
法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

法人代表者

◆サービスのご利用に際して
※訪問・通い・泊まりのいずれかのサービスを利用するには、事前に当事業所に登録していただく　

健康診断書

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

天野　伸一 ０５６８－５４－３０３７ 天野　伸一 ０５６８－５４－３０３７

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

介護職員処遇改善加算 Ⅰ

総合ケアマネジメント加算 有

科学的介護推進体制加算

看取り連携体制加算 有

介護職員等特定処遇改善加算

初期加算 有 総合ケアマネジメント加算 有

介護職員等特定処遇改善加算

訪問体制強化加算 有 初期加算

サービス提供体制強化加算 無 サービス提供体制強化加算

看護職員配置加算 Ⅰ

無

認知症加算 Ⅰ　・　Ⅱ 介護職員処遇改善加算

夕食 ６００　円（税込）／食

サービス内容
介護サービス 介護予防サービス

昼食 ６００　円（税込）／食 おむつ代 ２０～１２０円（税込）／枚

介護保険以外の利用料金

朝食 ３００　円（税込）／食 宿泊費 ２，９００円（税込）／日

　ことが必要です。　　登録定員数　２９　名（定員：通い　１５名、泊り　９名）

　また、ケアプランについては、当事業所のケアマネジャーが作成いたします。

　　要  　（　専用診断書： 　 有　　）

入浴方法 　介助浴　・　車いす浴　

　松前　裕己 管理者 　天野　伸一

併設している他サービス

事業所内容

〒４８５－００６９ 　小牧市藤島町梵天１５１番地

　０５６８－５４－３０３７ ＦАＸ番号 　０５６８－５４－３０３８

  http://www.aireikai.jp Eﾒｰﾙ   krn-fujishima@aireikai.jp

小規模多機能型居宅介護

　　『　花梨ふじしま　』

事業所情報 事業所番号 ２３９３８０００８７

　（医）愛礼会

Ⅱ

有

Ⅰ

Ⅱ

有

科学的介護推進体制加算 有
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

法人代表者

◆サービスのご利用に際して
※訪問・通い・泊まりのいずれかのサービスを利用するには、事前に当事業所に登録していただく　

健康診断書

小規模多機能型居宅介護

　『　花梨ままはら　』

事業所情報 事業所番号 ２３９３８００１２９

　（医）愛礼会

事業所内容

〒４８５－００１６ 　小牧市間々原新田字間々池９３１番地１

　０５６８－７１－００６１ ＦАＸ番号 　０５６８－７１－００６２

  http://www.aireikai.jp Eﾒｰﾙ   krn-mamahara@aireikai.jp

　ことが必要です。　　登録定員数　２９　名（定員：通い １５ 名、泊り ９ 名）

　また、ケアプランについては、当事業所のケアマネジャーが作成いたします。

　　要  　（　専用診断書： 　 有　　）

入浴方法 　介助浴　・　車いす浴　　・　その他（　個浴　）

　松前　裕己 管理者 　遠藤　恵子

併設している他サービス

介護保険以外の利用料金

朝食 ３００円（税込）／食 紙おむつ １２０円（税込）／枚

昼食 ６００円（税込）／食 尿とりパット ２０円／枚

夕食 ６００円（税込）／食 リハビリパンツ（大） ４０円／枚

宿泊費 ２，９００円／日 レクリエーション等 別途

サービス内容
介護サービス 介護予防サービス

サービス提供体制強化加算 無 サービス提供体制強化加算 無

認知症加算 Ⅰ　・　Ⅱ 介護職員処遇改善加算

看護職員配置加算 Ⅰ　・　Ⅱ　・　無 介護職員等特定処遇改善加算

訪問体制強化加算 有 初期加算

看取り連携体制加算 有

初期加算 有 総合ケアマネジメント加算

有

遠藤　恵子 ０５６８－７１－００６１ 遠藤　恵子 ０５６８－７１－００６１

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

科学的介護推進体制加算

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　

総合ケアマネジメント加算 有

介護職員等特定処遇改善加算 Ⅱ

有

Ⅰ

Ⅱ

有

科学的介護推進体制加算 有
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

法人代表者

◆サービスのご利用に際して
※訪問・通い・泊まりのいずれかのサービスを利用するには、事前に当事業所に登録していただく　

健康診断書

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

栗木　朋子 ０５６８－７９－０８８０ 栗木　朋子 ０５６８－７９－０８８０

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

総合ケアマネジメント加算 有

看取り連携体制加算 無

初期加算 有 総合ケアマネジメント加算

介護職員処遇改善加算 Ⅰ

訪問体制強化加算 無 初期加算 有

