
KENSHOKAI GROUP
CORPORATE GU I DE

健祥会グループ総合案内

SINCE1979



KENSHOKAI GROUP

超少子高齢社会を持続可能なものとして
いくために社会保障制度も変革の時を迎
えています。しかし、制度がどう変わろ
うと、私たちの福祉への想いは未来永劫
です。この世に生きるすべての人が、生
まれてきてよかった、生きていることは 
素晴らしいと心から思えるような世の中
であるために。ご高齢者やご家族、子ど
もたち、地域の方々や職員たち、すべて
の人の人生が幸多く、すべての人の明日
に夢や生きがい、嬉しさや笑顔が充ちて
いるように。
健祥会グループは、創設35年にあたり

「明日を想う」という言葉をコーポレート
メッセージとして掲げ、新たな歩みをは
じめました。人々を想い、その暮らしを
想い、人生を想い、過去への感謝を未来
への強い意志にかえ、新しい明日へと歩
んでいます。

イメージイラスト 「ハートランド」
健祥会グループの施設があれば安心だなと地域の皆様に思っていただけ
るよう、笑顔のあふれる地域であるよう、福祉事業を通して、支え合
い、わかち合うあたたかな地域づくりを担っていきたい…そんな想いを
イラストに込めました。
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よりよいサービスのために職環境の充実を！

私たちは、不変の行動指針として、「サービスの質の追
求」「職場での共創」「地域社会への貢献」を掲げ、地域
社会の「安心」のために挑戦を続けています。
3つの行動指針の中で、今、特に注力しているのが「職場
での共創」であり、そのための職環境の充実です。人財
の質がサービスの質に直結しますから、魅力ある職場、
選ばれる職場とするために、「仕事と家庭」を両立できる
柔軟な職環境づくりと、キャリアパスに基づいた人財育
成を推しすすめています。
女性が働きやすい職場として「えるぼし」認定の最高位の
三つ星を取得、育児を応援する「はぐくみ支援企業表彰」
もいただき、公的評価を受けるとともに、子育て応援手
当の創設や男性の育児休業取得の推奨、170余名にのぼ
るEPA人財へのサポートとさらなる受け入れの推進、ICT

活用による職員の負担軽減などにも取り組んでいます。

新しい時代を拓く 専門学校健祥会学園

2018年度の診療、介護、障がい福祉の３報酬の同時改定
では、介護、障がい福祉はプラス改定、医療も本体はプラ
スとなりました。制度に左右されるビジネスではあります
が、加算のためのサービスにならぬよう、また、制度に振り
回されることのないよう、現場を大切に、サービスの質の
向上に努めることこそがあるべき姿です。

幼児教育においては無償化が打ち出され、女性の活躍
を支える専門職として、保育士の処遇改善もすすめら
れていますが、グループ4園では、「人としての基礎
がつくられる3・4・5歳期の教育が子どもの未来を決
する」という揺るぎない信念のもと、引き続き、質の
高い就学前教育、保護者のニーズに沿った保育に努め
てまいっております。
そして2018年4月、徳島健祥会福祉専門学校は校名を
専門学校健祥会学園と改めます。創立20周年を機にす
すめてきた教育の質の深化、教員の資質の向上、教育
環境の充実などの改革を加速し、人口減少超高齢時代
を支える有為な専門職の育成をより強力に図ってまい

ります。

組織も職員も、進化と挑戦を続けて

医療も介護も保育も、人財確保や生産性向上、AI対応な
ど、課題は山積しており、社会保障分野といえどもしっ
かりと戦略を以って経営に臨むことが求められます。地
域の安心と組織の永続性のために、職員にも自己研鑽と
進化を促しながら、質の高いサービスを提供する供給体
へ、働きがいのある職場へとたゆまぬ挑戦を続けてまい
ります。
先人たちが「汗と涙」で築いた歴史と、今をお支えくださ
る皆様方に感謝を捧げつつ、健祥会グループへのなお一
層のご支援ご協力をお願い申し上げます。

