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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．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

1
まつのいデイサービ
ス五香

ﾏﾂﾉｲﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｺﾞｺｳ
株式会社ライフェー
ス

松戸市常盤平五
丁目9番地の6

10 令和3年8月1日 常盤平 令和9年7月31日 P.３～６

【指定更新】

1．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
宅老所・デイサービ
ス となりんち

ﾀｸﾛｳｼｮ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾄ
ﾅﾘﾝﾁ

有限会社　プラン・
ウエスト

松戸市八ヶ崎三
丁目60番地の11

10
平成28年4月1日
令和3年8月1日

馬橋地区 令和9年7月31日 P.７～９

2．(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 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

3
グループホームたん
ぽぽの家

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾉ
ｲｴ

株式会社たんぽぽ
介護サポートセン
ター

松戸市六高台七
丁目9番地

9
平成21年8月1日
令和3年8月1日

六実六高台
地区

令和9年7月31日 P.１０～１２

【指定更新/報告】

対象事業所なし
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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
公益社団法人生駒
会居宅介護支援ウエ
スト・ケア

ｺｳｴｷｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｲ
ｺﾏｶｲｷｮﾀｸｶｲｺﾞｼｴﾝ
ｳｴｽﾄ･ｹｱ

公益社団法人生駒
会

松戸市小根本76
番地の4

令和3年5月1日 令和9年4月30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

2 すみれ介護サービス ｽﾐﾚｶｲｺﾞｻｰﾋﾞｽ
有限会社　松永電
設

松戸市五香七丁
目18番地の5

平成15年５月１日
令和３年５月１日

令和9年4月30日

3
輝きホーム稔台居宅
介護支援事業所

ｶｶﾞﾔｷﾎｰﾑﾐﾉﾘﾀﾞｲ
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　聖
心会

松戸市稔台七丁
目52番地の5

平成２７年６月１日
令和３年６月１日

令和9年5月31日
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地域密着型通所介護事業所新規指定詳細 

令和 3 年 8 月 1 日新規指定「まつのいデイサービス五香」については、通所介護事業所より定員減少の変更に伴う新規指定と

なっております。 

記

１ サービス種類及び事業者名

サービス種類 事業所名 事業者

1 通所介護 まつのいデイサービス五香 株式会社ライフェース

↓

サービス種類 事業所名 事業者

1 地域密着型通所介護 まつのいデイサービス五香 株式会社ライフェース

「まつのいデイサービス五香」に関しましては、定員 19 名の通所介護事業所として介護事業を運営しておりましたが、定員 10 名

の地域密着型通所介護事業所として介護事業の運営を行うために、新規で申請を行っていただいております。
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新規指定審査報告票№1 法人名　　　　　　　株式会社ライフェース　　　　
事業所の名称　　 まつのいデイサービス五香
事業所の所在地　松戸市常盤平五丁目９番地の６

審査項目 内　　容
新規指定を受けようとする事業所の種類 地域密着型通所介護
新規指定年月日 令和３年８月１日
生活圏域 常盤平地区
立地条件 新京成電鉄　五香駅西口より　徒歩約3分
サービス提供地域 松戸市
利用者数（定員） 10人

営業日・営業時間
月曜日～金曜日（8月14日～8月16日 及び 12月31日～1月3日は除く）
（営業時間：8:30～17:30、サービス提供時間：1単位目9:00～12:15　2単位目13：15～16：30）

管理者 常勤兼務（機能訓練指導員兼務）
人員の基準
①従業員の職種・員数（予定） 生活相談員　 　1名　（常勤専従　1名）

介護職員　　  3名　（非常勤専従　3名）　 常勤換算　2.0人
機能訓練指導員　　1名  （常勤兼務　1名）

設備の基準
①食堂及び機能訓練室 ① 62.65㎡
②設備・備品 ② 消火器・誘導灯を設置。
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）を配置。
利用料（自己負担分） 実施地域外への交通費：1㎞あたり…20円
送迎 あり
他市町村の利用者 2名(柏市)
宿泊サービスの提供の有無及び概要 なし
検討を要する事項 現利用者については、概ね現行どおりでサービス調整済み。

【加算体制届出状況（予定）】
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 認知症加算 なし
感染症又は災害の発生を理由とする
利用者数の減少が一定以上生じてい
る場合の対応

なし 若年性認知症利用者受入加算 なし

時間延長サービス体制 対応不可 栄養アセスメント・栄養改善体制 なし
入浴介助加算 なし 口腔機能向上加算 なし
中重度者ケア体制加算 なし 科学的介護推進体制加算 なし
生活機能向上連携加算 なし サービス提供体制強化加算 なし
個別機能訓練加算 なし 介護職員処遇改善加算 加算Ⅱ
ADL維持等加算〔申出〕の有無 なし 介護職員等特定処遇改善加算 なし
ADL維持等加算Ⅲ なし
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まつのいデイサービス五香　位置図

