


【代表者挨拶】

私達ウェルフェアグループの経営する介護施設では、日々賑やかな笑い声が聞こ
えています。そこには入居者と介護スタッフの関係のみならず、ご家族、ボラン
ティア、近所の方々が頻繁に出入りをして一緒に楽しんでいる姿があります。
介護は、治療や看護と違って生活そのものの中にあります。介護を追及すると理
論や技術にばかり走ってしまいがちですが、それらはあくまで手段であり、目的
ではありません。本来の目的とは、入居者起点にあり、日々の生活の中で、いか
に幸せを実感していただけるかということに尽きると思います。そのために最も
必要なのは信頼であり、その信頼関係を作るためにはスタッフ自身の『人間力』
が求められることになります。

『人間力』とは、その人の魅力そのものであり、知力・体力・気力の充実は
もちろん人生経験や生き方の姿勢などの要素が加わり形成されるもので、昨日今
日作られるものではありません。入居者も人生に誇りを持って生き抜いてこられ
た方ばかりなので、その方々と信頼を築くためには介護する側にもそれに見合う
人間力が必要となります。 私は常々スタッフには介護だけに没頭するのではな
く、出来る限り視野や行動範囲を広げて色々な経験を積む努力をするよう奨励し
ています。
また、入居者にとって普通の生活とは介護スタッフとのみ過ごすことではあり

ません。ご家族や友人にボランティアや近所の方々と様々な交流を持つことによ
り、その生活は充実したものになります。施設の配慮としては、敷居を決して高
くせずに、ご家族をはじめ来訪者がいつでも気軽に訪ねて来てくれるような雰囲
気になるよう特に気を使っています。

このような住環境作りを通じて、これらの施設が、『昨日を振り返り、今日を
実感し、明日を夢見る』生活の広場になり、入居者やそのご家族はもちろんのこ
と、介護スタッフ・ボランティア・地域の協力者など係わりを持つ全ての方々が
事業を通じて幸せや喜びを実感していただければ幸いと考えています。

企業の存在価値は、事業を通じて社会に貢献することにあるといわれています
が、この事業の輪を大きく育てていきながら、さらに子供たちの
教育や障害者の自立支援、地域の活性化などの問題にも
積極的に係わっていき、一人でも多くの幸福を
実現していくことが私達の使命だと考えます。

LOVE & DREAM．
ウェルフェアグループ
代表取締役 西村 昭徳



２００２年１２月に三重県伊勢市に創業し、現在ではグループの株式会社ウェル
フェア、社会福祉法人ウェルハート厚生会と一体的に、ハッピーキッズ１１事業所を運営してい

す。

三重県伊勢市を中心に、度会郡南伊勢町、明和町、津市、鈴鹿市で介護付有料
老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、特別養護老人ホーム
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伊勢市を中心に三重県下12施設を運営しています

児童発達支援・放課後等デイサービス

ハッピーキッズ

0596-72-8890

【グループ概要】

２００２年１２月に有限会社ウェルフェア三重を三重県伊
勢市に創業し、現在では株式会社ウェルフェア、社会福祉
法人ウェルハート厚生会と一体的にウェルフェアグループ
として１2事業所を運営しています。
三重県伊勢市を中心に、度会郡南伊勢町、明和町、津市、
鈴鹿市で介護付有料老人ホーム、グループホーム、小規模
多機能型居宅介護、特別養護老人ホーム、児童発達支援事
業所などを運営しています。

ウェルフェアグループ

三重県伊勢市黒瀬町８６５－１

TEL：0595-21ー1133

FAX：0596-21-1134

HP https://www.welfare-mie.jp



介護付有料老人ホームくらたやま
地域の人達と共に開かれた施設を目指して！

「くらたやま」では、いろいろな
取り組みも行っていますが、何よ
り職員一人ひとりの「個人力」を
大切にしております。少しでも
「居心地の良い施設」ご家族様に
とっても「癒される場所」となれ
るよう、日々の仕事に取り組んで
おります。
また同時に、地の利を生かし地域
に根ざした「地域に愛される」施
設運営を目指しておりますので、
この機会に選択肢の一つとして当
施設をお選びくださいますようよ
ろしくお願いいたします。

