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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）

【指定更新】
１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

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
ルポゼ東松戸定期巡
回随時対応型訪問
介護看護

ﾙﾎﾟｾﾞﾋｶﾞｼﾏﾂﾄﾞﾃｲｷ
ｼﾞｭﾝｶｲｽﾞｲｼﾞﾀｲｵｳ
ｶﾞﾀﾎｳﾓﾝｶｲｺﾞｶﾝｺﾞ

医療法人社団 寿光
会

松戸市東松戸三
丁目１５番地の１
６

―
平成27年1月1日
令和3年1月1日

東部 令和8年12月31日 P.４～７

２　地域密着型通所介護

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

2 デイサービス次郎 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｼﾞﾛｳ パートナー株式会社
松戸市六高台八
丁目の５３番地
の２

10
平成27年2月1日
令和3年2月1日

六実六高台 令和9年1月31日 P.８～１１

3 デイサービス六実 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾑﾂﾐ 有限会社ゼロ
松戸市六実三丁
目２０番地の１２

18
平成14年12月1日
令和2年12月1日

六実六高台 令和8年11月30日 P.１２～１５

4
あやめデイサービス
センター

ｱﾔﾒﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社あやめ
松戸市高塚新田
１１５番地の７７

15
平成15年1月1日
令和3年1月1日

東部 令和8年12月31日 P.１６～１９

３　（介護予防）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

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

5 せらび小金原公園 ｾﾗﾋﾞｺｶﾞﾈﾊﾗｺｳｴﾝ
株式会社日本ケアリ
ンク

松戸市小金原四
丁目３８番地の６

29
平成26年12月1日
令和2年12月1日

小金原 令和8年11月30日 P.２０～２３

6 わいわい豊夢栄町 ﾜｲﾜｲﾎｳﾑｻｶｴﾁｮｳ
有限会社元気介護
サービス

松戸市栄町西一
丁目８５１番地の
４

24
平成26年11月1日
令和2年11月1日

明第２西 令和8年10月31日 P.２４～２７

４　(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

7
グループホームマー
ガレット

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 株式会社コンコード
松戸市八ケ崎五
丁目２９番地の１
６

18
平成18年4月1日
令和2年11月1日

馬橋 令和8年10月31日 P.２８～３３

8
グループホームワカ
バまつど

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾜｶﾊﾞﾏﾂ
ﾄﾞ

株式会社わかば
松戸市胡録台２
８４番地の５１

18
平成18年12月1日
令和2年12月1日

明第１ 令和8年11月30日 P.３４～３８
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【新規指定/報告】

1.居宅介護支援

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
しん居宅介護支援事
業所

ｼﾝｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬ しん合同会社
松戸市上本郷９
０４番地の２

令和2年8月1日 令和8年7月31日

2 みつばち相談センターﾐﾂﾊﾞﾁｿｳﾀﾞﾝｼｾﾝﾀｰ 合同会社ほとは
松戸市中和倉４
５番地

令和2年9月1日 令和8年8月31日

3 ケアマネジメント五香 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾞｺｳ 合同会社eb.a
松戸市常盤平五
丁目１７番地の１
１

