
枝番
介護保険事業所

番号
申請者-法人名 代表者-職名 代表者-氏名 事業所-名称 事業所所在地 法人所在地 サービス1 サービス2 サービス3 サービス4 指定年月日(和暦) 申請日(和暦)

1 1215110127 医療法人美篶会 理事長 中原和徳 医療法人美篶会　中原病院 千葉県南房総市和田町仁我浦19-1 千葉県南房総市和田町仁我浦19-1 介護療養型医療施設 令和2年2月1日 令和元年8月27日

2 1262490191 医療法人社団北野朋友会 理事長 金坂俊秀 松戸脳神経内科訪問看護ステーション 千葉県松戸市旭町1-160 千葉県松戸市旭町1-160 訪問看護 令和2年2月1日 令和元年11月18日

3 1263090032 東庄町 町長 岩田利雄 東庄町訪問看護ステーション 千葉県香取郡東庄町石出2692－4 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131 訪問看護 令和2年2月1日 令和元年9月18日

4 1270800194 社会福祉法人市川朝日会 理事長 西川伸一 市川あさひ荘デイサービスセンター 千葉県市川市大町537番地 千葉県市川市大町537番地 通所介護 令和2年2月1日 令和元年9月25日

5 1270800491 有限会社市川家政婦紹介所 代表取締役 永岡好子 有限会社市川家政婦紹介所
千葉県市川市市川1-13-32　アパートメ

ントウイステリア401号
千葉県市川市市川1-17-22 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月26日

6 1270800731 株式会社セノバ 代表取締役 関根智幸 ライフアドバンスセノバいちかわ 千葉県市川市南大野3-3-13 千葉県市川市南大野2-25-9 福祉用具貸与 令和2年2月1日 令和元年11月19日

7 1271001008 一般社団法人悠々会 代表理事 相樂行孝 ヴェルデ中野 千葉県館山市正木2375 千葉県館山市正木2375
特定施設入居者生活

介護

介護予防特定施設入

居者生活介護
令和2年2月1日 令和元年11月15日

8 1271100180 社会福祉法人千葉育美会 理事長 長沼信治
特別養護老人ホーム波岡の家指定短期入

所生活介護事業所
千葉県木更津市大久保字上根761-2 千葉県木更津市大久保字上根761-2 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年9月25日

9 1271100230 社会福祉法人千葉育美会 理事長 長沼信治 特別養護老人ホーム波岡の家 千葉県木更津市大久保字上根761-2 千葉県木更津市大久保字上根761-2 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年9月25日

10 1271101683 富浦観光事業株式会社 代表取締役 長田美紀 ナチュラル介護サービス 千葉県木更津市真舟4-15-3 千葉県南房総市富浦町豊岡23 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月4日

11 1271200048 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター稔台 千葉県松戸市稔台2-1-17 東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問入浴介護 令和2年2月1日 令和元年11月22日

12 1271400119 社会福祉法人東総あやめ会 理事長 保津豊德 ショートステイサービス東総あやめ苑 千葉県香取市佐原イ1257-1 千葉県香取市佐原イ1257-1 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年10月24日

13 1271400127 社会福祉法人東総あやめ会 理事長 保津豊德 特別養護老人ホーム東総あやめ苑 千葉県香取市佐原イ1257-1 千葉県香取市佐原イ1257-1 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年10月24日

14 1271400150 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター北佐原 千葉県香取市篠原ロ字天洲1821-2 東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年10月23日

15 1271501221 特定非営利活動法人たすけあい・なごみ 理事長 今関千春 特定非営利活動法人たすけあい・なごみ 千葉県茂原市高師235-1 千葉県茂原市高師235-1 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年10月23日

16 1271501908 合同会社つぼみ 代表社員 松本剛志 ケアステーションすずらん 千葉県茂原市町保38-7 千葉県茂原市町保38-7 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年9月10日

17 1271600072 社会福祉法人豊立会 理事長 藤﨑壽路 特別養護老人ホーム玲光苑 千葉県成田市押畑896番地4 千葉県成田市押畑896番地4 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年10月21日

