
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 1210611830 医療法人社団白金会 理事長 鈴木斌 白金整形外科クリニック 千葉県市原市白金町1丁目70番地 千葉県市原市白金町1-70 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年8月22日

2 1213910163 医療法人社団宏和会 理事長 海老原登喜子 エビハラ病院 千葉県鴨川市太海630-10 千葉県鴨川市太海630-10 介護療養型医療施設 令和2年4月1日 令和元年8月26日

3 1215010046 守医院 院長 守正英 守医院 千葉県匝瑳市椿1268 千葉県匝瑳市椿1268 介護療養型医療施設 令和2年4月1日 令和元年8月27日

4 1260290049 医療法人社団保健会 理事長 宮﨑正二郎 谷津訪問看護ステーション 千葉県習志野市谷津2-23-11 千葉県習志野市谷津4丁目6番16号 訪問看護 令和2年4月1日 令和元年8月20日

5 1260690016 医療法人社団健老会 理事長 岡了 姉ヶ崎訪問看護ステーション 千葉県市原市椎津2558-1 千葉県市原市椎津2558-1 訪問看護 令和2年4月1日 令和元年8月28日

6 1262090025 医療法人社団淑幸会 理事長 山内俊忠 さわやか訪問看護ステーション 千葉県野田市野田字堀尻840 千葉県野田市野田字堀尻840 訪問看護 令和2年4月1日 令和元年8月22日

7 1262790111 セコム医療システム株式会社 代表取締役 小松淳 セコム市川訪問看護ステーション
千葉県市川市南八幡3-3-16アグレ本八幡

201
東京都渋谷区神宮前1-5-1 訪問看護 令和2年4月1日 令和元年9月17日

8 1263990017 医療法人社団宏和会 理事長 海老原登喜子 エビハラ老人訪問看護ステーション嶺岡 千葉県鴨川市太海630-10 千葉県鴨川市太海630-10 訪問看護 令和2年4月1日 令和元年8月25日

9 1270700121 社会福祉法人恵和会 理事長 兒玉晃昌 デイサービスセンターさざんか園 千葉県銚子市新町959-4 千葉県銚子市新町959－4 通所介護 令和2年4月1日 令和元年9月20日

10 1270700139 社会福祉法人恵和会 理事長 兒玉晃昌 特別養護老人ホームさざんか園 千葉県銚子市新町959-4 千葉県銚子市新町959－4 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年9月24日

11 1270700139 社会福祉法人恵和会 理事長 兒玉晃昌 特別養護老人ホームさざんか園 千葉県銚子市新町959-4 千葉県銚子市新町959－4 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年9月24日

12 1270700154 社会福祉法人讃寿会 理事長 宮内隆 かすが苑指定訪問介護事業部 千葉県銚子市春日町1947-3 千葉県銚子市春日町1210番地 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年9月25日

13 1270700170 社会福祉法人讃寿会 理事長 宮内隆 かすが苑デイサービスセンター 千葉県銚子市春日町1210番地 千葉県銚子市春日町1210番地 通所介護 令和2年4月1日 令和元年9月25日

14 1270800038 社会福祉法人慶美会 理事長 桑原経子 ナーシングホーム市川 千葉県市川市柏井町4丁目310番地 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 通所介護 令和2年4月1日 令和元年9月20日

15 1270800137 株式会社かいごデザイン 代表取締役 中川潤一 かいごデザイン
千葉県市川市八幡2-7-20　富士物産ビル

202
千葉県市川市八幡2-7-20 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年9月18日

16 1270800210 社会福祉法人慶美会 理事長 桑原経子 南八幡デイサービスセンター 千葉県市川市南八幡5-20-3 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 通所介護 令和2年4月1日 令和元年9月20日

17 1270800228 社会福祉法人慶美会 理事長 桑原経子 柏井デイサービスセンター 千葉県市川市柏井町4丁目229番4 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 通所介護 令和2年4月1日 令和元年9月20日

18 1271000067 社会福祉法人館山老人ホーム 理事長 近藤好雄 館山特別養護老人ホーム 千葉県館山市湊373番地 千葉県館山市湊373番地 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年2月6日



19 1271000067 社会福祉法人館山老人ホーム 理事長 近藤好雄 館山特別養護老人ホーム 千葉県館山市湊373番地 千葉県館山市湊373番地 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年2月6日

20 1271000133 安房農業協同組合 代表理事組合長 松元善一 ＪＡ安房訪問介護ステーション 千葉県館山市那古396-1 千葉県館山市安東72 訪問介護 令和2年4月1日 令和2年2月20日

21 1271100073 社会福祉法人長須賀保育園 理事長 堀口文男 グリーンパレス訪問介護事業所 千葉県木更津市長須賀1329 千葉県木更津市長須賀1309 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年9月24日

22 1271100081 社会福祉法人長須賀保育園 理事長 堀口文男 グリーンパレス通所介護事業所 千葉県木更津市長須賀1305番地2 千葉県木更津市長須賀1309 通所介護 令和2年4月1日 令和元年9月23日

23 1271100172 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カメリアの園 千葉県木更津市大久保字上根761番2 千葉県木更津市大久保字上根761-2 通所介護 令和2年4月1日 令和元年9月25日

24 1271100248 社会福祉法人かずさ萬燈会 理事長 渡邉元貴 特別養護老人ホーム中郷記念館多床室型 千葉県木更津市井尻951番地 千葉県木更津市井尻951 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年9月18日

25 1271100263 社会福祉法人かずさ萬燈会 理事長 渡邉元貴 中郷記念館ホームヘルパー 千葉県木更津市井尻951 千葉県木更津市井尻951 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年9月18日

26 1271100271 社会福祉法人かずさ萬燈会 理事長 渡邉元貴 中郷記念館デイサービスセンター 千葉県木更津市井尻951 千葉県木更津市井尻951 通所介護 令和2年4月1日 令和元年9月18日