施設名 介護付有料老人ホームくらたやま

所在地 伊勢市黒瀬町865-1

TEL 0596-21-1116

FAX 0596-21-1131

E-mail:banno@welfare-mie.jp

施設長 伴野 文俊

【施設長からメッセージ】
【施設概要】

・サービス種類
特定施設入居者生活介護

・定員 26名
・入居対象者
要支援もしくは要介護認定された方

・設備等
全室個室（エアコン・ベッド・洗面台・
収納棚・カーテン）・食堂兼機能訓練室
キッチン・トイレ・浴室・特殊浴槽・洗濯
場・ 健康管理室・面談室・介護職員室・
家庭菜園・ 緊急通報装置・火災通報装
置・スプリンクラー完備・ＡＥＤ装置

mailto:E-mail/hamaguchi@welfare-mie.jp


介護付有料老人ホームみなみいせ
みなみいせのテーマ『私たちは家族です！』

施設名 介護付有料老人ホーム みなみいせ

所在地 度会郡南伊勢町五ケ所浦988-7

TEL 0599-67-1010 
FAX 0599-67-1015
E-mail:hamaguchi@welfare-mie.jp

施設長 濱口 新太郎

【施設長からメッセージ】 【施設概要】

・サービス種類
特定施設入居者生活介護

・定員 27名
・入居対象者
要支援もしくは要介護認定された方

・設備等
全室個室（エアコン・ベッド、洗面台・
カーテン）・食堂兼機能訓練室・キッチ
ン・トイレ・浴室・特殊浴槽・洗濯場・
健康管理室・相談室・介護職員室・ウッ
ドデッキ・家庭菜園・緊急通報装置・火
災通報装置・スプリンクラー完備・ＡＥ
Ｄ装置

みなみせは、いつも「ありがとう」
の感謝の心を持ち、家族を思うよう
な暖かい気持ちで、入居者様が毎日
笑顔で過ごしていただけるよう生活
の援助をさせて頂きます。
入居者様の笑顔が職員の笑顔となり、
入居者様も職員も毎日楽しく、生き
生きと夢を持って生活していけるよ
う支援します。
これまでも、そしてこれからも、私た
ちは『家族』です。
いつまでもこの『みなみいせ』で安心
して暮らしていただけるように、私た
ちは、この『家族』を守っていきます

mailto:E-mail/hamaguchi@welfare-mie.jp


地域密着型介護付有料老人ホームみっかいち
色々な取り組みが、全て一人の暮らしの笑顔に絆がり（つながり）ます

みっかいちでは、たくさんの取り組みを行なってい

ます。また、みっかいちの職員はそれぞれが個性を

発揮し、色々な思いで利用者様の生活を支えていま

す。その、ひとつひとつの思いは一見、違うように

見えても、目指す方向は全て同じ、お客様の安心と

満足です。そして、それぞれの思い全てが繋がり、

一人の利用者様を全員で支えるという意味から、絆

という字をもじって“絆ぐ(つなぐ)”という言葉を

施設のテーマとして掲げています。

これまでも、これからも、この“絆ぐ（つなぐ）”

をテーマに全力で御利用者様の生活を豊かなものと

なるようにお手伝いさせていただきます。

【施設長からメッセージ】

施設名 介護付有料老人ホーム みっかいち

所在地 鈴鹿市三日市3丁目17-5

TEL 059-381-1133

FAX 059-381-1134

E-mail:mikkichi@welfare-mie.jp

施設長 松原 和之

【施設概要】

・サービス種類
地域密着型特定施設入居者生活

介護
・定員 29名
・入居対象者
鈴鹿市・亀山市にお住まいで要

介護1～5の方
・設備等
全室個室（エアコン・ベッド、洗
面台・ナースコール）・食堂兼機
能訓練室・キッチン・厨房・トイ
レ・浴室・特殊浴槽・洗濯室・健
康管理室・談話室・スプリンク
ラー・緊急通報装置・ＡＥＤ装置



介護付有料老人ホームウェルガーデンみその
入居者が笑顔で主役になれる施設～答えは一人ひとりが持っている～

【施設長からメッセージ】

施設名 介護付有料老人ホーム
ウェルガーデンみその

所在地 伊勢市御薗町長屋3043
ＴＥＬ 0596-21-1166
ＦＡＸ 0596-21-1167
E-mail：nakakita@welfare-mie.jp

施設長 中北 賞

【施設概要】

・サービス種類
特定施設入居者生活介護

・定員 40名
・入居対象者
要支援もしくは要介護認定された方

・設備等
全室個室（ベッド、クローゼット、洗面台、
手すり付きウォッシュトイレ、エアコン）、
男女個浴室、介護用浴槽、食堂、キッチン、
カラオケ、ワイヤレスコール、テラス、緊急
通報装置、AED装置、スプリンクラー完備
（エアコン・洗面台・ナースコール）・食堂
兼機能訓練室・キッチン・厨房・トイレ・浴
室・特殊浴槽・洗濯室・健康管理室・談話
室・スプリンクラー・緊急通報装置・ＡＥＤ
装置



