酬通知第2－4(3) 改善済

指摘数  9 件

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 介護療養型医療施設

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

本年度は要報告事項なし

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 障害者支援施設等

施設名 法人名 指摘内容 根拠
改善状

況

青葉メゾン （福）試行会
入院・外泊時加算の算定について誤りが
あるので、過誤により是正すること。

・平成18年厚労省告示第523号
（9-6）
・厚労省通知
（平成18年10月31日　障発第
1031001号）

改善済

てらん広場 （福）同愛会

　「食事の提供及び居住に要する費用に
係る徴収額」について、補足給付費の対
象となる上限の範囲を超えているので、
見直しを行なうとともに、既に徴収した
額との差額を利用者に返金すること(平成
27年4月１日～)

・障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するため
の法律施行令
（平成十八年一月二十五日政
令第十号）
第二十一条一項

改善済

　高額な契約について、原則として競争
入札を実施すること。

指導監督徹底通知５(3)エ
社援施第７号
法人経理規程第12章

改善済

　入札記録について、適切に整備・保存
すること。

指導監督徹底通知５(２)ウ 改善済

　平成28年4月の福祉専門職員配置等加算
について点検し、加算の要件を満たさな
い場合は、過誤により返還すること。

平成18年厚労省告示第523号
（6-3）
厚労省通知
（平成18年10月31日障発第
1031001号）

改善済

　経理規程について、航拠点で実施する
事業内容に応じてサービス区分を設定
し、経理規程の改正を行うこと。

法人経理規程第５条
運用上の留意事項第５
運用上の取扱い第３
会計基準省令第10条

改善済

　高額な契約について、原則として競争
入札を実施すること。

法人経理規程第12章
指導監督徹底通知５(3)エ
社援施第７号

改善済

指摘数  7 件

東やまたレジ
デンス

（福）横浜や
まびこの里

航
（福）すみな
す会

※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。
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平成28年度　指導監査の結果(要報告事項) 保護施設等

施設名 法人名 指摘内容 根拠 改善状況

　社会福祉法第83条に規定する苦情解決
機関等を配布・掲示等により利用者に周
知すること。また、苦情解決にあたり体
制を整備すること。

ガイドライン７(８) 改善予定

　施設において止むを得ず利用者の金銭
等を管理する場合、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。

ガイドライン７(11) 改善済

末吉寮
㈱横浜みなと
クラブ

　社会福祉法第83条に規定する苦情解決
機関等を配布・掲示等により利用者に周
知すること。また、苦情解決にあたり体
制を整備すること。

ガイドライン７(8) 改善予定

ステップホー
ム瀬谷寮

㈱ステップ
ホーム

　社会福祉法第83条に規定する苦情解決
機関等を配布・掲示等により、利用者に
周知すること。また、苦情解決にあたり
体制を整備すること。

ガイドライン７(8) 改善済

たちばな台寮
㈱ＭＫサービ
ス

　社会福祉法第83条に規定する苦情解決
機関等を配布・掲示等により、利用者に
周知すること。また、苦情解決にあたり
体制を整備すること。

ガイドライン７(８) 改善済

めだか荘 ㈱アリヴィオ

　契約内容と徴収金額を適合させるこ
と。また、宿泊契約書（利用契約書等）
の内容に変動が生じた場合は、改めて宿
泊契約書（利用契約書等）を利用者との
間で作成すること。

ガイドライン９(１)(２) 改善済

指摘数  6 件

獅子ヶ谷寮
(特非)中高齢

支援会

※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。
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平成28年度監査対象法人・実施状況 法人指導監査

法人名 所在地 実施状況

(福)愛光会 瀬谷区阿久和南3-28-3 ○

(福)愛成会 瀬谷区瀬谷町4131-16 ○

(福)青い鳥 神奈川区西神奈川1-9-1 ○

(福)あおぞら福祉会 港北区新吉田町６０８８－２７

(福)青葉福祉学院 青葉区元石川町４３２３－１

(福)あさひ 鶴見区豊岡町７－10 ○

(福)朝日の里 戸塚区東俣野町５７番６

(福)アジアワーキングドッグサポート
協会

港北区高田東三丁目１番２１号反田ビル１階

(福)アドベンチスト福祉会 旭区上川井町１９８８ ○

(福)あゆみの国のなかま 戸塚区品濃町１３８６番地１

(福)育生会 保土ヶ谷区狩場町２００番９ ○

(福)育明会 保土ヶ谷区常盤台７４番７ ○

(福)いずみ苗場の会 泉区緑園四丁目4

(福)磯子コスモス福祉会 磯子区中原３－６－１０

(福)うしおだ 鶴見区下野谷町4-163-1 ○

(福)漆原清和会 旭区川井本町１５４－６

(福)栄光会 瀬谷区東野台２６ ○

(福)恩賜財団神奈川県同胞援護会 西区岡野2-15-6 ○

(福)偕恵園 旭区上白根町７８３番地 ○

(福)鶴門会 西区西平沼町２番１６号 ○

(福)和枝福祉会 緑区北八朔町１７７７－６番地

(福)かたるべ会 緑区鴨居一丁目８番６号 ○

(福)神奈川県匡済会 泉区和泉町６１８１－２

(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)かれん 港北区大豆戸町２－９頼ビル２Ｆ ○

(福)絆会 戸塚区原宿５丁目４６番１号 ○

(福)希望更生会 神奈川区東神奈川一丁目２９番１１６ ○

(福)キャマラード 緑区青砥町220番1 ○

(福)葵友会 青葉区元石川町3697－1

(福)旭風会 旭区上白根２－６４－２０ ○
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平成28年度監査対象法人・実施状況 法人指導監査

法人名 所在地 実施状況

(福)きらめき会 泉区中田西四丁目2-43-2 ○

(福)近代老人福祉協会 港北区新羽町２５３０－４ ○

(福)楠会 南区六ツ川４－１２３４－４５

(福)グリーン 青葉区すみよし台３０番地１４ ○

(福)ぐりーんろーど 神奈川区三ツ沢下町10番14号 三ツ沢ビル3A

(福)くるみ会 旭区金が谷５５０番地

(福)クローバー 戸塚区舞岡町３３０６番地

(福)敬愛 泉区岡津町2926-1 ○

(福)恵愛会 旭区上白根町字長坂７７８番１ ○

(福)慶優会 旭区今宿１－５－１

(福)恵友会 中区千歳町１番地10（J ビルディング３F） ○

(福)恵和 保土ケ谷区今井町６９１番地

(福)幸済会 保土ヶ谷区川島町１５１４番地の２ ○

(福)公正会 泉区池の谷３９０１番地１

(福)孝徳会 栄区鍛冶ヶ谷二丁目４０番１号

(福)光風会 保土ケ谷区狩場町２００番地６

(福)こうよう会 港南区港南六丁目４番２６号

(福)孝楽会 神奈川区菅田町１番地１ ○

(福)倖和会 金沢区釜利谷東４丁目１２番１号 ○

(福)寿 泉区和泉町２３１２

(福)幸会 保土ケ谷区西谷町６８８番地１

(福)さくら会 神奈川区羽沢町９８０ ○

(福)試行会 青葉区奈良町１７５７番地３ ○

(福)自修会 緑区三保町２５９０

(福)しののめ会 金沢区平潟町１７番１号

(福)十愛療育会 旭区市沢町５５７番地の２

(福)秀峰会 旭区下川井町３６０

(福)祥泉福祉会 青葉区みたけ台３２－１４

(福)湘南遊愛会 瀬谷区宮沢3－25－1 ○

(福)松緑会 戸塚区原宿５－３０－１

(福)白根学園 旭区白根７丁目１０－６
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平成28年度監査対象法人・実施状況 法人指導監査

