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認証登録証明書 

社会福祉法人亀田郷芦沼会 

新潟県新潟市東区はなみずき 2-3-7 

事業所名及びその所在地は添付付属書参照 

貴組織のマネジメントシステムが以下の規格に適合していることを確認しました。 

ISO 9001:2015 

本マネジメントシステムは下記の認証登録範囲に適用されます。 

下記の介護・福祉・医療サービスの企画及び提供 
(1)地域包括支援センターによる、高齢者に対する地域包括支援サービス及び 

介護予防支援サービス 

(2)居宅介護支援事業所による、高齢者に対する居宅介護支援サービス 

(3)特別養護老人ホームによる、高齢者に対する施設サービス 

(4)単独型短期入所施設による、高齢者に対する短期入所生活介護(介護予防)

サービス 

(5)併設型短期入所施設による、高齢者に対する短期入所生活介護(介護予防)

サービス 

(6)デイサービスセンターによる、高齢者に対する通所介護(介護予防)サービス 

(7)グループホームによる、高齢者に対する認知症対応型共同生活介護サービス 

(8)小規模多機能ホームによる、高齢者に対する小規模多機能型居宅介護サー

ビス 

(9)障害福祉サービス事業所による、障がい者に対する生活介護・就労継続支援

B 型サービス 

(10)障害福祉サービス事業所による、障がい者に対する就労継続支援 B 型サー

ビス 

(11)障害福祉サービス事業所による、知的障がい者に対する児童発達支援・放

課後等デイサービス 

(12)グループホームによる、知的障がい者に対する共同生活援助サービス 

(13)相談支援事業所による、障がい者に対する計画相談支援・障がい児相談支

援サービス 
 

 認証登録番号: 
13607 

初回登録日: 
2008 年 7 月 7 日 

認証決定日: 
2023 年 4 月 28 日 

認証発行日: 
2023 年 4 月 28 日 

有効期限: 
2026 年 7 月 6 日 

 

 
  

 

 

 

 

Calin Moldovean 
President, Business Assurance 

Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, 

Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom 

Intertek Certification Limited is a 

UKAS accredited body under schedule 

of accreditation no. 014. 
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この認証登録証明書で網羅する各事業所の名称及び所在地 

社会福祉法人亀田郷芦沼会 

この付属書は認証登録証明書# 13607 本体に付属するものであり、単独での使用はできません。 
 

居宅介護支援事業所 在宅介護支援センターあしぬま荘 
新潟県新潟市東区はなみずき 2-6-16 
 

介護老人福祉施設 特別養護老人ホームあしぬま荘 

短期入所生活介護（介護予防）事業所［単独型］ ショートステイあしぬま 

通所介護（介護予防）事業所［通常規模型］ デイサービスセンターあしぬま 

生活介護・就労継続支援 B 型 ほがらか福祉園 

生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス Be トゥインクル 

相談支援事業所 ほがらか 
新潟県新潟市東区はなみずき 2-3-7 
 

就労継続支援 B 型 ワーカーズゆたか 
新潟県新潟市東区豊 1 丁目 11 番 10 号 
 

知的障害者共同生活援助 グループホームすばる 
新潟県新潟市東区寺山 1-17-30 セジュール寺山 
 

知的障害者共同生活援助 グループホームあぽろ 
新潟県新潟市東区寺山 1-17-37 
 

下記の介護・福祉・医療サービスの企画及び提供 
(1)地域包括支援センターによる、高齢者に対する地域包括支援サービス及び介護予防支援サービス (2)居宅介護支援事業所による、 

高齢者に対する居宅介護支援サービス (3)特別養護老人ホームによる、高齢者に対する施設サービス (4)単独型短期入所施設による、

高齢者に対する短期入所生活介護(介護予防)サービス (5)併設型短期入所施設による、高齢者に対する短期入所生活介護(介護予防) 

サービス (6)デイサービスセンターによる、高齢者に対する通所介護(介護予防)サービス (7)グループホームによる、高齢者に対する 

認知症対応型共同生活介護サービス (8)小規模多機能ホームによる、高齢者に対する小規模多機能型居宅介護サービス  

(9)障害福祉サービス事業所による、障がい者に対する生活介護・就労継続支援 B 型サービス (10)障害福祉サービス事業所による、 

障がい者に対する就労継続支援 B 型サービス (11)障害福祉サービス事業所による、知的障がい者に対する児童発達支援・ 

放課後等デイサービス (12)グループホームによる、知的障がい者に対する共同生活援助サービス (13)相談支援事業所による、 

障がい者に対する計画相談支援・障がい児相談支援サービス 
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社会福祉法人亀田郷芦沼会 
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知的障害者共同生活援助 グループホームぎんが 
新潟県新潟市東区寺山 1-17-38 
 

知的障害者共同生活援助 グループホームおりおん 
新潟県新潟市東区はなみずき 2-12-6 
 

知的障害者共同生活援助 グループホームすぴか 

知的障害者共同生活援助 グループホームほくと 
新潟県新潟市東区上木戸 3-22-22 
 

新潟県新潟市地域包括支援センター木戸・大形 
新潟県新潟市東区上木戸 5 丁目 2-1 なじょも 1F 
 

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム風の笛 

短期入所生活介護（介護予防）事業所［併設型］ ショートステイ風の笛 
新潟県新潟市東区下木戸 2 丁目 28-13 
 

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームふもとの奏 

認知症対応型共同生活介護 グループホームふもとの奏 
新潟県新潟市東区中山 8 丁目 19-11 
 

下記の介護・福祉・医療サービスの企画及び提供 
(1)地域包括支援センターによる、高齢者に対する地域包括支援サービス及び介護予防支援サービス (2)居宅介護支援事業所による、 

高齢者に対する居宅介護支援サービス (3)特別養護老人ホームによる、高齢者に対する施設サービス (4)単独型短期入所施設による、

高齢者に対する短期入所生活介護(介護予防)サービス (5)併設型短期入所施設による、高齢者に対する短期入所生活介護(介護予防) 

サービス (6)デイサービスセンターによる、高齢者に対する通所介護(介護予防)サービス (7)グループホームによる、高齢者に対する 

認知症対応型共同生活介護サービス (8)小規模多機能ホームによる、高齢者に対する小規模多機能型居宅介護サービス  

(9)障害福祉サービス事業所による、障がい者に対する生活介護・就労継続支援 B 型サービス (10)障害福祉サービス事業所による、 

障がい者に対する就労継続支援 B 型サービス (11)障害福祉サービス事業所による、知的障がい者に対する児童発達支援・ 

放課後等デイサービス (12)グループホームによる、知的障がい者に対する共同生活援助サービス (13)相談支援事業所による、 

障がい者に対する計画相談支援・障がい児相談支援サービス 
  

 

 


