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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 1261390012 医療法人積仁会 理事長 嶋田賢 島田訪問看護ステーション 千葉県銚子市浜町5-10 千葉県銚子市東町5-3 訪問看護 令和元年12月1日 令和元年8月28日

2 1262490241 医療法人社団誠馨会 理事長 中村孝雄 ハイネス訪問看護ステーション
千葉県松戸市松戸1291-4　コスモ松戸

ステーションビュー107号
千葉県千葉市若葉区加曽利町1835-1 訪問看護 介護予防訪問看護 令和元年12月1日 令和元年10月16日

3 1263690013 医療法人社団慶勝会 理事長 田中耕一 なのはな訪問看護ステーション 千葉県館山市沼1604-4 千葉県館山市沼1599-1　1階 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月18日

4 1263690021 医療法人社団寿会 理事長 小林輝久 ほほえみ訪問看護ステーション 千葉県館山市船形909 千葉県館山市船形909番地 訪問看護 令和元年12月1日 令和元年9月25日

5 1263890019 医療法人鉄蕉会 理事長 亀田隆明 亀田訪問看護ステーション勝浦 千葉県勝浦市墨名651-1 千葉県鴨川市東町929番地 訪問看護 令和元年12月1日 令和元年9月19日

6 1263990025 医療法人鉄蕉会 理事長 亀田隆明 亀田訪問看護センター 千葉県鴨川市東町929 千葉県鴨川市東町929番地 訪問看護 令和元年12月1日 令和元年9月19日

7 1270800095 有限会社京成ケアサービス 代表取締役 石丸修 有限会社京成ケアサービス 千葉県市川市市川3-32-8 千葉県市川市市川3-32-8 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月24日

8 1270800202 社会福祉法人慶美会 理事長 桑原経子 特別養護老人ホーム清山荘 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 短期入所生活介護 令和元年12月1日 令和元年9月20日

9 1270800202 社会福祉法人慶美会 理事長 桑原経子 特別養護老人ホーム清山荘 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 介護老人福祉施設 令和元年12月1日 令和元年9月20日

10 1270800483 株式会社サムス 代表取締役 石川英一 ケアパートナーマザーシップ 千葉県市川市市川1-22-11-105・106 千葉県市川市市川1-22-11 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月14日

11 1270801564 株式会社リエイ 代表取締役 椛澤一 コミュニケア２４市川おにだか館訪問介護 千葉県市川市鬼高1-6-2 千葉県浦安市入船1-5-2 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月31日

12 1270801572 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市川おにだか館 千葉県市川市鬼高1-6-2 千葉県浦安市入船1-5-2 通所介護 令和元年12月1日 令和元年10月31日

13 1270803693 株式会社中山総合福祉マネジメント 代表取締役 大熊悠紀子 株式会社中山総合福祉マネジメント北方店
千葉県市川市北方2-12-1フォレストハ

ウス市川101
千葉県市川市北方2丁目10番19号 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月3日

14 1271100214 社会福祉法人慈心会 理事長 三浦俊司 デイサービスセンター南清苑 千葉県木更津市中尾623-1 千葉県千葉市若葉区更科町2593-2 通所介護 令和元年12月1日 令和元年9月17日

15 1271100222 社会福祉法人慈心会 理事長 三浦俊司 ショートステイサービス南清苑 千葉県木更津市中尾623-1 千葉県千葉市若葉区更科町2593-2 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和元年12月1日 令和元年8月28日

16 1271100255 社会福祉法人慈心会 理事長 三浦俊司 特別養護老人ホーム木更津南清苑 千葉県木更津市中尾623-1 千葉県千葉市若葉区更科町2593-2 介護老人福祉施設 令和元年12月1日 令和元年9月17日

17 1271101998 エルケア株式会社 代表取締役 宇野元博 エルケア木更津訪問入浴センター
千葉県木更津市大和2-4-1　ＶＩＯＳ木

更津Ｂ号室

大阪府大阪市北区中崎西2-4-12　梅田

センタービル25階
訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介

護
令和元年12月1日 令和元年9月24日

18 1271102012 医療法人社団成亮会 理事長 津田浩史 リビングサポート木更津ショートステイ 千葉県木更津市永井作263-1 千葉県木更津市東中央2-1-11 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和元年12月1日 令和元年9月20日