Top  Message Taichi  Nakamura

時代に先駆けるサービスで地域に根ざして

「福祉は人 人は心」「心と心」を掲げ、福祉が輝く社会を夢
見て、1979年、健祥会グループはひとつの特別養護老人
ホームからスタートしました。現場のニーズに応えるため
に規制と闘い、規制の壁の一つひとつを実践で乗り越え、
時代に先駆けるサービスで地域に安心を届けながら、高
齢者福祉から障がい者福祉、医療、幼児教育、人財育成ま
で、幅広く事業展開を図ってきました。徳島から、香川、高
知へ、大阪、京都、東京へとそのフィールドを広げ、現在、
66施設を展開、健康づくりやスポーツ・文化振興など、
様々な地域活動を精力的に実践しながら、地域に根ざし、
地域との絆を紡いでいます。

特定社会福祉法人として変革の時代に挑む

人口減少期に入り、大きな変革のときを迎えた日本。
社会保障分野においても制度の持続性を高めるための
改革がすすめられています。社会福祉法の改正により
2017年にはグループ内の社会福祉法人健祥会と緑風
会が、全国で２万を超える社会福祉法人の中で300ほ
どしかない特定社会福祉法人となり、社会への大きな
責任を負うことになりました。ガバナンスと財務規律
の厳格化、組織の透明性、地域貢献がより高いレベル
で求められますが、企業であれば、一部上場になった
ようなものと受け止め、身を引き締めて経営に臨んで

います。

「
心
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健祥会グループ理事長
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高齢者福祉
　施設サービス 
　　特別養護老人ホーム
　　老人保健施設 
　　ケアハウス
　　軽費老人ホーム
　　養護老人ホーム
　　サービス付き高齢者向け住宅

　在宅サービス 
　　訪問介護
　　訪問リハビリテーション
　　通所介護
　　通所リハビリテーション
　　認知症対応型共同生活介護
　　小規模多機能型居宅介護
　　居宅介護支援事業所
　　地域包括支援センター
　　在宅介護支援センター
　　
障がい者福祉
　　障害者支援施設
　　障害者就労支援施設
　　障害者生活介護事業所
　　地域活動支援センター
　　生活支援センター

サービスの質の追求 … 今、自分が利用者ニーズに応えられているか

職場での共創 ………… 今、自分が上司・部下・同僚に応えられているか

地域社会への貢献 …… 今、自分が地域のニーズに応えられているか

教育・保育 
 専門学校
 (介護福祉学科/保育学科/理学療法学科/作業療法学科)   
　認定こども園/保育園

自立支援・健康づくり
 介護予防・健康増進施設
 多目的ホール
 屋内ゲートボール場
 徳島県介護実習・普及センター
 老人福祉センター

医療
　クリニック
　（内科/整形外科/脳外科/リハビリテーション科）

会　是

福祉は人　人は心

理　念

心と心

グループ訓

初めに意志ありき

観察眼を養え

問題提起力を持て

そして労を惜しむな

グループ概要

設　立  1979年12月 

創始者 中村 博彦

理事長 中村 太一 

職員数 約3,000名

本部所在地  〒779-3105
 徳島市国府町東高輪字天満356番地1
 TEL 088-642-8118 

構成法人  社会福祉法人 健祥会
   〒779-3105
  徳島市国府町東高輪字天満356番地１ 

  社会福祉法人 緑風会
   〒779-3105
  徳島市国府町東高輪352番地３ 

  社会福祉法人 育英福祉会 
  〒770-0943
  徳島市中昭和町４丁目80番地 

  社会福祉法人 青嵐会 
  〒770-0003
  徳島市北田宮２丁目２番地58号 

  医療法人 青嵐会
  〒779-3105
  徳島市国府町東高輪353番地１

事業所 四国エリア（徳島県、香川県、高知県）
 関西エリア（大阪府、京都府）
 東京エリア（東京都）

事業内容

行動指針

法人組織図

・コーポレートメッセージ：明
あ し た

日を想う
　 この世に生きるすべての人が、生まれてきてよかった、生きていることは素晴らしいと心から思えるような世の中であるために、
　ご高齢者、子どもたち、地域の皆様、そして職員たち、すべての人の明日を想って健祥会グループは歩んでゆきます。

