
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 1270800707 有限会社ひかりスタッフ 代表取締役 齊藤弥生 有限会社ひかりスタッフ
千葉県市川市市川1-21-7ｸﾚｰﾙ市川ﾌﾟﾗｻﾞ

ﾋﾟｺ311

千葉県市川市市川1-21-7クレール市川

プラザピコ311
訪問介護 令和2年3月1日 令和元年10月18日

2 1271200337 株式会社千葉シルバー福祉研究所 代表取締役 長谷川嘉津子 パークヴィラ陽春館 千葉県松戸市金ケ作115番地の1 千葉県松戸市金ケ作115番地の1
特定施設入居者生活

介護
令和2年3月1日 令和元年12月3日

3 1271206508 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 代表取締役 袴田義輝 イリーゼ常盤平デイサービスセンター 千葉県松戸市常盤平1-27-4
東京都港区六本木1-4-5アークヒルズサ

ウスタワー
通所介護 令和2年3月1日 令和元年9月17日

4 1271300228 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野田 千葉県野田市岩名2023-5　菊池ビル3階 東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月29日

5 1271301176 株式会社学研ココファン 代表取締役 五郎丸徹 学研ココファン野田ヘルパーセンター 千葉県野田市尾崎台14 東京都品川区西五反田2-11-8 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月10日

6 1271500306 社会福祉法人兼愛会 理事長 赤枝雄一
デイサービスセンターしょうじゅの里茂

原
千葉県茂原市高師193-1 神奈川県横浜市緑区三保町171-1 通所介護 令和2年3月1日 令和元年10月25日

7 1271501924 株式会社ビジュアルビジョン 代表取締役 井沢隆 けあビジョン茂原 千葉県茂原市道表8-19　道表プラザ202 埼玉県上尾市上町1-1-14 訪問介護 令和2年3月1日 令和元年9月4日

8 1272000074 社会福祉法人旭福祉会 理事長 田邉信行 やすらぎ園ショートステイサービス 千葉県旭市イの3925番の2 千葉県旭市イの3925番の２ 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和元年10月28日

9 1272000090 社会福祉法人旭福祉会 理事長 田邉信行 特別養護老人ホームやすらぎ園 千葉県旭市イの3925番の2 千葉県旭市イの3925番の２ 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和元年10月28日

10 1272403021 株式会社ツクイ 代表取締役 髙橋靖宏 ツクイいちはら五井 千葉県市原市五井西4-10-1 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 通所介護 令和2年3月1日 令和2年2月18日

11 1272500214 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流山北 千葉県流山市東初石4-187-19 東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月29日

12 1272500347 社会福祉法人旭悠会 理事長 関本登 リバーパレス流山デイサービスセンター 千葉県流山市西深井142番地 千葉県習志野市新栄1丁目10番2号 通所介護 令和2年3月1日 令和元年11月21日

13 1272500412 有限会社エール 取締役 岡村佳惠 有限会社エール
千葉県流山市江戸川台西2-154-1第2晴

光ビル102
千葉県流山市中野久木563-43 訪問介護 令和2年3月1日 令和元年11月25日

14 1272501972 株式会社エスケアメイト 代表取締役 滑田賢治 エスケアステーション流山デイサービス 千葉県流山市おおたかの森北3-8-11
東京都台東区浅草橋5-3-2　秋葉原スク

エアビル5階
通所介護 令和2年3月1日 令和元年9月24日

15 1272501980 株式会社エスケアメイト 代表取締役 滑田賢治
エスケアステーション流山ショートステ

イ
千葉県流山市おおたかの森北3-8-11

東京都台東区浅草橋5-3-2　秋葉原スク

エアビル5階
短期入所生活介護

介護予防短期入所生

活介護
令和2年3月1日 令和元年9月24日

16 1272501998 株式会社ツクイ 代表取締役 髙橋靖宏 ツクイ流山おおたかの森 千葉県流山市おおたかの森西4-18-13 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 通所介護 令和2年3月1日 令和元年9月20日

17 1272601426 レビー･ケア株式会社 代表取締役 小野樹 デイサービス「レビーやちよ」 千葉県八千代市大和田新田408-12 千葉県船橋市上山町1-157-1 通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月24日