27 1271100289 社会福祉法人かずさ萬燈会 理事長 渡邉元貴 中郷記念館ショートステイ個室型 千葉県木更津市井尻951 千葉県木更津市井尻951 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年9月18日

28 1271100305 特定非営利活動法人たすけあい虹 理事長 尾形禮子 特定非営利活動法人たすけあい虹 千葉県木更津市清見台東1-11-3 千葉県木更津市清見台東1-11-3 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年9月26日

29 1271102087 社会福祉法人かずさ萬燈会 理事長 渡邉元貴
特別養護老人ホーム中郷記念館（個室

型）
千葉県木更津市井尻951 千葉県木更津市井尻951 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年9月18日

30 1271200089 株式会社桜井電気商会 代表取締役 桜井豊元 桜井電気メディケアサービス 千葉県松戸市根本464番地 千葉県松戸市根本464番地 福祉用具貸与 令和2年4月1日 令和元年9月30日

31 1271200097 有限会社元気介護支援サービス 代表取締役 村上美惠子 元気介護サービス 千葉県松戸市中根517 千葉県松戸市中根517 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年9月17日

32 1271200683 株式会社ハンドベル･ケア 代表取締役 晴山浩 株式会社ハンドベル･ケア千葉営業所 千葉県松戸市新松戸1-245 東京都板橋区小豆沢2-19-11 福祉用具貸与 令和2年4月1日 令和元年10月8日

33 1271200709 社会福祉法人六高台福祉会 理事長 松澤陽子 特別養護老人ホーム松寿園 千葉県松戸市六高台2-19-2 千葉県松戸市六高台2-19-2 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月24日

34 1271200741 医療法人社団斎心会 理事長 三須一美 偕楽園ホームヘルプサービス 千葉県松戸市西馬橋幸町25 千葉県松戸市西馬橋幸町23 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年10月24日

35 1271201111 社会福祉法人松栄会 理事長 梶原栄治 ソレイユ倶楽部 千葉県松戸市五香西5-19-8 千葉県松戸市五香西5-19-8 通所介護 令和2年4月1日 令和2年2月15日

36 1271201137 社会福祉法人松栄会 理事長 梶原栄治 ショートステイひまわりの丘 千葉県松戸市五香西5-19-8 千葉県松戸市五香西5-19-8 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年10月21日

37 1271203851 株式会社レオパレス２１ 代表取締役 宮尾文也 あずみ苑グランデ常盤平 千葉県松戸市金ケ作字小作237-3 東京都中野区本町2-54-11 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和2年4月1日 令和元年10月28日



38 1271206516 株式会社めいとケア 代表取締役 持田満輔 グランドめいと北小金 千葉県松戸市殿平賀56-1 千葉県松戸市殿平賀56-1
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2年4月1日 令和2年3月1日

39 1271206565 株式会社リハビリ総研 代表取締役 在原成志 リハビリ教室馬橋２号館
千葉県松戸市西馬橋広手町38-1　ニュー

パレス馬橋11
千葉県松戸市西馬橋相川町1 通所介護 令和2年4月1日 令和元年10月10日

40 1271300061 株式会社トータルサポート・ノダ 代表取締役 白島智子
トータルサポート・ノダ指定訪問介護事

業所
千葉県野田市柳沢24番地 千葉県野田市柳沢24番地 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年10月29日

41 1271300079 株式会社トータルサポート・ノダ 代表取締役 白島智子
トータルサポート・ノダ指定福祉用具貸

与事業所
千葉県野田市柳沢24番地 千葉県野田市柳沢24番地 福祉用具貸与 令和2年4月1日 令和元年10月29日

42 1271300152 社会福祉法人野田みどり会 理事長 遠山康雄 野田みどり会訪問介護事業所 千葉県野田市鶴奉270番地の５ 千葉県野田市鶴奉270番地の５ 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年10月21日

43 1271301119 株式会社レオパレス２１ 代表取締役 宮尾文也 あずみ苑グランデ柳沢 千葉県野田市柳沢52-1 東京都中野区本町2-54-11 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年10月28日

44 1271301747 株式会社Ｋ・コーポレーション 代表取締役 舘浦圭 縁「ゆかり」 千葉県野田市木間ケ瀬2148-3 埼玉県春日部市永沼2158-1 通所介護 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和2年4月1日 令和元年10月21日

45 1271500066 社会福祉法人長生共楽園 理事長 林正彦 特別養護老人ホーム長生共楽園 千葉県茂原市下永吉2812 千葉県茂原市下永吉2812 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月21日

46 1271500066 社会福祉法人長生共楽園 理事長 林正彦 特別養護老人ホーム長生共楽園 千葉県茂原市下永吉2812 千葉県茂原市下永吉2812 訪問介護 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年10月21日

47 1271500074 株式会社シルバーサービス福島苑 代表取締役 山本雅喜 サンライズ茂原 千葉県茂原市本納3356-1 千葉県茂原市本納2983 短期入所生活介護
特定施設入居者生活

介護
令和2年4月1日 令和2年1月28日

48 1271500132 社会福祉法人青翠会 理事長 深山繁春 特別養護老人ホーム光風荘 千葉県茂原市御蔵芝39-1 千葉県茂原市御蔵芝字高橋39-1 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月24日

49 1271500157 社会福祉法人青翠会 理事長 深山繁春 ショートステイサービス光風荘 千葉県茂原市御蔵芝39-1 千葉県茂原市御蔵芝字高橋39-1 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年10月24日

50 1271500181 社会福祉法人豊裕会 理事長 穐葉三千雄 デイサービスセンター実恵園 千葉県茂原市法目2672-1 千葉県茂原市法目2672-1 通所介護 令和2年4月1日 令和元年10月31日