・シンボルマーク：明日の木
　　　　　  たくさんの人が集い、憩い、支え合い、一本の大きな木＝「明日の木」を形づくっています。「明日の木」は地域の明日を想う
　　　　　  健祥会グループのシンボルであり、あたたかな地域づくりへの意志を地域に発信するためのシンボルです。

介護保険事業及びその他福祉事業等の実施にあた
りコンプライアンス（法令遵守）体制を強化し、
あらゆる事業、あらゆるプロセスにおける透明性
の確保＝「見せる化」を推進しています。

医療法人青嵐会
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評議員会 　

理事会
監　事会計監査人

高齢者福祉 教育・保育 医療 障がい者福祉

総　務　部
人　事　部
集え人財室

経営戦略推進部・財務室
地域活動部

介護保険・福祉支援室
監　査　室

法人本部

理事長

理事会

関西エリア

関西本部

四国エリア 東京エリア
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介護と医療の現場が連携、科学的アプローチでケアの標準化を
高齢化に伴って要介護度は重度化し、認知症高齢者も増
加の一途をたどっています。認知症は予防法も治療法も未
だ研究途上の疾患であり、介護においては、確立された専
門性、ケアの統一がないというのが現状です。要介護者の
尊厳ある生活の継続と自立支援のためには、介護と医療
が連携し、医療・看護領域まで包括した重層的なサービス
を新しい介護ケアとして打ち立てることが求められます。

健祥会グループでは科学的アプローチによるケアの標
準化をめざし、国立学校法人徳島大学研究チームとの間
で共同研究を実施。「認知症」「リハビリテーション」
「口腔ケア」の３分野において、現場の実態に根ざし
た実践的な研究成果を現場にフィードバックするととも
に、介護施設を最期の場所に選ぶ方の増加に応え「看取
り介護」の確立にも力を注いでいます。

01認知症ケア	 科学的介護の裏付けとなる大規模データの分析・評価を現場へ還元

リハビリテーション	 高齢者施設利用者におけるビタミンD摂取と転倒予防の関連性の研究

看取りケア	 安らかな生の終焉を心を込めて支えるための看取りのノウハウの構築

口腔ケア	 口腔ケア支援 ICTシステムによるケアの効率化と多職種連携の推進

高齢化の進展と要介護者の重度化、認知症の増加に伴い、高
齢者ケアは医療との連携なしには成り立たなくなっています。ま
た、同時に高齢化した地域を支えるためには、地域に寄り添うあ
たたかな医療が必要です。
施設と地域の双方を視野に、皆様のすこやかな毎日をお手伝いし
たいとの想いを込めて、「けんこうの森」「日々のすこやかを、地域
の皆様に」とキャッチフレーズを掲げるむくの木クリニック。高度医
療機器を設備し、高齢者施設利用者様・地域の皆様の健康管理と
疾病予防・介護予防、自立支援に努めながら、施設・専門学校とも
連携し、より質の高い安心の医療をお届けしています。

クリニック・施設・専門学校が連携し新たな価値の創出を

04
03
02
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介 護 医 療

CT検査室病棟（特別室）リハビリテーション室
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■介護福祉学科（昼間2年／定員80名）（修学資金貸与制度有/一定の条件により返還免除）

専門性を高く、科学的介護と医療的ケアを担う介護のプロフェッショナルへ
介護の最前線で即戦力として力を発揮できるよう、 健祥会
グループが育んできた豊富な現場のノウハウと、常に進化す
る現場直結の介護技術をあますところなく伝えます。 高齢
者の尊厳を守り、自立を支援し、技術のみならず、 福祉人
としての豊かであたたかな心も育てます。

【取得可能資格】
介護福祉士（国家試験受験資格） 
レクリエーション・インストラクター 
ゲートボール3級審判員

■保育学科（昼間２年／定員30名）

子どもの心に寄りそう豊かな感性と高い専門性を備えた｢教育者｣を育てる
子どもを取り巻く家庭・地域への支援まで視野に入れた、
保育のプロを養成します。 また高齢者など、日常生活に
援助を必要とする方々への支援についても学ぶことがで
き、 様々な立場の人にとって心の支えとなる人財を育成し
ます。 