法人名 所在地 実施状況

(福)親善福祉協会 泉区西が岡１丁目２８番地１ ○

(福)昴 西区北幸二丁目８番４号

(福)すみなす会 金沢区釜利谷南二丁目８番１号 ○

(福)清光会 保土ケ谷区上菅田町１７２３番地１

(福)誠幸会 泉区上飯田町2083-1

(福)清正会 旭区万騎が原３番地 ○

(福)聖ヒルダ会 戸塚区汲沢町１０６０

(福)清風会 青葉区寺家町５４８番地２ ○

(福)瀬谷はーと 瀬谷区三ツ境７８番１２ ○

(福)千里会 港北区新横浜一丁目２２番４

(福)創生会 横浜市旭区上川井町2287番地 ○

(福)そよかぜの丘 港南区港南四丁目２番８号

(福)大樹 鶴見区北寺尾四丁目２１番２０号

(福)大富福祉会 港南区下永谷３丁目１０番７号 ○

(福)泰明会 青葉区奈良町2578番 ○

(福)たすけあい泉 泉区中田南三丁目２４番９号

(福)たすけあいゆい 南区睦町一丁目31番1 ○

(福)たちばな会 泉区和泉町７３５番地 ○

(福)龍岡会 青葉区鴨志田町1260 ○

(福)地域サポート虹 栄区桂町７４番１７号サンパレス本郷台１０７号

(福)紡 泉区岡津町２９１３番地３

(福)であいの会 戸塚区上矢部町２３４２ ○

(福)電機神奈川福祉センター 磯子区新杉田町8-7 ○

(福)藤心会 保土ヶ谷区境木町174-1 ○

(福)藤嶺会 旭区上川井町字東根谷１２４１番１

(福)ともにわ会 都筑区折本町４４８番地３

(福)中川徳生会 都筑区南山田2-39-35 ○

(福)和みの会 戸塚区東俣野町１７０５ ○

(福)なでしこ会 保土ヶ谷区常盤台７５番１号

(福)七葉会 戸塚区柏尾町７４２番地

(福)ハートフル記念会 中区不老町３－１２－９第３不二ビル ○
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平成28年度監査対象法人・実施状況 法人指導監査

法人名 所在地 実施状況

(福)ハマノ愛生会 西区浅間台６番地 ○

(福)ぱれっと 鶴見区鶴見中央３－２６－１４

(福)ひかり 戸塚区川上町４－９

(福)ぴぐれっと 泉区新橋町９６０－４

(福)聖坂学園 中区本牧原１６番地１号 ○

(福)陽だまりの会 港北区菊名六丁目２３番２１号 ○

(福)ひまわり福祉会 港南区野庭町２１８７番地１

(福)開く会 泉区中田西一丁目１１番２号

(福)フェローズ 神奈川区西寺尾二丁目３４番７号 ○

(福)ふじ寿か会 緑区西八朔町７７３－２

(福)峰延会 磯子区峰町６５４－１ ○

(福)朋光会 戸塚区名瀬町１５６６番地

(福)豊笑会 泉区弥生台５５番６２

(福)訪問の家 栄区桂台中４番７号

(福)朋友会 瀬谷区阿久和東３－５５－１

(福)ほどがや 保土ケ谷区神戸町１４０－２

(福)まごころ会 旭区西川島町６８番地１１ ○

(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)みどりのその 横浜市磯子区岡村６－５－５５

(福)みはらし 中区新山下三丁目1番29号 ○

(福)明友会 旭区南本宿町１２５－１ ○

(福)杜の会 栄区中野町４００－２番地 ○

(福)山手まごころの会 中区上野町二丁目６７番地

(福)山根会 旭区上川井町３０５９番地

(福)湧翠会 青葉区恩田町971番地3

(福)雄飛会 泉区新橋町１８０５番地

(福)悠遊会 旭区上白根町１２０７－１ ○

(福)夢21福祉会 保土ケ谷区坂本町１２８番地ＦＫＤビル１０２ ○

(福)陽光会 旭区今宿一丁目66番26号 ○

(福)幼年保護会 保土ヶ谷区釜台町１８番１号 ○
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平成28年度監査対象法人・実施状況 法人指導監査

法人名 所在地 実施状況

(福)横浜愛育会 神奈川区大口通１３８番地１２ ○

(福)横浜愛隣会 南区睦町１丁目２７番地

(福)横浜いのちの電話 保土ヶ谷区 ○

(福)横浜鶴声会 鶴見区獅子ヶ谷２－１５－１８

(福)横浜共生会 港北区新吉田町６００１番６

(福)横浜訓盲院 中区竹之丸１８１

(福)横浜慶心会 泉区和泉町３１７０－１

(福)横浜向陽会 青葉区市ヶ尾町５２２－１０ ○

(福)横浜市青葉区社会福祉協議会 青葉区市ヶ尾町１１６９番地２２

(福)横浜市旭区社会福祉協議会 旭区鶴ヶ峰一丁目６番地３５ ○

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

(福)横浜市神奈川区社会福祉協議会 神奈川区反町１－８－４　　はーと友神奈川１階

(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　いきいきｾﾝﾀｰ金沢内 ○

(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)横浜市港北区社会福祉協議会 港北区大豆戸町１３番地の１　　吉田ビル２０６ ○

(福)横浜市栄区社会福祉協議会 栄区桂町２７９番地２９

(福)横浜市社会事業協会 泉区下飯田町３５５番地

(福)横浜市社会福祉協議会  中区桜木町１－１健康福祉総合センター内

(福)横浜市瀬谷区社会福祉協議会 瀬谷区二ツ橋町４６９番地

(福)横浜市都筑区社会福祉協議会 都筑区荏田東四丁目１０番３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)横浜市戸塚区社会福祉協議会 戸塚区戸塚町１６７番地２５ ○

(福)横浜市中区社会福祉協議会 中区山下町２番地　産業貿易センタービル４階

(福)横浜市西区社会福祉協議会 西区高島二丁目７番１号

(福)横浜市福祉サービス協会 神奈川区大野町１番地25

(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番地１１　かるがも３階 ○

(福)横浜市緑区社会福祉協議会 緑区中山町４１３－４　ﾊｰﾓﾆｰみどり内

(福)横浜市南区社会福祉協議会 南区浦舟町三丁目４６番地　浦舟複合福祉施設８階

(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)横浜大陽会 南区大岡５－１３－１５ ○
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平成28年度監査対象法人・実施状況 法人指導監査

法人名 所在地 実施状況

(福)横浜長寿会 栄区野七里１－３６－１

(福)横浜博萌会 戸塚区汲沢町991 ○

(福)横浜白光会 保土ヶ谷区今井町７３３番地２ ○

(福)横浜みすず会 神奈川区六角橋６－１８－１０ ○

(福)横浜やまびこの里 都筑区東山田町２７０番地 ○

(福)横浜来夢会 戸塚区汲沢町２９５

(福)横浜ＹＭＣＡ福祉会 中区常磐町1-7 ○

(福)緑成会 青葉区鉄町２０７５－３

(福)緑峰会 港北区新吉田町６０５１

対象法人数  164

※実施状況　○：一般指導監査　◎：特別指導監査
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平成28年度監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
(特別養護老人ホーム)