認知症加算 Ⅰ 介護職員処遇改善加算 Ⅰ

看護職員配置加算 Ⅱ 介護職員等特定処遇改善加算

サービス内容
介護サービス 介護予防サービス

サービス提供体制強化加算 Ⅰ サービス提供体制強化加算 Ⅰ

朝食 ３５０円（税込）／食 夕食 ５２０円（税込）／食

昼食 ５７５円（税込）／食 泊り ２，５００円（税込）／泊

入浴方法 　その他（　リフト浴　）

介護保険以外の利用料金

併設している他サービス 　

事業所内容

　ことが必要です。　　登録定員数　２９　名（定員：通い １５ 名、泊り ８ 名）

　また、ケアプランについては、当事業所のケアマネジャーが作成いたします。

　　不要

ＦАＸ番号 　０５６８－７９－０８７７

 genki-kotobukikai.jp/kigokoronoie/ Eﾒｰﾙ 　kigokoro@genki-kotobukikai.jp

　川崎　幸子 管理者 　鈴木　信隆

科学的介護推進体制加算

小規模多機能型居宅介護

『　幸の郷小規模多機能ホーム気ごころの家　』

事業所情報 事業所番号 ２３９３８００１６０

　（福）元気寿会

〒４８５－０８２２ 　小牧市大字上末字東山３６７５－２

　０５６８－７９－０８８０

介護職員等特定処遇改善加算 Ⅰ

無

Ⅰ

有

科学的介護推進体制加算 無
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

法人代表者

◆サービスのご利用に際して
※訪問・通い・泊まりのいずれかのサービスを利用するには、事前に当事業所に登録していただく　

健康診断書

中内　貴司 ０５６８－４３－２３２２ 中内　貴司 ０５６８－４３－２３２２

利　用　受　付 苦　情　受　付

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

看取り連携体制加算 有

受付　窓口 苦情　窓口

無

介護職員処遇改善加算 Ⅰ 科学的介護推進体制加算 無

総合ケアマネジメント加算 有

介護職員等特定処遇改善加算 Ⅱ

総合ケアマネジメント加算 有初期加算 有

有

看護職員配置加算 Ⅰ

訪問体制強化加算 無

夕食 ５６０円（税込）／食 パット ３０円（税込）／枚

サービス内容
介護サービス 介護予防サービス

昼食 ５６０円（税込）／食 リハビリパンツ １５０円（税込）／枚

おやつ ６０円（税込）／食 オムツ １１０円（税込）／枚

介護保険以外の利用料金

朝食 ３８０円（税込）／食 宿泊費 ２，６００円（税込）／泊

st_himawari@himawarikomaki.com

　ことが必要です。　　登録定員数　２９　名（定員：通い １５ 名、泊り ８ 名）

　また、ケアプランについては、当事業所のケアマネジャーが作成いたします。

　　不要

入浴方法 　介助浴　　・　寝台浴　

　小山田　剛 管理者 　中内　貴司

併設している他サービス

事業所内容

Ⅱ

初期加算

〒４８５－００４１ 　小牧市小牧一丁目１３５番地

　０５６８－４３－２３２２ ＦАＸ番号 　０５６８－４１－２１１８

　himawarikomaki.com Eﾒｰﾙ

小規模多機能型居宅介護

『　小規模多機能型居宅介護ひまわり　』

事業所情報 事業所番号 ２３９９８００１５２

　（有）Fuerteひまわり

サービス提供体制強化加算 Ⅲ

介護職員処遇改善加算 Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算

科学的介護推進体制加算

サービス提供体制強化加算 Ⅲ

認知症加算 Ⅰ　・　Ⅱ
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

法人代表者

◆サービスのご利用に際して
※訪問・通い・泊まりのいずれかのサービスを利用するには、事前に当事業所に登録していただく　

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

塚崎　真澄 ０５６８－７３－７６２０ 塚崎　真澄 ０５６８－７３－７６２０

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

介護職員処遇改善加算 Ⅰ

総合ケアマネジメント加算 有

看取り連携体制加算 有

介護職員等特定処遇改善加算 Ⅱ

初期加算 有 総合ケアマネジメント加算 有

看護職員配置加算 無 介護職員等特定処遇改善加算

訪問体制強化加算 有 初期加算

サービス提供体制強化加算 有 サービス提供体制強化加算 有

認知症加算 Ⅰ　・　Ⅱ 介護職員処遇改善加算

夕食 ５５０円（税込）／食

サービス内容
介護サービス 介護予防サービス

昼食 ５５０円（税込）／食 宿泊費 ２，８００円（税込）／泊

介護保険以外の利用料金

朝食 ３００円（税込）／食 おやつ １００円（税込）／食

　ことが必要です。　　登録定員数　２９　名（定員：通い　１８　名、泊り　８　名）

　また、ケアプランについては、当事業所のケアマネジャーが作成いたします。

健康診断書

入浴方法 　介助浴

　　要  　（　専用診断書： 　 有　　）

　代表取締役　北島　義且 管理者 　塚崎　真澄