松戸市常盤平五丁目９番地の６
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まつのいデイサービス五香　位置図
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更新指定審査報告票№１ 法人名　　　　　　　有限会社プラン・ウエスト
事業所の名称　　 宅老所・デイサービスとなりんち　
事業所の所在地　松戸市八ケ崎三丁目60番地の11

審査項目 内　　容
新規指定を受けようとする事業所の種類 地域密着型通所介護
指定更新年月日 令和３年８月１日
生活圏域 馬橋地区
立地条件 JR常磐線（各駅）　馬橋駅より　松戸新京成バス　水砂バス停下車徒歩　5分
サービス提供地域 松戸市
利用者数（定員） 10人
営業日・営業時間 365日（営業時間：8:30～17:30、サービス提供時間：9:00～16:15）
管理者 常勤兼務（生活相談員兼務）
人員の基準
①従業員の職種・員数（予定） 生活相談員　 　9名　（常勤兼務　1名、非常勤兼務　8名）

介護職員　　  11名　（非常勤兼務　11名）　 常勤換算　1.8人
機能訓練指導員　　1名  （常勤専従　1名）

設備の基準
①食堂及び機能訓練室 ① 40.11㎡
②設備・備品 ② 消火器具・スプリンクラー設備・自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備・誘導等及び誘導標識を設置。
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）を配置。
利用料（自己負担分） 食費：750円、その他費用：その実費、実施地域外への交通費：①片道概ね10㎞未満…500円、②片道概ね10㎞以上…800円
送迎 あり
他市町村の利用者 2名（埼玉県春日部市1名、岩手県紫波町1名）
宿泊サービスの提供の有無及び概要 あり　提供時間：17時31分　～　8時29分　 　利用定員：　9名
検討を要する事項 なし

【加算体制届出状況（予定）】
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 認知症加算 なし
感染症又は災害の発生を理由とする
利用者数の減少が一定以上生じてい
る場合の対応

なし 若年性認知症利用者受入加算 なし

時間延長サービス体制 対応可 栄養アセスメント・栄養改善体制 なし
入浴介助加算 加算Ⅱ 口腔機能向上加算 なし
中重度者ケア体制加算 なし 科学的介護推進体制加算 なし
生活機能向上連携加算 なし サービス提供体制強化加算 加算Ⅱ
個別機能訓練加算 なし 介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ
ADL維持等加算〔申出〕の有無 なし 介護職員等特定処遇改善加算 なし
ADL維持等加算Ⅲ なし
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宅老所・デイサービス　となりんち　位置図

松戸市八ケ崎三丁目６０番地の１１
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宅老所・デイサービス　となりんち
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指定更新審査報告票№2 法人名　　 　株式会社たんぽぽ介護サポートセンター
事業所の名称　 　グループホームたんぽぽの家
事業所の所在地　　松戸市六高台七丁目９番地

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
指定更新事業開始年月日 令和3年8月1日
生活圏域 六実六高台地区
立地条件 新京成線元山駅より徒歩15分
共同生活住居数 １ユニット
利用者数（定員） ９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（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１名（管理者と兼務）
②従業員の職種・員数 ②介護従事者（常勤）専従4名　（非常勤）専従5名　常勤換算4.7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　57.54㎡（キッチン含む）
②居室の状況 ② 全室個室　7.45～9.18㎡
③設備・備品 ③消火器・自動火災報知設備・火災通報装置・スプリンクラー等を設置。
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）を配置。

協力医療機関との連携体制
医科）西村クリニック（内科）石岡内科・循環器科クリニック（内科）・新東京病院（救命）
歯科）すまいる歯科

協力施設 特別養護老人ホーム松寿園

利用料（自己負担分） 家賃　57,000円～67,000円／月、水道光熱費　18，500円／月、食材料費　朝食　350円、昼食　450円、夕食　400円、おやつ　100円

(市内平均　室料月77,609円　光熱水費月21,656円　食材料費月35,054円)
他市町村の利用者 なし
検討を要する事項 なし

【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

夜間勤務条件基準 基準型 看取り介護加算 あり
職員の欠員による減算の状況 なし 医療連携体制 加算Ⅰ
身体拘束廃止取組の有無 基準型 認知症専門ケア加算 なし
３ユニットの事業所が夜勤職員を
２以上とする場合

なし 科学的介護推進体制加算 あり

夜間支援体制加算 なし サービス提供体制強化加算 加算Ⅲ
若年性認知症利用者受入加算 なし 介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ
利用者の入院期間中の体制 対応可 介護職員等特定処遇改善加算 なし
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グループホームたんぽぽの家　位置図

松戸市六高台七丁目９番地
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グループホームたんぽぽの家　平面図
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