令和2年9月1日 令和8年8月31日

【指定更新/報告】

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

4
さわやか介護支援セ
ンター

ｻﾜﾔｶｶｲｺﾞｼｴﾝｾﾝﾀｰ
株式会社さわやか
プラザ

松戸市常盤平陣
屋前７番地の１３

平成26年9月1日
令和2年9月1日

令和8年8月31日

5 川名薬局 ｶﾜﾅﾔｯｷｮｸ
有限会社 川名薬
局

松戸市栄町五丁
目２７５番地の１
３

平成12年9月1日
令和2年9月1日

令和8年8月31日

6
常盤平地区在宅介
護支援センター

ﾄｷﾜﾀﾞｲﾗﾁｸｻﾞｲﾀｸｶ
ｲｺﾞｼｴﾝｾﾝﾀー

医療法人社団とき
わ会

松戸市常盤平七
丁目5番地2

平成12年10月1日
令和2年10月1日

令和8年9月30日

7
アウル在宅介護支援
サービス

ｱｳﾙｻﾞｲﾀｸｶｲｺﾞｼｴﾝ 
ｻｰﾋﾞｽ

有限会社アウル
松戸市小金きよ
しケ丘三丁目１２
番地の２

平成13年10月1日
令和2年10月1日

令和8年9月30日

8
あらかると在宅支援
センター

ｱﾗｶﾙﾄｻﾞｲﾀｸｼｴﾝｾﾝ
ﾀｰ

特定非営利活動法
人生活支援セン
ターあらかると

松戸市新松戸７
丁目５４４番地

平成14年10月1日
令和2年10月1日

令和8年9月30日
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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

9 介護の相談室 ｶｲｺﾞﾉｿｳﾀﾞﾝｼﾂ 株式会社楽楽館
松戸市新松戸五
丁目２００番地

平成20年10月1日
令和2年10月1日

令和8年9月30日

10
居宅介護支援事業
所あじさい

ｷｮﾀｸｶｲｺﾞｼｴﾝｼﾞｷﾞｮ
ｳｼｮｱｼﾞｻｲ

医療法人沖縄徳洲
会

松戸市幸田１８０
番地の１

平成20年10月1日
令和2年10月1日

令和8年9月30日

11
エスポワール松戸居
宅介護支援事業所

ｴｽﾎﾟﾜｰﾙﾏﾂﾄﾞｷｮﾀｸ
ｶｲｺﾞｼｴﾝｼﾞｷﾞｮｳｼｮ

医療法人社団寿光
会

松戸市五香西四
丁目２６番地の１
０

平成26年10月1日
令和2年10月1日

令和8年9月30日
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指定更新審査報告票　Ｎｏ.１
事業所の名称　     ルポゼ東松戸定期巡回随時対応型訪問介護看護
事業所の所在地　　松戸市東松戸３－１５－１６

審査項目 内　　容
指定更新を受けようとする事業所の種類 定期巡回随時対応型訪問介護看護

指定事業更新年月日 令和3年1月1日

生活圏域 東部地区

立地条件 JR武蔵野線東松戸駅下車徒歩約６分。

管理者 常勤兼務（サービス担当責任者、介護職員及び訪問介護事業所管理者兼務）
人員の基準

①オペレーターの体制 ① 常勤兼務７名（介護職、計画作成責任者との兼務）

②計画作成責任者の体制 ② 常勤兼務２名（管理者、介護従業者との兼務）
③従業員の勤務体制 ③ 看護従事者（常勤）兼務４名　（非常勤）兼務９名　介護従事者（常勤）兼務１１名　（非常勤）兼務９名

④勤務体制 ④ 定期巡回サービス従事者を必要数配置　　随時訪問サービス従事者を提供時間を通じて１以上配置

設備の基準

①事務室の状況

②設備・備品

③賃貸借契約
④消防法/建築基準法上の確認

①サービス付高齢者向け住宅、地域密着型通所介護事業所、訪問介護事業所、訪問看護事業所と共用

②PHS１０台、パソコン５台、緊急通報端末５台

③土地：３年契約（月58,800円）、建物：30年契約（月6,500,000円）
④消防法に基づく検査を受検済。建築基準法に基づく建築完了検査済。 

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。
利用料 法定代理受領分
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.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8月現在）

運営事業所総数
（令和2年8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】

医療法人社団　寿光会

理事長　作田　美緒子

いすみ市岬町和泉字苅込台３３０-１

０４７０-８０-２７１１

平成１１年３月２９日

255,600,000円

常勤　917名、非常勤　641名

介護老人保健施設　７事業所
特定施設入居者生活介護　３事業所
グループホーム　６事業所
小規模多機能型居宅　１事業所
通所リハビリテーション　８事業所
訪問リハビリテーション　４事業所
短期入所療養介護　６事業所
居宅介護支援事業所　５事業所
訪問介護事業所　1事業所
地域密着型通所介護　1事業所
定期巡回随時対応型訪問介護看護　1事業所
訪問看護事業所　1事業所