18 1271600189 社会福祉法人豊立会 理事長 藤﨑壽路 ショートステイサービス玲光苑 千葉県成田市押畑896-4 千葉県成田市押畑896番地4 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年10月21日



19 1271700179 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター佐倉 千葉県佐倉市栄町7-16　月岡店舗２号室 東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年10月23日

20 1271700302 社会福祉法人愛光 理事長 西原弘明 ホームヘルプサービスはちす苑 千葉県佐倉市太田1145-1 千葉県佐倉市山王2-37-9 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年10月25日

21 1271700310 社会福祉法人愛光 理事長 西原弘明 デイサービスはちす苑 千葉県佐倉市太田1145-1 千葉県佐倉市山王2-37-9 通所介護 令和2年2月1日 令和元年10月25日

22 1271700336 有限会社ファーストケア 代表取締役 杉本潤哉 有限会社ファーストケア 千葉県佐倉市新臼井田1-15 千葉県佐倉市王子台6-22-10 福祉用具貸与 令和2年2月1日 令和元年11月26日

23 1271701342 有限会社染井野リビングサービス 代表取締役 長井典子 アンサンブル染井野デュエット 千葉県佐倉市臼井1236-10 千葉県佐倉市染井野6-16-1 通所介護 令和2年2月1日 令和元年11月20日

24 1271800086 社会福祉法人ゆりの木会 理事長 浅井禎之 特別養護老人ホームゆりの木苑 千葉県東金市家徳756番地2 千葉県東金市家徳756番地2 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年10月28日

25 1271800086 社会福祉法人ゆりの木会 理事長 浅井禎之 特別養護老人ホームゆりの木苑 千葉県東金市家徳756番地2 千葉県東金市家徳756番地2 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年10月28日

26 1271800169 社会福祉法人清規会 理事長 李笑求 芙蓉荘デイサービスセンター 千葉県東金市家之子2010-3 千葉県東金市家之子2010-3 通所介護 令和2年2月1日 令和元年10月23日

27 1271801217 社会福祉法人ゆりの木会 理事長 浅井禎之
特別養護老人ホームユニット型ゆりの木

苑
千葉県東金市家徳756-2 千葉県東金市家徳756番地2 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年10月28日

28 1271801217 社会福祉法人ゆりの木会 理事長 浅井禎之
特別養護老人ホームユニット型ゆりの木

苑
千葉県東金市家徳756-2 千葉県東金市家徳756番地2 短期入所生活介護

介護予防短期入所生

活介護
令和2年2月1日 令和元年10月28日

29 1271900043 株式会社セブンワーカーズ 代表取締役 金沢惠俊 指定訪問介護事業所すずらん 千葉県匝瑳市飯倉台10番地20 千葉県匝瑳市飯倉台10番地20 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年12月20日

30 1271900084 社会福祉法人滋生福祉会 理事長 守正英 太陽の家ショートステイサービス 千葉県匝瑳市春海6387 千葉県匝瑳市春海6387 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年10月24日

31 1271900126 社会福祉法人滋生福祉会 理事長 守正英 特別養護老人ホーム太陽の家 千葉県匝瑳市春海6387 千葉県匝瑳市春海6387 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年10月24日

32 1272000058 社会福祉法人旭福祉会 理事長 田邉信行 やすらぎ園ホームヘルプサービス 千葉県旭市イの3925番の2 千葉県旭市イの3925番の２ 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年10月28日

33 1272000066 社会福祉法人旭福祉会 理事長 田邉信行 やすらぎ園デイサービスセンター 千葉県旭市イの3925番の２ 千葉県旭市イの3925番の２ 通所介護 令和2年2月1日 令和元年10月28日

34 1272100031 社会福祉法人習志野市社会福祉協議会 代表理事 海寳嘉胤 社会福祉法人習志野市社会福祉協議会 千葉県習志野市秋津3-4-1 千葉県習志野市秋津3丁目4番1号 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年10月21日