19 1271102095 社会福祉法人慈心会 理事長 三浦俊司 特別養護老人ホーム木更津南清苑弐号館 千葉県木更津市中尾623-1 千葉県千葉市若葉区更科町2593-2 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和元年12月1日 令和元年8月28日

20 1271102095 社会福祉法人慈心会 理事長 三浦俊司 特別養護老人ホーム木更津南清苑弐号館 千葉県木更津市中尾623-1 千葉県千葉市若葉区更科町2593-2 介護老人福祉施設 令和元年12月1日 令和元年9月17日

21 1271200014 親愛ケアサービス有限会社 代表取締役 久保柴の 親愛ケアサービス 千葉県松戸市紙敷3-10-1 千葉県市川市南大野1丁目28番14号 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月23日

22 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 通所介護 令和元年12月1日 令和元年9月25日

23 1271200121 有限会社ヘルスケアサービス 代表取締役 三木京子 有限会社ヘルスケアサービスゆいまーる松戸
千葉県松戸市松戸1129-1　ニューパウ

リスタビル2Ｆ

千葉県松戸市松戸1129-1　ニューパウ

リスタビル2Ｆ
訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月1日

24 1271200196 社会福祉法人六高台福祉会 理事長 松澤陽子 松寿園ホームヘルプサービス六実 千葉県松戸市六実1-3-1 千葉県松戸市六高台2-19-2 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月20日

25 1271200253 社会福祉法人六高台福祉会 理事長 松澤陽子 短期入所生活介護事業所松寿園 千葉県松戸市六高台2-19-2 千葉県松戸市六高台2-19-2 短期入所生活介護 令和元年12月1日 令和元年9月20日

26 1271200378 社会福祉法人竹友会 理事長 長谷川勝子 ホームヘルプサービスやわら木苑 千葉県松戸市金ケ作277 千葉県松戸市金ケ作２７７ 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月24日

27 1271200386 社会福祉法人竹友会 理事長 長谷川勝子 デイサービスセンターやわら木苑 千葉県松戸市金ケ作277 千葉県松戸市金ケ作２７７ 通所介護 令和元年12月1日 令和元年9月24日

28 1271200394 社会福祉法人竹友会 理事長 長谷川勝子 ショートステイやわら木苑 千葉県松戸市金ケ作277 千葉県松戸市金ケ作２７７ 短期入所生活介護 令和元年12月1日 令和元年9月24日

29 1271200410 親愛ケアサービス有限会社 代表取締役 久保柴の カトレアデイサービス 千葉県松戸市紙敷3-10-1 千葉県市川市南大野1丁目28番14号 通所介護 令和元年12月1日 令和元年10月23日

30 1271200451 有限会社ハートアイランド 取締役 内藤明之 有限会社ハートアイランド
千葉県松戸市常盤平3丁目6番地の4 メル

ヴェール常盤平107

千葉県松戸市常盤平3丁目6番地の4 メル

ヴェール常盤平107
訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月20日

31 1271200493 公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団 理事長 古市健 ニッセイエデンヘルパーステーション
千葉県松戸市高塚新田123-1 松戸ニッセ

イエデンの園内
大阪府大阪市北区堂山町3-3 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月17日

32 1271200527 社会福祉法人三誠会 理事長 松倉聡 デイサービスセンターマーシイヒル 千葉県松戸市根木内677-2 千葉県松戸市根木内677-2 通所介護 令和元年12月1日 令和元年9月19日

33 1271200584 株式会社ワカバ 代表取締役 佐藤剛嘉 株式会社ワカバ 千葉県松戸市松戸1897 松戸防災ビル3F 千葉県松戸市松戸1897 松戸防災ビル3F 福祉用具貸与 令和元年12月1日 令和元年10月23日

34 1271200691 社会福祉法人緑風会 理事長 太田寛 特別養護老人ホーム緑風園 千葉県松戸市和名ケ谷1484番地 千葉県松戸市和名ケ谷1484番地 介護老人福祉施設 令和元年12月1日 令和元年10月18日