施設名 運営法人 実施状況

特別養護老人ホーム  相生
荘

雄飛会 泉区新橋町1805

特別養護老人ホーム  愛成
苑

愛成会 瀬谷区瀬谷町4131-16 ○

特別養護老人ホーム  青葉
あさくら苑

一乗谷友愛会 横浜市青葉区恩田町2994-1 ○

特別養護老人ホーム  青葉
ヒルズ

龍岡会 青葉区鴨志田町1260 ○

特別養護老人ホーム  旭
ホーム

漆原清和会 旭区川井本町154-6

特別養護老人ホーム  あだ
ちホーム

創生会 旭区上川井町2287 ○

特別養護老人ホーム  池辺 怡土福祉会 都筑区池辺町2194

特別養護老人ホーム  泉の
郷

誠幸会 泉区上飯田町2083-1

特別養護老人ホーム  いず
み芙蓉苑

同塵会 泉区上飯田町4631

特別養護老人ホーム  磯子
自然村

ふるさと自然村 磯子区氷取沢町60-17

特別養護老人ホーム  今井
の郷

横浜白光会 保土ケ谷区今井町733-2 ○

特別養護老人ホーム  今川
の郷

山寿会 旭区今川町３６－１ ○

特別養護老人ホーム  今宿
ホーム

慶優会 旭区今宿1-5-1

特別養護老人ホーム  ヴィ
ラ泉

幸仁会 泉区上飯田町４４９５

特別養護老人ホーム  ヴィ
ラ神奈川

平成記念会 神奈川区菅田町19番 ○

特別養護老人ホーム  ヴィ
ラ桜ヶ丘

兵庫福祉会 旭区上白根町1436-10

特別養護老人ホーム  ヴィ
ラ都筑

平成記念会 都筑区大棚町392-1

特別養護老人ホーム  ヴィ
ラ南本宿

関西中央福祉会 旭区南本宿町１０９－１

特別養護老人ホーム  ヴィ
ラ横浜

道心会 旭区上白根町1437-1

特別養護老人ホーム  ヴェ
ルデの森

清風会 青葉区寺家町548-2 ○

特別養護老人ホーム  ウェ
ルフェアリビング

横浜慶心会 泉区和泉町3170-1

特別養護老人ホーム  梅の
木ホーム

横浜社会福祉協会 保土ケ谷区上菅田町1372 ○

特別養護老人ホーム  快風
苑

藤心会 保土ケ谷区境木町174-1 ○

特別養護老人ホーム  金沢
美浜ホーム

倖和会 金沢区釜利谷東4-12-1 ○

特別養護老人ホーム  上郷
苑　本館

横浜長寿会 栄区野七里1-36-1

特別養護老人ホーム  上郷
苑　東館

横浜長寿会 栄区野七里1-36-1

特別養護老人ホーム  かわ
いの家

奉優会 旭区川井宿町69-1

特別養護老人ホーム  かわ
しまホーム

幸済会 保土ケ谷区川島町1514-2 ○

特別養護老人ホーム  北八
朔

怡土福祉会 緑区北八朔町1813-1

特別養護老人ホーム  希望
苑

公正会 泉区池の谷3901-1

特別養護老人ホーム  くぬ
ぎ台

怡土福祉会 保土ケ谷区川島町1363-1 ○

所在地
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平成28年度監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
(特別養護老人ホーム)

施設名 運営法人 実施状況所在地

特別養護老人ホーム  グ
リーンヒル泉・横浜

寿 泉区和泉町2312

特別養護老人ホーム  グ
リーンライフ

緑峰会 旭区中白根3-31-11

地域密着型介護老人福祉施
設  クロスハート野七里・
栄

伸こう福祉会 栄区野七里1-1613-24 ○

特別養護老人ホーム  グリ
ンサイド清盛

清正会 旭区万騎が原4 ○

特別養護老人ホーム  クロ
スハート栄・横浜

伸こう福祉会 栄区公田町1020-5

特別養護老人ホーム  けい
あいの郷　緑園

敬愛 泉区岡津町2926 ○

特別養護老人ホーム  けい
あいの郷　影取

敬愛 横浜市戸塚区影取町８５−１

特別養護老人ホーム  慶星
閣

自修会 緑区三保町2590

特別養護老人ホーム  けや
き荘

孝楽会 神奈川区菅田町1-1 ○

特別養護老人ホーム  香樹
の里

楠会 南区六ツ川4-1234-45

特別養護老人ホーム  恒春
の丘

親善福祉協会 戸塚区舞岡町3048-1

特別養護老人ホーム  恒春
ノ郷

親善福祉協会 泉区西が岡1-30-1 ○

特別養護老人ホーム  港北
みどり園

緑峰会 港北区新吉田町6051

特別養護老人ホーム  さく
ら苑

秀峰会 旭区下川井町360

特別養護老人ホーム  ひば
り

至誠会 港北区新吉田町6088-27

特別養護老人ホーム  サ
ニーヒル横浜

隆徳会 旭区上川井町417-2 ○

特別養護老人ホーム  さわ
やか苑

清光会 保土ケ谷区上菅田町1723-1

特別養護老人ホーム  サン
バレー

同塵会 港南区下永谷4-24-1 ○

特別養護老人ホーム  サン
ライズヒル横浜

悠遊会 旭区上白根町1207-1 ○

特別養護老人ホーム  しな
の森のさと

あゆみの国のなかま 戸塚区品濃町1386-1

特別養護老人ホーム  シャ
ローム横浜

アドベンチスト福祉会 旭区上川井町1988 ○

特別養護老人ホーム  しょ
うじゅの里鶴見

兼愛会 鶴見区江ヶ崎町１－１１

特別養護老人ホーム  しょ
うじゅの里三保

兼愛会 緑区三保町171-1 ○

特別養護老人ホーム  しら
ゆり園

横浜博萌会 戸塚区汲沢町986 ○

特別養護老人ホーム  新磯
子ホーム

同塵会 磯子区滝頭2-29-1 ○

特別養護老人ホーム  新鶴
見ホーム

横浜市福祉サービス協会 鶴見区江ヶ崎町2-42

特別養護老人ホーム  新鶴
見ホーム新館

横浜市福祉サービス協会 神奈川区菅田町1122

特別養護老人ホーム  新山
下ホーム

横浜社会福祉協会 中区新山下3-15-5

特別養護老人ホーム  新横
浜さわやか苑

清光会 港北区大豆戸町572-5 ○

特別養護老人ホーム  新横
浜パークサイドホーム

千里会 港北区新横浜1-22-4

特別養護老人ホーム  新吉
田

怡土福祉会 港北区新吉田町字原5728-1 ○
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平成28年度監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
(特別養護老人ホーム)

施設名 運営法人 実施状況所在地

特別養護老人ホーム  菅田
心愛の里

七葉会 神奈川区菅田町1122

特別養護老人ホーム  すず
かけの郷

昴 港南区野庭町1688

特別養護老人ホーム  スプ
リングガーデン瀬谷

泉正会 瀬谷区下瀬谷1-27-25 ○

特別養護老人ホーム  聖母
の園

聖母会 戸塚区原宿4-35-3

特別養護老人ホーム  創生
園青葉

創生会 青葉区奈良町８８１－１３ ○

特別養護老人ホーム  大樹
の郷

緑樹会 青葉区恩田町字内田2282

特別養護老人ホーム　第２
新横浜パークサイドホーム

千里会 港北区新横浜1-2-6 ○

特別養護老人ホーム  太陽
の國

朋光会 戸塚区名瀬町1566

特別養護老人ホーム  太陽
の國　ほどがや

朋光会 保土ケ谷区岩井町238-1

特別養護老人ホーム  たき
がしら芭蕉苑

竹生会 磯子区滝頭2-30-1 ○

特別養護老人ホーム  たま
プラーザ倶楽部

葵友会 青葉区元石川町3697-1

特別養護老人ホーム  田谷
の里

愛生福祉会 栄区田谷町1386 ○

地域密着型介護老人福祉施
設  ちくぶ坂下ホーム

竹生会 磯子区坂下町3-22 ○

特別養護老人ホーム  椿寿 偕恵園 旭区上白根町792-4 ○

特別養護老人ホーム  都筑
の里

中川徳生会 都筑区茅ヶ崎東5-13-1 ○

特別養護老人ホーム  てる
てる園

泰明会 青葉区奈良町2578-1 ○

特別養護老人ホーム  天王
森の郷

たちばな会 泉区和泉町733 ○

特別養護老人ホーム  戸部
ハマノ愛生園

ハマノ愛生会 西区戸部本町50-33

特別養護老人ホーム  富岡
はまかぜ

ひまわり福祉会 金沢区富岡東2-1-6

特別養護老人ホーム  中川
の里

中川徳生会 都筑区南山田2-39-35 ○

特別養護老人ホーム  中原
苑

磯子コスモス福祉会 磯子区中原3-6-10

特別養護老人ホーム  和み
の園

和みの会 戸塚区東俣野町1705 ○

特別養護老人ホーム
ニューバード

近代老人福祉協会 港北区新羽町2530-4 ○

特別養護老人ホーム  野庭
苑

ひまわり福祉会 港南区日野南5-56-2

特別養護老人ホーム  パー
クサイド岡野ホーム

恩賜財団神奈川県同胞援護
会

西区岡野2-15-6 ○

特別養護老人ホーム  ハー
トフルガーデン川和

昴 都筑区川和町660 ○

特別養護老人ホーム  白寿
荘

神奈川県匡済会 泉区和泉町6181-2

特別養護老人ホーム  白朋
苑

横浜大陽会 南区大岡5-13-15 ○

特別養護老人ホーム  羽沢
の家

さくら会 神奈川区羽沢町980 ○

特別養護老人ホーム  ハピ
ネス都筑

ファミリー 都筑区牛久保町字上小山1808-3 ○

特別養護老人ホーム  ハマ
ノ愛生園

ハマノ愛生会 西区浅間台6 ○
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平成28年度監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
(特別養護老人ホーム)