【取得可能資格】
保育士
幼稚園教諭（二種免許状）
社会福祉主事（任用）
ゲートボール3級審判員

■理学療法学科  （昼間３年／定員40名）

徳島大学との共同研究の成果を共有し、	リハビリテーションの最前線へ
人間の体の構造を学び、様々な理学療法によって、障がいを
持たれた方の機能回復を図り、「明日への一歩」をサポート
します。 日々進化する技術と理論を学び、それを対象者の
ためにどう活かすかを常に考え実践するとともに、 技術を
支える豊かな心も育みます。 

【取得可能資格】
理学療法士（国家試験受験資格） 
ゲートボール3級審判員

■作業療法学科（昼間３年／定員40名）（世界作業療法士連盟（WFOT）認定校）

こころとからだのリハビリテーション、作業することで人は元気になれる
病気や事故などにより心身に障がいを持った方を支援し、社
会復帰へと導くためのリハビリテーションの専門領域を世界
基準のカリキュラムで学びます。身体障がい、精神障がい、
発達障がい、老年期障がいなど、幅広い分野において「その
人らしい生活づくり」をサポートする人財を育てます。

【取得可能資格】
作業療法士（国家試験受験資格） 
ゲートボール3級審判員

現場直結の教育環境の中、時代の求める専門職を育てる
専門学校 健祥会学園 

健祥会グループの介護・リハビリ・保育・医療の現場と
の直結の教育環境を活かし、専門性・科学性に立脚した
先進の技術とノウハウにより、社会に資する人財の育成
に取り組んでいます。
また、専門性のみならず、いのちを預かる「職」としての倫
理観、人としての基本である「礼儀と感謝」そして、多文

化・多民族共生時代に不可欠のコミュニケーション能力
や広範な知識・見識を豊かに養い、グローバル時代の専
門職を育てています。開校以来就職率は100％を誇って
おり、さらに国家試験合格率の高さ、現場での卒業生の
活躍にも定評があります。

専 門 職 教 育
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いのちを預かる職として
高い専門性の獲得と心の陶冶を
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■豊かな学びの体験で可能性の芽を伸ばす
自然、文化芸術、四季の行事、社会活動…園の内外で様々なことを
体験します。本物に触れ、豊かな経験を重ねることで、子ども一人ひ
とりが持っている可能性に種を蒔き、その芽を伸ばします。

■専門講師による教育カリキュラムを提供

英語教室
コミュニケーションの共通言語である英語力をつくります。

体操教室
強い心とからだをつくり運動能力をのばします。

茶道教室
日本の伝統文化に慣れ親しみ礼儀作法を学びます。

サイエンス 教室 
「なぜ？」「不思議！」の体験で発想力と思考力をつくります。

音楽教室
美しい音楽で豊かな情操を養います。

書道教室
墨と筆の文化を通して日本の心に触れます。

■自然への感謝と正しい食習慣を身に付ける
安全でおいしい給食を通して、自然への感謝の心を育て、正しい
食習慣を身に付けます。 

■日本の四季と美しい言葉で五感を育む
様々な行事や文化を通して日本の四季の素晴らしさを体得するとと
もに、美しい日本語に触れながら、豊かな五感を育みます。 

保 育教 育

質の高い就学前教育、保護者のニーズに添った保育サービスを提供
育英認定こども園　青嵐認定こども園　とくしま健祥会保育園　こまつしま健祥会認定こども園  

「人としての基礎が形づくられる幼児期にこそ上質な教育
を」との想いで、知育・体育・徳育、情操教育、躾を重視し、
幼稚園に負けない就学前教育を実践。卒園児たちは小学
校で礼儀、積極性、創造性等できらりと光るものを見せて
くれており、健祥会グループ４園（保育園・認定こども園）は
それぞれ地域一番の高い評価を得ています。

少子化・人口減少への危機感から「教育・保育」がやっと
国の重要課題となってきました。健祥会グループ４園で
は、設立来変わらぬ想いで、子どもたちが心もからだもた
くましく、のびのびと、すくすくと、そして個性豊かに育
つよう、家庭と連携し、質の高い就学前教育、保護者の
ニーズに添った保育サービスの提供に努めています。