35 1272100080 社会福祉法人旭悠会 理事長 関本登 習志野偕生園デイサービスセンター 千葉県習志野市新栄1丁目10番2号 千葉県習志野市新栄1丁目10番2号 通所介護 令和2年2月1日 令和元年10月25日

36 1272400217 社会福祉法人市原福祉会 理事長 西川章久 デイサービスセンターふるさと苑 千葉県市原市能満字上小貝塚1925-282 千葉県市原市能満字上小貝塚1925-282 通所介護 令和2年2月1日 令和元年10月28日

37 1272400449 社会福祉法人三和会 理事長 鶴岡義明 デイサービスセンターあじさい苑 千葉県市原市新堀947-3 千葉県市原市新堀947-3 通所介護 令和2年2月1日 令和元年10月25日



38 1272400605 有限会社ジェイド 代表取締役 佐野晴美 市原ホームヘルプサービスミナミ 千葉県市原市牛久75-2 千葉県市原市牛久75-2 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月19日

39 1272400696 株式会社やさしい手京葉 代表取締役 畑井耕次 やさしい手京葉 千葉県市原市能満2-10 千葉県市原市能満2-10 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月28日

40 1272401967 株式会社ケイ・ティ・サービス 代表取締役 手代木正儀 ＫＴ五井ヘルパーステーション 千葉県市原市西五所7-10
千葉県市原市姉崎東二丁目2番地6ケイ

ティビル1階
訪問介護 令和2年2月1日 令和元年9月20日

41 1272401991 医療法人社団平山医院 理事長 平山景大 ケアセンターさざんか 千葉県市原市磯ケ谷2067 千葉県市原市磯ケ谷2067 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和2年2月1日 令和2年1月10日

42 1272500271 社会福祉法人流山あけぼの会 理事長 國吉昇 ショートステイサービス初石苑 千葉県流山市おおたかの森北2-64-2 千葉県流山市こうのす台６３４－１ 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年11月22日

43 1272500305 社会福祉法人流山あけぼの会 理事長 國吉昇 特別養護老人ホーム初石苑 千葉県流山市おおたかの森北2-64-2 千葉県流山市こうのす台６３４－１ 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年11月22日

44 1272500313 社会福祉法人旭悠会 理事長 関本登 特別養護老人ホームリバーパレス流山 千葉県流山市西深井大字二ノ割142番地 千葉県習志野市新栄1丁目10番2号 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年11月21日

45 1272500354 社会福祉法人旭悠会 理事長 関本登
リバーパレス流山ショートステイサービ

ス
千葉県流山市西深井大字二ノ割142番地 千葉県習志野市新栄1丁目10番2号 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年11月21日

46 1272600170 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター八千代
千葉県八千代市八千代台東1-5-1 メゾン

八千代台2階
東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月20日

47 1272600535 特定非営利活動法人ユーアイやちよ 代表理事 網干勝 特定非営利活動法人ユーアイやちよ
千葉県八千代市八千代台西8丁目16番地

の1

千葉県八千代市八千代台西8丁目16番地

の1
訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月7日

48 1272602499 医療法人思誠会 理事長 鈴木健一 勝田台病院 千葉県八千代市勝田741 千葉県八千代市勝田622-2 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年8月27日

49 1272700012 社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会 会長 湯下廣一 社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会 千葉県我孫子市我孫子1861 千葉県我孫子市我孫子1861 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月25日

50 1272700137 社会福祉法人アコモード 理事長 豊島洋子 デイサービスセンターアコモード 千葉県我孫子市布佐1559番地2 千葉県我孫子市布佐1559-2 通所介護 令和2年2月1日 令和元年11月6日

51 1272700145 社会福祉法人アコモード 理事長 豊島洋子 特別養護老人ホームアコモード 千葉県我孫子市布佐1559番地2 千葉県我孫子市布佐1559-2 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年11月6日

52 1272700145 社会福祉法人アコモード 理事長 豊島洋子 特別養護老人ホームアコモード 千葉県我孫子市布佐1559番地2 千葉県我孫子市布佐1559-2 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年11月6日

