
介護サービス事業所の計画位置づけに関する説明書 

株式会社ファーストステージは指定居宅介護支援の提供にあたり、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又

は特定のサービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中 立に行わなければならないこと等を踏まえ、訪問介護、通

所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」という）の居宅サービス計画への位置付けに関し事前に

説明し、同意を得るものとします。 

直近の期間 □前期（3月1日～8月末日） ☑後期（9月1日～2月末日） 

 

＜ファーストステージユーカリが丘＞ 

①上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における訪問介護等の各サービスの利用割合。 

 訪問介護 通所介護 福祉用具貸与 地域密着型通所介護 

割 合 ２７％ ３８％ ６６％ ２７％ 

②上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における、訪問介護等のサービス毎の、同一事業者によって提供さ

れたものの割合（上位3位まで）。 

 事業所名 割合 事業所名 割合 事業所名 割合 

訪問介護 ファーストステージユーカリ

が丘 

63％ 介護保険タクシーコアラ佐

倉 

16％ ママメイト佐倉ユーカリが丘 11％ 

通所介護 佐倉西ケアセンターそよ風 19％ ソルシアス佐倉デイリハ 10％ あずみ苑井野 10％ 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププライマリ

ー 

65％ オーケーサービス佐倉営

業所 

7％ 株式会社トーカイ千葉支店 5％ 

地域密着型通所介護 プライマリーキュア接骨

院デイサービスユーカリ

が丘アクティブ 

29％ リハココ 16％ プライマリーキュア接骨

院デイサービスユーカリ

が丘 

11％ 

 

＜ファーストステージ居宅介護支援センター＞ 

①上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における訪問介護等の各サービスの利用割合。 

 訪問介護 通所介護 福祉用具貸与 地域密着型通所介護 

割 合 37％ 32％ 72％ 32％ 

②上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における、訪問介護等のサービス毎の、同一事業者によって提供さ

れたものの割合（上位3位まで）。 

 事業所名 割合 事業所名 割合 事業所名 割合 

訪問介護 ﾌｧｰｽﾄｽﾃｰｼﾞ居宅介護支

援センター 

63 ％ ニチイケアセンター八千

代緑が丘 

7 ％ コアラ佐倉営業所 6 ％ 

通所介護 ニチイケアセンター八千代

緑が丘デイサービス 

19 ％ あずみ苑勝田台デイサー

ビス 

8 ％ 愛生苑デイサービスかがや

き 

7 ％ 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププライマリ 69 ％ ケアーズ福祉用具 9 ％ スペースケア佐倉営業所 8 ％ 

地域密着型通所介護 プライマリデイサービス八

千代緑が丘 
35 ％ プライマリデイサービス八

千代中央 
18 ％ デイサービス元気庵リハビ

リステーションB 
8 ％ 

 

 



＜ファーストステージ松戸＞ 

①上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における訪問介護等の各サービスの利用割合。 

 訪問介護 通所介護 福祉用具貸与 地域密着型通所介護 

割 合 24.6％ 28.7％ 34.2％ 12.4％ 

②上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における、訪問介護等のサービス毎の、同一事業者によって提供さ

れたものの割合（上位3位まで）。 

 事業所名 割合 事業所名 割合 事業所名 割合 

訪問介護 ファーストステージ松戸 61％ やさしい手八柱訪問介護

事業所 

6％ ココファン松戸五香 6％ 

通所介護 ケアパートナー五香 17％ あずみ苑グランデ常盤平 12％ まつのいリハビリデイサービ

ス 

12％ 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププライマリ

ー 

59％ 福祉用具レンタル事業所

ひぐらし 

21％ フランスベッド株式会社メデ

ィカル松戸営業所 

有限会社アルファメディカ

ル松戸営業所 

4％ 

地域密着型通所介護 リハビリデイサービスnagomi

松戸五香 
28％ ひまわりの丘 15％ さぼてんの花 10％ 

 

＜ファーストステージ稲毛＞ 

①上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における訪問介護等の各サービスの利用割合。 

 訪問介護 通所介護 福祉用具貸与 地域密着型通所介護 

割 合 47.3％ 33.4％ 48.8％ 35.3％ 

②上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における、訪問介護等のサービス毎の、同一事業者によって提供さ

