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１．地域密着型サービス等指定対象事業所一覧（今回対象分）

【新規指定】
1　看護小規模多機能型居宅介護

番号 事業所名称 事業所名称（カナ） 開設者名称 事業所所在地 登録定員 開設年月日 生活圏域
有効期間満了

年月日
指定審査報告票

1 看多機しまむら カンタキシマムラ
医療法人社団
洗心

松戸市松戸新田
21－2

29 令和2年9月1日 明第一地区 令和8年8月31日 P.3-6

【指定更新】
１　（介護予防）認知症対応型共同生活介護

番号 事業所名称 事業所名称（カナ） 開設者名称 事業所所在地 利用定員
開設年月日

指定更新年月日
生活圏域

有効期間満了
年月日

指定審査報告票

1 元気ホーム北松戸
ゲンキホームキタマ
ツド

有限会社元気介護
支援サービス

松戸市中和倉
468-2

18
平成26年8月1日
令和2年8月1日

馬橋地区 令和8年7月31日 P.7-11

2
グループホームいき
いきの家松戸

グループホームイ
キイキノイエマツド

医療法人社団
寿光会

松戸市根木内
119-1

18
平成26年8月1日
令和2年8月1日

小金原地区 令和8年7月31日 P.12-16

3 せらび小金原公園
セラビコガネハラコ
ウエン

株式会社
日本ケアリンク

松戸市小金原
4-38-6

18
平成26年10月1日
令和2年10月1日

小金原地区 令和8年9月30日 P.17-21
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【指定更新/報告】

1．地域密着型サービス

番号 事業所名称 事業所名称（カナ） 開設者名称 事業所所在地 利用定員
開設年月日

指定更新年月日
生活圏域

有効期間満了
年月日

1
はるのリハトレセン
ター

ハルノリハトレセン
ター

スプリングフィールド
株式会社

松戸市根本139-
1

10
平成26年7月1日
令和2年7月1日

明第一地区 令和8年6月30日

1．居宅介護支援

番号 事業所名称 事業所名称（カナ） 開設者名称 事業所所在地 利用定員
開設年月日

指定更新年月日
生活圏域

有効期間満了
年月日

1 介護のパムコ東松戸
カイゴノパムコヒガ
シマツド

日本パムコ
株式会社

松戸市高塚新田
494-13

平成26年6月1日
令和2年6月1日

令和8年5月31日
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新規指定審査報告票№1 法人名  医療法人社団　洗心　

事業所の名称　 　看多機しまむら　
事業所の所在地　　松戸市松戸新田２１番地の２　

審査項目 内　　容

新規指定を受けようとする事業所の種類 看護小規模多機能型居宅介護

指定事業開始年月日 令和２年９月1日

生活圏域 明第一地区

立地条件 新京成バス「野菊野団地」より徒歩約６分。

サービス提供地域 明第一地区

利用者数（定員） 登録定員29名　通い15名　　宿泊6名

営業日・営業時間 365日（年中無休）

管理者
常勤専従
厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業管理者研修を受講済。

人員の基準
①従業員の職種・員数 介護支援専門員　 　1名　　（常勤兼務、厚生労働大臣が定める小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修受講済）

介護職員　　 　10名　　（常勤専従7名、常勤兼務１名、非常勤専従2名）　 常勤換算6.7

看護職員      3名　   (常勤専従２名、常勤兼務１名)  常勤換算2.55
設備の基準
①居間及び食堂 ① 47.32㎡

②宿泊室の状況 ② 8.54～8.77㎡

③設備・備品 ③消火器・自動火災報知設備・誘導灯・消防通報用火災報知設備・スプリンクラー等を設置予定。

④賃貸借契約 ④賃貸借30年契約（R2.6.1～R32.5.30）

⑤消防法/建築基準法上の確認 ⑤消防法に基づく検査を受検予定。/建築基準法に基づく建築完了検査受検予定

苦情処理体制 苦情等に対応する常設の窓口を設置。苦情受付担当者（管理者等）を配置。

介護保険事業賠償責任保険加入済。

協力医療機関との連携体制
医科）島村トータル・ケア・クリニック(予定)
歯科）中村歯科六高台診療所(予定)