53 1272700285 株式会社信興メディカル 代表取締役 池亀成子 ヘルパーステーションつくし野 千葉県我孫子市つくし野131-6 千葉県我孫子市つくし野131-1 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年12月23日

54 1272800036 株式会社ロブスタ 代表取締役 海老原正明
有料老人ホームナーシングヴィラハート

フル鴨川
千葉県鴨川市太海630-1 千葉県鴨川市太海630-1 短期入所生活介護

特定施設入居者生活

介護
令和2年2月1日 令和元年11月23日

55 1272900034 株式会社ウイング 代表取締役 池田恵子 ウイング鎌ヶ谷 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目5番33号 千葉県市川市北方1-7-6 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月25日

56 1272900083 社会福祉法人檪山福祉会 理事長 伊藤明郎 デイサービスセンター梨花苑 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山4丁目8番22 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山4丁目8番22 通所介護 令和2年2月1日 令和元年11月25日



57 1272900174 協進交通有限会社 代表取締役 小池満尚 協進介護サービス 千葉県鎌ケ谷市東初富1丁目11番8号 千葉県鎌ケ谷市東初富1丁目11番8号 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月22日

58 1272900216 有限会社やまびこ 代表取締役 針谷勇 ホームケアやまびこ 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-23-52 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-23-17-1 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月20日

59 1272901263 社会福祉法人高嶺福祉会 理事長 菅原暁 ショートステイさつまの里１ 千葉県鎌ケ谷市佐津間989-1 千葉県鎌ケ谷市佐津間989-1 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和2年2月1日 令和元年11月20日

60 1272901271 社会福祉法人高嶺福祉会 理事長 菅原暁 ショートステイさつまの里２ 千葉県鎌ケ谷市佐津間989-1 千葉県鎌ケ谷市佐津間989-1 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和2年2月1日 令和元年11月20日

61 1272901289 社会福祉法人高嶺福祉会 理事長 菅原暁 特別養護老人ホームさつまの里 千葉県鎌ケ谷市佐津間989-1 千葉県鎌ケ谷市佐津間989-1 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年11月20日

62 1273000164 株式会社神子カンパニー 代表取締役 神子糸恵 神子訪問介護 千葉県君津市外箕輪1-23-14 千葉県君津市外箕輪1-23-16 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月19日

63 1273000479 有限会社ケーネット 取締役 川原眞利子 訪問介護事業所ケーネット 千葉県君津市西坂田4-1-19-107 千葉県君津市西坂田3-3-20 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月15日

64 1273000735 株式会社オールプロジェクト 代表取締役 津金澤寛 訪問介護事業所つばさ 千葉県君津市貞元218-3 千葉県君津市人見914番地の1 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月10日

65 1273100071 社会福祉法人さつき会 理事長 矢田高裕 つつじ苑短期入所生活介護事業所 千葉県富津市上飯野1426番3 千葉県袖ケ浦市神納字寒沢4181-20 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年11月13日

66 1273100097 社会福祉法人金谷温淸会 理事長 平嶌一良 ホームヘルプサービスセンター金谷の里 千葉県富津市金谷1912番地2 千葉県富津市金谷1912番地2 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月25日

67 1273100105 社会福祉法人金谷温淸会 理事長 平嶌一良 デイサービスセンター金谷の里 千葉県富津市金谷1912番地2 千葉県富津市金谷1912番地2 通所介護 令和2年2月1日 令和元年11月25日

68 1273100113 社会福祉法人金谷温淸会 理事長 平嶌一良 ショートステイサービス金谷の里 千葉県富津市金谷1912番地2 千葉県富津市金谷1912番地2 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年11月25日

69 1273100154 社会福祉法人さつき会 理事長 矢田高裕 特別養護老人ホーム つつじ苑 千葉県富津市上飯野1426番3 千葉県袖ケ浦市神納字寒沢4181-20 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年12月9日