健祥会グループフォトコンテスト 入賞作品（「すももGET☆」吉田真愛）
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KENSHOKAI GROUP

地域への感謝を胸に、笑顔と安心を届けます
施設は地域の一員であり、地域の皆様のお支えで成り
立っています。利用される方への福祉サービスだけでな
く、地域コミュニティの拠点として、安心安全で心の
通い合う地域づくりへの貢献を果たすことが社会福祉

法人としての努めです。それぞれの施設がそれぞれの地
域の明日を想い、職員の専門性や施設の設備を活かしな
がら、地域の実情とニーズに合わせてさまざまな活動を
行っています。

地 域 活 動

「ええやん徳島」推進事業
徳島の人口減少を睨み、関西本部において事業スタート。自然が豊か
で、介護医療・教育保育・職・食・住環境の整った徳島の良さを関西の
人々へ発信し、都市からの入居、転職、移住を提案しています。
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 認知症サポーター養成講座を精力的に開催

 無料相談窓口（徳島市南島田町 ショッピングプラザタクト内）
　「介護・医療・保育 相談センター by KENSHOKAI」の設置

  低所得で生計困難な利用者に対する「利用者負担軽減」を
推進

  とくしまマラソンにボランティア参加

  「在宅高齢者の見守りや生活支援サービスの提供

  健康教室や糖尿病予防教室など介護福祉に関する情報発信

   「わんぱく教室」「子育て公開講座」 「家庭訪問事業」 等で地域の
子育てを応援

  介護予防のためのサロン活動を各地に展開

  便利に！ 安心して！ 定期巡回バスを運行

  安心安全な街めざして、バリアフリー調査を実施

  施設での体験学習や出張講座など、小中高生への福祉教育
の実践

  災害発生時には地域の安心の拠点となって

  「とくしま移住サポート企業」 として徳島県との間に協定締結
 　 徳島への移住を検討している方に 「おもてなし」 を提供

  献血サポータークラブによる献血活動

  「健祥会プレゼンテーション」 から地域に健康と自立を発信

  地域の皆様にも開かれた多目的ホール

  「合同敬老会」 「納涼祭」 を地域の皆様とともに

  スポーツを通じて、地域に元気を発信

  感謝を込めて、清掃活動で地域を美しく

  お祭りなどの地域行事への参加協力

  デイサービスセンターのプールを開放

  「健祥会グループ連・健祥会ちるど連」 として阿波踊り

  交通安全キャンペーンで安全運転を呼びかけ

地
域
の
皆
様
と
手
を
携
え

あ
た
た
か
な
地
域
づ
く
り
を

健祥会グループは、2016年3月3日に
「とくしま移住サポート企業」として
徳島県との間に協定の締結をしています。



KENSHOKAI GROUP

1978.6.17 社会福祉法人育英福祉会設立認可（厚生省収児第706号）
1979.4.1 育英保育園 開園
1979.12.19 社会福祉法人健祥会設立認可（厚生省社第1113号）
1980.4.1 特別養護老人ホーム水明荘 開所
1980.8.1 健祥会診療所開設水明荘医務室が保険医療機関に
1980.8.12 社会福祉法人青嵐会設立認可（厚生省収児第769号）
1980.10.1 ゲートボールを健祥会会技とする
1981.4.1 青嵐保育園 開園
1981.12.2 健祥会デイサービスセンター 開所（四国初）
1984.4.1 軽費老人ホームA型健祥会ヴィラ 開所
1984.7.31 社会福祉法人緑風会設立認可（厚生省社第576号）
1985.8.5 特別養護老人ホーム緑風荘 開所
1989.4.14 老人保健施設健祥会ウェル・デイケアとらハウス 開所