グループホームたんぽぽ
あなたの笑顔に出会えてよかった

【施設長からメッセージ】

グループホームたんぽぽの施設テーマ
は「笑顔」です。入居者様お一人お一人
が、ご自分のペースでゆったりと過ごし
て頂き、入居者様や職員そして施設にか
かわる全ての方々と沢山の笑顔の時間を
共有できる施設を目指しています。
その一つとして、大切にしているのが

「食」です。食べるという事は、身体に
も心にも元気を与えてくれます。食事の
準備をする音や匂いを感じて頂く事、一
緒に食事の準備やおやつを作る機会を持
つ事、美味しく食事を召し上がって頂く
事も笑顔につながると考えています。
また、入居者様とユニット担当の職員

が同じ時間を共有する事で、少人数なら
ではのなじみの関係が作られ小さな変化
にも気づく事ができています。これから
も入居者様が安心して生活できる場を提
供させて頂ける様、努めてまいります

施設名 グループホームたんぽぽ
所在地 津市津興140-6
TEL 059-223-6677
FAX 059-223-6678
E-mail:tanpopo@welfare-mie.jp

施設長 辻葉子

【施設概要】

・サービス種類
認知症対応型共同生活介護

・定員 18名
・入居対象者
要支援2・要介護1～5で認知症の状

態にある方で津市に住民票のある方
・設備等
木造平屋建て・全室個室（約6帖・エア
コン･カーテン･ベッド･収納棚）・リビ
ングルーム･食堂・キッチン・トイレ・
一般浴室・介護用浴槽・洗濯場・事務
室・相談室・ウッドデッキ家庭菜園・
緊急通報装置・火災通報装置・スプリ
ンクラー完備・ＡＥＤ装置



グループホームふたみ
利用者様の心の中にある思いに気づく

ふたみに来て良かった、ありがとう…この
言葉が私達、介護職の一番のやりがいに繋
がります。
グループホームふたみでは、利用者様1人
ひとりの想いを大切にし、今までの生きざ
まや生活など尊重し、個別支援の充実に取
り組んでいます。
認知症であっても私達と同じように、普通
の暮らしが継続出来ますよう、家族様、地
域の皆さまにご協力いただきながら、
『チームふたみ』のスタッフが心を込めて
支援させていただきます。
『ふたみに来てよかった！』と感じていた
だけるように支援させていただきます。

【施設長からメッセージ】

施設名 グループホーム ふたみ
所在地 伊勢市二見町松下1349-64
TEL ０５９６－４４－0066
FAX ０５９６－４４－0067
E-mail:kamaya@welfare-mie.jp

施設長 鎌谷有里

【施設概要】

・サービス種類
認知症対応型共同生活介護

・定員 18名
・入居対象者
要支援2・要介護1～5で認知症の状

態にある方で伊勢市に住民票のある方
・設備等
全室個室・リビングルーム・食堂・
キッチン・浴室・トイレ・クローゼッ
ト・ベッド・洗濯室・エアコン・エレ
ベーター・家庭菜園・事務室（宿直室
兼用）・緊急通報装置・スプリンク
ラー完備、ＡＥＤ装置



食事はすべて手作り❣利用者様に喜ばれています

グループホームくらたやま

グループホームくらたやまでは、家
庭的な雰囲気のなかスタッフ手作り
の料理を提供しています。時には料
理や家事を一緒にしお互い支え合い
ながら生活しています。

利用者様1人ひとりの想いを大切に
し、認知症であっても楽しく面白く
暮らしが継続出来ますよう、家族様
、地域の皆さまにご協力いただき『
のんびり 一緒に 楽しみながら』
くらたやまでの生活を笑顔で過ごし
ていただけるよう支援させていただ
きます。

【施設長からメッセージ】

施設名 グループホーム くらたやま
所在地 伊勢市黒瀬町863-1
TEL ０５９６－21-1113
FAX ０５９６－21-1114
E-mail:yamashita@welfare-mie.jp