70 1273100162 社会福祉法人金谷温淸会 理事長 平嶌一良 特別養護老人ホーム金谷の里 千葉県富津市金谷1912-2 千葉県富津市金谷1912番地2 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年11月25日

71 1273100253 社会福祉法人さつき会 理事長 矢田高裕 つつじ苑ヘルパーステーション 千葉県富津市上飯野1426-3 千葉県袖ケ浦市神納字寒沢4181-20 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年12月9日

72 1273200046 有限会社総合福祉サービス 代表取締役 近藤裕通 有限会社総合福祉サービス 千葉県浦安市海楽1-3-13 千葉県浦安市海楽1-3-13 訪問介護 福祉用具貸与 令和2年2月1日 令和元年12月17日

73 1273200111 有限会社光悠綜合サービス 代表取締役 石田修一 光悠指定訪問介護事業所 千葉県浦安市堀江6-13-24-2F 千葉県浦安市堀江6-10-10 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年12月20日

74 1273300077 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター四街道 千葉県四街道市大日288-17 斉藤ビル2階 東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年12月10日

75 1273300093 社会福祉法人旭会 理事長 齋藤洋二 特別養護老人ホームあさひ園 千葉県四街道市山梨1488番地1 千葉県四街道市山梨1488-1 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年12月26日



76 1273300093 社会福祉法人旭会 理事長 齋藤洋二 特別養護老人ホームあさひ園 千葉県四街道市山梨1488番地1 千葉県四街道市山梨1488-1 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年12月26日

77 1273300119 社会福祉法人旭会 理事長 齋藤洋二 デイサービスセンターあさひ園 千葉県四街道市山梨1488-1 千葉県四街道市山梨1488-1 通所介護 令和2年2月1日 令和元年12月26日

78 1273400091 社会福祉法人さつき会 理事長 矢田高裕
さつき会ヘルパーステーションカトレア

ンホーム事業所
千葉県袖ケ浦市蔵波2713-1 千葉県袖ケ浦市神納字寒沢4181-20 訪問介護 令和2年2月1日 令和2年1月15日

79 1273400125 社会福祉法人さつき会 理事長 矢田高裕 袖ケ浦菜の花苑デイサービスセンター 千葉県袖ケ浦市神納4181-20 千葉県袖ケ浦市神納字寒沢4181-20 通所介護 令和2年2月1日 令和元年12月15日

80 1273400133 社会福祉法人さつき会 理事長 矢田高裕 袖ケ浦菜の花苑短期入所生活介護事業所 千葉県袖ケ浦市神納4181-20 千葉県袖ケ浦市神納字寒沢4181-20 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年12月15日

81 1273400166 社会福祉法人さつき会 理事長 矢田高裕 特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑 千葉県袖ケ浦市神納4181番地20 千葉県袖ケ浦市神納字寒沢4181-20 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年12月15日

82 1273400232 社会福祉法人さつき会 理事長 矢田高裕 さつき会訪問入浴サービスステーション 千葉県袖ケ浦市蔵波２７１３－１ 千葉県袖ケ浦市神納字寒沢4181-20 訪問入浴介護 令和2年2月1日 令和2年1月15日

83 1273500049 社会福祉法人寿陽会 理事長 長谷川和正
デイサービスセンターコート・エミナー

ス
千葉県八街市滝台739-2 千葉県山武市木原814-1 通所介護 令和2年2月1日 令和元年12月17日

84 1273500056 社会福祉法人寿陽会 理事長 長谷川和正
短期入所生活介護施設コート・エミナー

ス
千葉県八街市滝台７３９－２ 千葉県山武市木原814-1 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年12月17日

85 1273500130 社会福祉法人寿陽会 理事長 長谷川和正 特別養護老人ホーム コート・エミナース 千葉県八街市滝台739-2 千葉県山武市木原814-1 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年12月17日

86 1273500148 社会福祉法人生活クラブ 理事長 池田徹 生活クラブ風の村特養ホーム八街 千葉県八街市東吉田912-8 千葉県佐倉市山崎字石井戸529-1 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年12月16日

