
事業所名 備考

1 ニチイケアセンター八日市場

2 居宅介護支援事業所すずらん

3 九十九里ホーム居宅介護支援事業所

4 九十九里ホーム山田居宅介護支援事業所

5 在宅介護支援センター太陽の家

6 匝瑳市社会福祉協議会

7 ケアスタッフ八日市場

8 楽天堂居宅介護支援事業所　匝瑳

9 居宅介護支援センター花園

10 ケアプラン彩雲

11 居宅介護支援センター　ウノザワ

12 やすらぎ園在宅介護支援センター

13 やすらぎ園在宅介護支援センターひかた

14 ヤックスケアセンター旭

15 ケアプランみぎわ

16 JAちばみどり居宅介護支援事業所

17 あいの樹支援センター

18 居宅介護支援センターこすも

19 指定居宅介護支援事業所ゆうゆう

20 第二松丘園居宅介護支援事業所

21 横芝光町社会福祉協議会居宅介護支援事業所

22 総合ケアサービス

23 居宅介護支援センターおたがいさま

24 多古特別養護老人ホームケアプランセンター

25 居宅介護支援事業所トマト

26 ヒバリ相談支援事業所

27 ケアプランアシスト

28 光楽園居宅介護支援センター

29 ケアプランのさか

30 ケアプランセンターあいの手

介護予防給付ケアマネジメント業務委託事業所（案）
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事業所名 備考

31 介護センター希望の里

32 ケアプランふくろう

33 アースサポート旭

34 ロザリオ高齢者支援センター

35 印旛居宅介護支援事業所　ほがらか

36 居宅介護支援事業所　あじさい

37 一宮居宅介護支援事業所

38 指定居宅介護支援事業所　こ～じ

39 居宅介護支援事業所　アウル

40 匝瑳市介護支援事業所　つばき

41 たなべ在宅支援センター

42 ケアスタッフ旭

43 楽天堂居宅介護支援事業所　成田

44 居宅介護支援事業所　木もれびの家

45 楽天堂居宅介護支援事業所　旭 新規（詳細事項参照）

46 あすみの丘　在宅介護支援センター 新規（詳細事項参照）

47 中郷記念館　介護相談センター 新規（詳細事項参照）

48 愛　居宅介護支援事業所 新規（詳細事項参照）

49 オルタロングワン居宅介護支援事業所 新規（詳細事項参照）

50 プリーズ東庄 新規（詳細事項参照）
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介護予防給付ケアマネジメント業務委託事業所 新規（案）

〒

〒

サービス提供地域 ・旭市　・銚子市　・匝瑳市・香取市

サービス提供日時 月～金　9：00～17：00

定休日 土・日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

人員（資格）
・介護支援専門員５名
（うち主任介護支援専門員１名、介護福祉士３名）

併設事業所の
介護サービス

・楽天堂訪問看護ステーション
（ほか居宅介護支援事業所６、訪問介護事業所９、通所介護事業所９、地域
密着２事業所）

電話番号 0479-63-5122 ＦＡＸ番号 0479-85-8105

メールアドレス info@rakutendo.net

管理者名 山口　弘子 苦情担当者 山口　弘子

所在地 289-2511 千葉県旭市イ1662-4

法人の名称 株式会社　楽天堂

サービス 事業所番号 1275500062

名称 楽天
ラクテン

堂
ドウ

居宅
キョタク

介護
カイゴ

支援
シエン

事業所
ジギョウショ

　旭
アサヒ

居宅介護支援

サービス 居宅介護支援 事業所番号 1273300085

名称 あすみの丘
オカ

在宅
ザイタク

介護
カイゴ

支援
シエン

センター

所在地 284-0001 千葉県四街道市大日1623-1

法人の名称 社会福祉法人　勝曼会

管理者名 井戸 苦情担当者 井戸

電話番号 043-423-2477（直通） ＦＡＸ番号 043-421-5189

メールアドレス asuminooka@lime.ocn.ne.jp

人員（資格） ・介護支援専門員３名（うち介護福祉士２名）

併設事業所の
介護サービス

・特別養護老人ホーム　あすみの丘　　　・あすみの丘ショートステイ
・あすみの丘デイサービスセンター　　　・あすみの丘ヘルパーセンター
・ケアハウスろうたす

サービス提供地域 ・四街道市・千葉市・八千代市・佐倉市

サービス提供日時 無休　8：45～17：45　（緊急時電話対応体制あり）

定休日 なし

※遠隔地居住のサービス利用者委託先
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介護予防給付ケアマネジメント業務委託事業所 新規（案）

