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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】
対象事業所なし

【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 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

1 みくに２４ネット ﾐｸﾆ24ﾈｯﾄ 株式会社みくに
松戸市栄町西五
丁目１３２２番地

-
平成28年11月1日
令和4年11月1日

明第二西 令和10年10月31日 P.3～5

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 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
グループホームあお
ぞら

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ｱｵｿﾞﾗ
医療法人社団　の
ぞみ会

松戸市秋山４８
番地の５

9
平成28年12月1日
令和4年12月1日

東部 令和10年11月30日 P.6～9

3．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

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
セントケア看護小規
模松戸

ｾﾝﾄｹｱｶﾝｺﾞｼｮｳｷﾎﾞ
ﾏﾂﾄﾞ

セントケア千葉株
式会社

松戸市中根長津
町236番地

29
平成29年2月1日
令和5年2月1日

馬橋 令和11年1月31日 P.10～12

【指定更新/報告】

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

1
デイサービスグリー
ン

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｸﾞﾘｰﾝ 株式会社リノキノ
松戸市小金原四
丁目２４番地の１

７
15

平成28年4月1日
令和4年10月1日

小金原 令和10年9月30日
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【新規指定/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

1
マムズケアマネジメ
ント

ﾏﾑｽﾞｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 株式会社あすか
松戸市根木内
716番地の14

2
介護支援センター
ぴーちゃん

ｶｲｺﾞｼｴﾝｾﾝﾀｰﾋﾟｰ
ﾁｬﾝ

合同会社TKG
松戸市金ケ作
404番地の91

3
ケアプランセンターつ
ばめ

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰﾂﾊﾞﾒ 合同会社つばめ
松戸市松戸2266
番地の７

4
ゆりの花介護支援
サービス

ﾕﾘﾉﾊﾅｶｲｺﾞｼｴﾝｻｰ
ﾋﾞｽ

株式会社ドムス
松戸市小金原四
丁目12番地の３

【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

1
こまどりケアセン
ター・八柱

ｺﾏﾄﾞﾘｹｱｾﾝﾀｰ･ﾔﾊﾞ
ｼﾗ

株式会社コン・ブリ
オ

松戸市日暮二丁
目６番地の１

2 ケアプラン風鈴草 ｹｱﾌﾟﾗﾝﾌｳﾘﾝｿｳ 合同会社風鈴草
松戸市河原塚
241番地の20

3
秋桜ヴィレッジ居宅
介護支援事業所

ｺｽﾓｽｳﾞｨﾚｯｼﾞｷｮﾀｸｶ
ｲｺﾞｼｴﾝｼﾞｷﾞｮｳｼｮ

株式会社マザーラ
イク

松戸市栄町西三
丁目1045番地

4
プレミア東松戸居宅
介護支援事業所

ﾌﾟﾚﾐｱﾋｶﾞｼﾏﾂﾄﾞｷｮﾀｸ
ｶｲｺﾞｼｴﾝｼﾞｷﾞｮｳｼｮ

社会福祉法人白寿
会

松戸市紙敷297
番地の２

開設年月日
指定更新年月日

有効期間満了
年月日

平成28年８月１日
令和４年８月１日

平成28年８月１日
令和４年８月１日

平成22年９月１日
令和４年９月１日

平成28年10月１日
令和４年10月１日

令和10年7月31日

令和10年7月31日

令和10年8月31日

令和10年9月30日

開設年月日

令和4年9月1日

令和4年9月1日

令和4年10月1日

有効期間満了年月日

令和4年10月1日

令和10年8月31日

令和10年8月31日

令和10年9月30日

令和10年9月30日
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指定更新審査報告票No.１ 法人名     　株式会社みくに
事業所の名称　 　 　みくに２４ネット
事業所の所在地　 　松戸市栄町西五丁目１３２２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 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

指定更新予定年月日 令和4年11月1日

生活圏域 明第二西地区

立地条件 JR常磐線松戸駅より京成バス「栄町西交差点」バス停下車５分

営業日・営業時間 24時間365日（年中無休）

管理者 常勤兼務　(オペレーター及び訪問介護員兼務）

人員の基準

①オペレーターの体制
①常勤兼務９名（管理者、介護従業者、計画作成担当者等との兼務）

非常勤兼務５名（訪問介護員兼務）
②計画作成責任者の体制 ②常勤兼務１名（訪問介護員及びオペレーターとの兼務）

③従業員の勤務体制 ③看護従事者（訪問看護事業所との連携により24時間対応可能）

④勤務体制
④夜間帯は併設グループホーム従業者がオペレーターを兼務。それとは別に訪問介護員を配置。

オペレーター及び訪問サービス従業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 ①訪問介護事業所と共用
②設備・備品 ②ケアコール端末40台、非常用緊急通報装置40台、モバイル情報機器２台
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。

