
介護職員等特定処遇改善加算の算定状況と介護職員等の処遇改善について 

 

 

当法人では、別紙の事業所において、介護職員等特定処遇改善加算の届出を行い算定をしています。 

また、賃金以外に、次の介護職員等の処遇改善の取組を行っています。 

 

① 資質の向上 

・アセッサー資格取得者等による介護技術者研修等の研修実施 

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

 

② 労働環境・処遇の改善 

・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備 

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤

務環境やケア内容の改善 

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 

・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 

   ・ＩＣＴ活用による介護職員の事務負担軽減 

 

③ その他 

・法人のホームページの活用による経営・人材育成理念の見える化 

・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 

・非正規職員から正規職員への転換 

・法定人員を上回る職員の配置による業務負担の軽減 



別紙一覧表

介護保険事業
所番号

事業所等の名称 提供するサービス 事業所の住所
介護職員等特定処遇
改善加算の区分

3970200170 ヘルパーステーションさんさん 訪問介護
781-7109
室戸市領家270-1

加算Ⅰ

3970200170 ヘルパーステーションさんさん 訪問型サービス（総合事業）
781-7109
室戸市領家270-1

加算Ⅰ

3970300137 ヘルパーステーションてくてく 訪問介護
784-0043
安芸市川北甲1812-15

加算Ⅱ

3970300137 ヘルパーステーションてくてく 訪問型サービス（総合事業）
784-0043
安芸市川北甲1812-15

加算Ⅱ

3970400135 ヘルパーステーションひだまり 訪問介護
783-0049
南国市岡豊町中島1535

加算Ⅰ

3970400135 ヘルパーステーションひだまり 訪問型サービス（総合事業）
783-0049
南国市岡豊町中島1535

加算Ⅰ

3972500957 ヘルパーステーションさかわ 訪問介護
789-1201
高岡郡佐川町甲1065-33

加算Ⅰ

3972500957 ヘルパーステーションさかわ 訪問型サービス（総合事業）
789-1201
高岡郡佐川町甲1065-33

加算Ⅰ

3970106864 ヘルパーステーションあっとホーム 訪問介護
780-8040
高知市神田1068-1

加算Ⅰ

3970106864 ヘルパーステーションあっとホーム 訪問型サービス（総合事業）
780-8040
高知市神田1068-1

加算Ⅰ

3970200069 デイサービスセンターさんさん 地域密着型通所介護
781-7109
室戸市領家270-1

加算Ⅱ

3970200069 デイサービスセンターさんさん 通所型サービス（総合事業）
781-7109
室戸市領家270-1

加算Ⅱ

3970300145 デイサービスセンター安芸 通所介護
784-0043
安芸市川北甲1812-15

加算Ⅰ

3970300145 デイサービスセンター安芸 通所型サービス（総合事業）
784-0043
安芸市川北甲1812-15

加算Ⅰ

3991100045 デイサービスセンターのいち 地域密着型通所介護
781-5213
香南市野市町東野1652-1

加算Ⅰ

3991100045 デイサービスセンターのいち 通所型サービス（総合事業）
781-5213
香南市野市町東野1652-1

加算Ⅰ

3970400143 デイサービスセンターぬくもり 通所介護
783-0049
南国市岡豊町中島1535

加算Ⅱ

3970400143 デイサービスセンターぬくもり 通所型サービス（総合事業）
783-0049
南国市岡豊町中島1535

加算Ⅱ

3970104042 デイサービスセンターあっとホーム 通所介護
780-8040
高知市神田1068-1

加算Ⅰ

3970104042 デイサービスセンターあっとホーム 通所型サービス（総合事業）
780-8040