協力施設 介護老人保健施設 島村洗心苑（予定）

利用料（自己負担分）
宿泊費：宿泊室6部屋3,000円/日
食費：1,450円（予定）、その他　実費相当額（予定）

送迎 あり

他市町村の利用者 なし

宿泊サービスの提供の有無及び概要 あり　　提供時間：17時～翌9時　　利用定員6人／日

検討を要する事項 なし
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新規指定審査報告表票No.１

【開設者概要】

法人名称

代表者名

法人所在地

電話番号

設立年月日

資本（出資金）

従業員数（20120年6月16日現在）

運営事業所総数
（2020年5月25日現在）

うち松戸市内事業所数

業績（平成30年11月期） 1,099,181

もしくは直近の決算 176,099

1,504,663

11.70%

無

【加算体制届出状況（予定）】

医療法人社団　洗心

理事長　島村　善行

松戸市松戸新田字丸山21番地2

常勤　90名
非常勤　105名

介護老人保健施設　１事業所
認知症対応型共同生活介護　1事業所
訪問看護　1事業所

3事業所

047-308-5546

平成15年9月3日

49,789,745円

損失の有無

総資本（千円）

自己資本比率（％）

売上高（千円）

純資産合計（千円）

加算項目 届出あり／なし 加算項目 届出あり／なし

職員の欠員による減算の状況 なし 訪問看護体制減算 なし

サテライト体制 基準型 若年性認知症利用者受入加算 あり

緊急時訪問看護加算 あり 特別管理体制 対応可

ターミナルケア体制 あり 看護体制強化加算 なし

訪問体制強化加算 なし 総合マネジメント体制強化加算 あり

サービス提供体制強化加算 加算Ⅰイ 介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算 加算Ⅰ
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看多機しまむら　位置図

松戸市松戸新田２１－２
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看多機能しまむら　平面図
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指定更新審査報告票　Ｎｏ.１ 法人名　　  有限会社元気介護支援サービス
事業所の名称　  元気ホーム北松戸
事業所の所在地　　松戸市中和倉４６８番地の２

審査項目 内　　容
指定更新を受けようとする事業所の種類 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

指定事業更新年月日 令和2年8月1日

生活圏域 馬橋地区

立地条件 JR常磐線北松戸駅より松戸新京成バス「県立松高前」バス停下車徒歩３分。

共同生活住居数 ２ユニット

利用者数（定員） ①９人　②９人

代表者 厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を受講済。

管理者
（常勤）兼務２名（１ユニット：計画作成担当者と兼務、２ユニット：介護職と兼務）
厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業管理者研修を受講済。

人員の基準

1計画作成担当者の勤務体制 ① 常勤兼務２名（１ユニット：介護職との兼務、２ユニット：管理者との兼務）

2従業員の職種・員数 ② １F　介護従事者　（常勤）専従４名、兼務１名　（非常勤）専従　６名　常勤換算4.7名
２F　 介護従事者（常勤）専従４名、兼務２名　（非常勤）専従　7名　常勤換算数4.6名
　（※市内平均5.9名）

3勤務体制 ③夜間及び深夜については夜勤1名を配置。

設備の基準

1居間及び食堂 ①居間兼食堂　49.68㎡（※市内平均　39.18㎡）

2居室の状況 ②全室個室　　9.1～10.35㎡（※市内平均　10.71㎡）

3設備・備品 ③消火器・誘導灯・自動火災報知設備・スプリンクラー・避難器具等を設置済み。

4賃貸借契約 ④なし（自己所有）
5消防法/建築基準法上の確認 ⑤令和元年6月27日消防用設備等点検実施済/建築基準法上完了検査実施済
苦情処理体制 苦情等に対応する常設の窓口を設置。苦情受付担当者（管理者1名）を配置。

