
番号 施設の種別 施設名 住所 活動内容 併設施設

1 特別養護老人ホーム 芙蓉園 幸田153 ①～⑥ -

2 特別養護老人ホーム マーシイヒル 根木内677-2 ③～⑦ デイサービス

3 特別養護老人ホーム 秋桜 栄町西3-1036-2 ①②③④⑥⑦ ※

4 特別養護老人ホーム 陽光苑 旭町2-238 ①～⑥ デイサービス、※

5 特別養護老人ホーム まんさくの里 八ケ崎2-15-1 ①④ デイサービス、※

6 特別養護老人ホーム あすなろ 金ケ作139-10 ①～⑦ ショートステイ

7 特別養護老人ホーム やわら木苑 金ケ作277 ①②④⑤ デイサービス

8 特別養護老人ホーム 明尽苑 金ケ作296-1 ①～⑦ ショートステイ、デイサービス

9 特別養護老人ホーム 松寿園 六高台2-19-2 ①～⑦ ショートステイ、デイサービス、※

10 特別養護老人ホーム ひまわりの丘 五香西5-19-8 ①～⑦ ショートステイ、デイサービス、※

11 特別養護老人ホーム 南花園 河原塚102-8 ①～⑦ デイサービス

12 特別養護老人ホーム 緑風園 和名ケ谷1484 ①④⑥ ショートステイ、※

13 特別養護老人ホーム 松戸愛光園 高塚新田128-8 ①～⑦ デイサービス

14 特別養護老人ホーム 松峰苑 高塚新田488-9 ①～⑦ ショートステイ、デイサービス

15 特別養護老人ホーム 松戸陽だまり館 幸田111 ①～⑥ ショートステイ、デイサービス

16 特別養護老人ホーム 第二南花園 紙敷1186-8 ①～⑦ ショートステイ

17 特別養護老人ホーム リバーサイド・ヴィラ 根木内149 ①～⑦ ショートステイ、小規模多機能

18 特別養護老人ホーム 親愛の丘 和名ケ谷1258-1 ①②④～⑦ ショートステイ、デイサービス、有料老人ホーム、※

19 特別養護老人ホーム なでしこ 中矢切259-1 ①～⑦ ショートステイ、※

20 特別養護老人ホーム プレミア東松戸 紙敷297-2 ①②④

21 介護老人保健施設 まつど徳洲苑 幸田180-1 ①～⑦ デイケア

22 介護老人保健施設 東京おりーぶ苑 金ケ作276-28 ①②④⑤⑥ デイケア

23 介護老人保健施設 千の星・松戸 串崎新田189-4 ①～⑦ デイケア

24 介護老人保健施設 梨香苑 高塚新田123-13 ②⑥ -

25 介護老人保健施設 あきやまの郷 高塚新田484-1 ①～⑦ デイケア

26 介護老人保健施設 エスポワール松戸 五香西4-26-10 ①～⑦ デイケア

27 介護老人保健施設 シルバーケア常盤平 五香西5-28 ①～⑥ デイケア

28 介護老人保健施設 シルバーケア松戸 串崎新田172-1 ①～⑦ デイケア

29 介護老人保健施設 偕楽園 西馬橋幸町23 ①～⑥ デイケア

30 介護老人保健施設 島村洗心苑 和名ヶ谷660 ①～⑤⑦⑧ -

31 デイケアセンター 恩田メディカルクリニックデイケア 馬橋1828 ①④ -

32 デイサービスセンター デイホームひなたぼっこ八ケ崎 八ケ崎3-38-25 ①～⑦ -

33 デイサービスセンター 愛デイサービスセンター 金ケ作98-4 ①～⑤ -

34 デイサービスセンター デイサービス　未来サポーターズ倶楽部 二十世紀が丘美野里町66 ①～⑦ -

35 デイサービスセンター 妙樹デイサービス 小山407-5 ③④⑤⑥ -

36 デイサービスセンター はるのリハトレセンター 根本139-1 ① -

37 デイサービスセンター あさひガーデンデイサービスセンター 栄町西3-1066 ①～⑦ -

介護支援ボランティア受入機関等一覧
活動内容 ① レクリエーション等の補助 ② 行事に関する手伝い（会場設営、模擬店、利用者の移動補助、芸能披露等）

③ 職員とともに行う散歩、外出、屋内移動における補助 ④ 話し相手、傾聴、朗読、囲碁、将棋等

⑤ お茶だし、食堂内での配膳 ・下膳等の補助 ⑥ 職員と共に行なう軽微かつ補助的な作業（ベッド周りの清掃、草取り、洗濯物の整理、リネン交換等）

⑦ 見守り ⑧ その他

※・・・高齢者関連施設入所者における介護支援ボランティア受入機関

令和3年2月26日現在
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38 デイサービスセンター グリーンウィズ 八ケ崎8-16-1 ①③④⑤⑥ -