51 1271500199 社会福祉法人豊裕会 理事長 穐葉三千雄 短期入所生活介護サービス実恵園 千葉県茂原市法目2672-1 千葉県茂原市法目2672-1 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年10月31日

52 1271500207 社会福祉法人豊裕会 理事長 穐葉三千雄 特別養護老人ホーム実恵園 千葉県茂原市法目2672番地1 千葉県茂原市法目2672-1 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月31日

53 1271500280 社会福祉法人健寿会 理事長 緑川和浩 特別養護老人ホーム長生苑 千葉県茂原市南吉田4061-1 千葉県茂原市南吉田4061-1 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月29日

54 1271500298 社会福祉法人健寿会 理事長 緑川和浩 デイサービスセンター長生苑 千葉県茂原市南吉田4061-1 千葉県茂原市南吉田4061-1 通所介護 令和2年4月1日 令和元年10月29日

55 1271500314 社会福祉法人健寿会 理事長 緑川和浩 ショートステイ長生苑 千葉県茂原市南吉田4061-1 千葉県茂原市南吉田4061-1 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年10月29日

56 1271501957 社会福祉法人長生共楽園 理事長 林正彦
特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめ

はる
千葉県茂原市下永吉2667-5 千葉県茂原市下永吉2812 短期入所生活介護

介護予防短期入所生

活介護
令和2年4月1日 令和元年10月21日



57 1271600767 株式会社日本ヘルスケアステーション 代表取締役 羽鳥兼二 ケアスタッフ成田
千葉県成田市公津の杜3-3-1　三恵ビル2

階
千葉県成田市公津の杜3-3-1三恵ビル2階 訪問介護 訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介

護
令和2年4月1日 令和元年10月25日

58 1271700070 一般財団法人日本老人福祉財団 理事長 青木雅人
一般財団法人日本老人福祉財団佐倉＜ゆ

うゆうの里＞
千葉県佐倉市鏑木町270-1 東京都中央区日本橋堀留町1丁目7-7

特定施設入居者生活

介護
令和2年4月1日 令和元年10月23日

59 1271700112 社会福祉法人清明会 理事長 寺田憲児 デイサービスセンターくつろぎの里 千葉県佐倉市下志津552 千葉県八千代市島田台1002－6 通所介護 令和2年4月1日 令和元年10月25日

60 1271700161 社会福祉法人誠友会 理事長 竹内淳 佐倉白翠園ショートステイサービス 千葉県佐倉市岩名1011番地 千葉県佐倉市岩名1011番地 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年10月23日

61 1271700195 社会福祉法人佐倉厚生会 理事長 遠山正博 さくら苑ホームヘルプサービス 千葉県佐倉市鏑木町346番地 千葉県佐倉市鏑木町346番地 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年10月21日

62 1271700211 社会福祉法人佐倉厚生会 理事長 遠山正博 さくら苑ショートステイサービス 千葉県佐倉市鏑木町346番地 千葉県佐倉市鏑木町346番地 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年10月21日

63 1271700229 社会福祉法人佐倉厚生会 理事長 遠山正博 特別養護老人ホームさくら苑 千葉県佐倉市鏑木町346番地 千葉県佐倉市鏑木町346番地 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月21日

64 1271700237 社会福祉法人誠友会 理事長 竹内淳 特別養護老人ホーム佐倉白翠園 千葉県佐倉市岩名1011 千葉県佐倉市岩名1011番地 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月23日

65 1271701631 株式会社日本ヘルスケアステーション 代表取締役 羽鳥兼二 ケアスタッフ佐倉 千葉県佐倉市角来448-6 千葉県成田市公津の杜3-3-1三恵ビル2階 訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介

護
令和2年4月1日 令和元年10月25日

66 1271900092 社会福祉法人九十九里ホーム 理事長 井上峰夫 九十九里ホームデイサービスセンター 千葉県匝瑳市飯倉19-1 千葉県匝瑳市飯倉21 通所介護 令和2年4月1日 令和元年10月30日

67 1271900100 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松丘園 千葉県匝瑳市飯倉17-1 千葉県匝瑳市飯倉21 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年10月29日

68 1271900118 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松丘園 千葉県匝瑳市飯倉17-1 千葉県匝瑳市飯倉21 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月29日

69 1271900142 社会福祉法人九十九里ホーム 理事長 井上峰夫 九十九里ホームヘルパーステーション 千葉県匝瑳市飯倉17-1 千葉県匝瑳市飯倉21 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年10月28日

70 1272000033 社会福祉法人ロザリオの聖母会 理事長 石毛敦 ロザリオ訪問介護事業所 千葉県旭市野中3820-12 千葉県旭市野中4017 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年10月29日

71 1272100023 株式会社ヘルスケアナラシノ 代表取締役 多田信一 ケアサービス津田沼 千葉県習志野市藤崎4-10-8 千葉県習志野市藤崎3-38-6 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年10月24日

72 1272100064 有限会社セイワメディカル 代表取締役 田中博文 有限会社セイワメディカル 千葉県習志野市袖ケ浦1丁目29番2-151 千葉県習志野市袖ケ浦1丁目29番2-150 福祉用具貸与 令和2年4月1日 令和元年10月23日

73 1272100197 社会福祉法人清和園 理事長 清水一人 セイワ習志野介護老人福祉施設 千葉県習志野市秋津3-5-3 千葉県千葉市若葉区若松町792-1 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月29日

74 1272100205 社会福祉法人清和園 理事長 清水一人 セイワ習志野デイサービスセンター 千葉県習志野市秋津3-5-3 千葉県千葉市若葉区若松町792-1 通所介護 令和2年4月1日 令和元年10月29日

75 1272100239 社会福祉法人清和園 理事長 清水一人
セイワ習志野ショートステイサービスセ

ンター
千葉県習志野市秋津3-5-3 千葉県千葉市若葉区若松町792-1 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年10月29日