健祥会クラブ21発会
1989.7.1 健祥会屋内GB場「健祥会ドーム川島」完成・クラブハウス設置
1991.3.19 老人保健施設健祥会ウェル 増築　リフレッシュサービス開始
1992.5.1 老人保健施設健祥会ヘルス・デイケアライオンハウス 開所
1992.5.3 健祥会・中国青島市衛生局と「研修生の派遣及び受け入れに関する協議書」に正式調印
1992.10.1 ケアハウス健祥会リブレ・塩江デイサービスセンター 開所
1992.11.28 健祥会ホットスプリングス開始
1993.4.1 健祥会デイサービスセンター・健祥会在宅介護支援センター川島 開所

健祥会イントロセンター開設
1995.4.1 ケアハウス健祥会ひまわり・健祥会デイサービスセンター徳島 開所
1995.5.1 老人保健施設健祥会ハート・デイケアぞうハウス 開所
1996.4.1 老人保健施設ジャンボ緑風会・デイケアくじらハウス 開所
1996.4.6 徳島健祥会福祉専門学校 介護福祉学科  開校・入学式
1996.5.1 特別養護老人ホーム水明荘贅沢特養として生まれかわる
1996.7 健祥会グループ夏まつり 地域ごとに開催
1997.1.14 ドイツ（マンハイム市、福祉団体ディアコニー、アルバータ・ウォールハート）と姉妹提携
1997.4.1 特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ・デイセンターバタフライ 開所
1997.5.1 老人保健施設健祥会バーデン・デイケアイーグルハウス 開所
1998.4.1 特別養護老人ホーム健祥会ハイジ・デイセンターウィリアムテル 開所

老人保健施設健祥会シェーンブルン・デイケアハプスブルク 開所
各デイサービスセンターで「健祥会ドック」開始

1998.7.1 特別養護老人ホーム緑風会ルネッサンス・デイセンターモナ・リザ 開所
1999.4.1 高齢者健康増進施設健祥会プレゼンテーション 開所
1999.6.1 ケアハウス健祥会プロバンス・デイセンターアルル 開所
1999.7.1 特別養護老人ホーム緑風会チロル・ケアハウスモントゼー 開所

健祥会デイサービスセンター上勝 開所
1999.12.1 ケアハウス健祥会アンダルシア・デイセンターカルメン 開所
1999.12.26 特別養護老人ホーム健祥会清盛・養護老人ホーム健祥会頼朝 開所
2000.1.1 全国初の生きがいデイサービス事業開始
2000.2.1 特別養護老人ホーム健祥会ピーター・ケアハウス鳩の家 開所
2000.4.1 徳島健祥会福祉専門学校 理学療法・作業療法学科 新設
2000.11.1 ケアハウス健祥会うだつ・デイサービスセンターうだつ 開所
2001.1.1 身体障害者療護施設健祥苑・健祥会ふれあいハウス 開所
2001.1.4 健祥苑デイサービスセンター 開設
2001.4.1 ケアハウス健祥会アムス・デイセンターチューリップ 開所
　　 特別養護老人ホーム健祥会モルダウ・デイセンターザトペック 開所
2001.7.1 特別養護老人ホーム健祥会バイエルン・デイセンターワーグナー 開所
2002.4.1 特別養護老人ホーム健祥会家康 開所
2003.2.1 健祥苑授産センター金太郎・健祥苑生活支援センター 開所
2003.5.1 特別養護老人ホーム緑風荘・デイセンター緑風 新築移転オープン
2003.8.1 高齢者健康増進施設健祥会インディペンデント21 開所
2003.9.1 グループホーム礼あり優あり 開所

グループ沿革

2003.10.1 ケアハウス健祥会リバティ 開所
2003.11.8 多目的ホール健祥会パートナー 開館
2004.1.1 ケアハウスマリア・テレジア 開所
2004.8.1 グループホーム笑顔毎日 開所
2005.4.1 特別養護老人ホーム樫田の里・デイセンターとんがり帽子 開所 関西初進出
2005.8.29 健康寿命88歳教室 開講
2006.3.1 グループホーム義満・デイセンター一休さん（4.1） 開所
　 グループホーム健祥会彦左・デイセンター一心太助（4.1） 開所
2006.4.1 特別養護老人ホーム緑風会イサベル・デイセンターコロンブス 開所