賠償責任保険加入。

協力医療機関との連携体制
医科）　あおぞら診療所（内科）
歯科）　かえで歯科

協力施設 特別養護老人ホームまんさくの里

利用料
家賃　60,000円／月、水道光熱費 20,000円／月、食材料費 朝食　250円、昼食・夕食　550円、施設維持管理費　14,000円／月、日常
生活費　1,000円／月

（市内平均　室料月78,000円　　光熱水費月21,000円　　食材料費月45,000円　）

他市町村の利用者 なし

検討を要する事項 なし
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新規指定審査報告票　Ｎｏ.１

【開設者概要】

法人名称

代表者名

住所

電話番号

設立年月日

資本（出資金）

従業員（令和元年6月1日現在）

運営事業所総数
（令和2年6月1日現在）

　うち松戸市内事業所数

業績（平成30年7月期） 売上高（千円）

もしくは直近の決算 純資産合計（千円）

総資本（千円）

自己資本比率（％）

損失の有無

【加算体制届出状況（予定）】

７８０万円

常勤　　　３５　名、非常勤　　８３　　名

訪問介護　１事業所
訪問看護　１事業所
通所介護　１事業所
地域密着型通所介護　１事業所
認知症対応型共同生活介護　１事業所
小規模多機能型居宅介護　１事業所
定期・巡回随時対応型共同生活介護　１事業所
看護小規模多機能型居宅介護　１事業所
特定福祉用具貸与　１事業所
特定福祉用具販売　1事業所
短期集中予防サービス　１事業所
居宅介護支援　１事業所

１２事業所

有限会社元気介護支援サービス

村上美恵子

松戸市中根517

047-331-5353

平成１１年５月２０日

418,139

62,372

51,079

12.4%

無

加算項目 算定あり／なし 加算項目 算定あり／なし

夜間勤務条件基準 基準型 職員の欠員による減算の状況 なし

身体拘束廃止取組の有無 基準型 夜間支援体制加算 なし

若年性認知症利用者受入加算 あり 利用者の入院期間中の体制 対応不可

看取り介護加算 あり 医療連携体制 加算Ⅰ

認知症専門ケア加算 なし サービス提供体制強化加算 なし

介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算 加算Ⅱ
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元気ホーム北松戸位置図

松戸市中和倉４６８番地の２
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元気ホーム北松戸平面図（１階）
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元気ホーム北松戸平面図（２階）
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指定更新審査報告票　Ｎｏ.２ 法人名　　  医療法人社団寿光会
事業所の名称     グループホームいきいきの家松戸
事業所の所在地　　 松戸市根木内１１９番地の１

審査項目 内　　容
指定更新を受けようとする事業所の種類 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

指定事業更新予定年月日 令和2年8月1日

生活圏域 小金原地区

立地条件 JR常磐線北小金駅より松戸新京成バス「宿畑」バス停下車徒歩６分。

共同生活住居数 ２ユニット

利用者数（定員） ①９人　②９人

代表者 厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を受講済。

管理者
（常勤）兼務２名　（１F：計画作成担当者兼務、２F介護職兼務）
厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業管理者研修を受講済。