76 1272400050 株式会社ケイ・ティ・サービス 代表取締役 手代木正儀 介護ショップケア・サポート千葉
千葉県市原市姉崎東二丁目2番地6ｹｲﾃｨﾋﾞ

ﾙ1階

千葉県市原市姉崎東二丁目2番地6ケイ

ティビル1階
福祉用具貸与 令和2年4月1日 令和元年10月28日

77 1272400126 社会福祉法人清明会 理事長 寺田憲児 デイサービスセンター向日葵 千葉県市原市二日市場774-1 千葉県八千代市島田台1002－6 通所介護 令和2年4月1日 令和元年10月28日

78 1272400142 株式会社ケイ・ティ・サービス 代表取締役 手代木正儀 ＫＴ姉崎ヘルパーステーション
千葉県市原市姉崎東二丁目2番地6ｹｲﾃｨﾋﾞ

ﾙ8階

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4月1日 令和元年10月28日

79 1272400175 社会福祉法人千寿会 理事長 周郷哲 デイサービスセンターゆうしゅう園 千葉県市原市天羽田下細山1500番3 千葉県市原市天羽田下細山1500番3 通所介護 令和2年4月1日 令和元年10月28日

80 1272400183 社会福祉法人千寿会 理事長 周郷哲 特別養護老人ホームゆうしゅう園 千葉県市原市天羽田下細山1500番3 千葉県市原市天羽田下細山1500番3 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年10月28日

81 1272400183 社会福祉法人千寿会 理事長 周郷哲 特別養護老人ホームゆうしゅう園 千葉県市原市天羽田下細山1500番3 千葉県市原市天羽田下細山1500番3 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月28日

82 1272400258 社会福祉法人コスモス会 理事長 小出賢一 ショートステイサービス青柳園 千葉県市原市青柳3丁目6番地6 千葉県市原市青柳3丁目6番地6 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和2年4月1日 令和元年10月21日

83 1272400274 社会福祉法人琢心会 理事長 小出浩丸 特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 千葉県市原市神崎263番地1 千葉県市原市神崎263-1 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年10月20日

84 1272400274 社会福祉法人琢心会 理事長 小出浩丸 特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 千葉県市原市神崎263番地1 千葉県市原市神崎263-1 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月20日

85 1272400340 社会福祉法人コスモス会 理事長 小出賢一 特別養護老人ホーム青柳園 千葉県市原市青柳3丁目6番地6 千葉県市原市青柳3丁目6番地6 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年10月21日

86 1272400373 社会福祉法人清心会 理事長 黒須正明 日夕苑デイサービスセンター 千葉県市原市柏原271番地１ 千葉県市原市柏原271番地１ 通所介護 令和2年4月1日 令和元年10月23日

87 1272400415 医療法人社団琢心会 理事長 鈴木啓之 辰巳ホームヘルパーステーションなごみ
千葉県市原市辰巳台東5-2-56 プライム

ガーデン市原辰巳内
千葉県市原市辰巳台東5丁目5番地の1 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年8月23日

88 1272500180 社会福祉法人流山あけぼの会 理事長 國吉昇 ヘルパーステイションあざみ苑 千葉県流山市野々下2丁目488番地5 千葉県流山市こうのす台６３４－１ 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年11月25日

89 1272500198 社会福祉法人流山あけぼの会 理事長 國吉昇 デイサービスセンターあざみ苑 千葉県流山市野々下2丁目488番地5 千葉県流山市こうのす台６３４－１ 通所介護 令和2年4月1日 令和元年11月25日

90 1272500206 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あざみ苑 千葉県流山市野々下2丁目488番地5 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4月1日 令和元年11月25日

91 1272500321 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あざみ苑 千葉県流山市野々下2丁目488番地5 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4月1日 令和元年11月25日

92 1272500487 社会福祉法人流山市社会福祉協議会 会長 石渡烈人 流山市デイサービスセンター 千葉県流山市平和台2－1－2 千葉県流山市平和台2-1-2 通所介護 令和2年4月1日 令和元年11月26日

93 1272502525 社会福祉法人流山市社会福祉協議会 会長 石渡烈人
社会福祉法人流山市社会福祉協議会訪問

介護事業所
千葉県流山市平和台2丁目1番地の2 千葉県流山市平和台2-1-2 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年11月25日

94 1272600022 社会福祉法人八千代美香会 理事長 綱島照雄 特別養護老人ホーム美香苑 千葉県八千代市村上641番 千葉県八千代市村上641 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年11月14日



95 1272600121 社会福祉法人翠燿会 理事長 津川恵美子 グリーンヒル指定通所介護 千葉県八千代市上高野2058-5 千葉県八千代市上高野字相野2058-5 通所介護 令和2年4月1日 令和元年11月1日

96 1272600139 社会福祉法人翠燿会 理事長 津川恵美子 グリーンヒル指定短期入所生活介護 千葉県八千代市上高野字相野2058-5 千葉県八千代市上高野字相野2058-5 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年11月1日

97 1272600162 社会福祉法人清明会 理事長 寺田憲児 デイサービスセンターはなみずき 千葉県八千代市島田台998番4 千葉県八千代市島田台1002－6 通所介護 令和2年4月1日 令和元年11月20日

98 1272600204 社会福祉法人八千代美香会 理事長 綱島照雄 美香苑ショートステイサービス 千葉県八千代市村上641番 千葉県八千代市村上641 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年11月14日

99 1272600212 社会福祉法人清明会 理事長 寺田憲児 特別養護老人ホームはなみずき 千葉県八千代市島田台998番4 千葉県八千代市島田台1002－6 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年11月20日

100 1272600212 社会福祉法人清明会 理事長 寺田憲児 特別養護老人ホームはなみずき 千葉県八千代市島田台998番4 千葉県八千代市島田台1002－6 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年11月20日

