
第九回介護甲子園

決勝大会 出場事業所 発表

一般社団法人日本介護協会



総投票数

30,079票 （救済措置135票）

セミファイナル大会の結果と合算し

決勝大会事業所を決定



第1ブロック
都道府県 事業所名

東京 ベストリハ台東

北海道 デイサービス結いの家文京台

Luxemデイサービス楽庵

リカバリータイムズ

さわやかさがみはら館

神奈川



セミファイナル大会結果

1位 デイサービス結いの家文京台

2位 リカバリータイムズ

３位 ベストリハ台東



インターネット投票結果

1位 さわやかさがみはら館 1663票

2位 デイサービス結いの家文京台 1088票

3位 リカバリータイムズ 837票

4位 Luxemデイサービス楽庵 750票

5位 ベストリハ台東 600票



第1ブロック セミファイナル結果

1位 デイサービス結いの家文京台 3088票

2位 リカバリータイムズ 2337票

3位 さわやかさがみはら館 2163票

4位 ベストリハ台東 1600票

5位 Luxemデイサービス楽庵 1250票



第1ブロック

デイサービス結いの家文京台

（北海道）



第２ブロック
都道府県 事業所名

放課後等デイサービスTekuTeku

リハデイありがたい浦和

千葉 特別養護老人ホームちとせ小町

秋田 さわやか桜参番館

群馬 だるま自立支援ラボ

埼玉



セミファイナル大会結果

1位 リハデイありがたい浦和

2位 さわやか桜参番館

３位 だるま自立支援ラボ



インターネット投票結果

1位 さわやか桜参番館 1763票

2位 放課後等デイサービスTekuTeku 1058票

3位 特別養護老人ホームちとせ小町 759票

4位 だるま自立支援ラボ 699票

5位 リハデイありがたい浦和 659票



第２ブロック セミファイナル結果

1位 さわやか桜参番館 3263票

2位 リハデイありがたい浦和 2659票

3位 だるま自立支援ラボ 1699票

4位 放課後等デイサービスTekuTeku 1558票

5位 特別養護老人ホームちとせ小町 1259票



第２ブロック

さわやか桜参番館

（秋田）



都道府県 事業所名

デイサービスセンター西日置フラワー園

デイサービスセンター幸せの輪

ベストリハ一宮

福井 通所リハ 健康の家

三重 デイサービスクラス四日市笹川

愛知

第３ブロック



セミファイナル大会結果

1位 通所リハ健康の家

2位 デイサービスセンター
西日置フラワー園

３位 デイサービスクラス四日市笹川



インターネット投票結果
1位 通所リハ 健康の家 1162票

2位 デイサービスセンター西日置フラワー園 1092票

3位 デイサービスセンター幸せの輪 937票

4位 デイサービスクラス四日市笹川 921票

5位 ベストリハ一宮 826票



第３ブロック セミファイナル結果

1位 通所リハ 健康の家 3162票

2位 デイサービスセンター西日置フラワー園 2592票

3位 デイサービスクラス四日市笹川 1921票

4位 デイサービスセンター幸せの輪 1437票

5位 ベストリハ一宮 1326票



第３ブロック

通所リハ 健康の家

（福井）



第４ブロック
都道府県 事業所名

認知症対応型 グループホーム フジ

特別養護老人ホームあんのん

クルール岡崎矢作町

住宅型有料老人ホームかざぐるま名東

ナーシングホーム寿々 鴻の巣

愛知



セミファイナル大会結果

1位 ナーシングホーム寿々 鴻の巣

2位 認知症対応型 グループホーム フジ

３位 住宅型有料老人ホームかざぐるま名東



インターネット投票結果
1位 認知症対応型 グループホーム フジ 1357票

2位 特別養護老人ホームあんのん 1027票

3位 住宅型有料老人ホームかざぐるま名東 955票

4位 ナーシングホーム寿々 鴻の巣 853票

5位 クルール岡崎矢作町 746票



第４ブロック セミファイナル結果

1位 認知症対応型 グループホーム フジ 2857票

2位 ナーシングホーム寿々 鴻の巣 2853票

3位 住宅型有料老人ホームかざぐるま名東 1955票

4位 特別養護老人ホームあんのん 1527票

5位 クルール岡崎矢作町 1246票



第４ブロック

認知症対応型
グループホーム フジ

（愛知）



第５ブロック
都道府県 事業所名

デイサービスりんく東大阪

デイサービス黒鳥ゆかりの里 紅葉庵

滋賀 なないろ

香川 太田下町デイサービスセンター

兵庫 放課後等デイサービスみらい教室

大阪



セミファイナル大会結果

1位 デイサービスりんく東大阪

2位 放課後等デイサービスみらい教室

３位 デイサービス黒鳥ゆかりの里 紅葉庵



インターネット投票結果

1位 太田下町デイサービスセンター 2823票

2位 放課後等デイサービスみらい教室 732票

3位 なないろ 559票

4位 デイサービス黒鳥ゆかりの里 紅葉庵 417票

5位 デイサービスりんく東大阪407票



第５ブロック セミファイナル結果

1位 太田下町デイサービスセンター 3323票

2位 デイサービスりんく東大阪 2407票

3位 放課後等デイサービスみらい教室 2232票

4位 デイサービス黒鳥ゆかりの里 紅葉庵 1417票

5位 なないろ 1059票



第５ブロック

太田下町デイサービスセンター

（香川）



都道府県 事業所名

グループホームやすらぎのさと

介護センターつむぎ

グループホームあおぞら

ツクイ・サンシャイン大東

福岡 さわやか宗像館

大阪

第６ブロック



セミファイナル大会結果

1位 介護センターつむぎ

2位 グループホームあおぞら

３位 ツクイ・サンシャイン大東



インターネット投票結果

1位 グループホームあおぞら 1737票

2位 さわやか宗像館 1603票

3位 介護センターつむぎ 612票

4位 グループホームやすらぎのさと 496票

5位 ツクイ・サンシャイン大東 490票



第６ブロック セミファイナル結果

1位 グループホームあおぞら 3237票

2位 介護センターつむぎ 2612票

3位 さわやか宗像館 2103票

4位 ツクイ・サンシャイン大東 1490票

5位 グループホームやすらぎのさと 996票



第６ブロック

グループホームあおぞら

（大阪）



第九回介護甲子園決勝大会

【在宅部門】

デイサービス結いの家文京台（北海道）

通所リハ 健康の家（福井）

太田下町デイサービスセンター（香川）



第九回介護甲子園決勝大会

【施設部門】

さわやか桜参番館（秋田）

認知症対応型グループホーム フジ（愛知）

グループホームあおぞら（大阪）



今後の流れについて



今後のスケジュール
12/15（日） 10:00～ オリエンテーション

13:30～ 出陣式・懇親会

12月、1月 介護応援隊取材

1月末 台本提出

2/26（水） リハーサル
2/27（木） 本大会・後夜祭



出陣式

2019年12月15日（日）

13:30～15:00

新大阪ワシントンホテルプラザ



決勝大会

2020年2月27日（木）

12:30～17:00

インテックス大阪6号館