18 1272700152 社会福祉法人瑞邦会 理事長 井上千惠子 くおん苑通所介護事業所 千葉県我孫子市日秀208 千葉県我孫子市日秀208番地 通所介護 令和2年3月1日 令和元年11月19日



19 1272700160 社会福祉法人瑞邦会 理事長 井上千惠子 くおん苑短期入所生活介護事業所 千葉県我孫子市日秀208 千葉県我孫子市日秀208番地 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和元年11月19日

20 1272700186 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我孫子本町 千葉県我孫子市本町2-6-1 町田ビル３階 東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月29日

21 1272700210 社会福祉法人瑞邦会 理事長 井上千惠子 特別養護老人ホーム久遠苑 千葉県我孫子市日秀208 千葉県我孫子市日秀208番地 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和元年11月19日

22 1273000032 株式会社川島コーポレーション 代表取締役 川島輝雄 有料老人ホームサニーライフ君津 千葉県君津市東猪原248－2 千葉県君津市東猪原248-2
特定施設入居者生活

介護
令和2年3月1日 令和元年11月20日

23 1273000107 有限会社きらら 代表取締役 渡邊雄太 ファミリーサポートひるがお 千葉県君津市北子安1-12-21 千葉県君津市長谷川264 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月29日

24 1273000115 社会福祉法人芙蓉会 理事長 吉田實 居宅サービス事業所上総園 千葉県君津市広岡375番地 東京都町田市南町田5-16-1 通所介護 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和元年11月21日

25 1273000123 社会福祉法人芙蓉会 理事長 吉田實 特別養護老人ホーム上総園 千葉県君津市広岡375番地 東京都町田市南町田5-16-1 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和元年11月21日

26 1273000156 君津市農業協同組合 代表理事組合長 齊藤茂雄 JAきみつ介護センター訪問介護事業所 千葉県君津市外箕輪4-31-45 千葉県君津市塚原185 訪問介護 令和2年3月1日 令和元年11月22日

27 1273100998 株式会社デイアップ 代表取締役 渡辺貞子 デイサービスなべさん家 千葉県富津市相野谷576-3 千葉県富津市相野谷576-3 通所介護 令和2年3月1日 令和元年12月18日

28 1273200020 株式会社平和ライフケアサービス 代表取締役 大熊次夫 株式会社平和ライフケアサービス
千葉県浦安市当代島1-5-1　ラッフィ

ナート101

千葉県浦安市当代島1-5-1　ラッフィ

ナート101
訪問介護 令和2年3月1日 令和元年12月19日

29 1273200574 株式会社リエイ 代表取締役 椛澤一
コミュニケア２４癒しのデイサービス浦

安ふじみ館
千葉県浦安市富士見2-21-36 千葉県浦安市入船1-5-2 通所介護 令和2年3月1日 令和元年12月20日

30 1273201036 社会福祉法人一静会 理事長 長沼信治 デイサービスしずか 千葉県浦安市当代島3-10-35 千葉県浦安市当代島3-10-35 通所介護 令和2年3月1日 令和元年9月17日

31 1273300036 株式会社チェリーコート 代表取締役 林克英 チェリーコート四街道 千葉県四街道市大日526-22 千葉県四街道市大日526-22
特定施設入居者生活

介護
令和2年3月1日 令和元年12月16日

32 1273600070 社会福祉法人北斗泰山会 理事長 肥田高嶺
老人デイサービスセンターホワイトヴィ

ラ印西
千葉県印西市大森2216-3 千葉県印西市大森2216番3 通所介護 令和2年3月1日 令和元年12月9日

33 1273600120 社会福祉法人印西地区福祉会 理事長 中嶋三千男
特別養護老人ホームみどり荘短期入所生

活介護事業所
千葉県印西市竜腹寺342-2 千葉県印西市竜腹寺342-2 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和元年12月17日

34 1273600146 社会福祉法人印西地区福祉会 理事長 中嶋三千男 特別養護老人ホームみどり荘 千葉県印西市竜腹寺342-2 千葉県印西市竜腹寺342-2 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和元年12月17日

35 1273900058 社会福祉法人鼎 理事長 鎌田行平 デイサービスセンターエコトピア酒々井 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉352-2
千葉県印旛郡酒々井町本佐倉字五良