グループホーム慎太郎・デイセンター海援隊 開所
2006.8.1 デイセンター日吉丸 開所・グループホーム藤吉郎（8.2） 開所
2006.10.1 養護老人ホーム健祥会エジンバラ 開所
2007.3.4 健祥会グループ教育・保育フェスタ開催
2007.4.1 こまつしま健祥会保育園 開園（2008.11.1 新築オープン）
2007.9.1 グループホームあめごの里・デイセンターきとうゆず 開所
2009.1.29 EPA介護福祉士候補者 第一陣就労開始
2009.4.4 徳島健祥会福祉専門学校 保育福祉学科 新設
2009.9.9 徳島健祥会福祉専門学校がインドネシア教育大学との学術協定を締結
2009.12.6 健祥会インディペンデント美馬 開所
2010.10.25 徳島大学と認知症ケア等の包括研究の契約締結
2011.3.1 小規模多機能ホーム健祥会セビリア 開所
2011.3.20 グループホーム濃姫・デイセンター上総介 開所
2011.5.1 小規模多機能ホーム緑風会登子・デイセンター緑風会尊氏 開所
2011.6.1 グループホーム加尾・デイセンターお龍 開所
2011.8.3 タイ、クルアイナムタイ病院と連携 
2012.4.1 介護老人福祉施設ふるさと那賀 開所
 とくしま健祥会保育園 開園

2012.10.1 介護老人保健施設マリアンヌ 開所
2013.3.1 特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 開所
2014.3.1 特別養護老人ホーム健祥会ライデン 開所
2014.3.1 むくの木クリニック 開院
2014.6.1 サービス付高齢者住宅健祥会デルフト 開所
2014.9.1 特別養護老人ホーム笑顔 開所
2014.11.1 特別養護老人ホームひかり・養護老人ホームしののめ 開所
2014.12.1 特別養護老人ホームエリザベート成城・都市型軽費老人ホーム緑風 開所 東京初進出
2015.2.1 デイセンターザトペックで認知症対応型通所介護 スタート
2015.4.1 吉野川リハビリセンター 開所・健祥会グループ関西本部 設置
2015.8.1 健祥会デイサービスセンターが、認知症対応型通所介護事業所としてリニューアルオープン
2015.10 健祥会グループ「ええやん徳島」推進事業開始
2016.3.3 「とくしま移住サポート企業」として徳島県と協定締結
2016.3.22 社会福祉法人健祥会「はぐくみ支援企業」表彰　　　　　　
2016.4.1 徳島健祥会福祉専門学校に2年制保育学科 新設

こまつしま健祥会保育園を認定こども園に移行
2016.7.5 老人保健施設健祥会シェーンブルン　訪問リハビリテーション 開始

2016.10.3 チロルデイサービスセンター 開所 
（デイセンターきとうゆずをサテライトとして2カ所を一体的に運営）

2016.11.8 介護老人保健施設マリアンヌ 訪問リハビリテーション 開始
2017.3.1 健祥会バーデン・アネックス 開所（健祥会バーデン20床増床）
 健祥会トゥモローホール 開所

2017.3.14 社会福祉法人緑風会「はぐくみ支援企業」表彰　　　　　　
2017.4.1 育英保育園・青嵐保育園を認定こども園に移行
2017.4.13 社会福祉法人健祥会「えるぼし」認定
2017.11.11 アンテナショップ「介護・医療・保育 相談センター by KENSHOKAI」オープン
2018.3.1 グループホーム元気 開所
2018.4.1 専門学校 健祥会学園へ名称変更（徳島健祥会福祉専門学校）