施設長 山下 ゆり

【施設概要】

・サービス種類
認知症対応型共同生活介護

・定員 9名
・入居対象者
要支援2・要介護1～5で認知症の状

態にある方で伊勢市に住民票のある方
・設備等
全室個室（エアコン・ベッド・収納
棚・カーテン）・リビングルーム
（和・洋）・食堂・キッチン・トイ
レ・浴室・洗濯場・事務室・家庭菜
園・緊急通報装置・火災通報装置・ス
プリンクラー完備・ＡＥＤ装置



小規模多機能ホーム ふたみ
手を届け・目を届け・心を届ける

小規模多機能ホームふたみでは、地域の方々
に愛される施設を目指して、いろいろな取り
組みを行っています。ふたみの職員は、とに
かく明るく元気で仲が良い。誰かが困ってい
たら、皆で助け合う。

そういった思いは利用者様の支援にもつなが
っています。

「寄り添っていこう」をキャッチフレーズに
して、利用者様お一人お一人に心を寄せて、
自然と笑顔と元気が出る施設を目指します。

ふたみでの生活が「素敵」で「幸せ」と感じ
ていただけるように、毎日の生活のお手伝い
をさせていただきます。

【施設長からメッセージ】

施設名 小規模多機能ホーム ふたみ
所在地 伊勢市二見町松下1349-62
TEL ０５９６－４４－２２２３
FAX ０５９６－４４－２２２４
E-mail:st-futami@welfare-mie.jp

施設長 中村めぐみ

【施設概要】

小規模多機能型居宅介護
・定員 29名
・利用対象者
要介護1～5で伊勢市に住民票の

ある方
・宿泊室 9室

高齢者賃貸住宅 ふたみ
Aタイプ：10名（各室 18㎡）
Bタイプ：3名（各室 10㎡）
居室（ベッド、クローゼット・洗面台・
トイレ・エアコン・防火カーテン）・浴
室・食堂・キッチン・ 家庭菜園・ワイ
ヤレスコール・緊急通報装置・スプリン
クラー完備、ＡＥＤ装置
※Bタイプにはトイレがありません。



小規模多機能センターみその
したい時にしたいことができる暮らし

当事業所では利用者様一人ひとりの背景を知
り、一人ひとりの想いを聴き、家族様と共に
笑い、喜び、泣くことができる関係を目指し
て「したい暮らし」の実現に向け取り組んで
おります。
また、地域の中で在宅介護等において困った
時に「頼れる事業所」を目指し事業所の敷居
を決して高くすることなく「いつでも」「誰
でも」が気軽に相談できる雰囲気作りをして
おります。
スタッフにおいても資格や経験はもちろん大
切ですが「人間力」を重んじ人間味の溢れる
介護を目指しております。

今後も全力で皆様の「したい暮らし」の実現
に向けて取り組んで参りますのでよろしくお

願いいたします。

【施設長からメッセージ】

施設名 小規模多機能センターみその

住宅型有料老人ホームみその

所在地 伊勢市御薗町長屋3067-1

E-mail:ｓt-misono@welfare-mie.jp

TEL 0596-29-1177

FAX 0596-29-1178

施設長 中野 あゆみ

【施設概要】

小規模多機能型居宅介護
・定員 29名
・利用対象者
要支援～要介護5で伊勢市に住

民票のある方
・宿泊室 9室

住宅型有料老人ホームみその
・定員 27名
・入居対象者 要支援～要介護5
・居室（ベッド、クローゼット・
洗面台・トイレ・エアコン）・浴
室・食堂・キッチン・ワイヤレス
コール
緊急通報装置・スプリンクラー完
備・ＡＥＤ装置



特別養護老人ホームウェルハート明和

地域密着型 特別養護老人ホームウェルハート明和
のんびり 一緒に 楽しみながら

ウェルハート明和では皆様のご希望に
そえるようご利用者様お一人お一人が長
い生涯に少しでも〝幸せ〟を感じていた
だける、ゆとりある生活の場を、と絶え
ず取り組んで居ります。
ご自分が入りたいと思える施設を目標に
介護技術だけでなく、「笑顔」「挨拶」
「言葉遣い」から質の高いコミュニケー
ション、チームワーク能力等を身につけ
るようにしていきたいと思っています。
これから迎える超高齢化社会に向けて大
変厳しい環境でありますが、地域の皆様
と協力しながら社会福祉法人としてこの
大変な時代をのりきって地域の核として
の使命を全うしていきたいと考えて居り
ます。