352-2
通所介護 令和2年3月1日 令和元年12月16日

36 1273900066 社会福祉法人鼎 理事長 鎌田行平
ショートステイサービスエコトピア酒々

井
千葉県印旛郡酒々井町本佐倉352-2

千葉県印旛郡酒々井町本佐倉字五良

352-2
短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和元年12月16日

37 1273900074 社会福祉法人鼎 理事長 鎌田行平 特別養護老人ホームエコトピア酒々井 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉352-2
千葉県印旛郡酒々井町本佐倉字五良

352-2
介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和元年12月16日



38 1274000064 社会福祉法人清郷会 理事長 三橋輝男 デイサービスセンター九十九荘 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 通所介護 令和2年3月1日 令和元年12月14日

39 1274200060 社会福祉法人神聖会 理事長 石橋忠夫 菊華園デイサービスセンター 千葉県白井市神々廻１０３０ 千葉県白井市神々廻1030 通所介護 令和2年3月1日 令和元年12月16日

40 1274200078 社会福祉法人神聖会 理事長 石橋忠夫 菊華園ショートステイサービス 千葉県白井市神々廻１０３０ 千葉県白井市神々廻1030 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和元年12月16日

41 1274200086 社会福祉法人神聖会 理事長 石橋忠夫 特別養護老人ホーム菊華園 千葉県白井市神々廻1030 千葉県白井市神々廻1030 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和元年12月16日

42 1274200557 社会福祉法人神聖会 理事長 石橋忠夫 特別養護老人ホームアンスリール 千葉県白井市神々廻1889-2 千葉県白井市神々廻1030 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和元年12月16日

43 1274200565 社会福祉法人神聖会 理事長 石橋忠夫 アンスリールショートステイサービス 千葉県白井市神々廻1889-2 千葉県白井市神々廻1030 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和2年3月1日 令和元年12月16日

44 1274200599 社会福祉法人神聖会 理事長 石橋忠夫
特別養護老人ホーム菊華園（ユニット

型）
千葉県白井市神々廻1030 千葉県白井市神々廻1030 短期入所生活介護

介護予防短期入所生

活介護
令和2年3月1日 令和元年12月16日

45 1274200599 社会福祉法人神聖会 理事長 石橋忠夫
特別養護老人ホーム菊華園（ユニット

型）
千葉県白井市神々廻1030 千葉県白井市神々廻1030 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和元年12月16日

46 1274400025 株式会社育誠 代表取締役 堀江敬 さかえ訪問介護サービスステーション 千葉県印旛郡栄町安食2421 千葉県印旛郡栄町安食2421 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月6日

47 1274900024 有限会社グレイスケア 代表取締役 伊東篤史 グレイスケア山田 千葉県香取市新里1182-10 千葉県香取市新里1182-10 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

48 1274900032 社会福祉法人九十九里ホーム 理事長 井上峰夫
九十九里ホーム山田デイサービスセン

ター
千葉県香取市大角1545-16 千葉県匝瑳市飯倉21 通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月20日

49 1275100012 社会福祉法人八光聰 理事長 鈴木康利 多古特別養護老人ホーム 千葉県香取郡多古町南玉造460-36 千葉県匝瑳市安久山310-5 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和2年1月21日

50 1275100012 社会福祉法人八光聰 理事長 鈴木康利 多古特別養護老人ホーム 千葉県香取郡多古町南玉造460-36 千葉県匝瑳市安久山310-5 通所介護 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

51 1275100020 社会福祉法人多古町社会福祉協議会 理事長 小川重則 社会福祉法人多古町社会福祉協議会 千葉県香取郡多古町多古777-1 千葉県香取郡多古町多古777-1 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月27日

52 1275200028 社会福祉法人李白会 理事長 飯倉基正 特別養護老人ホーム白寿園 千葉県旭市清和乙20-1 千葉県旭市清和乙20-1 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和2年1月27日

53 1275200028 社会福祉法人李白会 理事長 飯倉基正 特別養護老人ホーム白寿園 千葉県旭市清和乙20-1 千葉県旭市清和乙20-1 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和2年1月27日

54 1275300026 東庄町 東庄町長 岩田利雄 東庄町デイサービスセンター 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 通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月28日

55 1275300034 社会福祉法人友愛福祉会 理事長 内田衡純 ショートステイサービス藹藹 千葉県香取郡東庄町羽計2189-13 千葉県香取郡東庄町羽計2189-13 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和2年1月28日

