
令和３年度介護事業者認証評価制度実施状況（令和３年４月１日現在）

委託先
申請窓口・電話番号・ホームペー

ジ
運用方法 手数料 認証事業者数

認証事業者公表ホーム
ページ

ロゴマーク等
介護人材確保担当部

署
電話番号

1 北海道
保健福祉部高齢者支援局高齢

者保健福祉課
011-204-5272

2 青森県

・公益社団法人
青森県老人福祉協会

・公益財団法人
青森県介護労働安定センター

・株式会社エイデル研究所

【申請窓口】
公益社団法人青森県老人福祉協会
【ＴＥＬ】０１７－７３１－３７５５
【ＨＰ】http://www.aomori-roukyo.or.jp/

事業者に対して認証を与える方式（一段階） 無料

・認証事業者数
　４４事業者

・参加宣言事業者数
　１６４事業者

https://www.aomori-
kaigo.net/category/corporati

on

健康福祉部高齢福祉保険
課

介護事業者グループ
017-734-9299

3 岩手県

（人材確保全般）
長寿社会政策課

介護人材確保推進班
022-211-2596

（認証制度）
長寿社会政策課

運営指導班
022-211-2556

都道府県名

4 宮城県
NPO法人介護・福祉サービス

非営利団体ネットワークみやぎ

認証制度HPより申請
TEL：０２２－３４３－８５６５

HP：https://www.miyagi-kaigojinzai.jp/

宣言と段階的認証を組み合わせた宣言認証
方式
①申請のあった事業所を宣言事業所として
HPにて公開
②介護サービス情報の公表システムにて従
業者の職場環境に関する協議会が定めた計
13項目（独自項目含む）全てを情報の公表の
確認調査にて確認できた事業所を第１段階
認証事業所として認証
③第2段階認証項目のうち，必須項目全てを
クリアしている事業所を第２段階認証事業所
として認証
（④第2段階認証項目全てをクリアしている事
業所はプレミアム認証する予定）

無料

宣言事業所数…５００
第１段階認証事業所数…３６５
第２段階認証事業所数…２３

（予定）

https://www.miyagi-
kaigojinzai.jp/

検討中（モデル的に令和３年度に実施予定）

実施予定なし
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令和３年度介護事業者認証評価制度実施状況（令和３年４月１日現在）

委託先
申請窓口・電話番号・ホームペー

ジ
運用方法 手数料 認証事業者数

認証事業者公表ホーム
ページ

ロゴマーク等
介護人材確保担当部

署
電話番号都道府県名

5 秋田県

・公益財団法人
介護労働安定センター

秋田支部

・株式会社エイデル研究所

公益財団法人介護労働安定センター
秋田支部

018-853-5177
http://www.kaigo-

center.or.jp/shibu/akita/

・参加宣言→取組→認証
・参加宣言事業者名を公開
・認証事業者の詳細情報を公開

無料

・認証事業者数
４９事業者

・宣言事業者数
１1８事業者

https://www.pref.akita.lg.jp/pag
es/archive/25956

秋田県健康福祉部
長寿社会課

介護人材対策班
018-860-1364

6 山形県 株式会社エイデル研究所 R3年度から制度開始の為、現在調整中。
・参加宣言→取組→認証
・認証取得事業者名を県ＨＰ等で公表予定

無料 R3年度より制度運用を開始 準備中
健康福祉部高齢者支援課

介護人材育成担当
023-630-3359

7 福島県 　 　 　 　 　　

8 茨城県

9 栃木県 株式会社エイデル研究所

株式会社エイデル研究所内　とちぎ介
護人材育成認証制度事務局

TEL：0120-404-641/03-3234-4641
https://www.eidell.co.jp/tochigi-kaigo/

・申請があった事業者の情報を公開する宣
言方式に加え、事業者の取組状況にあわせ
て段階的に認証を与える方式を採用
・宣言事業者はレベル１、認証事業者は取組
状況に応じてレベル２又はレベル３として認
証