35 1271200725 社会福祉法人竹友会 理事長 長谷川勝子 特別養護老人ホームやわら木苑 千葉県松戸市金ケ作277 千葉県松戸市金ケ作２７７ 介護老人福祉施設 令和元年12月1日 令和元年10月29日

36 1271200840 社会福祉法人根木内福祉会 理事長 三原誠 リバーサイド･ヴィラホームヘルプサービス 千葉県松戸市根木内161 千葉県松戸市根木内161 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月18日

37 1271200899 社会福祉法人緑風会 理事長 太田寛 老人短期入所事業緑風園 千葉県松戸市和名ケ谷1484 千葉県松戸市和名ケ谷1484番地 短期入所生活介護 令和元年12月1日 令和元年10月18日



38 1271201327 有限会社日暮容器 代表取締役 日暮幸信 福祉用具レンタル事業所ひぐらし 千葉県松戸市松戸1679　中台ビル101 千葉県松戸市松戸1735 福祉用具貸与 令和元年12月1日 令和元年10月8日

39 1271206383 株式会社大煌 代表取締役 藤澤成行 ヘルパーステーションきらら 千葉県松戸市小山819-2 千葉県松戸市上矢切1633-1 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月24日

40 1271206409 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松戸北 千葉県松戸市幸田3-124 千葉県浦安市入船1-5-2 通所介護 令和元年12月1日 令和元年10月31日

41 1271206425 株式会社らんらん 代表取締役 髙田翔子 らんらん 千葉県松戸市小金原3-1-55
千葉県松戸市二ツ木1629-1 新松戸リリ

エンハイム104号
訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月16日

42 1271206466 エルケア株式会社 代表取締役 宇野元博 エルケア松戸訪問入浴センター 千葉県松戸市常盤平1-4-1
大阪府大阪市北区中崎西2-4-12　梅田

センタービル25階
訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介

護
令和元年12月1日 令和元年9月24日

43 1271206474 株式会社アイメディケア 代表取締役 浅井清一 アイカーサ東松戸介護事業所
千葉県松戸市東松戸2-19-1　アイカー

サ東松戸1F

千葉県松戸市本町14-1　松戸本町セン

タービル8F
訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月21日

44 1271501866 株式会社ケアリング 代表取締役 高砂孝浩 デイサービスセンターひより 千葉県茂原市上林209-9 千葉県茂原市上林209-9 通所介護 令和元年12月1日 令和元年9月10日

45 1271501874 有限会社つくし介護サービス 代表取締役 成澤ミツ子 デイサービスセンターつくし苑 千葉県茂原市緑ケ丘4-6-3 千葉県茂原市緑ケ丘4-6-3 通所介護 令和元年12月1日 令和元年9月26日

46 1271501965 特定非営利活動法人ほのか 理事長 持永美代子 ほのか訪問介護 千葉県茂原市千沢1062-4 千葉県茂原市千沢1062-4 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月24日

47 1271600130 社会福祉法人豊立会 理事長 藤﨑壽路 訪問入浴介護事業所玲光苑 千葉県成田市新町1037-63 千葉県成田市押畑896番地4 訪問入浴介護 令和元年12月1日 令和元年10月1日

48 1271601153 デンタルサポート株式会社 代表取締役 草深多計志 ホームヘルプサービス成田
千葉県成田市飯田町105-1　ウェルライ

フヴィラ成田

千葉県千葉市美浜区中瀬1-3　幕張テク

ノガーデンＤ棟17階
訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月24日

49 1271700054 社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会 会長 長谷川大美 社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会
千葉県佐倉市海隣寺町87番地   佐倉市社

会福祉センター2階

千葉県佐倉市海隣寺町87番地   佐倉市社

会福祉センター2階
訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月24日

50 1271702092 社会福祉法人壮健会 理事長 片山精壮 特別養護老人ホームさくらの丘 千葉県佐倉市飯重622 千葉県佐倉市飯重622 介護老人福祉施設 令和元年12月1日 令和元年9月24日

51 1271702100 社会福祉法人壮健会 理事長 片山精壮 ショートステイサービスさくらの丘 千葉県佐倉市飯重622 千葉県佐倉市飯重622 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和元年12月1日 令和元年9月24日