39 デイサービスセンター デイサービス・センターあいあい松戸 松戸896-3 ①③④⑤⑥ -

40 デイサービスセンター ひぐらしのいえ 八ケ崎3-60-10 ①～⑦ -

41 デイサービスセンター りぼんくらぶ上本郷 松戸新田521 ①～④ -

42 デイサービスセンター ミントデイサービス 千駄堀1484-23 ①～⑥ -

43 デイサービスセンター デイサービス絆 久保平賀241-8 ①②④⑤⑥ -

44 デイサービスセンター デイサービスここね 中金杉2-15-1 ①②④⑤⑥⑦ -

45 デイサービスセンター デイサービス六実 六実3-20-12 ①～⑦ -

46 デイサービスセンター 松戸ナーシングヴィラそよ風 常盤平5-24-2 ①②④⑤⑥ -

47 デイケアセンター デイケアセンターさくら 和名ケ谷1424-22 ②④ -

48 デイサービスセンター 楽楽館 新松戸7-536-1 ①～⑥ -

49 デイサービスセンター 楽楽館2号館 新松戸5-200 ①～⑥ -

50 デイサービスセンター デイサービス　みらくる八ケ崎亭 八ケ崎7-34-16 ①③④⑤⑥⑦ -

51 デイサービスセンター イリーゼ常盤平デイサービスセンター 常盤平1-27-4 ①～⑥ -

52 デイサービスセンター 松戸デイサービスわらっ亭 六高台8-75-33 ②～⑦ -

53 デイサービスセンター デイサービスグリーン 小金原4-24－17 ①②④⑤⑥ -

54 デイサービスセンター デイサービス　わいわい豊夢小金 小金きよしヶ丘4-10-17 ①～⑦ -

55 デイサービスセンター デイサービスセンター　あすなろ 金ケ作138 ④⑤⑥ -

56 デイサービスセンター あずみ苑グランデ常盤平 金ケ作237-3 ②④ -

57 デイサービスセンター デイサービスセンター　秋桜ヴィレッジ 栄町西3-1045 ①～⑥ -

58 デイサービスセンター 松戸ケアセンターそよ風 八ケ崎4-31-1 ①④⑤ ショートステイ

59 デイサービスセンター むつきの家 五香6-14-5 ①③④ -

60 デイサービスセンター ニチイケアセンター稔台 稔台2-1-17 ①④ -

61 デイサービスセンター デイサービスふじ 馬橋3015 ② -

62 デイサービスセンター 秋桜ヴィレッジ大金平デイサービスセンター 大金平5-353-1 ①～⑥ -

63 デイサービスセンター デイサービス　あじさい 金ケ作203 ①～⑥ -

64 デイサービスセンター かがやきデイサービス松戸胡録台 胡録台115-1 ①～⑥ -

65 デイサービスセンター デイサービスおおまち 串崎新田158 ①～⑥ -

66 デイサービスセンター 生活クラブ風の村デイサービスセンター新松戸 新松戸6-32 ①～⑦ -

67 デイサービスセンター アイ・ハート機能回復センター 小金原8-29-15-1F ①～⑤ -

68 デイサービスセンター 秋桜ヴィレッジ古ヶ崎デイサービスセンター 古ヶ崎3-3294 ①～⑦ -

69 デイサービスセンター あずみ苑高塚新田 高塚新田350-5 ①～⑦ ショートステイ

70 デイサービスセンター デイホームひだまりハウス 日暮5-325 ①～⑦ -

71 デイサービスセンター ケアパートナー五香 五香7-44-5 ①～⑦ -

72 デイサービスセンター ルポゼ東松戸デイサービス 東松戸3-15-16 ➀④

73 デイサービスセンター SOMPOケア松戸北岡 金ケ作298-53 ➀～④

74 デイサービスセンター デイサービスセンター・なでしこ 馬橋1435-8 ①②④
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75 特定施設入居者生活介護 養護老人ホーム　親愛荘 和名ヶ谷1258-1 ②④ -

76 特定施設入居者生活介護 そんぽの家　松戸五香 五香3-25-4 ①②③④⑥ -

77 特定施設入居者生活介護 グレースメイト松戸 旭町1-193 ④ -

78 特定施設入居者生活介護 イリーゼまつど 日暮3-25-1 ①～⑥ -

79 特定施設入居者生活介護 あさひガーデン松戸 栄町西3-1066 ①～⑦ -

80 特定施設入居者生活介護 SOMPOケアラヴィーレ東松戸 東松戸3-15-10 ①～④⑥⑦⑧ ※入所者の活動のみ

81 特定施設入居者生活介護 グランドめいと北小金 殿平賀56-1 ④⑥

82 障害福祉サービス まつぼっくり 六実1-64 ② -

83 障害福祉サービス わかば園 金ケ作276-25 ①～③⑥ -

84 障害福祉サービス ここらぼまつさと 五香5-10-3 ④⑥ -

85 障害福祉サービス 小金わかば苑 東平賀655-2 ①～③⑥ -

86 障害福祉サービス 第2いぶきの広場 東平賀651 ①～⑥ -

87 障害福祉サービス ワーク・ライフまつさと 金ケ作276-29 ②③⑥ -

88 障害福祉サービス いぶき療護園 五香5-10-4 ①～④⑥ -

89 障害福祉サービス いぶきの広場 五香5-10-4 ①～④⑥ -

90 障害福祉サービス 喜楽家 馬橋2986 ①～⑧ -

91 障害福祉サービス 第２喜楽家 小金原3-7-15 ①～⑧ -

92 障害福祉サービス 第二わかば園 五香5-10-1 ②⑥⑧

93 放課後児童クラブ 新松戸放課後児童クラブ 新松戸6-301 ①③④⑦ -

94 放課後児童クラブ あかしあ放課後児童クラブ 小金1180 ①③④⑦ -

95 放課後児童クラブ ひまわり放課後児童クラブ 六高台4-131 ①③④⑦ -

96 放課後児童クラブ 幸谷放課後児童クラブ 幸谷212-8 ①③④⑦ -

97 放課後児童クラブ 小金放課後児童クラブ 小金355 ①③④⑦ -

98 放課後児童クラブ 栗っ子放課後児童クラブ 小金原7-16 ①③④⑦ -

99 放課後児童クラブ 松飛台放課後児童クラブ 五香西4-22-1 ①③④⑦ -
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