施設名 運営法人 実施状況所在地

特別養護老人ホーム  パラ
ダイム港南

大富福祉会 港南区下永谷3-10-7 ○

特別養護老人ホーム  ピア
市ヶ尾

横浜向陽会 青葉区市ヶ尾町522-10 ○

特別養護老人ホーム  ビオ
ラ市ヶ尾

中川徳生会 青葉区市ヶ尾25-6 ○

特別養護老人ホーム  ビオ
ラ三保

中川徳生会 緑区三保町350 ○

特別養護老人ホーム  ひか
り苑

みどり福祉会 青葉区さつきが丘8-4

特別養護老人ホーム  ひだ
まり館

栄光会 瀬谷区二ツ橋町283-1 ○

特別養護老人ホーム  陽の
あたる丘MISONO

孝徳会 栄区鍛冶ヶ谷2-40-1

特別養護老人ホーム  ファ
ミリーイン瀬谷

清心福祉会 瀬谷区中屋敷3-11-1 ○

特別養護老人ホーム
フォーシーズンズヴィラこ

白鳳会 緑区三保町881

特別養護老人ホーム  福寿
園横浜

共助会 神奈川区菅田町2331-1 ○

特別養護老人ホーム  ふじ
寿か園

ふじ寿か会 緑区西八朔町773-2

特別養護老人ホーム  富士
見園

明友会 旭区南本宿町125-1 ○

特別養護老人ホーム  芙蓉
苑

同塵会 港南区下永谷4-21-10

特別養護老人ホーム  本牧
ホーム

横浜社会福祉協会 中区本牧原6-2

特別養護老人ホーム  松み
どりホーム

松緑会 戸塚区原宿2-56-3

特別養護老人ホーム  水の
郷

山根会 旭区上川井町3059

特別養護老人ホーム  みず
ほ

旭会 緑区長津田長２３３８－１ ○

特別養護老人ホーム  美立
の杜

横浜白光会 保土ケ谷区今井町609-1

特別養護老人ホーム  緑の
郷

緑成会 青葉区鉄町2075-3

特別養護老人ホーム  南太
田ホーム

横浜社会福祉協会 南区南太田2-11-4

特別養護老人ホーム  南永
田桜樹の森

秀峰会 南区永田南1-2-37

特別養護老人ホーム  みな
みの苑

愛光会 瀬谷区阿久和南3-28-3 ○

特別養護老人ホーム  峰の
郷（従来型・ﾕﾆｯﾄ型）

峰延会 磯子区峰町654-1 ○

特別養護老人ホーム  めぐ
み

恵正福祉会 泉区中田町3430-6

特別養護老人ホーム  メゾ
ンヴェルト

みどり共生会 緑区鴨居7-19-1 ○

特別養護老人ホーム  やま
ゆりホーム

横浜鶴声会 鶴見区獅子ヶ谷2-15-18

特別養護老人ホーム  弥生
苑

藤嶺会 旭区上川井町1241-1

特別養護老人ホーム  ゆう
あいの郷

湘南遊愛会 瀬谷区宮沢3-25-1 ○

特別養護老人ホーム  夢の
里

なでしこ会 保土ケ谷区常盤台75-1

特別養護老人ホーム  陽光
苑

陽光会 旭区今宿1-66-26 ○

特別養護老人ホーム  横浜
敬寿園

敬寿会 泉区和泉町5019
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平成28年度監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
(特別養護老人ホーム)

施設名 運営法人 実施状況所在地

特別養護老人ホーム  横浜
市浦舟ホーム

横浜市福祉サービス協会 南区浦舟3-46 ○

特別養護老人ホーム  横浜
市新橋ホーム

横浜市福祉サービス協会 泉区新橋町3 ○

特別養護老人ホーム  横浜
市天神ホーム

横浜社会福祉協会 南区浦舟町3-46 ○

特別養護老人ホーム  横浜
ナーシングビレッジ

佰和会 緑区白山4-74-3 ○

特別養護老人ホーム  横浜
能見台ホーム

阿部睦会 金沢区能見台東2-4 ○

特別養護老人ホーム  横浜
よさこいホーム

愛生福祉会 緑区北八朔町1368-1

特別養護老人ホーム  よつ
ば苑

育生会 保土ケ谷区狩場町200-9 ○

特別養護老人ホーム  ライ
フコートさかえ

豊笑会 栄区公田町1061-19

特別養護老人ホーム  ライ
フヒルズ舞岡苑

豊笑会 戸塚区舞岡町3338-7

特別養護老人ホーム  来夢
の里

横浜来夢会 戸塚区汲沢町２９５

特別養護老人ホーム ラスー
ル金沢文庫

湖星会 金沢区大川2-10 ○

特別養護老人ホーム  ラペ
瀬谷

緑樹会 瀬谷区目黒町２１－１０ ○

特別養護老人ホーム  ラ
ポール三ツ沢

いきいき福祉会 保土ケ谷区峰沢町325-1 ○

特別養護老人ホーム  リア
メゾン　戸塚

絆会 戸塚区原宿５－４６－１ ○

特別養護老人ホーム  リ
バーサイドフェニックス

同塵会 南区中村町5丁目３１６－１ ○

特別養護老人ホーム  緑園
都市睦愛園

睦愛会 泉区岡津町字稲荷谷3217-1 ○

特別養護老人ホーム  レジ
デンシャル常盤台

育明会 保土ケ谷区常盤台７４－３ ○

特別養護老人ホーム  若草
ホーム

恩賜財団済生会支部　神奈
川県済生会

金沢区平潟町12-1

特別養護老人ホーム  わか
たけ青葉

若竹大寿会 青葉区奈良4-6-1 ○

特別養護老人ホーム  若竹
苑

若竹大寿会 神奈川区羽沢町550-1

特別養護老人ホーム  わか
たけ鶴見

若竹大寿会 鶴見区矢向1-4-20 ○

特別養護老人ホーム  わか
たけ富岡

若竹大寿会 金沢区富岡東2-1-5

特別養護老人ホーム  ワゲ
ン新横浜

相模更生会 港北区大豆戸町724-4 ○

対象施設数  147

※実施状況　○：一般指導監査　◎：特別指導監査

31



平成28年度監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
(養護老人ホーム)

施設名 運営法人 実施状況

養護老人ホーム  聖母の園 聖母会 戸塚区原宿4-35-3

養護老人ホーム  白寿荘 神奈川県匡済会 泉区和泉町6181-2

養護老人ホーム  ハマノ愛
生園

ハマノ愛生会 西区浅間台6 ○

養護老人ホーム  横浜市恵
風ホーム

横浜市 保土ケ谷区常盤台13-1 ○

養護老人ホーム  横浜市新
橋ホーム

横浜市福祉サービス協会 泉区新橋町3 ○

養護老人ホーム 野庭風の丘 神奈川県匡済会 港南区野庭町631 ○

対象施設数  6

所在地
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平成28年度監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
(軽費老人ホーム)

施設名 運営法人 所在地 実施状況

経過的軽費老人ホーム  東
野園

栄光会 瀬谷区東野台26

経過的軽費老人ホーム  上
白根園

旭風会 旭区上白根2-64-20

軽費老人ホーム  グリーン
ヴィラ富士見

明友会 旭区南本宿町125-1

軽費老人ホーム  ケアハウ
スフォンス

誠幸会 泉区上飯田町2083-1 ○

軽費老人ホーム  ケアハウ
スメゾンヴェルト

みどり共生会 緑区鴨居7-19-1

軽費老人ホーム  ケアハウ
スゆうあい

湘南遊愛会 戸塚区川上町84-1 ○

軽費老人ホーム  シャロー
ム桜山

アドベンチスト福祉会 旭区上川井町1988

軽費老人ホーム  フォー
シーズンズヴィラそよかぜ

白鳳会 緑区三保町880 ○

経過的軽費老人ホーム  ベ
タニヤ・ホーム

聖ヒルダ会 戸塚区汲沢町1060 ○

経過的軽費老人ホーム  睦
荘

朋友会 瀬谷区阿久和東3-55-1 ○

経過的軽費老人ホーム  ル
ンビニ合掌苑

祥泉福祉会 青葉区みたけ台32-14 ○

対象施設数  11
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平成28年度監査対象施設・実施状況 特別養護老人ホーム等
(老人短期入所施設)