高知市神田1068-1

加算Ⅰ

3972500965 デイサービスセンターさかわ 地域密着型通所介護
789-1201
高岡郡佐川町甲1065-33

加算Ⅰ

3972500965 デイサービスセンターさかわ 通所型サービス（総合事業）
789-1201
高岡郡佐川町甲1065-33

加算Ⅰ

3970300152 グループホーム安芸
(介護予防)認知症対応型共同
生活介護

784-0043
安芸市川北甲1812-15

加算Ⅰ

3972100477 グループホームやす
(介護予防)認知症対応型共同
生活介護

781-5601
香南市夜須町坪井804-19

加算Ⅰ

3972100501 グループホームのいち
(介護予防)認知症対応型共同
生活介護

781-5213
香南市野市町東野1652-1

加算Ⅰ

3972100386 グループホームかがみ
(介護予防)認知症対応型共同
生活介護

781-5331
香南市香我美町岸本ルノ丸328-39

加算Ⅰ

3970400234 グループホームなんごく
(介護予防)認知症対応型共同
生活介護

783-0049
南国市岡豊町中島1298

加算Ⅰ

3990100160 グループホーム大津
(介護予防)認知症対応型共同
生活介護

781-5103
高知市大津乙922-1

加算Ⅰ

3990100459 グループホーム夕やけ小やけ
(介護予防)認知症対応型共同
生活介護

780-8040
高知市神田1002-1

加算Ⅰ

3992500011 グループホームふたな
(介護予防)認知症対応型共同
生活介護

789-1301
高岡郡中土佐町久礼6002-2

加算Ⅰ

3992500102 グループホームいこい
(介護予防)認知症対応型共同
生活介護

789-1301
高岡郡中土佐町久礼5988

加算Ⅰ

3970300160 ケアハウス安芸
(介護予防)特定施設入居者生
活介護

784-0043
安芸市川北甲1812-15

加算Ⅰ

3972100238 ケアハウス菜の花
(介護予防)特定施設入居者生
活介護

781-5213
香南市野市町東野1632-3

加算Ⅰ

3970400184 ケアハウスたんぽぽ
(介護予防)特定施設入居者生
活介護

783-0047
南国市岡豊町常通寺島335-3

加算Ⅰ

3970400176 ケアハウスつくしんぼ
(介護予防)特定施設入居者生
活介護

783-0049
南国市岡豊町中島1535

加算Ⅰ

3972501427 養護老人ホーム双名園
(介護予防)特定施設入居者生
活介護

789-1301
高岡郡中土佐町久礼5998

加算Ⅰ

3990100442 介護付有料老人ホーム夕やけ小やけ
地域密着型特定施設入居者生
活介護

780-8040
高知市神田1002-1

加算Ⅰ

3990100095
小規模多機能型居宅介護事業所さい
わい

(介護予防)小規模多機能型居
宅介護

780-0045
高知市幸町6-4

加算Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算届出状況（令和５月４月１日現在）



39A0400013 介護予防サロンごむの木 通所型サービス（総合事業）
783-0049
南国市岡豊町中島1535

加算Ⅱ

3970400150
短期入所生活介護事業所陽だまりの
里

(介護予防)短期入所生活介護
783-0049
南国市岡豊町中島1535

加算Ⅰ

3970105072 特別養護老人ホームふるさとの丘 (介護予防)短期入所生活介護
780-8066
高知市朝倉己1149-106

加算Ⅱ

3970400671 特別養護老人ホームたちばなの里 (介護予防)短期入所生活介護
783-0031
南国市下野田45-1

加算Ⅰ

3970400036 特別養護老人ホーム陽だまりの里 介護老人福祉施設
783-0049
南国市岡豊町中島1535

加算Ⅰ

3970105072 特別養護老人ホームふるさとの丘 介護老人福祉施設
780-8066
高知市朝倉己1149-106

加算Ⅰ

3970400671 特別養護老人ホームたちばなの里 介護老人福祉施設
783-0031
南国市下野田45-1

加算Ⅰ

1470701325 特別養護老人ホーム磯子自然村 (介護予防)短期入所生活介護
235-0043
横浜市磯子区氷取沢町60-17

加算Ⅱ

1470701325 特別養護老人ホーム磯子自然村 介護老人福祉施設
235-0043
横浜市磯子区氷取沢町60-17

加算Ⅰ


