
法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

受付時間

定員

生活費

入浴の種類

診断書の要・不要

職種名

生活相談員

計画作成担当

看護師

機能訓練指導

介護職

有

有 有

有

無

無

有

梶原　大輔 ０５６８－４７－１３００ 原　豊 ０５６８－４７－１３００

利　用　受　付 苦　情　受　付

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

サービス提供体制強化加算 Ⅲ

受付　窓口 苦情　窓口

口腔・栄養スクリーニング加算

退院・退所時連携加算

口腔衛生管理体制加算

介護職員処遇改善加算 Ⅰ サービス提供体制強化加算 Ⅲ

認知症専門ケア加算 無

夜間看護体制加算 介護職員処遇改善加算 Ⅰ

看取り介護加算 無 認知症専門ケア加算 無

サービス内容
介護サービス 介護予防サービス

個別機能訓練加算 個別機能訓練加算

医療機関連携加算 医療機関連携加算

Ⅰ

１　名 １　名 管理費 １０，１６０円

１４　名 １７　名 日用品費 実費

１　名 ０　名 自己負担費

３　名 １　名 事務費・生活費 ５４,５００～６７,５００円

常勤 非常勤 在宅酸素 可

１　名 ０　名 経管栄養 不可

短期利用   不可　介助入浴  

  要 （専用診断書：  有  ） バルーン留置 可

併設している他サービス 　居宅介護支援　・　ケアハウス

事業所内容
　８：３０～１７：３０

　１００　名

　４４，５００　円

　０５６８－４７－１８００

　http://www.shisuikai.or.jp

  komakidai@shisuikai.or.jp

　三輪　誠 管理者 　原　豊

〒４８５－０８０１ 　小牧市大字大山岩次２０８－７

　０５６８－４７－１３００

特定施設入居者生活介護

『　オーネスト小牧台　』
事業所情報 事業所番号 ２３７３８００５１１

　（福）紫水会

ＦАＸ番号

144



法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

受付時間

定員

食費

入浴の種類

診断書の要・不要

職種名

相談員

計画作成担当者

個別機能訓練指導員

看護師

介護職員

有 有

有 有

有

無

有

有

生川　郁恵 ０５６８－８６－３７１７ 佐々　尚樹 ０５６８－８６－３７１７

利　用　受　付 苦　情　受　付

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

サービス提供体制強化加算 無

受付　窓口 苦情　窓口

口腔・栄養スクリーニング加算

退院・退所時連携加算

口腔衛生管理体制加算

介護職員処遇改善加算 Ⅰ サービス提供体制強化加算 無

認知症専門ケア加算 無

夜間看護体制加算 介護職員処遇改善加算 Ⅰ

看取り介護加算 １ ・ ２ ・ ３ 認知症専門ケア加算 無

サービス内容
介護サービス 介護予防サービス

個別機能訓練加算 個別機能訓練加算

医療機関連携加算 医療機関連携加算

２　名 ３　名 管理費  ４７，２５０円(税込）

９　名 １１　名 オムツ代、電気代、日用品費 実費

１　名 ０　名 自己負担費

１　名 ０　名 居室料 ６８，２５０円～(税込）

常勤 非常勤 在宅酸素 可

１　名 ０　名 経管栄養 可

短期利用 不可　介助入浴  ・  機械浴  

  要 （専用診断書：  有　 ） バルーン留置 可

併設している他サービス 　訪問介護　・通所介護　・　福祉用具貸与　・　居宅介護支援

事業所内容
　８：３０～１７：３０

　５０　名

　５５，１２５円（税込）

　０５６８－８６－３７１８

　http://hanatabakaigo.ne.jp/

  asamiya@hanatabakaigo.ne,jp

　伊藤　嘉浩 管理者 　佐々　尚樹

〒４８６－０８０６ 　春日井市大手田酉町１－２－５

　０５６８－８６－３７１７

特定施設入居者生活介護

『　サントピア朝宮　』
事業所情報 事業所番号 ２３７２５０２５４８

　（株）介護センターはなたば

ＦАＸ番号

145



法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

受付時間

定員

食費

入浴の種類

診断書の要・不要

職種名

介護職員

看護職員

無

有 有

有

有

有

有

退院・退所時連携加算

口腔衛生管理体制加算

口腔・栄養スクリーニング加算

自己負担費

経管栄養

在宅酸素  不要

常勤 非常勤

１２　名

可

可

不可

特定施設入居者生活介護

『　そんぽの家　豊山　』
事業所情報 事業所番号 ２３７５２００９９１

　ＳＯＭＰＯケア（株）

〒４８０－０２０２ 　西春日井郡豊山町豊場志水３７

　０５６８－３９－２８８８ ＦАＸ番号 　０５６８－３９－２８８９

　http://www.sompocare.com/service/home/kaigo/H000215/

　鷲見　隆充 管理者 　平岡　達也

併設している他サービス

事業所内容
　９：００～１８：００

　５０　名

　３４，５００円（税抜）／月（３０日の場合）

バルーン留置 可　介助入浴  ・  機械浴 

短期利用

２　名

３　名 １　名              円(税込・税抜）

サービス内容

無

介護サービス 介護予防サービス

個別機能訓練加算 個別機能訓練加算

医療機関連携加算 医療機関連携加算

夜間看護体制加算 介護職員処遇改善加算 Ⅰ

看取り介護加算  有 認知症専門ケア加算 無

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

介護職員処遇改善加算 Ⅰ サービス提供体制強化加算 Ⅱ

認知症専門ケア加算 無

サービス提供体制強化加算 Ⅱ

受付　窓口 苦情　窓口

０５６８－３９－２８８８ お客様相談室 ０１２０－６５－１１９２

利　用　受　付 苦　情　受　付
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