１３事業所

8,690,225

4,115,277

14,860,061

27.7%

無

算定あり/なし 算定あり/なし

緊急時訪問看護加算 あり 総合マネジメント体制強化加算 あり

特別管理体制 対応可 サービス提供体制強化加算 加算Ⅰイ

ターミナルケア加算 あり 介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ

介護職員特定処遇改善加算 加算Ⅰ

加算項目 加算項目
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　ルポゼ東松戸定期巡回随時対応型訪問介護看護　位置図

松戸市東松戸３－１５－１６
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ルポゼ東松戸定期巡回随時対応型訪問介護看護平面図

※枠の部分が定期巡回の部分
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指定更新審査報告票　Ｎｏ.２ 法人名  パートナー株式会社
事業所の名称    　デイサービス次郎
事業所の所在地　　 松戸市六高台八丁目５３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 地域密着型通所介護

指定事業更新予定年月日 令和3年２月１日

生活圏域 六実六高台地区

立地条件 新京成電鉄元山駅より徒歩約２０分

サービス提供地域 松戸市全域

利用者数（定員） １０人

営業日・営業時間・サービス提供時
間

月曜日から日曜日（祝日含む）
営業時間　８時00分～17時00分　サービス提供時間 9時00分～16時15分

管理者 常勤兼務（介護職との兼務）

人員の基準

①従業員の職種・員数 生活相談員　 　２名　　（常勤兼務１名、非常勤兼務　１名）
介護職員　　 　６名　　（常勤兼務１名 、非常勤専従４名、非常勤兼務１名）

機能訓練指導員　　１名　　（非常勤専従 １名）

設備の基準

①食堂及び機能訓練室 ①32.0㎡

②設備・備品 ②消火器・スプリンクラー・火災通報設備・自動火災報知器・誘導灯を設置

③消防法/建築基準法上の確認
③H30.3.26消防用設備等点検実施済（今年度の点検については調整中）

/建築基準法に基づく建築完了検査実施済
④賃貸借契約 ④自己所有物件
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。

利用料（自己負担分）
法定代理受領分
昼食代　660円、おむつ代　198～66円、その他実費相当額を徴収

運営推進会議の構成員 利用者・利用者家族・地域住民代表・地域包括支援センター職員・通所介護事業に関する知見を有する者等で構成。
送迎 あり

同事業者の行っている他事業 居宅介護支援

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 利用定員5名、1泊500円（別途：夕食300円、朝食200円）。提供時間16：15～9：00

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８月２０日現在）

運営事業所総数
（2020年８月２０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】

-4.07%

有

常勤　7名　非常勤14名

地域密着型通所介護　２事業所
居宅介護支援　１事業所

３事業所

90,018

-1,904

46,750

1,000,000円

パートナー株式会社

代表取締役　小島進

千葉県我孫子市本町１－５－５

04-7165-2827

平成23年11月25日

加算項目 算定あり／なし 加算項目 算定あり／なし

延長加算 なし 認知症加算 なし

入浴介助加算 あり 若年性認知症利用者受入加算 なし

中重度者ケア体制加算 なし 栄養改善体制 なし

生活機能向上連携加算 なし 口腔機能向上体制 なし

個別機能訓練加算 なし サービス提供体制強化加算 なし

ADL維持等加算 なし 介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ
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デイサービス次郎　位置図

松戸市六高台８－５３－２

10



デイサービス次郎　平面図

＜１階＞

＜２階＞
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指定更新審査報告票Ｎｏ.３　 会社名    有限会社ゼロ
事業所の名称　 デイサービス六実
事業所の所在地　松戸市六実三丁目２０番地の１２