施設名 運営法人 所在地 実施状況

老人短期入所施設  青葉台
ケアセンターそよ風

ユニマットそよ風 金沢区能見台東2-2

老人短期入所施設  金沢
ショートステイセンター

横浜長寿会 金沢区能見台東2-2 ○

老人短期入所施設  ショー
トステイココファン日吉

学研ココファン 港北区日吉本町4-10-50 ○

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

ケアサポート 港北区下田町4-1-2

老人短期入所施設  ショー
トステイセンターすいらん

緑峰会 港北区下田町4-1-2 ○

老人短期入所施設  ショー
トステイセンター里恩

紫恩 泉区緑園4-6-1

老人短期入所施設  セント
ケア上郷

セントケア神奈川 港北区日吉本町4-10-50

老人短期入所施設  セント
ケあRe-has永田台

セントケア神奈川 南区永田台１−２４ ○

老人短期入所施設  たすけ
あい泉「にじ」

たすけあい泉 泉区中田南4-26-10

老人短期入所施設  花の生
活館

秀峰会 泉区緑園4-6-1 ○

老人短期入所施設  東神奈
川高齢者ショートステイセ
ンター若草

和枝福祉会 神奈川区反町1-7-5

老人短期入所施設  みすず
が丘ショートステイセン
ター

ふじ寿か会 青葉区みすずが丘23-2 ○

対象施設数  12
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平成28年度監査対象施設・実施状況 介護老人保健施設

施設名 運営法人 所在地 実施状況

葵の園・ヨコハマ瀬谷 (医社)ちとせ会 瀬谷区阿久和西3-51-6

青葉の丘 (医社)白寿会 青葉区元石川町6568

阿久和鳳荘 (医社)鵬友会 泉区新橋町1783 ○

あさひな (医)中村会 金沢区朝比奈町107

ウェルケア新吉田 (医社)裕正会 港北区新吉田町6028-1

うしおだ老健やすらぎ (公財)横浜勤労者福祉協会 鶴見区矢向1-6-20

うららの里 (医社)健陽会 戸塚区深谷町1412-11 ○

えきさい横浜 (一社)日本海員掖済会 中区山田町1-1

エスポワール和泉 (医社)純正会 泉区和泉町2604-1 ○

荏田介護老人保健施設あす
なろ

(医)健水会 都筑区荏田南町4247

葵の園・ヨコハマ (医)葵会 緑区三保町1182 ○

オアシス (医社)光風会 港南区野庭町146-1

神奈川苑 (医)紺医会 神奈川区菅田町1989

希望の森 (医)司命堂会 旭区上川井町2968-2 ○

きららの里 (医社)健陽会 泉区中田町3462-4

グリーンリーブズ赤枝 (医)赤枝会 旭区上川井町2694-7

グリーンワーフ東戸塚 (医社)康久会 戸塚区川上町151

ケアポート田谷 (医社)昭洋会 栄区田谷町2030-3

ケアホーム横浜 (福)関西中央福祉会 旭区上白根町1436-1 ○

けいあいの郷今宿 (医)敬歯会 旭区今宿東町525-2 ○

けいあいの郷西谷 (医)敬歯会 保土ヶ谷区西谷町1018-2

港南あおぞら (福)ひまわり福祉会 港南区野庭町2187-1

こもれび (医社)景翠会 金沢区釜利谷東5-1-30 ○

境木の丘 (医)藤誠会 保土ヶ谷区境木町174-1 ○

シオンよこはま (医社)土合会 旭区川井宿町168-1 ○

四季の森 (福)恵愛会 旭区上白根町778-1 ○

湘南グリーン介護老人保健
施設上郷

(医社)相光会 栄区上郷町1045-1

新横浜介護老人保健施設カ
メリア

(医)寛栄会 港北区新羽町4076-5

スカイ (医社)伊純会 保土ヶ谷区常盤台84-1

すこやか (医)明佳会 港南区下永谷5-81-18

千の星・よこはま (医)積愛会 戸塚区柏尾町1434-3
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平成28年度監査対象施設・実施状況 介護老人保健施設

施設名 運営法人 所在地 実施状況

ソフィア都筑 (医社) ピーエムエー 都筑区中川1-1

ソフィア横浜 (医社) ピーエムエー 戸塚区東俣野町911

都筑シニアセンター (医社)横浜育明会 都筑区東山田町1357 ○

都筑ハートフルステーショ
ン

(医)活人会 都筑区大棚町74-9

ナーシングピア横浜 (福)明友会 旭区南本宿町118-19

ナーシングプラザ港北 (医社)哺育会 港北区新吉田町3170

能見台パートリア (医社)孝和会 金沢区能見台東10-1

ハートケア左近山 (医社)協友会 旭区市沢町971-1 ○

ハートケア横浜 (医社)愛友会 西区高島1－4－18

ハートケア横浜小雀 (医社)協友会 戸塚区小雀町2248-1 ○

ハートフル瀬谷 (医社)善仁会 瀬谷区中屋敷2-2-1

ひとりざわ (医)裕徳会 磯子区氷取沢町93-1 ○

ひとりざわユニット館 (医)裕徳会 磯子区氷取沢町93-1 ○

ヒューマンライフケア横浜 (医)柏堤会（財団） 戸塚区戸塚町1800-3

ヒルズ東戸塚 (医社)康心会 戸塚区上品濃16-7

ヒルトップ池辺 (医社)朝菊会 都筑区池辺町2218

ファイン新横浜 (医社)竹内会 港北区新羽町1041-3 ○

フォーシーズンズヴィラい
ろどり

(医)青鳳会 緑区三保町867

プラチナ・ヴィラ青葉台 (医)徳寿会 青葉区鴨志田町75-1

ふるさと (医社)景翠会 金沢区柴町391-10

ベルディーナ高田 (医)緑樹会 港北区高田西3-1-12

ほのぼの (医)洋光会 磯子区氷取沢町50

ほほえみの郷　横浜 (医社)悠仁会 旭区下川井町220-1 ○

牧野ケアセンター (医社)青葉会 神奈川区菅田町1481-1 ○

みどりの杜 (福)みどりの風 緑区西八朔町99-1

宮沢の里　はなもも苑 (医社)美里会 瀬谷区宮沢4-13-1

恵の杜 (福)恵正福祉会 瀬谷区阿久和南3-29-1 ○

やよい台仁 (医)敬生会 泉区弥生台55-55

ユトリアム (一財)育生会 保土ヶ谷区狩場町200-7 ○

ゆめが丘 (医)沖縄徳洲会 泉区和泉町1202 ○

老健リハビリよこはま (医社)愛優会 旭区金が谷614-3 ○
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平成28年度監査対象施設・実施状況 介護老人保健施設