れたものの割合（上位3位まで）。 

 事業所名 割合 事業所名 割合 事業所名 割合 

訪問介護 ファーストステージ稲毛 26.0％ アミカ花見川介護センタ

ー 

22.0％ グリーンケアプラザ 12.6％ 

通所介護 いなげケアセンターそよ風 19.8％ セイワ習志野デイサービ

スセンター 

10.3％ 畑町ケアセンターそよ風 9.4％ 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププライマ

リー 

55.4％ ライフケアタカサ千葉支店 14.1％ 生活クラブ風の村福祉用

具事業部 

10.3％ 

地域密着型通所介護 メディカルプライマリー

稲毛 

41.9％ アースサポート千葉 15.1％ デイサービス楽笑 10.7％ 

今後上記内容については、随時ホームページに公表いたします。http://www.1st-kaigo.jp/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.1st-kaigo.jp/


＜ファーストステージ習志野＞ 

①上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における訪問介護等の各サービスの利用割合。 

 訪問介護 通所介護 福祉用具貸与 地域密着型通所介護 

割 合 25％ 38％ 56％ 24％ 

②上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における、訪問介護等のサービス毎の、同一事業者によって提供さ

れたものの割合（上位3位まで）。 

 事業所名 割合 事業所名 割合 事業所名 割合 

訪問介護 ファーストステージ習

志野 

72％ エルケア津田沼ケアセンター 

ライフサポートかたつむり 

クローバーケアステーション習志

野 

アミカ花見川介護センター 

5％ ここあ訪問介護サービ

ス 

4％ 

通所介護 セイワ習志野デイサ

ービスセンター 

21％ Action+大久保店 12％ ケアパートナー八千代

台 

10％ 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププラ

イマリー 

60％ 株式会社シルバートップ 19％ レンティケアサービス習

志野 

7％ 

地域密着型通所介護 プライマリーキュア接

骨院デイサービス習

志野 

39％ だんらんの家津田沼 23％ コープみらい谷津町

デイサービスセンタ

ー 

11％ 

 

 

＜ファーストステージ船橋＞ 

①上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における訪問介護等の各サービスの利用割合。 

 訪問介護 通所介護 福祉用具貸与 地域密着型通所介護 

割 合 23％ 27％ 39％ 10％ 

②上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における、訪問介護等のサービス毎の、同一事業者によって提供さ

れたものの割合（上位3位まで）。 

 事業所名 割合 事業所名 割合 事業所名 割合 

訪問介護 ファーストステージ船橋 48％ 訪問介護事業所きずな 12％ コープみらい 9％ 

通所介護 ﾘﾊﾌﾟﾗｲﾄﾞ習志野台 26％ ケアパートナー飯山満 12％ あおぞらの里薬円台ﾃﾞｲｻｰ

ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ        癒し

のデイサービス船橋東 

10％ 

福祉用具貸与 総合福祉ｼｮｯﾌﾟﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ 48％ オーケーサービス船橋営

業所 

11％ スペースケア船橋営業所 7％ 

地域密着型通所介護 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽやすもり 27％ だんらんの家薬円台ﾃﾞｲｻ

ｰﾋﾞｽ 
18％ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽアシスト 16％ 

 

 

 



＜ファーストステージ鎌ヶ谷＞ 

①上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における訪問介護等の各サービスの利用割合。 

 訪問介護 通所介護 福祉用具貸与 地域密着型通所介護 

割 合 24％ 25％ 38％ 13％ 

②上記直近の期間において、作成した居宅サービス計画における、訪問介護等のサービス毎の、同一事業者によって提供さ

れたものの割合（上位3位まで）。 

 事業所名 割合 事業所名 割合 事業所名 割合 

訪問介護 ファーストステージ鎌ヶ谷 56％ Y.K.F介護サービス 18％ ニチイケアセンター鎌ヶ谷 7％ 

通所介護 新鎌ヶ谷ケアセンターそよ風 18％ あおぞらの里鎌ヶ谷デイ

サービスセンター 

10％ 鎌ヶ谷翔裕園デイサービス 8％ 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププライマリー 68％ ライフケアタカサ船橋支店 6％ シルバーとっぷ 6％ 

地域密着型通所介護 プライマリーデイサービス鎌ヶ

谷 
75％ デイサービスだんらんの家・

鎌ヶ谷・薬園台 
4％ デイサービスエイム鎌ヶ谷・

ランタナ 
4％ 

 