審査項目 内　　容
指定更新を受けようとする事業所の種類 地域密着型通所介護

指定事業更新予定年月日 令和２年１２月１日

生活圏域 六実六高台地区

立地条件 東武野田線六実駅より徒歩約４分

サービス提供地域 松戸市全域

利用者数（定員） １８人

営業日・営業時間・サービス提供時間
月曜日から土曜日（祝日含む）
営業時間　7時30分～18時30分　サービス提供時間 9時00分～17時00分

管理者 常勤（生活相談員兼務）

人員の基準

①従業員の職種・員数 生活相談員　　　　３名　　（常勤兼務2名、非常勤兼務1名）

介護職員　　　   　５名　　（常勤専従２名 常勤兼務２名 非常勤専従１名）

看護職員　　　　　２名　　（非常勤兼務２名）

機能訓練指導員　　２名　　（非常勤兼務２名）

設備の基準

①食堂及び機能訓練室 ①54.12㎡

②設備・備品 ②消火器・スプリンクラー・火災通報設備・自動火災報知器・誘導灯を設置

③消防法/建築基準法上の確認
③R1.8.26消防用設備等点検実施し、火災報知設備および誘導灯に不備がありR1.10.18改修済
/建築基準法に基づく建築完了検査実施済

④賃貸借契約 ④賃貸借10年契約（H28.7.1～R8.6.30）

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。

利用料（自己負担分）
法定代理受領分
昼食代　500円、おむつ代　50円、その他実費相当額を徴収

運営推進会議の構成員 利用者・利用者家族・地域住民代表・地域包括支援センター職員・通所介護事業に関する知見を有する者等で構成。

送迎 あり

他市町村の利用者 ２名　（柏市、鎌ケ谷市）

宿泊サービスの提供の有無及び概要 あり 利用定員3名、1泊3,000円（別途：夕食500円、朝食300円）。提供時間18：31～7：29

検討を要する事項 なし
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指定更新審査報告表票No.３

【開設者概要】

【加算体制届出状況（予定）】

損失の有無 無

総資本（千円） 73,515

自己資本比率（％） 1.6%

業績（令和2年6月期） 売上高（千円） 93,665

もしくは直近の決算 純資産合計（千円） 1,390

従業員数（2020年8月31日現在） 常勤　10名　非常勤　28名

運営事業所総数
（2020年8月31日現在）

地域密着型通所介護　　　　　　　　　　　1事業所
（介護予防）小規模多機能型居宅介護　1事業所
居宅介護支援　　　　　　　　　　　　　　　 1事業所

うち松戸市内事業所数 3事業所

電話番号 047-311-0784

設立年月日 昭和62年12月24日

資本（出資金） 8,000,000円

法人名称 有限会社ゼロ

代表者名 代表取締役　市澤　祐一

法人所在地 松戸市六実三丁目２０番地の１２

加算項目 算定あり／なし 加算項目 算定あり／なし

延長加算 あり 認知症加算 なし

入浴介助加算 あり 若年性認知症利用者受入加算 なし

中重度者ケア体制加算 なし 栄養改善体制 なし

生活機能向上連携加算 なし 口腔機能向上体制 なし

個別機能訓練加算 なし サービス提供体制強化加算 なし

ADL維持等加算 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 なし
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デイサービス六実位置図

松戸市六実３－２０－１２
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デイサービス六実　平面図
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指定更新審査報告票Ｎｏ.4 会社名    　　　　　有限会社 あやめ
事業所の名称　　 あやめデイサービスセンター
事業所の所在地　松戸市高塚新田１１５番地の７７

審査項目 内　　容
指定更新を受けようとする事業所の種類 地域密着型通所介護

指定事業更新予定年月日 令和３年１月１日

生活圏域 東部地区

立地条件 東松戸駅より京成バス「住宅入口」下車、徒歩3分

サービス提供地域 松戸市・市川市・船橋市

利用者数（定員） １５人

営業日・営業時間・サービス提供時間
月曜日から日曜日（12月29日から1月4日を除く）
営業時間　8時30分～17時00分　サービス提供時間 9時00分～16時30分