101 1272600253 有限会社オーケーサービス 代表取締役 小林清次 オーケーサービス 千葉県八千代市吉橋1113-1 千葉県八千代市吉橋1113-1 福祉用具貸与 令和2年4月1日 令和元年11月13日

102 1272600287 社会福祉法人翠燿会 理事長 津川恵美子 特別養護老人ホームグリーン・ヒル 千葉県八千代市上高野字相野2058番地5 千葉県八千代市上高野字相野2058-5 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年11月1日

103 1272600360 社会福祉法人翠燿会 理事長 津川恵美子 グリーンヒル指定訪問介護 千葉県八千代市上高野字相野2058-5 千葉県八千代市上高野字相野2058-5 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年11月1日

104 1272600493 社会福祉法人清明会 理事長 寺田憲児 ヘルパーステーションはなみずき 千葉県八千代市島田台998-4 千葉県八千代市島田台1002－6 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年11月20日

105 1272700079 在宅福祉サービスまどか 理事長 大野木綾子 在宅福祉サービスまどか 千葉県我孫子市天王台2-3-1 千葉県我孫子市天王台2－3－1 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年11月18日

106 1272700236 株式会社ママＭＡＴＥ 代表取締役 高倉祐子 ママメイト本社 千葉県我孫子市柴崎台2-9-4 千葉県我孫子市柴崎台2-9-4 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年11月13日

107 1272800044 医療法人社団宏和会 理事長 海老原登喜子 医療法人社団宏和会エビハラ病院 千葉県鴨川市太海630-10 千葉県鴨川市太海630-10 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年8月26日

108 1272800069 亀田産業株式会社 代表取締役 亀田信介 亀田ホームケアサービス鴨川 千葉県鴨川市東町929 亀田総合病院内 千葉県鴨川市東町1374 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年11月25日

109 1272800168 亀田産業株式会社 代表取締役 亀田信介 亀田コミュニティケアサービス
千葉県鴨川市東町929 亀田総合病院内1

階
千葉県鴨川市東町1374 福祉用具貸与 令和2年4月1日 令和元年12月1日

110 1272900059 鎌ケ谷市 市長 清水聖士 鎌ケ谷市中央在宅介護支援センター 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年11月8日

111 1272900133 社会福祉法人長寿の里 理事長 神成裕介 鎌ヶ谷翔裕園デイサービスセンター 千葉県鎌ケ谷市初富字東野848-10 千葉県鎌ケ谷市初富字東野848-10 通所介護 令和2年4月1日 令和元年11月26日

112 1272900141 社会福祉法人長寿の里 理事長 神成裕介 鎌ヶ谷翔裕園ショートステイサービス 千葉県鎌ケ谷市初富字東野848-10 千葉県鎌ケ谷市初富字東野848-10 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年11月26日

113 1272900158 社会福祉法人長寿の里 理事長 神成裕介 特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園 千葉県鎌ケ谷市初富字東野848番地10 千葉県鎌ケ谷市初富字東野848-10 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年11月26日



114 1273000016 株式会社サン・ラポール南房総 代表取締役 市原俊男 サン・ラポール南房総 千葉県君津市豊英355-1 東京都中野区中野4丁目2番12号三明ビル
特定施設入居者生活

介護
令和2年4月1日 令和元年11月19日

115 1273000040 社会福祉法人檀生会 理事長 重光英子
通所サービスセンター山の手フラワーヒ

ル
千葉県君津市大山野875 千葉県君津市大山野875 通所介護 令和2年4月1日 令和元年11月22日

116 1273000057 社会福祉法人檀生会 理事長 重光英子 ショートステイ山の手フラワーヒル 千葉県君津市大山野875 千葉県君津市大山野875 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年11月22日

117 1273000131 社会福祉法人檀生会 理事長 重光英子 特別養護老人ホーム山の手フラワーヒル 千葉県君津市大山野875番地 千葉県君津市大山野875 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年11月22日

118 1273000149 社会福祉法人君津市社会福祉協議会 会長 山中家道 社会福祉法人君津市社会福祉協議会 千葉県君津市久保3丁目1番1号 千葉県君津市久保3丁目1番1号 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年11月22日

119 1273001261 社会福祉法人檀生会 理事長 重光英子
特別養護老人ホーム山の手フラワーヒル

（ユニット）
千葉県君津市大山野875 千葉県君津市大山野875 短期入所生活介護

介護予防短期入所生

活介護
令和2年4月1日 令和元年11月22日

120 1273001261 社会福祉法人檀生会 理事長 重光英子
特別養護老人ホーム山の手フラワーヒル

（ユニット）
千葉県君津市大山野875 千葉県君津市大山野875 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年11月22日

121 1273100055 社会福祉法人天祐会 理事長 髙橋進一 大佐和苑デイサービスセンター 千葉県富津市亀沢227番地１
千葉県千葉市中央区新町17-12初芝ビル5

階
通所介護 令和2年4月1日 令和2年2月25日

122 1273100139 社会福祉法人天祐会 理事長 髙橋進一 大佐和苑在宅介護サービス 千葉県富津市亀沢227-1
千葉県千葉市中央区新町17-12初芝ビル5

階
訪問介護 令和2年4月1日 令和元年12月11日

123 1273100147
社会福祉法人ミッドナイトミッションの

ぞみ会
理事長 木下宣世 特別養護老人ホーム望みの門紫苑荘 千葉県富津市富津617番地14 千葉県富津市川名1436 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月22日

124 1273100188
社会福祉法人ミッドナイトミッションの

ぞみ会
理事長 木下宣世 望みの門ホームヘルプサービス 千葉県富津市富津617-3 千葉県富津市川名1436 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年12月6日

125 1273100196
社会福祉法人ミッドナイトミッションの

ぞみ会
理事長 木下宣世 望みの門ショートステイサービス 千葉県富津市富津617-14 千葉県富津市川名1436 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月22日