併設している他サービス 　認知症対応型共同生活介護

事業所内容

　０５６８－７３－７６２０ ＦАＸ番号 　０５６８－７３－７６２１

  https://gh-cheerful.com/facility8/ Eﾒｰﾙ   cheerful-komaki@galaxy.ocn.ne.jp

科学的介護推進体制加算

科学的介護推進体制加算

小規模多機能型居宅介護

『　小規模多機能ホームよりそいの家　』

事業所情報 事業所番号 ２３９３８００２０２

　（株）サンケイ

〒４８５-００５７ 　小牧市小木西２丁目１７１番地

有

Ⅰ

Ⅱ

有

有
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

法人代表者

◆サービスのご利用に際して
※訪問・通い・泊まりのいずれかのサービスを利用するには、事前に当事業所に登録していただく　

健康診断書

小規模多機能型居宅介護

　『　ニチイケアセンター小牧　ニチイのやわらぎ　』

事業所情報 事業所番号 ２３９３８０００４６

　（株）ニチイ学館

〒４８５－０８３２ 　小牧市応時２－２１０

　０５６８－４３－２３８１ ＦАＸ番号 　０５６８－４３－２３８２

　www.nichiigakkan.co.jp Eﾒｰﾙ   hstｒ93@nichiigakkan.co.jp

　森　信介 管理者 　櫻井　佐知子　　

併設している他サービス 　訪問介護

事業所内容

　ことが必要です。　　登録定員数　２９　名（定員：通い １５ 名、泊り ５ 名）

　また、ケアプランについては、当事業所のケアマネジャーが作成いたします。

  不要

入浴方法 　介助浴　　・　寝台浴　

朝食代 ３，０４０円（税込）／泊

介護保険以外の利用料金

宿泊費

１１８円（税込）／食

夕食代

３４０円（税込）／食

昼食代 ５７０円（税込）／食

　　　　　円（税込・税抜）／５７０円（税込）／食

おやつ代

サービス内容
介護サービス 介護予防サービス

サービス提供体制強化加算 Ⅲ サービス提供体制強化加算 Ⅲ

認知症加算 Ⅰ　・　Ⅱ 介護職員処遇改善加算 Ⅰ

看護職員配置加算 無 介護職員等特定処遇改善加算

訪問体制強化加算 無 初期加算 有

看取り連携体制加算 無

初期加算 有

介護職員等特定処遇改善加算 Ⅱ

櫻井　佐知子 ０５６８－４３－２３８１ 櫻井　佐知子 ０５６８－４３－２３８１

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

科学的介護推進体制加算

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

総合ケアマネジメント加算 有

有

Ⅱ

有

科学的介護推進体制加算 有

総合ケアマネジメント加算
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

法人代表者

◆サービスのご利用に際して
※訪問・通い・泊まりのいずれかのサービスを利用するには、事前に当事業所に登録していただく　

健康診断書

大橋　 徹 ０５６８－５４－３７００ 井上　博章 ０５６８－５４－３７００

看取り連携体制加算

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

介護職員等特定処遇改善加算

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

科学的介護推進体制加算 有

介護職員処遇改善加算 Ⅰ

総合ケアマネジメント加算 有

初期加算 有

Ⅰ

看護職員配置加算 Ⅱ 介護職員等特定処遇改善加算

訪問体制強化加算 無 初期加算

サービス提供体制強化加算 Ⅰ サービス提供体制強化加算 Ⅰ

認知症加算 Ⅰ　・　Ⅱ 介護職員処遇改善加算 Ⅰ

夕食代 ６００円（税込）／食 洗濯代 ２００円（税込）／回

サービス内容
介護サービス 介護予防サービス

朝食代 ３５０円（税込）／食 尿とりパット代 ３０円（税込）／枚

昼食代 ６００円（税込）／食 おむつ代 １５０円（税込）／枚

介護保険以外の利用料金

宿泊費 ２，０００円（税込）／泊 おやつ代 １００円（税込）／回

　ことが必要です。　　登録定員数　２９　名（定員：通い　１８　名、泊り　８　名）

　また、ケアプランについては、当事業所のケアマネジャーが作成いたします。

　　要  　（　専用診断書： 　 有　　　）

入浴方法 　その他（　機械浴　）

　江口　利幸 管理者 　大橋　 徹

併設している他サービス

事業所内容

〒４８５－０００５

Ⅰ

　小牧市久保本町３３－６２

　０５６８－５４－３７００ ＦАＸ番号 　０５６８－５４－３７０１

Eﾒｰﾙ　http://nikkecare.com/   fureai-komaki@care-service.nikke.co.jp

小規模多機能型居宅介護

　『　ニッケふれあいセンター小牧　』

事業所情報 事業所番号 ２３９３８０００９５

　（株）ニッケ・ケアサービス

有

有

無

科学的介護推進体制加算

総合ケアマネジメント加算 有
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