無料

・認証事業者数
レベル３：30事業者
レベル２：５事業者
・宣言事業者数

レベル１：69事業者

https://www.eidell.co.jp/tochi
gi-kaigo/

保健福祉部
高齢対策課

事業者指導班
介護人材チーム

028-623-3147

10 群馬県
公益財団法人

介護労働安定センター
群馬支所

公益財団法人介護労働安定センター
群馬支所

０２７－２３５－３０１３
http://www.kaigo-

center.or.jp/shibu/gunma/

・事業者に対して取組状況にあわせて段階
的に認証を与える方式（複数段階）
①人材育成・職場環境改善に取り組む事業
者について、宣言事業者として認定

②①のうち、運営及び活動が適正で、一定水
準以上の取り組みを行っている事業者につ
いて、認証事業者として認証

・宣言事業者、認証事業者ともに、県ホーム
ページにて公表

無料

①宣言事業者数
　　１３５事業者

②認証事業者数
　　７事業者

①宣言事業者
https://www.pref.gunma.jp/0

2/d23g_00013.html

②認証事業者
https://www.pref.gunma.jp/0

2/d23g_00220.html

①

② 群馬県健康福祉部
介護高齢課

介護人材確保対策室
人材確保係

027-226-2564

検討中（令和3年度中に実施予定）

検討中（令和3年度中に事業者を公表予定）
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令和３年度介護事業者認証評価制度実施状況（令和３年４月１日現在）

委託先
申請窓口・電話番号・ホームペー

ジ
運用方法 手数料 認証事業者数

認証事業者公表ホーム
ページ

ロゴマーク等
介護人材確保担当部

署
電話番号都道府県名

11 埼玉県 委託なし

埼玉県福祉部高齢者福祉課
施設整備担当

所在地：〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1

電話番号：048-830-3260
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/ni

nsyo.html

・取組宣言のあった事業者に対して認証を与
える方式（１つ星）
・事業者に対して取組状況にあわせて段階
的に認証を与える方式（２・３つ星）

無料

【令和３年３月末時点】
１つ星：126法人 716事業所２

つ星：37法人 212事業所
３つ星：15法人 126事業所

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0
603/kaigo-net/ninshou.html

なし
埼玉県福祉部高齢者福祉

課
介護人材担当

048-830-3232

12 千葉県

13 東京都
公益財団法人

東京都福祉保健財団

公益財団法人東京都福祉保健財団
福祉情報部　福祉情報室　宣言情報公
表担当
電話: 03-3344-8552
HP：
https://www.fukushizaidan.jp/204seng
en/shinsei/

申請があった事業者の情報を公開する宣言
方式

無料 宣言事業所数1,930事業所
（累計）

https://www.fukushijinzai.metro
.tokyo.lg.jp/

東京都福祉保健局
生活福祉部地域福祉課
福祉人材対策推進担当

03ｰ5320ｰ4095

14 神奈川県
公益社団法人かながわ福祉

サービス振興会

申請窓口：委託先の応募（申請）ホーム
ページ

電話番号：045-227-5692
HP：令和３年度については準備中

事業者に対して認証を与える方式（一段階） 無料 180事業所
http://www.pref.kanagawa.jp/do

cs/n7j/cnt/f536495/
なし

地域福祉課
福祉介護人材グループ

045-210-4755

15 新潟県 委託なし

高齢福祉保健課　介護人材確保係
025-280-5272

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kour
ei/

申請があった事業者の情報を公開する
宣言・参加表明方式

無料
宣言事業者数

51事業所

【県HP】
https://www.pref.niigata.lg.jp/

sec/kourei/
【ポータルサイト】

https://www.niigatakaigo.jp/t
ripleup/

高齢福祉保健課
介護人材確保係

025-280-5272

16 富山県 富山県厚生部厚生企画課 076-444-3197

17 石川県 未定

【申請窓口】
・石川県健康福祉部厚生政策課
【電話番号】
・076-225-1419
【ホームページ】
・https://ishi-fuku.jp/system/