管理者 常勤兼務（生活相談員との兼務）

人員の基準

①従業員の職種・員数 生活相談員　 　２名　　（常勤兼務２名）

介護職員　　 　７名　　（常勤専従1名 常勤兼務１名 非常勤専従４名）

看護職員　　 　３名　　（常勤兼務１名 非常勤専従２名）

機能訓練指導員　　１名　　（常勤兼務１名）（看護職員兼務）

設備の基準

①食堂及び機能訓練室 ①46.22㎡

②設備・備品 ②消火器具・スプリンクラー・火災通報設備・自動火災報知器・誘導灯を設置

③消防法/建築基準法上の確認 ③消防用設備等点検実施（R２.６.２６）/建築基準法に基づく建築完了検査実施

④賃貸借契約 ④自社所有物件

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。

利用料（自己負担分）
法定代理受領分
食費　700円、送迎費用　事業所より片道10キロメートル未満500円・片道10キロメートル以上800円
その他、時間外延長サービス、オムツ代等費用実費相当額を徴収

運営推進会議の構成員 利用者・利用者家族・地域住民代表・地域包括支援センター職員・通所介護事業に関する知見を有する者等で構成。

送迎 あり

他市町村の利用者 ３名　（市川市２名、船橋市１名）

宿泊サービスの提供の有無及び概要 あり   利用定員7名、1泊2,000円（別途：夕食500円、朝食200円）。提供時間16:30～9：00

検討を要する事項 なし

16



指定更新審査報告表票No.４

【開設者概要】

【加算体制届出状況（予定）】

損失の有無 無

総資本（千円） 36,469

自己資本比率（％） 1.9%

業績（令和２年６月期） 売上高（千円） 84,945

もしくは直近の決算 純資産合計（千円） 701

従業員数（2020年7月31日現在） 常勤　6名　非常勤　6名

運営事業所総数
（2020年8月31日現在）

地域密着型通所介護　  2事業所
訪問介護事業所　　  1事業所
居宅介護事業所　　  1事業所

うち松戸市内事業所数 3事業所

電話番号 047-392-3377

設立年月日 平成14年9月18日

資本（出資金） 3,000,000円

法人名称 有限会社　あやめ

代表者名 代表取締役　西塚あやめ

法人所在地 松戸市高塚新田115番地の77

加算項目 算定あり／なし 加算項目 算定あり／なし

延長加算 あり 認知症加算 なし

入浴介助加算 あり 若年性認知症利用者受入加算 なし

中重度者ケア体制加算 なし 栄養改善体制 なし

生活機能向上連携加算 なし 口腔機能向上体制 なし

個別機能訓練加算 なし サービス提供体制強化加算 なし

ADL維持等加算 なし 介護職員処遇改善加算 なし

介護職員等特定処遇改善加算 なし
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あやめデイサービスセンター位置図

松戸市高塚新田115-77
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あやめデイサービスセンター　平面図

【1階】 【2階】

作業室①③

食堂兼機能訓練

指導室

作業室②

静養室
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指定更新審査報告票Ｎｏ.５　 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 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

指定更新事業開始予定年月日 令和2年12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小金原団地循環、「行政センター」下車、徒歩3分

サービス提供地域 小金原地区

利用者数（定員） 登録定員29名　通い18名　宿泊9名

営業日・営業時間 365日（年中無休）

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（介護職員兼務）
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を受講済み

介護職員　　　　　　21名　 （常勤専従7名、常勤兼務2名、非常勤専従8名、非常勤兼務4名）　常勤換算　9.1名

看護職員    　　　　 1名　  (常勤兼務1名）

設備の基準

①居間及び食堂 ①56.38㎡

②宿泊室の状況 ②8.38㎡～9.31㎡

③設備・備品 ③消火器・自動火災通報装置・スプリンクラー設備・誘導灯・誘導標識

④賃貸借契約 ④あり（平成26年8月1日～令和25年7月31日　30年間）

⑤消防法/建築基準法上の確認 ⑤消防用設備等点検実施（R1.9.24)/建築基準法上完了検査実施(H26.8.22)