52 1271702126 公益社団法人佐倉市シルバー人材センター 会長 田中千俊 公益社団法人佐倉市シルバー人材センター訪問介護事業所 千葉県佐倉市鏑木町198-2
千葉県佐倉市鏑木町198-2　レインボー

プラザ佐倉2Ｆ
訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月23日

53 1271800045 パラメディカル株式会社 代表取締役 石原隆広 パラメディカル株式会社 千葉県東金市田間3-54-9 千葉県東金市田間3-54-9 福祉用具貸与 令和元年12月1日 令和元年10月15日

54 1271800094 社会福祉法人ゆりの木会 理事長 浅井禎之 ホームヘルパーステーションゆりの木苑 千葉県東金市家徳756番地2 千葉県東金市家徳756番地2 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月28日

55 1271800102 社会福祉法人ゆりの木会 理事長 浅井禎之 デイサービスセンターゆりの木苑 千葉県東金市家徳756番地2 千葉県東金市家徳756番地2 通所介護 令和元年12月1日 令和元年10月28日

56 1271800136 株式会社シーエー企画 代表取締役 石原隆広 ヘルパーステーション温 千葉県東金市田間758-1 千葉県東金市田間758-1 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月21日



57 1271801167 社会福祉法人福福会 理事長 佐瀨新一 ショートステイ福福の里 千葉県東金市極楽寺字松山163-1 千葉県東金市極楽寺字松山163-1 短期入所生活介護 令和元年12月1日 令和元年9月19日

58 1271801175 社会福祉法人福福会 理事長 佐瀨新一 デイサービスセンター福福の里 千葉県東金市極楽寺字松山163-1 千葉県東金市極楽寺字松山163-1 通所介護 令和元年12月1日 令和元年9月19日

59 1271900068 社会福祉法人匝瑳市社会福祉協議会 会長 鎌形廣行 社会福祉法人匝瑳市社会福祉協議会 千葉県匝瑳市今泉6491-1 千葉県匝瑳市今泉6491-1 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月24日

60 1272000686 株式会社ひかり 代表取締役 穴澤利夫 ひかり訪問介護 千葉県旭市琴田2821-4 千葉県旭市琴田2821-4 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月18日

61 1272100114 企業組合労協センター事業団 代表理事 田嶋羊子 ならしの地域福祉事業所ぬくもり
千葉県習志野市実籾2-10-19　新実籾ビ

ル１F

東京都豊島区東池袋1-44-3　池袋ＩＳ

Ｐタマビル
訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月29日

62 1272101070 株式会社ハートケアスマイル 代表取締役 宮川恵美子 ハートケアスマイル 千葉県習志野市実籾4-40-10 千葉県習志野市実籾4-40-10 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月8日

63 1272400027 社会福祉法人昭和村 理事長 杉田昭義 市原園在宅介護支援センター 千葉県市原市万田野732-6 千葉県市原市万田野732-6 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年11月6日

64 1272400068 社会福祉法人昭和村 理事長 杉田昭義 特別養護老人ホーム市原園 千葉県市原市万田野732-6 千葉県市原市万田野732-6 短期入所生活介護 令和元年12月1日 令和元年11月6日

65 1272400068 社会福祉法人昭和村 理事長 杉田昭義 特別養護老人ホーム市原園 千葉県市原市万田野732-6 千葉県市原市万田野732-6 介護老人福祉施設 令和元年12月1日 令和元年11月6日

66 1272400092 株式会社タカサ 代表取締役 鎗田貞子 ライフケアタカサ本店 千葉県市原市玉前西2-1-3 千葉県市原市五井東1-1-1 福祉用具貸与 令和元年12月1日 令和元年10月21日

67 1272400324 社会福祉法人和光会 理事長 竹内豊 特別養護老人ホームグランモア和光苑 千葉県市原市椎津5-1 千葉県市原市椎津5-1 短期入所生活介護 令和元年12月1日 令和元年10月23日

68 1272400324 社会福祉法人和光会 理事長 竹内豊 特別養護老人ホームグランモア和光苑 千葉県市原市椎津5-1 千葉県市原市椎津5-1 介護老人福祉施設 令和元年12月1日 令和元年10月23日