【施設長からメッセージ】

施設名
特別養護老人ホーム ウェルハート明和
地域密着型特別養護老人ホーム ウェルハート明和

多気郡明和町志貴1334
TEL 0596-55-8800 
FAX 0596-55-8801
kanri-whmeiwa
@wellheart.jp

施設長 宮山 義親

【施設概要】

特別養護老人ホームウェルハート明
和
・定員 60名（６ユニット×10名）
・完全個室

地域密着型特別養護老人ホームウェ
ルハート明和
・定員 29名
（２ユニット×10名・多床室9名）
多床室…2人部屋、3人部屋、4人部屋
空床型を利用したショートステイも実
施しています。



あそび ながら まなび ひろがる みんなのえがお

気持ちがジェットコースターのような毎日。
少しでもホッとしてほしい、安心してほし
いから…
私たちとタッグを組みましょう！！
お母さん・お父さんは自身のお子さんにつ
いてのエキスパートです。
そして、私たちは療育のエキスパートです。
こどもと、お母さん・お父さんと、ともに
歩んでいきたいからハッピーキッズでは以
下の取り組みをお約束します！！

①見守りハンドブック
②支援教材レンタル
③子育ての“仲間”づくりをお手伝い
④「ホッとルーム」で一息ついて

【管理者からメッセージ】

施設名 児童発達支援･放課後等デイサービス

ハッピーキッズ
所在地 伊勢市小俣町宮前296-8
お問合せ 9：00～18：00
TEL 0596-72-8890
FAX 0596-72-8891
E-mail:
happykids@wellheart.jp

管理者 奥山 栞

児童発達支援･放課後等デイサービス ハッピーキッズ

【施設概要】

対象：未就学児～小学2年生ま
で

午前・10時～11時30分(3歳未

満）

午後・15時～17時(3歳以上）

月～金(祝日営業）

小学生は授業終了後から受け入
れ可

午後は約1.5時間の療育の後、預
かり保育となります。

mailto:happykids@wellheart.jp


ウェルフェアグループ 充実！の 福利厚生①
ウェルフェアグループでは頑張るあなたを福利厚生でも応援いたします

日和オーシャンリゾート 2021.2月open

沖縄のリゾートホテルでバカンス♪

New



“楽しみ”ウェルフェアグループの福利厚生②
ウェルフェアグループでは頑張るあなたを福利厚生でも応援いたします

☆職員の心と身体の健康をサポート！

☆健康診断 再検査費用補助

☆婦人科検診+胃･肺･大腸がん検診費用補助

☆ウェルフェアの職員限定！
ジムでボクササイズ！

ダイエット
体力づくり

ストレス発散にも◎

☆キャリアコンサルティング

いつでもキャリアコンサルタントに
相談できます。
仕事の悩みや心配事など
安心してご相談ください。

☆定期的な
セルフキャリアドック制度

☆弁護士の法律相談
職場以外のプライベートな悩み
（相続、借金、離婚、交通事故
など）を顧問弁護士に無料で相
談できます。



３．男性職員の育休制度

ワークライフバンスの向上

日勤と夜勤を完全に分けることでそ
れぞれで勤務する職員は自分の仕事
とプライベートの時間の使い分けが
きっちりできるようになり、趣味を
楽しむ、子育てに勤しむ、親の介護
の時間にあてる、等々、思い思いに
この働き方を活用して、勤務を続け
ています。急に欠勤する職員も少な
くなり、退職者も働き方改革を進め
て以来、各段に減っています。