56 1275300042 社会福祉法人友愛福祉会 理事長 内田衡純 特別養護老人ホーム藹藹 千葉県香取郡東庄町羽計2189-13 千葉県香取郡東庄町羽計2189-13 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和2年1月28日



57 1275400024 社会福祉法人愛仁会 理事長 江畑稔樹 恵天堂在宅介護サービス 千葉県旭市蛇園2532 千葉県旭市蛇園2532-4 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

58 1275400032 社会福祉法人愛仁会 理事長 江畑稔樹 恵天堂デイサービスセンター 千葉県旭市蛇園2532 千葉県旭市蛇園2532-4 通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

59 1275400040 社会福祉法人愛仁会 理事長 江畑稔樹 恵天堂ショートステイサービス 千葉県旭市蛇園2532 千葉県旭市蛇園2532-4 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

60 1275400057 社会福祉法人愛仁会 理事長 江畑稔樹 恵天堂特別養護老人ホーム 千葉県旭市蛇園2532 千葉県旭市蛇園2532-4 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和2年1月21日

61 1275600029 社会福祉法人九十九里ホーム 理事長 井上峰夫 第二松丘園デイサービスセンター 千葉県山武郡横芝光町宮川12103-1 千葉県匝瑳市飯倉21 通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

62 1275600037 社会福祉法人九十九里ホーム 理事長 井上峰夫 ショートステイサービス第二松丘園 千葉県山武郡横芝光町宮川12103-1 千葉県匝瑳市飯倉21 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

63 1275600045 社会福祉法人九十九里ホーム 理事長 井上峰夫 特別養護老人ホーム第二松丘園 千葉県山武郡横芝光町宮川12103番地1 千葉県匝瑳市飯倉21 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和2年1月21日

64 1275800017 社会福祉法人緑陽会 理事長 加茂よ志 居宅介護支援センターおおあみ緑の里 千葉県大網白里市柿餅268-2 千葉県大網白里市柿餅268-2 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和2年1月22日

65 1275800041 社会福祉法人緑陽会 理事長 加茂よ志 特別養護老人ホームおおあみ緑の里 千葉県大網白里市柿餅268番地2号 千葉県大網白里市柿餅268-2 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和2年1月22日

66 1275800074 宗教法人阿弥陀寺 代表役員 宇野弘之 敬老園ロイヤルヴィラ大網白里 千葉県大網白里市四天木乙2574-24 千葉県千葉市中央区千葉寺町33
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3月1日 令和2年1月21日

67 1275800744 社会福祉法人緑陽会 理事長 加茂よ志 おおあみ緑の里デイサービスセンター 千葉県大網白里市柿餅268-2 千葉県大網白里市柿餅268-2 通所介護 令和2年3月1日 令和2年2月10日

68 1276000039 社会福祉法人緑海会 理事長 若林良光 青松苑デイサービスセンター 千葉県山武市木戸848番地 千葉県山武市木戸848番地 通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

69 1276000054 社会福祉法人緑海会 理事長 若林良光 青松苑ヘルパーステーション 千葉県山武市木戸848番地 千葉県山武市木戸848番地 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

70 1276200019 医療法人社団伝統医学研究会 理事長 秋葉哲生 ケアーセンター「あきば」 千葉県山武市蓮沼ニの5035番地7 千葉県山武市蓮沼ニ2086 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月24日

71 1276200043 社会福祉法人みのりの村 理事長 秋葉美江 ショートステイサービス海 千葉県山武市蓮沼ニ5032番地 千葉県山武市蓮沼ニ5032番地 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

72 1276200050 社会福祉法人みのりの村 理事長 秋葉美江 特別養護老人ホーム海 千葉県山武市蓮沼ニ5032番地 千葉県山武市蓮沼ニ5032番地 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和2年1月21日

73 1276300033 社会福祉法人平成桔梗会 理事長 花城実 桔梗ケ丘シルバーホーム 千葉県山武市松尾町田越字武勇谷756-6 千葉県山武市松尾町田越字武勇谷756-6 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和2年1月21日

74 1276300033 社会福祉法人平成桔梗会 理事長 花城実 桔梗ケ丘シルバーホーム 千葉県山武市松尾町田越字武勇谷756-6 千葉県山武市松尾町田越字武勇谷756-6 通所介護 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