施設名 運営法人 所在地 実施状況

横浜あおばの里 (医社)協友会 青葉区鉄町1375

横浜いずみ介護老人保健施
設

(医社)芳洋会 泉区上飯田町3873-1 ○

横浜磯子介護老人保健施設 (医社)芳洋会 磯子区森1-16-3 ○

横浜市総合保健医療セン
ター

(公財)横浜市総合保健医療
財団

港北区鳥山町1735

横浜市立脳卒中・神経脊椎
センター介護老人保健施設

(特医)ジャパンメディカル
アライアンス

磯子区滝頭1-2-1

横浜シルバープラザ (医社)緑成会 青葉区鉄町2075-5

横浜セラトピア (医)桜栄会 緑区北八朔町1323

横浜茅ヶ崎老人保健施設 (医)恭和会 都筑区茅ヶ崎東5-8-7

横浜莫愁苑 (医社)徳明会 戸塚区名瀬町2226-1

ラ・クラルテ (医社)廣風会 神奈川区菅田町656-1 ○

ライフプラザ新緑 (医社)三喜会 緑区長津田町5708

ライフモア保土ケ谷 (医社)松山会 保土ヶ谷区新井町291-1 ○

リハセンターさわやか (医社)恵生会 旭区白根町932-1 ○

リハパーク舞岡 (福)親善福祉協会 戸塚区舞岡町3048-4 ○

リハビリポート横浜 (医社)協友会 栄区公田町1050-2

リハビリポート横浜さかえ (医社)協友会 栄区公田町1050-2

リハリゾート青葉 (福)若竹大寿会 青葉区奈良4-6-13

リハリゾート青葉ユニット
館

(福)若竹大寿会 青葉区奈良4-6-13

リハリゾートわかたけ (福)若竹大寿会 神奈川区菅田町1826

レストア横浜 (医)花咲会 南区六ッ川3-5-1

若葉が丘 (医社)若葉会 都筑区川和町2674-1 ○

対象施設数  83
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平成28年度監査対象施設・実施状況 介護付有料老人ホーム

施設名 運営主体 所在地 実施状況

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

アズハイム横浜上大岡 (株)アズパートナーズ 南区別所3-20-16

アズハイム横浜東寺尾 (株)アズパートナーズ 鶴見区東寺尾2-23-19

アミーユ横浜港南台 (株)メッセージ 港南区日野中央2-32-46

アミーユレジデンス港南台 (株)メッセージ 港南区日野中央3-16-7 ○

アミーユレジデンス戸塚南 (株)メッセージ 栄区長沼町737

イリーゼ横浜港南台 長谷川介護サービス(株) 栄区庄戸１-12-11

イリーゼ横浜センター南 長谷川介護サービス(株) 都筑区中川中央2-3-28 ○

ヴィンテージ・ヴィラ洋光台 神奈川県住宅供給公社 磯子区洋光台4-33-25

ヴィンテージ・ヴィラ横浜 神奈川県住宅供給公社 旭区若葉台4-26

エクセルシオール横浜阪東橋 (医)社団純正会 南区真金町2－13 ○

Sアミーユ横浜神大寺 積和サポートシステム(株) 神奈川区神大寺1-13-45

エルダーホームケア上大岡 (株)創生事業団 港南区笹下5-2-16

カーサプラチナ日吉 (株)ハートフルケア 港北区箕輪町3-2-7 ○

カーサプラチナ三ツ境 (株)ハートフルケア 瀬谷区三ツ境80-1

介護付有料老人ホームすこや家・
北新横浜

(株)ウイズネット 港北区北新横浜2-3-1

家族の家ひまわり市ヶ尾 (株)三英堂商事 青葉区荏田西4-7-8 ○

カルデアの家 (株)はーとふるセゾン 神奈川区菅田町2851

クラシック・コミュニティ横浜 (株)ユニマットそよ風 戸塚区戸塚町1978-1 ○

クラシックレジデンス東戸塚 (福)草加福祉会 戸塚区上品濃1-18

グラニー栄・横浜 (株)ベネッセスタイルケア 栄区小菅ケ谷1-24-3 ○

くらら磯子 (株)ベネッセスタイルケア 磯子区磯子2-15-33 ○

くらら上大岡 (株)ベネッセスタイルケア 港南区上永谷1-38-4

グランクレール藤が丘 東急不動産（株） 青葉区藤が丘1-37-1

グランケアあざみ野 (株)イーライフデザイン 青葉区新石川1-7-1

グランダ大船東 (株)ベネッセスタイルケア 栄区笠間3-22-10 ○

グランダ金沢八景 (株)ベネッセスタイルケア 金沢区六浦3－9－1

グランダ保土ヶ谷・横浜 (株)ベネッセスタイルケア 保土ケ谷区坂本町106-1

グランダ山手・横浜 (株)ベネッセスタイルケア 中区根岸旭台68-2

グランレーヴ本郷台 (株)ケアネット徳洲会 栄区小菅ケ谷4-12-11

コミュニティハウス　すいとぴー
新横浜

日総ニフティ(株) 港北区北新横浜2-3-6

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

さくらの郷 (株)Brain 緑区鴨居4-52-15
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平成28年度監査対象施設・実施状況 介護付有料老人ホーム

施設名 運営主体 所在地 実施状況

サニーステージ　洋光台 (株)小俣組 磯子区洋光台5-1-5

サニーステージ中山 (株)小俣組 都筑区佐江戸町1784-2

サニーステージ星川 (株)小俣組 保土ケ谷区桜ケ丘2-33-1 ○

サニーステージ横濱吉野町 (株)小俣組 南区新川町5-28-2

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

サンライズ･ヴィラ瀬谷 (株)サンライズ･ヴィラ 瀬谷区相澤7-9-2

サンライズ・ヴィラ藤が丘 (株）サンライズ・ヴィラ 青葉区千草台34-1

シニアフォレスト横浜戸塚 (株)メディカルケアシステム 戸塚区俣野町461

シニアホーム神奈川 (株)シニアホーム神奈川 神奈川区神之木町19-15

シニアホテル横浜 (有)湘南ふれあいの園 中区万代町2-3-3 ○

ジョイライフ第二藤が丘 (株）ジョイライフ 青葉区千草台38-3

ジョイライフ藤が丘 (株)ジョイライフ 青葉区千草台13-5

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

すいとぴー 本牧三溪園 日総ニフティ(株) 中区本牧原１－11

すいとぴー金沢八景 日総ニフティ(株) 金沢区瀬戸7-10

すいとぴー港南台mio 日総ニフティ(株) 港南区港南台6-23-9 ○

すいとぴー三ツ境 日総ニフティ(株) 瀬谷区瀬谷1-23-3 ○

せらび新横浜 (株)日本ケアリンク 港北区北新横浜2-2-3

たのしい家　横浜鶴見 (株)ケア２１ 鶴見区梶山2-16-5 ○

ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷 (株)ツクイ 保土ケ谷区狩場町164-37

ツクイ・サンシャイン横浜戸塚 (株)ツクイ 戸塚区東俣野15-1

ツクイ・サンシャイン横浜野毛 (株)ツクイ 中区日ノ出町1-51 ○

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

ナーシングホーム　横浜ゆうふく
の郷

プルネエズ(株) 緑区北八朔町2030-1

中銀ケアホテル横浜希望ヶ丘 中銀ライフケアホーム(株) 旭区東希望が丘149-2,3,5

中銀ライフケア横浜希望ケ丘 中銀ライフケアホーム(株) 旭区東希望が丘148

ニチイケアセンター港南台 (株)ニチイ学館 港南区港南台4-27-3 ○

ニチイケアセンター横浜戸塚 (株)ニチイ学館 戸塚区深谷町1412-1

ニチイホーム青葉台 (株)ニチイケアパレス 青葉区青葉台1-19-3 ○

ニチイホーム上星川 (株)ニチイケアパレス 保土ケ谷区東川島町3-6 ○

ニチイホーム菊名 (株)ニチイケアパレス 港北区菊名6-20-42 ○

ニチイホームセンター北 (株）ニチイケアパレス 都筑区中川中央1-29-24

ニチイホーム仲町台 (株)ニチイケアパレス 都筑区勝田南1-1-45
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平成28年度監査対象施設・実施状況 介護付有料老人ホーム