人員の基準

1計画作成担当者の勤務体制 ① （常勤）兼務２名　（１Ｆ：管理者兼務、２Ｆ：介護職兼務）

2従業員の職種・員数
② １F　介護従事者（常勤）専従４名、（非常勤）専従５名　　常勤換算4.4

２F　介護従事者（常勤）専従２名、（常勤）兼務２名、　（非常勤）専従５名　常勤換算4.2
※市内常勤換算平均5.9名

3勤務体制 ③夜間及び深夜についてはユニットごとに夜勤１名を配置。

設備の基準

1居間及び食堂 ①居間兼食堂　ユニット１ 40.32㎡、ユニット２ 51.33㎡　（※市内平均　39.18㎡）

2居室の状況 ②全室個室　　ユニット１・ユニット２ともに10.23～10.36㎡（※市内平均　10.71㎡）

3設備・備品 ③消火器・誘導灯・自動火災報知設備・スプリンクラー・避難器具等を設置。

4賃貸借契約 ④自社所有物件
5消防法/建築基準法上の確認 ⑤R1.8.5 消防用設備等点検済み

建築基準法上完了検査済み
苦情処理体制 苦情等に対応する常設の窓口を設置。苦情受付担当者（管理者1名）を配置。

介護保険事業賠償責任保険加入。

協力医療機関との連携体制
医科）しいの木クリニック（内科）
歯科）たかはし歯科医院

協力施設 エスポワール松戸

運営推進会議の構成員 利用者・利用者家族・地域住民代表者・地域包括支援センター職員・当該事業について知見を有する者等で構成。

利用料 室料７３，０００円/月、食材料費３７，５００円/月（朝３００円、昼４００円、夜４５０円、おやつ１００円）、管理費２０，０００円/月

（市内平均　室料月78,000円　　光熱水費月21,000円　　食材料費月45,000円　）

他市町村の利用者 なし

検討を要する事項 なし
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指定更新審査報告票　Ｎｏ.２

【開設者概要】

法人名称

代表者名

住所

電話番号

設立年月日

資本（出資金）

従業員（2020年4月1日現在）

運営事業所総数
（2020年6月15日現在）

　うち松戸市内事業所数

業績（令和2年3月期） 売上高（千円）

もしくは直近の決算 純資産合計（千円）

総資本（千円）

自己資本比率（％）

損失の有無

【加算体制届出状況】

２億５５６０万円

医療法人社団　寿光会

理事長　作田　美緒子

千葉県いすみ市岬町和泉３３０－１

０４７０－８０－２７１１

平成１１年３月２９日

27.7%

無

合計　１５８５名　(内有期契約労働者６９８名)

介護老人保健施設　７事業所　 　通所リハビリテーション　８事業所
短期入所療養介護　７事業所　 　訪問リハビリテーション　４事業所
訪問介護　１事業所　　 　認知症対応型共同生活介護　５
事業所
訪問看護　１事業所　　 　小規模多機能型居宅介護　１事
業所
通所介護　１事業所　　 　特定施設入居者生活介護　３事
業所
居宅介護支援事業　５事業所

１１事業所

介護老人保健施設　１事業所　 　通所リハビリテーション　１事業所
短期入所療養介護　１事業所　 　訪問リハビリテーション　１事業所
訪問介護　１事業所　　 　認知症対応型共同生活介護　１
事業所
訪問看護　１事業所　 　居宅介護支援事業　２事業所
通所介護　１事業所　 　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
１事業所

8,690,225

4,115,277

14,860,061

加算項目 届出あり／なし 加算項目 届出あり／なし

夜間勤務条件基準 基準型 職員の欠員による減算の状況 なし

身体拘束廃止取組の有無 基準型 若年性認知症利用者受入加算 なし

夜間支援体制加算 なし 利用者の入院期間中の体制 対応不可

看取り介護加算 あり 医療連携体制加算 加算Ⅰ

認知症専門ケア加算 なし サービス提供体制強化加算 加算Ⅰロ

介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算 加算Ⅱ
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グループホームいきいきの家松戸　位置図

松戸市根木内119-1
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いきいきの家松戸 １階　平面図
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いきいきの家松戸　２階平面図
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指定更新審査報告票　Ｎｏ.３ 会社名            　  株式会社日本ケアリンク
事業所の名称　   　せらび小金原公園
事業所の所在地　　松戸市小金原四丁目３８番地の６

審査項目 内　　容
指定更新を受けようとする事業所の種類 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

指定事業更新予定年月日 令和2年10月1日

生活圏域 小金原地区

立地条件 JR常磐線北小金駅より新京成バス久保下バス停下車徒歩５分。

共同生活住居数 ２ユニット

利用者数（定員） ①９人　②９人

代表者 厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を受講済。

管理者
（常勤）兼務２名（１F：計画作成担当者・介護職兼務、２F：介護職兼務）
厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業管理者研修を受講済。