126 1273200129 浦安市 市長 内田悦嗣 浦安市特別養護老人ホーム 千葉県浦安市高洲9-3-1 千葉県浦安市猫実1-1-1 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年12月16日

127 1273200129 浦安市 市長 内田悦嗣 浦安市特別養護老人ホーム 千葉県浦安市高洲9-3-1 千葉県浦安市猫実1-1-1 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年12月16日

128 1273200152 浦安市 市長 内田悦嗣 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 千葉県浦安市猫実1-2-5 千葉県浦安市猫実1-1-1 通所介護 令和2年4月1日 令和元年12月16日

129 1273200178 浦安市 市長 内田悦嗣 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 千葉県浦安市高洲9-3-1 千葉県浦安市猫実1-1-1 通所介護 令和2年4月1日 令和元年12月16日

130 1273201051 浦安市 市長 内田悦嗣
浦安市特別養護老人ホーム（ユニット

型）
千葉県浦安市高洲9-3-1 千葉県浦安市猫実1-1-1 短期入所生活介護

介護予防短期入所生

活介護
令和2年4月1日 令和元年12月16日

131 1273300051 社会福祉法人四街道市社会福祉協議会 会長 矢口廣見 社会福祉法人四街道市社会福祉協議会
千葉県四街道市鹿渡無番地  総合福祉セ

ンター1階

千葉県四街道市鹿渡無番地  総合福祉セ

ンター1階
訪問介護 令和2年4月1日 令和2年1月28日

132 1273300101 社会福祉法人勝曼会 理事長 大賀誠 特別養護老人ホームあすみの丘 千葉県四街道市大日1623番地1 千葉県四街道市大日1623番地1 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年12月12日



133 1273300150 社会福祉法人勝曼会 理事長 大賀誠 あすみの丘デイサービスセンター 千葉県四街道市大日1623番地１ 千葉県四街道市大日1623番地1 通所介護 令和2年4月1日 令和2年3月3日

134 1273300168 社会福祉法人勝曼会 理事長 大賀誠 あすみの丘ショートステイ 千葉県四街道市大日1623番地１ 千葉県四街道市大日1623番地1 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年12月12日

135 1273300564 医療法人社団暁会 理事長 前田清貴 のぞみ訪問リハビリテーション事業所 千葉県四街道市大日1685-10 千葉県四街道市大日1685-10
介護予防訪問リハビ

リテーション
令和2年4月1日 令和2年1月17日

136 1273301075 社会福祉法人勝曼会 理事長 大賀誠
あすみの丘ショートステイ（ユニット

型）
千葉県四街道市大日1623-1 千葉県四街道市大日1623番地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4月1日 令和元年12月12日

137 1273400109 社会福祉法人慈協会 理事長 遠山洋一 デイサービスセンターサニーヒル 千葉県袖ケ浦市久保田857-9 千葉県袖ケ浦市久保田857-9 通所介護 令和2年4月1日 令和元年12月6日

138 1273400117 社会福祉法人慈協会 理事長 遠山洋一 ショートステイサービスサニーヒル 千葉県袖ケ浦市久保田857-9 千葉県袖ケ浦市久保田857-9 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年12月6日

139 1273400158 社会福祉法人慈協会 理事長 遠山洋一 特別養護老人ホームサニーヒル 千葉県袖ケ浦市久保田857-9 千葉県袖ケ浦市久保田857-9 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年12月6日

140 1273500171 株式会社白松 代表取締役 中原亨 有料老人ホームアビタシオン白松 千葉県八街市文違301 千葉県八街市文違301
特定施設入居者生活

介護
令和2年4月1日 令和元年12月11日

141 1273500551 孫の手ワーク株式会社 代表取締役 小田中栄一 孫の手ワーク八街 千葉県八街市榎戸917-7 SKYビル1Ｆ 千葉県八街市榎戸917-7ＳＫＹビル1Ｆ 訪問介護 訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介

護
令和2年4月1日 令和元年12月12日

142 1273600161 西印旛農業協同組合 代表理事組合長 篠田隆
ＪＡ西印旛訪問介護サービス指定訪問介

護事業所
千葉県印西市大森3546-9 千葉県印西市西の原4-3 訪問介護 令和2年4月1日 令和元年12月9日

143 1273700037 社会福祉法人佰和会 理事長 野口佳春
短期入所生活介護施設関宿ナーシングビ

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 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年12月9日

144 1273700045 社会福祉法人佰和会 理事長 野口佳春
特別養護老人ホーム関宿ナーシングビ

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 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年12月9日

145 1274300035 社会福祉法人六親会 理事長 湯川保 プレーゲ本埜通所介護事業所 千葉県印西市笠神1620 千葉県印西市笠神字徒越1620-1 通所介護 令和2年4月1日 令和元年11月20日

146 1274300043 社会福祉法人六親会 理事長 湯川保 プレーゲ本埜短期入所生活介護事業所 千葉県印西市笠神1620 千葉県印西市笠神字徒越1620-1 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和元年11月20日

147 1274300050 社会福祉法人六親会 理事長 湯川保 特別養護老人ホームプレーゲ本埜 千葉県印西市笠神1620 千葉県印西市笠神字徒越1620-1 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和元年11月20日

148 1274800026 社会福祉法人国寿会 理事長 岩﨑勝彦 デイサービスセンター水都苑 千葉県香取市小見川字道の下676-2 千葉県香取市小見川字道の下676-2 通所介護 令和2年4月1日 令和元年12月9日

149 1274800034 社会福祉法人国寿会 理事長 岩﨑勝彦 ショートステイ水都苑 千葉県香取市小見川字道の下676-2 千葉県香取市小見川字道の下676-2 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月21日