職員が精神的に安定

間接業務が減ったため、職員は、利
用者様への関りが増えてきました利
用者様の対応も丁寧になっていき、
利用者様からのクレームも各段に
減っていきました。

そのため、利用者様に対して細かい
ところまで気が付くようになりサー
ビスの質の向上が図れています。

間接業務の担当人材の成長

間接業務の担当としてアクティブシ
ニアや地域の就労支援の訓練生の活
用により職員が直接介護のみに専念
できるため、オペレーション効率が
非常によくなっている。

また、今まで行き届かなかった清掃
等もしっかり行われるため、いつも
大変クリーンな状態が保たれている。

2. ➀週休３日制度 ②夜勤専従制度

ウェルフェアグループ働き方改革

介護業界に新たな風を！常に進化し続けるウェルフェアグループ

１．分業制度

直接業務

利用者の身体に直接触れる介護

専門業務(清拭、入浴介助、オムツ交換、移
乗

介助、食事介助など）

介護職員が担う仕事

間接業務

間接業務専門の人材が担う仕事

利用者の身体に直接触れない業務

(環境整備、掃除、洗濯、リネン交換）

介護付有料老人ホームみっかいちで実施しています



フィジカル・メンタルのチェックシートを前後で結果を
レーダーグラフにして変化を観察していく

『夢』の実現例

【結果】
・３年続けて昔の職場に行けました

・リハビリに取り組むようになりました

・気持ちが前向きになりました

◆昔、働いていた職場にもう一度

訪ねて行きたい！

夢を叶えるプロジェクト ドリームマイスター（商標登録済み）

夢を叶えるプロジェクトとは？
『もう一度行ってみたい場所や会いたい人、やってみたいこと』など一人ひとりの
『夢』を家族様や地域の方々に協力していただき皆様と一緒にご利用者様の夢を叶
える企画です

一番身近な存在の担当スタッフを中心にご本人や
家族様と相談し夢を叶えるためのストーリーを考えます。

夢プロラボ さらに進化科学的介護に向けてデータ化

夢プロに挑戦（実際の行動） 夢プロの結果（思
い）によって達成経験になる。 そのことでさら
に自己効力感（自信）が上がり次の行動の自信
に繫 がる。次の夢につながる。 ドリームマイス
ターで自己効力感を強化することで、利用者の
行動変容が認められ、また次の行動につながり
ます。



インカム導入で職員間の
コミュニケーションがスムーズに

状況を再現 患部を撮影

紙ベースでの記録がなくなり、携帯端
末を利用した記録となり、いつでもど
こでも介護記録ができるようになった。

職員1人1人が携帯端末操作、随時、記
録が可能で利用者の画像付で情報を共
有します

1）施設が2階建てのため１Fと２Fの連絡に使用

２）業務の次の指示に使用

３）他の職員の呼び出し、ヘルプ要請

４）確認事項について随時使用

５）その他

①インカム導入 ②ケアコラボ導入

ご家族が職員と同じ内容の介護記録を
閲覧できるシステムです。コロナ渦で
面会も制限されているためにこの記録
公開はご家族の安心につながります。
事故報告、身体の異常報告なども画像
付きで公開

ICTツールを活用をした業務の効率化
ソーシャルメディアを活用した介護の新しいかたち

ケアコラボ導入で介護記録の
ぺ－パ－レス化

家族との信頼関係の構築のため記
録を全面公開（一部施設のみ）

動画で分かる！ ウェルフェアグループのICT活用

右記のQRコードよりご覧ください。



ウェルフェアグループ受賞歴

2016年

• 10月 リビング・オブ・ザ・イヤー2016最優秀賞（コストパフォーマンス部門）受賞

2017年

• 10月 リビング・オブ・ザ・イヤー2017優秀賞（コストパフォーマンス部門）受賞

• 11月 グッドキャリア企業アワード2017イノベーション賞受賞

• 11月 第５回介護付きホーム協会事例研究発表

全国大会優秀賞受賞

2018年

• 1月 女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定（３段目）取得

• 10月 平成30年度高年齢者雇用開発コンテスト

厚生労働大臣表彰特別賞受賞

• 11月 第6回全国介護付きホーム事例研究発表全国大会優秀賞受賞

• 11月 平成30年度伊勢市女性の活躍推進『きらり』賞受賞

• 12月 平成30年度三重の「社員・地域・顧客」を大切にする

おもてなし経営企業選受賞

2020年

• 2月 リビング・オブ・ザ・イヤー2019優秀賞受賞

• 7月 有限会社ウェルフェア三重、株式会社ウェルフェア、

社会福祉法人ウェルハート厚生会の3法人が

三重とこわか健康経営カンパニー（ホワイトみえ）認定

• 10月 第8回介護付きホーム事例研究発表全国大会グランプリ受賞

• 11月 2020年度三重労働局働き方改革ベストプラクティス企業認定

2021年

• 3月 有限会社ウェルフェア三重、株式会社ウェルフェア、社会福祉法人ウェルハー

ト厚生会の3法人が健康経営優良法人2021（経済産業省主催）認定

2022年

・ 1月 三重県 チェンジ・デザイン・アワード2022 グランプリ受賞

・ 1月 三重県SDGs推進パートナー登録



ウェルフェアグループ

三重県伊勢市黒瀬町865-1

TEL/0596-21-1133 FAX/0596-21-1134

HP https://www.welfare-mie.jp

Email  info@welfare-mie.jp

【アクセス】

https://www.welfare-mie.jp/
mailto:info@welfare-mie.jp