75 1276600010 社会福祉法人一宮町社会福祉協議会 会長 白井陽 社会福祉法人一宮町社会福祉協議会 千葉県長生郡一宮町一宮1865番地 千葉県長生郡一宮町一宮1865番地 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月20日



76 1276700034 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会 理事長 若菜文雄
睦沢町社会福祉協議会指定訪問介護事業

所

千葉県長生郡睦沢町上市場921-1　むつ

ざわ福祉交流センター内

千葉県長生郡睦沢町上市場921-1　むつ

ざわ福祉交流センター内
訪問介護 令和2年3月1日 令和2年2月4日

77 1276900220 株式会社レイクス２１ 代表取締役 池俊明 プラチナハウス 千葉県長生郡白子町中里4542-2 東京都千代田区大手町1-5-1 福祉用具貸与 令和2年3月1日 令和2年1月21日

78 1277100036 社会福祉法人光正会 理事長 田村正倫 特別養護老人ホームザイクスヒル長南 千葉県長生郡長南町芝原3050 千葉県長生郡長南町芝原3050 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和2年1月21日

79 1277100044 社会福祉法人光正会 理事長 田村正倫 デイサービスセンターザイクスヒル長南 千葉県長生郡長南町芝原3050 千葉県長生郡長南町芝原3050 通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

80 1277100051 社会福祉法人光正会 理事長 田村正倫
ショートステイサービスザイクスヒル長

南
千葉県長生郡長南町芝原3050 千葉県長生郡長南町芝原3050 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

81 1277400048 一般財団法人千代田健康開発事業団 代表理事 深田幹雄 有料老人ホームラビドール御宿 千葉県夷隅郡御宿町御宿台132
東京都千代田区神田富山町9 神田東邦セ

ンタービル7階

特定施設入居者生活

介護
令和2年3月1日 令和2年1月24日

82 1277600043 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通所介護事業所
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　いす

み市岬ふれあい会館内
通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

83 1277700025 社会福祉法人白寿会 理事長 鈴木陽一 デイサービスセンターびわの郷 千葉県南房総市富浦町深名1170番地1 千葉県南房総市富浦町深名1170-1 通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月22日

84 1277900088 社会福祉法人鋸南町社会福祉協議会 会長 斎藤正
鋸南町社協ホームヘルプサービスセン

ター
千葉県安房郡鋸南町保田560番地 千葉県安房郡鋸南町保田560 訪問介護 令和2年3月1日 令和元年11月25日

85 1277900187 社会福祉法人鋸南町社会福祉協議会 会長 斎藤正 鋸南町デイサービスセンター 千葉県安房郡鋸南町保田560 千葉県安房郡鋸南町保田560 通所介護 令和2年3月1日 令和元年11月25日

86 1278000037 社会福祉法人薄光会 理事長 栗原祥浩 三芳光陽園指定通所介護事業所 千葉県南房総市上堀280 千葉県富津市湊1070-3 通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月24日

87 1278200033 有限会社ハイピース 取締役 本吉高士 ヘルパーステーションそよかぜ 千葉県南房総市千倉町平舘640-1 千葉県南房総市千倉町平舘640番地1 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

88 1278300023 社会福祉法人柚子の会 理事長 長島健治 ホームヘルプサービスリブ丸山 千葉県南房総市川谷302-5 千葉県南房総市川谷302-5 訪問介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

89 1278300031 社会福祉法人柚子の会 理事長 長島健治 デイサービスセンターリブ丸山 千葉県南房総市川谷302-5 千葉県南房総市川谷302-5 通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

90 1278300049 社会福祉法人柚子の会 理事長 長島健治 ショートステイリブ丸山 千葉県南房総市川谷302-5 千葉県南房総市川谷302-5 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和2年1月21日

91 1278300072 社会福祉法人柚子の会 理事長 長島健治 特別養護老人ホームリブ丸山 千葉県南房総市川谷302-5 千葉県南房総市川谷302-5 介護老人福祉施設 令和2年3月1日 令和2年1月21日

92 1278400021 社会福祉法人千葉育美会 理事長 長沼信治 デイサービスセンター花の里 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 通所介護 令和2年3月1日 令和元年11月11日

93 1278500028 社会福祉法人柚子の会 理事長 長島健治 デイサービスセンターリブボート天津 千葉県鴨川市天津2922-2 千葉県南房総市川谷302-5 通所介護 令和2年3月1日 令和2年1月27日