69 1272500339 日科ミクロン株式会社 代表取締役 関口光重 福祉のニッカ流山営業所 千葉県流山市平和台3-2-41 埼玉県三郷市早稲田3-16-5 福祉用具貸与 令和元年12月1日 令和元年11月1日

70 1272602416 ケアサポート株式会社 代表取締役 堀越太志 デイサービスセンターケアサポートやちよ 千葉県八千代市大和田新田926-2
埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2　JA

共済埼玉ビル7Ｆ
通所介護 令和元年12月1日 令和元年8月20日

71 1272602424 ケアサポート株式会社 代表取締役 堀越太志 ショートステイケアサポートやちよ 千葉県八千代市大和田新田926-2
埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2　JA

共済埼玉ビル7Ｆ
短期入所生活介護

介護予防短期入所生

活介護
令和元年12月1日 令和元年8月20日

72 1272602440 エルケア株式会社 代表取締役 宇野元博 エルケア八千代訪問入浴センター
千葉県八千代市勝田台1-35-4ラレーブ

勝田台1階

大阪府大阪市北区中崎西2-4-12　梅田

センタービル25階
訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介

護
令和元年12月1日 令和元年9月24日

73 1272700731 有限会社イマージュ 代表取締役 渡邊新一 サンライズ指定訪問介護事業所
千葉県我孫子市下ケ戸1813コーポワタ

ナベ101
千葉県我孫子市下ケ戸423 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月17日

74 1272900075 社会福祉法人慶美会 理事長 桑原経子 特別養護老人ホーム慈祐苑 千葉県鎌ケ谷市道野辺214－4 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 短期入所生活介護 令和元年12月1日 令和元年9月20日

75 1272900075 社会福祉法人慶美会 理事長 桑原経子 特別養護老人ホーム慈祐苑 千葉県鎌ケ谷市道野辺214－4 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 介護老人福祉施設 令和元年12月1日 令和元年9月20日



76 1273000743 株式会社オールプロジェクト 代表取締役 津金澤寛 つばさデイサービスセンター貞元 千葉県君津市貞元495 千葉県君津市人見914番地の1 通所介護 令和元年12月1日 令和元年9月23日

77 1273000750 アイバード合同会社 代表社員 吉岡久一 アイバード生活支援センター 千葉県君津市久保3-9-13　102 千葉県君津市久保3-9-13　102 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年8月15日

78 1273001196 医療法人社団芙蓉会 理事長 四ケ所大 千葉芙蓉ステーション 千葉県君津市南子安3-25-2 東京都町田市南町田3-43-1 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年10月21日

79 1273301042 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四街道
千葉県四街道市大日288-1　マルエイ四

街道21ビル2階
千葉県浦安市入船1-5-2 通所介護 令和元年12月1日 令和元年10月31日

80 1274000353 株式会社Human Communications 代表取締役 平野泉 隠れ家デイサービス「夢乃」 千葉県富里市御料字葉山909-17 千葉県成田市本三里塚199-51 通所介護 令和元年12月1日 令和元年9月17日

81 1276700109 株式会社レイクス２１ 代表取締役 池俊明 プラチナ・シニアホームむつざわ 千葉県長生郡睦沢町川島1446-10 東京都千代田区大手町1-5-1
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
令和元年12月1日 令和元年8月21日

82 1278600307 医療法人社団千鍛会 理事長 長谷川政二 訪問介護ステーション人力 千葉県いすみ市日在1947-2 千葉県いすみ市日在1947-10 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月17日

83 1278700040 株式会社ウノザワ総合介護サービス 代表取締役 鵜ノ澤修平 訪問介護センターウノザワ 千葉県匝瑳市堀川6199 千葉県匝瑳市堀川6199 訪問介護 令和元年12月1日 令和元年9月30日

84 1279100091 有限会社ふぁみりー 代表取締役 吉村宗加津 ふぁみりーデイサービス 千葉県山武郡横芝光町宮川6969-6
千葉県千葉市中央区椿森1-18-4　ファ

ミール千葉公園608号
通所介護 令和元年12月1日 令和元年9月17日

85 1271800276 有限会社メディカルマーチン 代表取締役 十川正啓 マーチン介護サービス東金 千葉県東金市南上宿4-9 千葉県東金市南上宿4-9 訪問入浴介護 令和元年12月1日 令和元年10月25日