規制の壁を乗り越え、時代に先駆けてきた歴史
感謝とともに新しい明日へ

水明荘医務室が保険医療機関に
/1980.8

初めての障がい者施設  健祥苑スタート
/2001.1

二宮金次郎を範として
勉学の志・勤勉・孝行心を学ぶ

特別養護老人ホーム エリザベート成城
/2014.12

専門学校 健祥会学園へ名称変更
/2018.4

屋内ゲートボール場落成
/1989.7

塩江に温泉リハビリ「健康バーデン」
/1997.5

健祥会プレゼンテーション開所
/1999.4

むくの木クリニック
/2014.3

健祥会トゥモローホール
/2017.3
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定員/70名

こまつしま健祥会認定こども園

特別養護老人ホーム

老人保健施設

グループホーム

養護老人ホーム

専門学校

認定こども園・保育園

ケアハウス・軽費老人ホーム 住宅機能と、医療、食事や入浴等のサービスを提供する生活
機能を併せ持った新しいスタイルのシルバーマンションです。

認知症のご高齢者が少人数の家庭的な環境のもと、専門スタッフのサポートを受けながら、共同生活を営む居住
施設です。

定員/29名

定員/95名

定員/100名

定員/60名

定員/40名

定員/60名定員/72名

定員/120名 定員/100名定員/100名

定員/100名

定員/120名

定員/50名 定員/50名

定員/50名定員/18名 定員/50名

定員/50名

定員/27名

定員/27名

定員/18名定員/18名

定員/96名 定員/96名 定員/130名 定員/135名

定員/18名

定員/18名定員/18名

定員/9名

定員/30名

定員/18名

軽費老人ホームA型
定員/50名

定員/70名 定員/60名

定員/160名

定員/50名定員/50名

定員/40名定員/29名

定員/40名

定員/90名定員/70名 定員/40名定員/60名

高齢者健康増進施設 多目的ホール

小規模多機能ホーム 「通い」を中心に「泊まり」「訪問」の3サービスを
組み合わせて提供する在宅介護サービスです。

登録 /25名
通い /15名
宿泊 /  9名

登録 /25名
通い /15名
宿泊 /  9名

障がい者福祉施設

定員/56名 定員/20名

日常生活を送るために必要な
機能回復を、理学・作業療法
士がお手伝いします。

通所リハビリセンター

吉野川リハビリセンター
定員/60名

定員/120名

東京都世田谷区成城　定員/10名

注）定員：短期入所者を含みます。  徳島県の施設については県名を省略して記載しております。

高知県安芸郡東洋町　定員/18名

香川県高松市塩江町　定員/50名

身体上の障がいのため、常時介護を必要としながらも、
在宅での介護が困難な方に、必要な機能訓練や日常の個
別ケアを提供します。

サービス付き
高齢者向け住宅

定員/29名

介護・医療と連携し、ご高
齢者の安心を支えるサービ
スを提供する住宅です。

経済的に在宅での養護・介護が困難なご高齢者に、医療・
福祉両面からサービスを提供します。

事業所一覧

広がりゆくフィールド
  「進化と深化」でそれぞれの地域に根ざしながら

クリニック

むくの木クリニック
徳島市国府町 定員/19名

グループホーム 元気
徳島市国府町 定員/18名

内科・整形外科・脳外科
リハビリテーション科

様々な学びや気づきの場を提供し、身心の健康を高め、創造性・意欲・自
発性・好奇心など、子どもたちの持つ可能性をしっかり伸ばします。

介護福祉学科・保育学科
理学療法学科・作業療法学科

香川県高松市塩江町　定員/100名

東京都世田谷区成城　定員/120名

大阪府吹田市岸部北　定員/80名 大阪府高槻市田能畑子谷  定員/120名

在宅での介護が困難な要介護高齢者に対して、介護、入浴・排泄・食事などの日常生活のケアおよび、機能訓練や健康管理などの療養上
のケアを提供。できるだけ自立した生活を送っていただけるようサポートします。

介護予防・健康づくり
を実践する施設です。

疾病、負傷などにより生活能力が低下したご高齢者に対して介護や機能訓練等、必要な医
療を行うとともに、日常生活上のケアを提供する施設です。自立した日常生活を営むこと
ができるよう、リハビリ等を行いながら、在宅生活への復帰をめざします。

育英認定こども園 青嵐認定こども園
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健祥会グループ本部
779-3105
徳島市国府町東高輪字天満356番地1
tel.088-642-8118
fax.088-642-8668

はぐくみ支援を推進

健祥会グループに関する情報は

はぐくみ支援を推進社会福祉法人健祥会 とくしま移住サポート企業