150 1274800059 社会福祉法人国寿会 理事長 岩﨑勝彦 特別養護老人ホーム水都苑 千葉県香取市小見川字道の下676-2 千葉県香取市小見川字道の下676-2 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月21日

151 1275000014 社会福祉法人陽気会 理事長 佐藤雅弘 栗源デイサービスセンター 千葉県香取市岩部９４６－１ 千葉県香取市岩部946－1 通所介護 令和2年4月1日 令和2年2月21日



152 1275000030 社会福祉法人陽気会 理事長 佐藤雅弘 陽気会ホームヘルプサービス 千葉県香取市岩部946-1 千葉県香取市岩部946－1 訪問介護 令和2年4月1日 令和2年2月24日

153 1275800025 株式会社ふれあいサービスセンター 代表取締役 佐藤廣子 株式会社ふれあいサービスセンター 千葉県大網白里市柳橋736-13 千葉県大網白里市柳橋736-13 訪問介護 令和2年4月1日 令和2年1月27日

154 1275900015 株式会社チヤフルキョウエイ 代表取締役 篠﨑永雄 チヤフルキョウエイ事業所 千葉県山武郡九十九里町西野672-7 千葉県山武郡九十九里町西野672-7 福祉用具貸与 令和2年4月1日 令和2年1月23日

155 1275900031 社会福祉法人恵友会 理事長 髙宮憲夫 特別養護老人ホーム九十九里園 千葉県山武郡九十九里町粟生1532番1 千葉県山武郡九十九里町粟生1532番地1 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月28日

156 1275900049 社会福祉法人恵友会 理事長 髙宮憲夫 九十九里園デイサービスセンター 千葉県山武郡九十九里町粟生1532番１ 千葉県山武郡九十九里町粟生1532番地1 通所介護 令和2年4月1日 令和2年1月28日

157 1275900056 社会福祉法人恵友会 理事長 髙宮憲夫 短期入所施設九十九里園 千葉県山武郡九十九里町粟生1532番１ 千葉県山武郡九十九里町粟生1532番地1 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月28日

158 1276000021 社会福祉法人緑海会 理事長 若林良光 特別養護老人ホーム青松苑 千葉県山武市木戸848 千葉県山武市木戸848番地 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月21日

159 1276000021 社会福祉法人緑海会 理事長 若林良光 特別養護老人ホーム青松苑 千葉県山武市木戸848 千葉県山武市木戸848番地 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月21日

160 1276000047 山武郡市農業協同組合 代表理事組合長 小川芳夫 ＪＡ山武郡市訪問介護事業所 千葉県山武市和田375-2 千葉県山武市和田375-2 訪問介護 令和2年4月1日 令和2年1月24日

161 1276000070 医療法人社団鎮誠会 理事長 李笑求 姫島デイサービスセンター 千葉県山武市姫島270-1 千葉県東金市東岩崎2-26-14 通所介護 令和2年4月1日 令和2年2月17日

162 1276100029 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北総長寿苑 千葉県山武市木原814-1 千葉県山武市木原814-1 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月27日

163 1276100045 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北総長寿苑 千葉県山武市木原814-1 千葉県山武市木原814-1 通所介護 令和2年4月1日 令和2年1月27日

164 1276100052 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北総長寿苑 千葉県山武市木原814-1 千葉県山武市木原814-1 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月27日

165 1276200035 社会福祉法人みのりの村 理事長 秋葉美江 デイサービスセンター海 千葉県山武市蓮沼ニの5032番地 千葉県山武市蓮沼ニ5032番地 通所介護 令和2年4月1日 令和2年1月21日

166 1276500038 社会福祉法人徳栄会 理事長 髙根宏 ショートステイ芝山苑
千葉県山武郡芝山町山中字池ノ谷1337-

1

千葉県山武郡芝山町山中字池ノ谷1337-

1
短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月24日

167 1276500046 社会福祉法人徳栄会 理事長 髙根宏 特別養護老人ホーム芝山苑
千葉県山武郡芝山町山中字池ノ谷1337-

1

千葉県山武郡芝山町山中字池ノ谷1337-

1
介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月24日

168 1276600036 社会福祉法人児童愛護会 理事長 白井陽 デイサービスセンター一宮苑 千葉県長生郡一宮町一宮389 千葉県長生郡一宮町一宮389 通所介護 令和2年4月1日 令和2年1月23日

169 1276600044 社会福祉法人児童愛護会 理事長 白井陽 ショートステイサービス一宮苑 千葉県長生郡一宮町一宮389 千葉県長生郡一宮町一宮389 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月23日

170 1276600051 社会福祉法人児童愛護会 理事長 白井陽 特別養護老人ホーム一宮苑 千葉県長生郡一宮町一宮389 千葉県長生郡一宮町一宮389 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月23日



171 1276700026 社会福祉法人恵洋会 理事長 森川洋一 特別養護老人ホーム睦沢園 千葉県長生郡睦沢町川島1458-1 千葉県長生郡睦沢町川島1458-1 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月27日

172 1276700042 社会福祉法人恵洋会 理事長 森川洋一 睦沢園デイサービスセンター 千葉県長生郡睦沢町川島1458-1 千葉県長生郡睦沢町川島1458-1 通所介護 令和2年4月1日 令和2年1月22日

173 1276700059 社会福祉法人恵洋会 理事長 森川洋一 ショートステイサービス睦沢園 千葉県長生郡睦沢町川島1458-1 千葉県長生郡睦沢町川島1458-1 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月27日

174 1277100085 社会福祉法人共生会 理事長 増田美夫 デイサービスセンターびおとーぷ 千葉県長生郡長南町長南1471 千葉県長生郡長南町長南1471 通所介護 令和2年4月1日 令和2年1月24日

175 1277200018 大多喜町 大多喜町長 飯島勝美 大多喜町特別養護老人ホーム 千葉県夷隅郡大多喜町新丁173－2 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年3月12日