事業者に対して認証を与える方式
（一段階）

無料

・認証事業者数
92事業者

・宣言事業者数
47事業者

https://ishi-
fuku.jp/system/list.php

石川県健康福祉部
厚生政策課

福祉人材・サービスグループ
076-225-1419

18 福井県 委託なし
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei

/kaigojinzaiikuseisengen.html
申請があった事業者の情報を公開する宣

言・参加表明方式
無料

宣言事業者数
　４１法人３１３事業所

https://www.pref.fukui.lg.jp/d
oc/kourei/kaigojinzaiikuseise

ngen.html
なし 長寿福祉課 0776-20-0332

19 山梨県

実施予定なし（独自事業を実施しているため）

検討中（時期未定）

検討中（令和4年度4月開始予定）
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令和３年度介護事業者認証評価制度実施状況（令和３年４月１日現在）

委託先
申請窓口・電話番号・ホームペー

ジ
運用方法 手数料 認証事業者数

認証事業者公表ホーム
ページ

ロゴマーク等
介護人材確保担当部

署
電話番号都道府県名

20 長野県 長野県社会福祉協議会

社会福祉法人 長野県社会福祉協議会
長野県福祉人材センター

 〒380-0936　長野県長野市中御所岡
田98-1

TEL 026-226-7330 ／ FAX 026-227-
0137

E-mail jinzai@nsyakyo.or.jp
http://fukushi-nagano.jp/

・事業所の取組宣言
・事業者に対して認証を与える方式（一段階）

無料

・認証事業者数
8法人64事業所
・宣言事業者数

31法人176事業所
(R2年度実績）

※R3.3.31に有効な数

http://fukushi-nagano.jp/
長野県健康福祉部

介護支援課
026-235-7129

21 岐阜県

一部委託

（制度説明会等）
・公益財団法人介護労働安

定センター岐阜支所

（認定賞授与式）
・未定

岐阜県健康福祉部高齢福祉課
（長寿社会推進係）
〒500-8570岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
ＴＥＬ058-272-8289
https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/koreis
ha/kaigo-jinzai/11215/nintei.html

・事業者に対して取組状況にあわせて段階
的に認証を与える方式（複数段階）
・申請があった事業者の情報を公開する宣
言・参加表明方式

無料

・認証事業者数
　129事業者

・宣言事業者数
　53事業者

（県公式HP）
https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/koreisha/

kaigo-jinzai/11215/nintei.html

（県介護情報ポータルサイト）
https://www.gifu-kaigo.jp/

岐阜県健康福祉部
高齢福祉課

長寿社会推進係
058-272-8289

22 静岡県 委託なし

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
054-221-2084
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko
-
220/jinzai/hatarakiyasuikaigosyokubani
nsyou/30hatarakiyasuikaigosyokubanin
syou.html

事業者に対して認証を与える方式
（一段階）

無料
認証事業所数306事業所

http://www.pref.shizuoka.jp/ko
usei/ko-

220/jinzai/hatarakiyasuikaigosy
okubaninsyou/30hatarakiyasuik

aigosyokubaninsyou.html

健康福祉部
福祉長寿局介護保険課

054-221-2084

23 愛知県
一般社団法人

福祉評価推進事業団

一般社団法人福祉評価推進事業団
TEL ０５２－７３２－６６９０
URL http://www.fukushi-

hsj.org/jigyou.html

申請事業者に対して認証を与える方式
（一段階）

無料

令和２年度
・認証事業所数

　７２事業所
・３年連続認証事業所数

　１６事業所
・５年連続認証事業所数

　１４事業所

http://www.pref.aichi.
jp/korei/kaigohoken/
ninsyo/ninsyo_index.h

tml

福祉局高齢福祉課
介護保険指定・指導グ

ループ
052-954-6289

24 三重県
社会福祉法人

三重県社会福祉協議会

社会福祉法人　三重県社会福祉協議会
「働きやすい介護職場応援制度構築事業」
担当
059-227-5160
http://www.miewel-1.com/sengen/