施設名 運営主体 所在地 実施状況

ニチイホーム仲町台Ⅱ番館 (株)ニチイケアパレス 都筑区勝田南1-1-51

ニチイホーム東戸塚 (株)ニチイケアパレス 南区六ツ川4-1171

ニチイホーム藤が丘 (株)ニチイケアパレス 青葉区千草台23-7 ○

ネクサスコート本郷台 (株)ランドネクサス 栄区飯島町1382

ハートウォーム港南台 (医)裕徳会 港南区港南台7-34-7

はなことば新横浜 (株)ゆうあい 港北区新横浜1-11-5 ○

はなことば新横浜２号館 (株)ゆうあい 港北区新横浜1-11-1 ○

はなことば瀬谷 (株)ゆうあい 瀬谷区宮沢2-22-21

はなことばセンター南 (株)ゆうあい 都筑区中川中央2-4-6 ○

はなことば鶴見 (株)ゆうあい 鶴見区駒岡5-18-17 ○

はなことば戸塚 (株)まんよう 戸塚区吉田町1868-9

はなことば南 (株)まんよう 南区新川町2-4-38 ○

花珠の家かながわ (株)日本アメニティライフ協会 神奈川区三枚町543-3

花珠の家かなざわ (株)日本アメニティライフ協会 金沢区釜利谷南2-9-26

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

はなまるハウス弥生台 (株)愛誠会 泉区新橋町920-1 ○

はぴね横浜 グリーンライフ東日本(株) 緑区十日市場町876-8

ぴあはーと　藤が丘 ライフケアデザイン(株) 青葉区藤が丘2-4-8

ヒュッテ荏田南 東京海上日動サミュエル(株) 都筑区荏田南5-18-75 ○

ヒルデモアこどもの国 東京海上日動サミュエル(株) 青葉区奈良町750-1

ヒルデモア三渓園 東京海上日動サミュエル(株) 中区本牧三之谷37-1

フェリエ　ドゥ　横浜　鴨居 (株)サンライズ・ヴィラ 保土ケ谷区上菅田町1590-9

フローレンスケア美しが丘 工藤建設(株) 青葉区美しが丘4-43-4

フローレンスケア港南台 工藤建設(株) 港南区港南台6-5-13

フローレンスケア横浜森の台 工藤建設(株) 緑区森の台12-12 ○

ベストライフ市ヶ尾 (株)ベストライフ 青葉区市ケ尾町1162-27

ベストライフ江田 (株)ベストライフ 青葉区荏田西2-15-1

ベストライフ横浜 (株)ベストライフ 西区浅間町3-174-9

ホームステーションらいふ二俣川 (株)らいふ 旭区本宿町66-2

ボンセジュール荏田 (株)ベネッセスタイルケア 青葉区荏田西2-14-6 ○

ボンセジュールたまプラーザ (株)ベネッセスタイルケア 青葉区新石川2-23-5

ボンセジュール横浜新山下 (株)ベネッセスタイルケア 中区新山下町2-12-55 ○

マリ・ド・ラ・パシオンの家 (有)マザー 戸塚区原宿4-35-10
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平成28年度監査対象施設・実施状況 介護付有料老人ホーム

施設名 運営主体 所在地 実施状況

ミモザ横濱紫陽花苑 ミモザ(株) 瀬谷区阿久和西1-7-2 ○

ミモザ横濱紅葉苑 ミモザ(株) 戸塚区原宿2-1-13 ○

未来倶楽部　青葉台 (株)未来設計 青葉区松風台37-1

未来倶楽部　青葉田奈 (株)未来設計 青葉区田奈町46-1

未来倶楽部　美しが丘 (株）未来設計 青葉区美しが丘西2-40-1 ○

未来倶楽部　荏田 (株）未来設計 都筑区荏田南3-29-21 ○

未来倶楽部　港南台 (株）未来設計 港南区港南台6-5-30 ○

未来倶楽部　さくら台 (株）未来設計 青葉区桜台35-25 ○

未来倶楽部　十日市場 (株）未来設計 緑区十日市場町902-15 ○

未来倶楽部　保土ケ谷 (株）未来設計 保土ケ谷区狩場町164-93 ○

メディカルホームグラニー保土ヶ
谷・横浜

(株)ベネッセスタイルケア 保土ケ谷区峰岡町3-384-1

メディカルホームくらら青葉台 (株)ベネッセスタイルケア 青葉区青葉台2-30-1

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

メディカルホームグランダ金沢文
庫

(株)ベネッセスタイルケア 金沢区谷津町84-3 ○

もみの樹・横浜鶴見 大和ハウスライフサポート(株) 鶴見区北寺尾4-3-2

ゆうらいふ横浜事業所 三井住友海上ケアネット(株) 都筑区仲町台5-7-8

有料老人ホーム　コモンズ (有)ソフィアライフ 港南区下永谷2-28-17

有料老人ホーム　サニーライフ青
葉

(株)川島コーポレーション 青葉区荏田西4-7-16 ○

有料老人ホーム　サニーライフ瀬
谷

(株)川島コーポレーション 瀬谷区橋戸1-27-1

有料老人ホーム　サニーライフ綱
島

(株)川島コーポレーション 港北区綱島西3-4-16

有料老人ホーム　サニーライフ鶴
見

(株)川島コーポレーション 鶴見区上末吉5-4-56

有料老人ホーム　サニーライフ永
田台公園

(株)川島コーポレーション 南区永田台9-3 ○

有料老人ホーム　サニーライフ東
戸塚

(株)川島コーポレーション 戸塚区前田町506-14 ○

有料老人ホーム　サニーライフ南
万騎が原

(株)川島コーポレーション 旭区さちが丘98-1 ○

有料老人ホーム　サニーライフ横
浜

(株)川島コーポレーション 青葉区みたけ台41-1 ○

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

有料老人ホーム　もえぎ野の杜 (株)千雅 青葉区柿の木台14-3

有料老人ホーム　ライフ＆シニア
ハウス港北

(株)生活科学運営 都筑区中川中央1-39-11

有料老人ホーム　ライフ＆シニア
ハウス港北２

(株)生活科学運営 都筑区茅ケ崎南2-18-7

有料老人ホームシニアホテル東戸
塚イーストウィング

(有)湘南ふれあいの園 戸塚区上品濃16-8

横浜エデンの園 (福)聖隷福祉事業団 保土ケ谷区岩井町207

横浜シティハイム　あすか (株)あすか 鶴見区生麦5-10-21

横浜パークケアコミュニティそよ
風

(株)ユニマット リタイアメント・コ
ミュニティ

中区山下町74-2
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平成28年度監査対象施設・実施状況 介護付有料老人ホーム

施設名 運営主体 所在地 実施状況

らいふアシスト馬車道 (株)日立ライフ 中区元浜町2-13-1

ライフコート西寺尾 　介護付き
有料老人ホーム「さくらんぼ」

(株)創生事業団 神奈川区西寺尾2-34-18 ○

ライフコミューンあざみ野 (株)木下の介護 青葉区あざみ野南2-1-12 ○

ライフコミューンいずみ中央 (株)木下の介護 泉区和泉中央南5-19-11 ○

ライフコミューン市ケ尾 (株)木下の介護 青葉区荏田西1-15-23

ライフコミューン上大岡 (株)木下の介護 港南区大久保3-5-53

ライフコミューン希望が丘 (株)木下の介護 旭区東希望が丘18-1 ○

ライフコミューンたまプラーザ (株)木下の介護 青葉区美しが丘4-7-10

ライフコミューン綱島 (株)木下の介護 港北区綱島西5-20-8

ライフコミューン本郷台 (株)木下の介護 栄区飯島町2073 ○

ライフコミューン松風台 (株)木下の介護 青葉区松風台13-13

リアンレーヴ市ヶ尾弐番館 (株)木下の介護 青葉区市ケ尾町1156-3

リアンレーヴ井土ヶ谷 (株)木下の介護 南区永田東1-4-10

リアンレーヴ上大岡 (株)木下の介護 南区別所3-26-3 ○

リアンレーヴ馬車道 (株)木下の介護 中区本町4-38

リアンレーヴ市ヶ尾壱番館 (株)木下の介護 青葉区市ケ尾町1075-9

レストヴィラあざみ野 SOMPOケアネクスト(株) 都筑区あゆみが丘19-24

レストヴィラ金沢八景 SOMPOケアネクスト(株) 金沢区六浦5-8-8

レストヴィラ綱島 SOMPOケアネクスト(株) 港北区新吉田東8-16-33 ○

レストヴィラ十日市場 SOMPOケアネクスト(株) 緑区十日市場町824-2

レストヴィラ戸塚 SOMPOケアネクスト(株) 戸塚区吉田町2014-1 ○

レストヴィラ名瀬の里 SOMPOケアネクスト(株) 戸塚区名瀬町2460-3

レストヴィラ弥生台 SOMPOケアネクスト(株) 泉区新橋町1044-1

レストヴィラ洋光台 SOMPOケアネクスト(株) 磯子区洋光台2-16-26

対象施設数  156
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平成28年度監査対象施設・実施状況 介護療養型医療施設

