
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 2022年 ☑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 ２９％ ４３％ ８１％ ２８％ 

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 

77％ 介護保険タクシーコアラ

佐倉 

17％ ママメイト佐倉ユーカリが丘 9％ 

通所介護 デイサービスセンターち

とせ 

 

 

17％ 癒しのデイサービス志津 

 

 

11％ ケアパートナー八千代台、 10％ 

ディサービスセンターさく

らの丘王子台倶楽部 

10％ 

デイサービスくつろぎの里 10％ 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププライ

マリー 

73％ オーケーサービス佐倉営

業所 

11％ スペースケア佐倉営業所 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 

31％ プライマリーキュア接骨院

デイサービスユーカリが丘 
14％ リハココ 9％ 

デイサービスセンター花園 14％ 

 

＜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 30％ 33％ 73％ 29％ 

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 

68％ コアラ佐倉 7％ ユーアイやちよ 5％ 

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 

18％ リハプライド八千代中央 9％ リハビリスタジオてぃー

だ 

8％ 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププライ

マリ 

73％ ケアーズ福祉用具 8％ スペースケア佐倉営業所 7％ 

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 
42％ プライマリデイサービス

八千代中央 
18％ デイサービス四季彩 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 43.5％ 21.4％ 51.2％ 25.6％ 

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 43％ ケアパートナー松戸  

ヘルパーステーション 

14％ ココファン松戸五香 10％ 

通所介護 ケアパートナー五香 21％ デイホームいきいき舎 

常盤平 

13％ あおぞらの里六高台  

デイサービスセンター 

12％ 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププライ

マリー 

51％ 福祉用具レンタル事業所

ひぐらし 

25％ 有限会社アルファメディ

カル 松戸営業所 

7％ 

地域密着型通所介護 リハビリデイサービス

nagomi松戸五香 
25％ まつのいデイサービス 23％ デイサービスセンター 

ひまわりの丘 
9％ 

 

＜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 48％ 21％ 48％ 23％ 

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 44％ Y.K.F訪問介護サービス 27% SOMPOケア千葉作草部 9.6% 

通所介護 いなげケアセンターそよ

風 

16％ ステップワン京葉 16% エクラシア稲毛 16% 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププライ

マリ- 

44% 株式会社シルバーとっぷ 21％ 株式会社タカサ千葉 10% 

 

地域密着型通所介護 メディカルプライマリ

ー稲毛 

48％ デイサービス 楽笑 15% リハビリデイサービス

いきいき天台 

7.5% 



＜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 28％ 36％ 59％ 22％ 

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 

60％ プライマルケア船橋 9％ さざんかケアサービス 8％ 

通所介護 リハプライド習志野台 12％ セイワ習志野デイサービ

スセンター        

習志野市立東部デイサー

ビスセンター 

9％ あおぞらの里薬円台デイ

サービスセンター 

7％ 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププライ

マリー 

60％ 株式会社シルバーとっぷ 15％ レンティケアサービス習

志野 

4％ 

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 
35％ コープみらい谷津町

デイサービス 

12％ だんらんの家デイサービ

ス習志野          

デイサービスアシスト 

10％ 

 

＜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 通所介護等 福祉用具貸与 

割 合 40％ 61％ 61％ 

 

 
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 

70％ ニチイケアセンター鎌ケ

谷 

6％ ぞうさん訪問介護ステー

ション,Grow、ホームグラ

ンド松ヶ丘 

5％ 

通所介護等 プライマリーデイサービ

ス鎌ヶ谷 

24％ 初富ケアセンターそよ風 9％ 白井ケアセンターそよ風 7％ 

福祉用具貸与 総合福祉ショッププライ

マリー 

75％ 株式会社ヤマシタ船橋営

業所 

8％ シルバーとっぷ 4％ 

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/