申請があった事業者の情報を公開する宣言方式 無料
宣言事業者数

　36事業者
https://www.miewel-
1.com/sengen/

三重県医療保健部
医療介護人材課

059-224-2053

25 滋賀県 委託なし

滋賀県健康医療福祉部
医療福祉推進課

TEL 077-528-3597
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenko
uiryouhukushi/koureisya/300814.html

事者に対して認証を与える方式（一段階） 無料
登録事業者数

　32事業者・376事業所

http://www.pref.shiga.lg.jp/ippa
n/kenkouiryouhukushi/koureisy

a/300720.html

滋賀県健康医療福祉部
医療福祉推進課

077-528-3597
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令和３年度介護事業者認証評価制度実施状況（令和３年４月１日現在）

委託先
申請窓口・電話番号・ホームペー

ジ
運用方法 手数料 認証事業者数

認証事業者公表ホーム
ページ

ロゴマーク等
介護人材確保担当部

署
電話番号都道府県名

26 京都府
（株）エイデル研究所

（株）パソナ

京都府福祉人材
サポートセンター事務局
TEL：075-693-8703
HP：https://kyoto294.net/

事業者に対して認証を与える方式
（複数段階）

無料

・上位認証法人
　12法人

・認証法人
　286法人
・宣言法人
　503法人

https://kyoto294.net/office/
certification/rank3/

健康福祉部
地域福祉推進課

０７５-４１４-４６７５

27 大阪府 委託無し 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

28 兵庫県

29 奈良県 株式会社日本経営

奈良県福祉医療部
長寿・福祉人材確保対策課
0742-27-8039
http://www3.pref.nara.jp/fukushikaigo/

事業者に対して認証を与える方式（一段階） 無料
18法人、40事業所
(R2年度認証分)

http://www3.pref.nara.jp/fukus
hikaigo/

長寿・福祉人材確保対策課 0742-27-8039

30 和歌山県

31 鳥取県
公益財団法人介護労働安定

センター鳥取支部

○県ホームページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/129008.h
tm

○申請窓口
公益財団法人介護労働安定センター
鳥取支部
TEL：0857-21-6571
FAX：0857-21-6572

事業者に対して認証を与える方式（一段階） 無料
認証事業者数

　４事業者
https://www.pref.tottori.lg.jp/12900
8.htm

福祉保健部
ささえあい福祉局

長寿社会課
0857-26-7175

32 島根県 健康福祉部高齢者福祉課 0852-22-5718

33 岡山県
岡山県福祉・介護人材確保

対策推進協議会
https://smile.okayama-fukushikaigo.jp/

申請事業者に対して認証を与える方式
（一段階）

無料 １６法人２０８事業所
https://smile.okayama-

fukushikaigo.jp/

岡山県保健福祉部
保健福祉課
地域福祉班

086-226-7317

実施予定なし

検討中（R3年度検討予定）

検討中（時期未定）
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令和３年度介護事業者認証評価制度実施状況（令和３年４月１日現在）

委託先
申請窓口・電話番号・ホームペー

ジ
運用方法 手数料 認証事業者数

認証事業者公表ホーム
ページ

ロゴマーク等
介護人材確保担当部

署
電話番号都道府県名

34 広島県
（補助先）

社会福祉法人
広島県社会福祉協議会

社会福祉法人広島県社会福祉協議会
広島県社会福祉人材育成センター

電話：（082）254-3415
https://www.fukushikaigo.net/

事業者に対して取組状況にあわせて段階的
に認証を与える方式（２段階）

①プラチナ認証
②スタンダード認証

・プラチナ
100千円/2

年

・スタンダー
ド

5千円/年

・プラチナ認証法人
39法人

・スタンダード認証法人
　174法人

https://www.fukushikaigo.net/?
page_id=747

広島県
健康福祉局

医療介護人材課
（082）513-3142

35 山口県 委託なし

山口県健康福祉部長寿社会課　地域
包括ケア推進班
083-933-2788
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/
sengen/