87 1273500148 社会福祉法人生活クラブ 理事長 池田徹 生活クラブ風の村特養ホーム八街 千葉県八街市東吉田912-8 千葉県佐倉市山崎字石井戸529-1 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年12月16日

88 1273500163 社会福祉法人生活クラブ 理事長 池田徹
生活クラブ風の村デイサービスセンター

八街
千葉県八街市東吉田912-8 千葉県佐倉市山崎字石井戸529-1 通所介護 令和2年2月1日 令和元年12月16日

89 1273500197 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター八街 千葉県八街市八街ほ237　三伸ビル2階 東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年12月10日

90 1273501070 社会福祉法人寿陽会 理事長 長谷川和正
特別養護老人ホームコート・エミナース

（ユニット型）
千葉県八街市滝台739-2 千葉県山武市木原814-1 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年12月17日

91 1273600062 社会福祉法人北斗泰山会 理事長 肥田高嶺
ホワイトヴィラ印西指定訪問入浴介護事

業者
千葉県印西市大森２２１６－３ 千葉県印西市大森2216番3 訪問入浴介護 令和2年2月1日 令和元年12月9日

92 1273600096 社会福祉法人印西市社会福祉協議会 会長 上條公司 社会福祉法人印西市社会福祉協議会 千葉県印西市竹袋614－9 千葉県印西市竹袋614－9 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年12月10日

93 1273700029 社会福祉法人佰和会 理事長 野口佳春
デイサービスセンター関宿ナーシングビ

レッジ
千葉県野田市桐ケ作666番地 千葉県野田市桐ケ作666 通所介護 令和2年2月1日 令和元年12月19日

94 1273900025 有限会社パラダイスドリーム 代表取締役 渡辺恵美子 訪問介護センタードリーム 千葉県印旛郡酒々井町酒々井825-6 千葉県印旛郡酒々井町酒々井825-6 訪問介護 令和2年2月1日 令和2年1月23日



95 1274000056 社会福祉法人清郷会 理事長 三橋輝男 特別養護老人ホーム九十九荘 千葉県富里市立沢新田192番地16 千葉県富里市日吉倉1082番地3 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年12月10日

96 1274000072 社会福祉法人清郷会 理事長 三橋輝男 ショートステイ九十九荘 千葉県富里市立沢新田192番地16 千葉県富里市日吉倉1082番地3 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年12月10日

97 1274000585 美郷開発工業株式会社 代表取締役 大木孝規 みさと 千葉県富里市七栄880-10 千葉県成田市十余三23-4 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月27日

98 1276300025 医療法人社団桔梗会 理事長 花城恵美子 桔梗会訪問介護センター 千葉県山武市松尾町大堤150-2 千葉県山武市松尾町田越756-5 訪問介護 令和2年2月1日 令和2年1月20日

99 1277100242 有限会社長南タクシー 代表取締役 鈴木文一 ケアーミッション長南 千葉県長生郡長南町長南2529 千葉県長生郡長南町長南2545 訪問介護 令和2年2月1日 令和元年11月20日

100 1277600035 社会福祉法人いすみ市社会福祉協議会 会長 市原一彦 いすみ市社会福祉協議会訪問介護事業所
千葉県いすみ市岬町東中滝720番地の1

いすみ市岬ふれあい会館内
千葉県いすみ市岬町東中滝720-1 訪問介護 令和2年2月1日 令和2年1月21日

101 1278400039 社会福祉法人千葉育美会 理事長 長沼信治
特別養護老人ホーム花の里指定短期入所

生活介護事業所
千葉県南房総市和田町松田808 千葉県木更津市大久保字上根761-2 短期入所生活介護 令和2年2月1日 令和元年11月11日

102 1278400054 社会福祉法人千葉育美会 理事長 長沼信治 特別養護老人ホーム花の里 千葉県南房総市和田町松田808番地 千葉県木更津市大久保字上根761-2 介護老人福祉施設 令和2年2月1日 令和元年11月11日