人員の基準

1計画作成担当者の勤務体制 ① 常勤兼務１名（１F管理者との兼務）・常勤専従１名

2従業員の職種・員数

② １F　介護従事者（常勤）専従５名　（常勤）兼務２名　（非常勤）専従４名 　常勤換算　4.5名
２F　介護従事者（常勤）専従４名　（常勤）兼務１名　（非常勤）専従３名  常勤換算　4.5名
※市内常勤換算平均5.9名

3勤務体制 ③夜間及び深夜についてはユニットごとに人員を配置。

設備の基準

1居間及び食堂 ①居間兼食堂　(１・２階）　各２８．８３㎡　（※市内平均　39.18㎡）

2居室の状況 ②全室個室 　１１．３８㎡　 　（※市内平均　10.71㎡）

3設備・備品 ③消火器・誘導灯・自動火災報知設備・スプリンクラー・避難器具等を設置。

4賃貸借契約 ④建物について賃貸借契約（平成２６年８月～令和４６年８月）
5消防法/建築基準法上の確認 ⑤ R1.9.24 消防用設備等点検実施済

建築基準法上完了検査済み
苦情処理体制 苦情等に対応する常設の窓口を設置。苦情受付担当者（管理者1名）を配置。

介護保険事業賠償責任保険加入。

協力医療機関との連携体制
医科）いらはら診療所（内科）
歯科）サンチェリー歯科

協力施設 特別養護老人ホーム　リバーサイドヴィラ

運営推進会議の構成員 利用者・利用者家族・地域住民代表者・地域包括支援センター職員・当該事業について知見を有する者等で構成。

利用料 室料86,000円/月、食材料費30,857円/月（朝２０６円/日、昼412円/日、夜412円/日）、光熱水費18,000円/月、共益費25,000円/月

（市内平均　室料月78,000円　　光熱水費月21,000円　　食材料費月45,000円　）

他市町村の利用者 なし

検討を要する事項 なし
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指定更新審査報告票　Ｎｏ.３

【開設者概要】

法人名称

代表者名

住所

電話番号

設立年月日

資本（出資金）

従業員（令和２年５月３1日現在）
運営事業所総数
（令和２年５月３1日現在）

　うち松戸市内事業所数

業績（令和２年３月期） 売上高（千円）

もしくは直近の決算 純資産合計（千円）

総資本（千円）

自己資本比率（％）

損失の有無

【加算体制届出状況】

21

無

常勤４２１名
非常勤３１０名
通所介護２事業所　 　認知症対応型共同生活介護１６事業所
認知症対応型通所介護２事業所　 　小規模多機能型居宅介護８事業所
短期入所生活介護４事業所　 　特定施設入居者生活介護５事業所
地域密着型特定施設入居者生活介護１事業所　 　計２３事業所

3事業所
通所介護　１事業所
認知症対応型共同生活介護　１事業所
小規模多機能型居宅介護　１事業所

4.373.622

605.556

2.796.067

１.０００万円

株式会社日本ケアリンク

櫻井紀之

東京都港区芝四丁目１番２３号

03-6865-1780

平成 12年11月29日

加算項目 届出あり／なし 加算項目 届出あり／なし

夜間勤務条件基準 基準型 職員の欠員による減算の状況 なし

身体拘束廃止取組の有無 基準型 若年性認知症利用者受入加算 あり

夜間支援体制加算 なし 利用者の入院期間中の体制 対応不可

看取り介護加算 あり 医療連携体制加算 加算Ⅰ

認知症専門ケア加算 なし サービス提供体制強化加算 なし

介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算 加算Ⅱ
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せらび小金原公園　位置図

松戸市小金原４－３８－６
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せらび小金原公園　　１階平面図

赤枠線内
グループホームとして利用
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せらび小金原公園　２階平面図
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