申請があった事業者の情報を公開する宣言方式 無料
認証事業者数
　３０事業所

https://www.kaigo.pref.yamag
uchi.lg.jp/sengen/

山口県健康福祉部
長寿社会課

地域包括ケア推進班
083-933-2788

36 徳島県

37 香川県 検討中（実施時期未定）
香川県健康福祉部長寿社会対

策課
087-832-3267

38 愛媛県

39 高知県

・公益財団法人
介護労働安定センター
高知支部

・株式会社エイデル研究所

高知県子ども・福祉政策部
地域福祉政策課
088-823-9631
http://www.kaigojinzai.pref.kochi.lg.jp/

事業者に対して認証を与える方式（一段階） 無料

・認証事業者数
　242事業者

・宣言事業者数
　502事業者
（R3.4.9時点）

http://www.kaigojinza
i.pref.kochi.lg.jp/

子ども・福祉政策部
地域福祉政策課

088-823-9631

40 福岡県

41 佐賀県 株式会社ジェピック https://saganokaigo.jp/regist/
申請があった事業者の情報を公開する承認

方式
２３５,４００円 40事業者 https://saganokaigo.jp/regist/ 介の助（キャラクター）

長寿社会課
介護指導担当

０９５２－２５－７１０５

42 長崎県 委託なし

【窓口】長崎県福祉保健部長寿社会課
【電話】095-895-2440
【HP】
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hu
kushi-
hoken/koreisha/kaigojinnzaikakuho/se
ngenjigyousyosyoukai/

申請があった事業者の情報を公開する宣
言・参加表明方式

無料
宣言法人数

31法人
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/kaigojinnzaikakuho/sengenjigyousyosyoukai/なし

福祉保健部長寿社会課介
護人材確保推進班

095-895-2440

43 熊本県

44 大分県 株式会社エイデル研究所
令和3年度に制度設計・運用開始予定

（令和4年3月開始予定）
事業者に対して取組状況にあわせて段階的

に認証を与える方式（複数段階）
- - - -

福祉保健部高齢者福祉課
介護サービス事業班

097-506-2684
（内線2684）

プラチナ認証 スタンダード認証

実施予定なし（独自事業を実施しているため）

実施予定（令和３年度中）

検討中（時期未定）

検討中（時期未定）

検討中（時期未定）
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令和３年度介護事業者認証評価制度実施状況（令和３年４月１日現在）

委託先
申請窓口・電話番号・ホームペー

ジ
運用方法 手数料 認証事業者数

認証事業者公表ホーム
ページ

ロゴマーク等
介護人材確保担当部

署
電話番号都道府県名

45 宮崎県

46 鹿児島県

47 沖縄県
非営利活動法人

沖縄人材クラスタ研究会
他３社のコンソーシアム

商工労働部雇用政策課
TEL０９８－８６６－２３２４
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/sh
oko/koyo/koyotaisaku/h26/kigyou_nins
you.html

制度名：沖縄県人材育成企業認証制度
・人材育成に優れた企業に対して県が認証
する方式
・介護事業者に限った制度ではないが、全国
に先駆けて創設しており、現に看護事業者も
認証を受けている。
・介護事業者に当該制度を紹介し、積極的な
活用を促している。

無料 認証企業４６社
　（うち介護事業者４社）

https://www.pref.okinawa.lg.jp/
site/shoko/koyo/koyotaisaku/h

26/kigyou_ninsyou.html

子ども生活福祉部
高齢者福祉介護課

098-866-2214

検討中（時期未定）

実施検討中（令和３年度実施予定）
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