〒

〒

定休日 日・年末年始（12月30日～1月3日）

電話番号 0438-97-2721 ＦＡＸ番号 0438-97-2722

メールアドレス

名称

所在地

人員（資格）
・介護支援専門員４名
（うち主任介護支援専門員１名、介護福祉士３名）

併設事業所の
介護サービス

・障害者支援施設　木更津中郷丸　・特別養護老人ホーム中郷記念館
・ケアハウスかがやきの郷
・木更津市北部地域包括支援センター（業務委託）ほか

サービス 居宅介護支援 事業所番号

メールアドレス

サービス提供地域 ・香取市・匝瑳市・旭市・多古町・横芝光町

法人の名称

管理者名

電話番号 0478-79-8020

北﨑　順子 北﨑　順子

megumikyotaku@gmail.com

併設事業所の
介護サービス

サービス提供日時 月～金　8：00～17：00（サービス提供時間外連絡体制：有）

定休日 土・日

人員（資格） ・介護支援専門員１名

サービス

名称

千葉県木更津市井尻951

社会福祉法人　かずさ萬燈会

サービス提供地域 ・木更津市・袖ヶ浦市

サービス提供日時 月～土、祝日　8：30～17：30

所在地

法人の名称

管理者名

苦情担当者

居宅介護支援 事業所番号 1271100065

中郷
ナカゴウ

記念
キネン

館
カン

　介護
カイゴ

相談
ソウダン

センター

292-0026

仲居　亜利砂 苦情担当者 仲居　亜利砂

1278900541

愛
メグミ

　居宅
キョタク

介護
カイゴ

支援
シエン

事業所
ジギョウショ

289-0424 香取市新里1182-10

株式会社　はな

ＦＡＸ番号 0478-79-8021

※遠隔地居住のサービス利用者委託先
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介護予防給付ケアマネジメント業務委託事業所 新規（案）

〒

〒

株式会社　オルタ

名称

電話番号 0479-85-7755 ＦＡＸ番号 0479-74-7855

メールアドレス

所在地

法人の名称

管理者名

289-3183 千葉県匝瑳市新堀1464-123

サービス提供地域 ・匝瑳市・横芝光町・芝山町

サービス提供日時 月～土　9：00～17：00

定休日 日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

名称

所在地

プリーズ東庄
トウノショウ

289-0601 香取郡東庄町笹川い4713-119

人員（資格） ・主任介護支援専門員１名

併設事業所の
介護サービス

・オルタケア（訪問介護）

サービス

サービス提供地域
（千葉県）・香取郡・香取市・銚子市・旭市・匝瑳市・横芝光町
（茨城県）・神栖市・鹿嶋市・潮来市

法人の名称

管理者名

電話番号 0478-79-0753 ＦＡＸ番号 0478-79-0752

株式会社　プリーズ

伊藤　典寿

併設事業所の
介護サービス

・福祉用具貸与、販売　・住宅改修

サービス提供日時 平日9：00～18：00

定休日 土・日・祝日・年末年始（12月30日～1月3日）

人員（資格） ・介護支援専門員1名（うち介護福祉士1名）

メールアドレス

事業所番号 1278700222

オルタロングワン居宅
キョタク

介護
カイゴ

支援
シエン

事業所
ジギョウショ

info@please-1222.com

小川　俊惠 苦情担当者 小川　俊惠

olter.longone@dune.ocn.ne.jp

居宅介護支援 事業所番号 1275300182

苦情担当者

サービス 居宅介護支援
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