訪問看護ステーションとの連携体制 エムズ訪問看護ステーション（連携型）

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

施設等の区分 連携型 認知症専門ケア加算 なし

緊急時訪問看護加算 なし サービス提供体制強化加算 なし

特別管理加算 対応不可 介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ

ターミナルケア体制 なし 介護職員等特定処遇改善加算 なし

総合マネジメント体制強化加算 あり 介護職員等ベースアップ等支援加算 あり
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みくに２４ネット　位置図

松戸市栄町西五丁目１３２２番
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みくに２４ネット　平面図

5



指定更新審査報告票No.２ 法人名　　　　　　　　医療法人社団のぞみ会
事業所の名称　   　グループホームあおぞら
事業所の所在地　　松戸市秋山４８番地の５

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
指定更新予定年月日 令和４年12月1日
生活圏域 東部地区
立地条件 北総線「秋山駅」より徒歩約８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１名（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（介護職兼務）
②従業員の職種・員数 ②介護従事者  （常勤）専従４名　兼務２名　（非常勤）専従４名　　常勤換算5.65名
③勤務体制 ③夜間及び深夜についてはユニット毎に夜勤1名を配置。
設備の基準
①居間及び食堂 ① 食堂及び居間　31.05㎡
②居室の状況 ② 全室個室　11.16㎡～12.42㎡
③設備・備品 ③ 消火器具、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、火災通報装置、誘導灯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。苦情受付担当者を配置。

協力医療機関との連携体制
医科）医療法人社団のぞみ会　梨香台診療所
歯科）しばた歯科

協力施設 特別養護老人ホーム松戸愛光園（社会福祉法人聖隷福祉事業団）

利用料（自己負担分）
家賃　90,000円／月、食材料費　37,500円／月、水道光熱費　24,750円／月
理美容代、おむつ代、その他日用品等　実費
(市内平均　室料月75,014円　食材料費月37,571円　光熱水費月23,834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Ⅱ

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
科学的介護推進体制加算 なし

サービス提供体制強化加算 加算Ⅰ
夜間支援体制加算 なし 介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ

若年性認知症利用者受入加算 あり 介護職員等特定処遇改善加算 加算Ⅰ
利用者の入院期間中の体制 対応可 介護職員等ベースアップ等支援加算 あり

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
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グループホームあおぞら　位置図

松戸市秋山48番地の5
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グループホームあおぞら　平面図（１階）　
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グループホームあおぞら　平面図（２階）
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指定更新審査報告票No.３ 法人名　　　　　　　　セントケア千葉株式会社
事業所の名称　　　 セントケア看護小規模松戸
事業所の所在地　　松戸市中根長津町２３６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 看護小規模多機能型居宅介護
指定更新予定年月日 令和5年2月1日
生活圏域 馬橋地区
立地条件 常磐線各駅停車「馬橋」駅より徒歩5分
サービス提供地域 馬橋地区
利用者数（定員） 登録定員29名　通い18名　　宿泊7名
営業日・営業時間 365日（年中無休）

管理者
常勤兼務（看護職員兼務）
看護師資格あり

人員の基準
従業員の職種・員数 介護支援専門員　 　 1名　（常勤専従1名、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　　 　17名　（常勤専従8名、非常勤専従9名）　 常勤換算9.9
看護職員　　 　10名　（常勤兼務3名、非常勤兼務7名）　 常勤換算5.6　　※併設訪問看護事業所兼務

設備の基準
①居間及び食堂 ① 65.45㎡
②宿泊室の状況 ② 8.82㎡～9.02㎡
③設備・備品 ③消火器・火災通報装置・スプリンクラー・自動火災報知設備・誘導灯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。

協力医療機関との連携体制
医科）医療法人社団洗心　島村トータル・ケア・クリニック
歯科）医療法人社団純楓会　かえで歯科

協力施設 介護老人保健施設　島村洗心苑（医療法人社団洗心）

利用料（自己負担分）
宿泊費：3,500円/日、
食費：（朝400円/回・昼770円/回・夕700円/回）　、その他実費

送迎 あり
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 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 若年性認知症利用者受入加算 あり
サテライト体制 基準型 口腔機能向上加算 なし

栄養アセスメント・栄養改善体制 なし 特別管理体制 対応可
緊急時訪問看護加算 あり 看護体制強化加算 加算Ⅱ
ターミナルケア体制 あり 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 排せつ支援加算 なし

褥瘡マネジメント加算 なし サービス提供体制強化加算 加算Ⅲ

科学的介護推進体制加算 あり 介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ

訪問看護体制減算 なし 介護職員等特定処遇改善加算 加算Ⅱ
介護職員等ベースアップ等支援加算 あり
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セントケア看護小規模松戸　位置図

松戸市中根長津町２３６番
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セントケア看護小規模松戸　平面図
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