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。

賠償責任保険証加入

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

協力施設 社会福祉法人 根木内福祉会 （特別養護老人ホームリバーサイド・ヴィラ）

利用料（自己負担分）
通い：昼食720円
泊り：宿泊費　3,600円、朝食360円　昼食720円　夕食822円
おむつ代、イベントや教養娯楽費、交通費は実費相当額

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：18：00～9：00　利用定員9人／日

検討を要する事項 なし
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指定更新審査報告票　No.5　

【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（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

605,556

21.60%

無

2,796,067

常勤421名　非常勤310名

通所介護　2事業所
認知症対応型通所介護　2事業所
短期入所生活介護　4事業所
居宅介護支援事業所　2事業所
認知症対応型共同生活介護　16事業所
小規模多機能型居宅介護　8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

合計23事業所　40サービス

合計３事業所　3サービス

4,373,622

100,000,000円

株式会社日本ケアリンク

代表取締役　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

【加算体制届出状況（参考）】

加算項目 算定あり／なし 加算項目 算定あり／なし

職員の欠員による減算 なし 若年性認知症利用者受入加算 あり

看取り連携体制加算 あり 看護職員配置加算 加算Ⅰ

総合マネジメント体制強化加算 あり 訪問体制強化加算 あり

介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ サービス提供体制強化加算 加算Ⅰイ

介護職員等特定処遇改善加算 加算Ⅰ
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せらび小金原公園　位置図

松戸市小金原四丁目３８番地の６
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せらび小金原公園　平面図

黒枠線内、小規模多機能

型居宅介護にて使用。
※枠の部分が小規模多機能型サービス
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指定更新審査報告票　Ｎｏ.6
事業所の名称　     わいわい豊夢栄町
事業所の所在地　　松戸市栄町西１－８５１－４

審査項目 内　　容
指定更新を受けようとする事業所の種類 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

指定事業更新年月日 令和2年11月1日

生活圏域 明第２西地区

立地条件 新京成バス日大歯科病院行「栄町五丁目」バス停下車徒歩約６分。

サービス提供地域 明第二西地区

利用者数（定員） 登録定員　24人、通い　12人　、宿泊5人

営業日・営業時間 365日（年中無休）

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（介護支援専門員兼務）
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

従業者の職種・員数
介護支援専門員　１名　常勤兼務(管理者と兼務、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　13名　常勤（専従）３名　（兼務）１名 　非常勤（専従）７名（兼務）２名　常勤換算　6.3
看護職職員　2名　常勤（兼務）１名、　非常勤（専従）１名　　常勤換算　1.2

設備の基準

1居間及び食堂 ①居間兼食堂　39.08㎡

2宿泊室の状況 ②全室個室　　7.85㎡（※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自己所有物件
5消防法/建築基準法上の確認 ⑤令和元年12月18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）　石岡内科クリニック（内科）
歯科）　あらき歯科クリニック

協力施設 特別養護老人ホーム秋桜

利用料
通い：昼食　600円、おやつ代　100円
泊り：3000円、夕食　600円　朝食　300円

レクリエーション、そのほかの日常生活費は実費相当額

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5名／日

検討を要する事項 なし
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指定更新査報告票　Ｎｏ.6

【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】

12.4%

無

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

418,139

62,372

51,079

７８０万円

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

加算項目 算定あり／なし 加算項目 算定あり／なし

職員の欠員による減算の状況 なし 若年性認知症利用者受入加算 なし

看護職員配置加算 なし 看取り連携体制加算 なし

訪問体制強化加算 あり 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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わいわい豊夢栄町　位置図

松戸市栄町西１－８５１－４
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わいわい豊夢栄町　平面図

（１階） （2階）
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指定更新審査報告票　Ｎｏ.７
事業所の名称　      グループホーム　マーガレット
事業所の所在地　　松戸市八ケ崎五丁目２９番地の１６