176 1277200018 大多喜町 大多喜町長 飯島勝美 大多喜町特別養護老人ホーム 千葉県夷隅郡大多喜町新丁173－2 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年3月12日

177 1277300024 いすみ農業協同組合 代表理事組合長 花﨑隆 ＪＡいすみ福祉センター訪問介護事業所 千葉県いすみ市能実295 千葉県いすみ市国府台1515-1 訪問介護 令和2年4月1日 令和2年1月22日

178 1277300040 社会福祉法人広寿会 理事長 小室昌弘 デイサービスいすみ苑 千葉県いすみ市能実字堰谷615 千葉県いすみ市能実字堰谷615番地 通所介護 令和2年4月1日 令和2年2月3日

179 1277300057 社会福祉法人広寿会 理事長 小室昌弘 ショートステイサービスいすみ苑 千葉県いすみ市能実字堰谷615 千葉県いすみ市能実字堰谷615番地 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年2月3日

180 1277300065 社会福祉法人広寿会 理事長 小室昌弘 特別養護老人ホームいすみ苑 千葉県いすみ市能実字堰谷615番地 千葉県いすみ市能実字堰谷615番地 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月31日

181 1277400022 社会福祉法人外房 理事長 北村もと江 デイサービスセンター外房 千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木796 千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木796 通所介護 令和2年4月1日 令和2年1月15日

182 1277400030 社会福祉法人外房 理事長 北村もと江 特別養護老人ホーム外房 千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木796 千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木796 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月15日

183 1277400030 社会福祉法人外房 理事長 北村もと江 特別養護老人ホーム外房 千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木796 千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木796 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月15日

184 1277500029 社会福祉法人徳寿会 理事長 小高伸太 シルバーガーデンデイサービスセンター
千葉県いすみ市新田若山深堀入会地9番

地

千葉県いすみ市新田若山深堀入会地9番

地
通所介護 令和2年4月1日 令和2年2月4日

185 1277500037 社会福祉法人徳寿会 理事長 小高伸太 特別養護老人ホームシルバーガーデン
千葉県いすみ市新田若山深堀入会地9番

地

千葉県いすみ市新田若山深堀入会地9番

地
短期入所生活介護

介護予防短期入所生

活介護
令和2年4月1日 令和2年2月4日

186 1277500037 社会福祉法人徳寿会 理事長 小高伸太 特別養護老人ホームシルバーガーデン
千葉県いすみ市新田若山深堀入会地9番

地

千葉県いすみ市新田若山深堀入会地9番

地
介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年2月4日

187 1277700033 社会福祉法人白寿会 理事長 鈴木陽一 特別養護老人ホームアイリスの里 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 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月22日

188 1277700033 社会福祉法人白寿会 理事長 鈴木陽一 特別養護老人ホームアイリスの里 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 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月22日

189 1277800072 社会福祉法人善憐会 理事長 小川雅司 特別養護老人ホーム「伏姫の郷」 千葉県南房総市平久里下字宮崎1129-2 千葉県香取市八本555-27 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月28日



190 1277800072 社会福祉法人善憐会 理事長 小川雅司 特別養護老人ホーム「伏姫の郷」 千葉県南房総市平久里下字宮崎1129-2 千葉県香取市八本555-27 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月28日

191 1277800080 社会福祉法人善憐会 理事長 小川雅司 デイサービスセンター「伏姫の郷」 千葉県南房総市平久里下字宮崎1129-2 千葉県香取市八本555-27 通所介護 令和2年4月1日 令和2年1月28日

192 1277900062 社会福祉法人天祐会 理事長 髙橋進一 鋸南苑デイサービスセンター 千葉県安房郡鋸南町保田854番地1
千葉県千葉市中央区新町17-12初芝ビル5

階
通所介護 令和2年4月1日 令和2年1月22日

193 1277900070 社会福祉法人天祐会 理事長 髙橋進一 特別養護老人ホーム鋸南苑 千葉県安房郡鋸南町保田854-1
千葉県千葉市中央区新町17-12初芝ビル5

階
短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月22日

194 1277900070 社会福祉法人天祐会 理事長 髙橋進一 特別養護老人ホーム鋸南苑 千葉県安房郡鋸南町保田854-1
千葉県千葉市中央区新町17-12初芝ビル5

階
介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月22日

195 1277900211 社会福祉法人天祐会 理事長 髙橋進一 特別養護老人ホーム鋸南苑（本館） 千葉県安房郡鋸南町保田854-1
千葉県千葉市中央区新町17-12初芝ビル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4月1日 令和2年1月22日

196 1277900211 社会福祉法人天祐会 理事長 髙橋進一 特別養護老人ホーム鋸南苑（本館） 千葉県安房郡鋸南町保田854-1
千葉県千葉市中央区新町17-12初芝ビル5

階
介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月22日

197 1278000045 社会福祉法人薄光会 理事長 栗原祥浩 三芳光陽園指定短期入所生活介護事業所 千葉県南房総市上堀280 千葉県富津市湊1070-3 短期入所生活介護 令和2年4月1日 令和2年1月24日

198 1278000060 社会福祉法人薄光会 理事長 栗原祥浩 特別養護老人ホーム三芳光陽園 千葉県南房総市上堀280 千葉県富津市湊1070-3 介護老人福祉施設 令和2年4月1日 令和2年1月24日

199 1278700057 社会福祉法人九十九里ホーム 理事長 井上峰夫 ケアサロン悠々 千葉県匝瑳市八日市場イ2804-3 千葉県匝瑳市飯倉21 通所介護 令和2年4月1日 令和2年1月28日

200 1274200094 医療法人社団昭桜会 代表 小笹啓子 桜台デイサービスセンター 千葉県白井市桜台2-7-3 千葉県白井市桜台2-7-2 通所介護 令和2年4月1日 令和2年3月1日