施設名 運営法人 所在地 実施状況

いずみ中央病院 (医)昌和会 泉区和泉町3627 ○

横浜病院 (医)元気会 緑区寺山町729

港南中央医院 個人 港南区港南2-2-14 ○

十慈堂病院 (医)敬生会 戸塚区南舞岡1-23-9

竹山病院 (医)恵生会 緑区竹山3-1-9

仁恵病院 (医)大恵会 神奈川区新子安1-22-12

三ツ境病院 (医)愛生会 瀬谷区三ツ境23-8 ○

横浜市総合保健医療セン
ター

横浜市 港北区鳥山町1735

横浜鶴ヶ峰病院 (医)順正会 旭区川島町1764

横浜田園都市病院 個人 緑区長津田町3031-2 ○

対象施設数  10
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平成28年度監査対象施設・実施状況 障害者支援施設等

施設名 運営法人 所在地 実施状況

青葉メゾン (福)試行会 青葉区奈良町1757-3 ○

朝日塾 (福)朝日の里 戸塚区東俣野町57-6

偕恵 (福)偕恵園 旭区上白根町783 ○

神奈川訓練センター（盲導
犬訓練施設）

(公財)日本盲導犬協会 港北区新吉田町6001-9 ○

希望 (福)白根学園 鶴見区矢向1-14-18

くるみ学園（成人部） (福)くるみ会 旭区金が谷550 ○

恵和青年寮 (福)恵和 保土ケ谷区今井町691

シーダ日野学園 (福)聖坂学園 港南区日野中央2-25-1 ○

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）

(福)横浜市リハビリテー
ション事業団（指定管理
者）

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）

(福)横浜市リハビリテー
ション事業団（指定管理
者）

港北区鳥山町1752 ○

しらねの里 (福)白根学園 旭区上白根町1092

ソイル栄 (福)であいの会 栄区笠間3-10-7

たっちほどがや (福)十愛療育会 保土ケ谷区仏向町1600-2

てらん広場 (福)同愛会 保土ケ谷区上菅田町1696 ○

(公財)日本補助犬協会（盲
導犬訓練施設）

(公財)日本補助犬協会 旭区矢指町1954-1 ○

のばら園 (福)光風会 保土ケ谷区狩場町200-6

花みずき (福)横浜共生会 港北区新吉田町6001-1

東やまたレジデンス (福)横浜やまびこの里 都筑区東山田町270 ○

光の丘 (福)白根学園 旭区白根7-10-6

やすらぎの園 (福)くるみ会 旭区金が谷550 ○

横浜あゆみ荘（身体障害者
更生センター）

(福)横浜市社会福祉協議会
（指定管理者）

都筑区都筑区葛が谷2-3 ○

横浜市松風学園 横浜市 泉区上飯田町1987

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）

(福)横浜市リハビリテー
ション事業団（指定管理
者）

港北区鳥山町1770 ○

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

(福)横浜市リハビリテー
ション事業団

港北区鳥山町1770 ○

横浜らいず (福)横浜共生会 港北区新吉田町6001-6

よこはまリバーサイド泉 (福)横浜市社会事業協会 泉区下飯田町355

リエゾン笠間 (福)同愛会 栄区笠間3-10-1

航 (福)すみなす会 金沢区釜利谷南2-8-1 ○

対象施設数  28
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平成28年度監査対象施設・実施状況 保護施設等

施設名 運営法人 所在地 実施状況 施設種別

青葉田奈荘 (特非)相模 青葉区 無低宿泊

旭白根荘 (特非)相模 旭区 ○ 無低宿泊

磯子荘 (特非)相模 磯子区 無低宿泊

岡野福祉会館
(福)恩賜財団神奈川県同胞
援護会

西区岡野２－１５－６ ○ 救護

片倉荘 (特非)相模 神奈川区 無低宿泊

神奈川生活相談所 (公財)柿葉会 神奈川区新町１５－６ 相談

鴨居荘 (特非)相模 緑区 無低宿泊

甲突寮 (福)幼年保護会 磯子区丸山１－１９－２０ ○ 更生

コーポ戸塚 (特非)東京サポートセンター 戸塚区 無低宿泊

栄公田荘 (特非)相模 栄区 無低宿泊

栄荘 (特非)相模 栄区 無低宿泊

栄荘１ (特非)相模 栄区 無低宿泊

サンルーム青葉 (特非)サンルーム 青葉区 ○ 無低宿泊

サンルーム和泉 (特非)サンルーム 泉区 無低宿泊

サンルーム港北 (特非)サンルーム 港北区 無低宿泊

サンルーム新横浜 (特非)サンルーム 港北区 無低宿泊

獅子ヶ谷寮 (特非)中高齢支援会 鶴見区 ○ 無低宿泊

自立支援サポートセンター
縁

自立支援サポートセンター縁 保土ケ谷区 無低宿泊

末吉寮 (株)横浜みなとクラブ 中区 ○ 無低宿泊

ステップホーム瀬谷寮 (株)ステップホーム 瀬谷区 ○ 無低宿泊

ステップホーム鶴見寮 (株)ステップホーム 鶴見区 無低宿泊

スマイルハイツ (株)ＹＢＣホーム 南区 無低宿泊

生活者支援センターたちば
な台寮

(株)ＭＫサービス 青葉区 ○ 無低宿泊

清明の郷 (福)横浜社会福祉協会 南区中村町５－３１５ 救護

瀬谷宮沢荘 (特非)相模 瀬谷区 無低宿泊

ダイアパレス妙蓮寺 (株)ＹＢＣホーム 神奈川区 ○ 無低宿泊

大東ハイツ (株)ＹＢＣホーム 南区 無低宿泊

高木ハイツ (株)ＹＢＣホーム 磯子区 無低宿泊

鶴見荘 (特非)相模 鶴見区 無低宿泊

戸塚影取荘 (特非)相模 戸塚区 無低宿泊

戸塚荘 (特非)相模 戸塚区 無低宿泊

ドリームハイツ (株)ＹＢＣホーム 南区 無低宿泊

西岡野荘 (特非)相模 西区 無低宿泊

はまかぜ (福)神奈川県匡済会 中区寿町４－１３－１ 隣保
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平成28年度監査対象施設・実施状況 保護施設等

施設名 運営法人 所在地 実施状況 施設種別

東神奈川寮 (特非)やまゆりの会 神奈川区 無低宿泊

東戸塚寮 (特非) ふれんでぃ 戸塚区 無低宿泊

東橋寮 (株)横浜みなとクラブ 南区 無低宿泊

東本郷荘 (特非)相模 緑区 無低宿泊

東本郷荘２番館 (特非)相模 緑区 ○ 無低宿泊

東山田荘 (特非)相模 都筑区 無低宿泊

富士見寮 (株)横浜みなとクラブ 中区 無低宿泊

ホープ横浜青葉 (一社)ホープ 青葉区 無低宿泊

ホープ横浜都筑 (一社)ホープ 都筑区 無低宿泊

南太田寮 (株)横浜みなとクラブ 南区 無低宿泊

民衆館 (福)横浜愛隣会 南区睦町１－２７ 更生

めだか荘 (株)アリヴィオ 中区 ○ 無低宿泊

横浜いのちの電話 (福)横浜いのちの電話 保土ケ谷区 相談

横浜市浦舟園 (福)神奈川県匡済会 南区浦舟町３－４６ 救護

横浜市中央浩生館 (福)横浜市社会事業協会 南区中村町３－２１１ 更生

ＹＢＣホーム磯子ハイツ (株)ＹＢＣホーム 磯子区 ○ 無低宿泊

ＹＢＣホーム大岡 (株)ＹＢＣホーム 南区 無低宿泊

ＹＢＣホーム中村町 (株)ＹＢＣホーム 南区 無低宿泊

ＹＢＣホームむつみ町 (株)ＹＢＣホーム 南区 無低宿泊

若葉寮 (株)ＭＫサービス 旭区 無低宿泊

対象施設数  54

46