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11月1日

生活圏域 馬橋地区

立地条件 常磐線馬橋駅、新京成線常盤平駅・八柱駅、武蔵野線新八柱駅から徒歩約２５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痴呆介護実務者研修専門課程を修了済。

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：管理者との兼務、２ユニット：介護職との兼務）

2従業員の職種・員数 ② A　介護従事者　（常勤）専従８名、兼務１名　（非常勤）専従　５名　　常勤換算5名
B　介護従事者  （常勤）専従１０名、兼務２名　（非常勤）専従　２名　常勤換算数5.4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　A棟24.43㎡　B棟37.66㎡（※市内平均　39.18㎡）

2居室の状況 ②全室個室　　7.65～9.93㎡（※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・スプリンクラー等を設置済み。

4賃貸借契約 ④あり
5消防法/建築基準法上の確認 ⑤令和元年12月17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（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）　おおたかの森病院・小金原診療所（内科・外科・小児科・整形外科・脳外科・心療内科・リハビリ等）
歯科）　白石歯科医院・ラビット歯科

協力施設 特別養護老人ホーム　マーシイヒル

利用料 家賃　65,000～100,000円／月、水道光熱費 15,000円／月、食費　33,000円(朝300円、昼300円、夜400円、おやつ100円）

（市内平均　室料月76,968円　　光熱水費月21,172円　　食材料費月34,608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.７

【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）】

18.8%

無

常勤　　　１４　名、非常勤　　７　　名

認知症対応型共同生活介護　１事業所

１事業所

93,108

14,890

79,003

１０００万円

株式会社　コンコード

黒田　克己

松戸市八ケ崎五丁目２９番地の１６

047-344-0972

平成１3年11月1日

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 加算Ⅰ サービス提供体制強化加算 加算Ⅲ

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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グループホームマーガレット位置図

松戸市八ケ崎五丁目２９番地の１６
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グループホームマーガレット平面図（A棟）

１階 ２階
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グループホームマーガレット平面図（B棟１階）
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グループホームマーガレット平面図（B棟２階）
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指定更新審査報告票　Ｎｏ.８ 法人名　　　　　　　　株式会社ワカバ
事業所の名称　     グループホームワカバまつど
事業所の所在地　　松戸市胡録台２８４番地の５１

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12月1日

生活圏域 明第１地区

立地条件 JR常磐線松戸駅東口より松戸新京成バス「総合市場前」下車徒歩７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：計画作成担当者と兼務）
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：管理者との兼務、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５名　（非常勤）専従２名　常勤換算5.5名
２F　 介護従事者（常勤）専従４名　（非常勤）専従４名　常勤換算数5.6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　　8.77～8.92㎡（※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あり（平成２５年９月１日～平成２６年８月３１日　以降２年間で自動更新）
5消防法/建築基準法上の確認 ⑤令和元年9月17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）　聖光ヶ丘病院（内科・整形外科・皮膚科・精神科・心療内科）
歯科）　やばしら歯科駅ビル診療所

協力施設 特別養護老人ホーム沼風苑、介護老人保健施設さかき光陽

利用料 家賃　80,000円／月、水道光熱費 38,500円／月、食材料費 1,080円／日（朝食・昼食・夕食　324円、おやつ　108円）

（市内平均　室料月76,968円　　光熱水費月21,172円　　食材料費月34,608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.8

【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８月１６日現在）

運営事業所総数
（令和２年８月１６日現在）

　うち松戸市内事業所数

業績（令和元年９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）】

85.3%

無

常勤　　　２０　名、非常勤　　３１　　名

認知症対応型共同生活介護　３事業所
小規模多機能型居宅介護　２事業所
認知症対応型通所介護　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

５事業所

93,571

334,992

392,651

1,000万円

株式会社　ワカバ

佐藤　剛嘉

松戸市松戸１８９７番地

047-365-6441

平成８年４月１５日

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

35



グループホームワカバまつど位置図

松戸市胡録台２８４番地の５１
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グループワカバまつど平面図（１階）
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グループワカバまつど平面図（２階）
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