
平成２９年度 第２回 市川市介護保険地域運営委員会 

 

 日時：平成２９年 ８月３１日(木) 

 時間：１４時００分～１５時３０分 

場所：市川市役所仮本庁舎 第１委員会室 

 

 

会  議  次  第 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題 

（１）予防給付ケアマネジメント業務委託の追加事業者について 【資料１】 

（２）介護給付適正化事業報告について            【資料２】 

 (３) 地域密着型サービス事業所の指定及び指定更新について  【資料３】 

 

 

※資料３については、当日配布となります。 

 

 

３ 閉会 
 

 

議題のうち（３）については、非公開となります。 

 

 

※次回の開催日 平成２９年１１月中旬～下旬(予定) 



予防給付ケアマネジメント業務委託の追加事業者について

事業所・施設の名称

市川市南大野１－３５－１５－１０１

市川市関ヶ島１３－３第二牧野ビル101号

市川市平田２－６－１

市川市南大野３－１４－３　３階

市川市大町５３７番地

市川市北方２－１２－５　北郵ビル２Ｆ

市川市奉免町59番２

八千代市八千代台西８－１５－７

市川市大和田３－２５－８

東京都千代田区西神田１－４－５

〒272-0033

市川市市川南３－１４－１６　市川パークハウスＢ棟1階

市川市新井3-8-19

12

2015年5月1日 南行徳第一

居宅介護支援 〒272-0144 047-727-9616

1270804352

居宅介護支援事業所パレット市川

11

2015年10月1日 市川東部

居宅介護支援 047-323-6002

1270804527

在宅コーディネート市川

10

2006年4月1日 市川東部

居宅介護支援 03-3392-1831

1270804758

株式会社　東光シーズガーデン

〒101-0065

9

2011年5月1日 菅野・須和田

居宅介護支援 〒272-002５ 047-711-1861

1270803073

株式会社　りぼんケア

8

2017年4月1日 行徳

居宅介護支援 〒276-0034 047-406-3177

1272602978

セアプランセンター　オガール八千代台

7

2001年6月1日 曽谷

居宅介護支援 〒272-0803 047-303-8222

1252780039

介護老人保健施設　ハートケア市川

6

2010年10月1日 宮久保・下貝塚

居宅介護支援 〒272-0815 047-302-3412

1270802943

ニチイケアセンター北方

5

1999年9月1日 市川東部

居宅介護支援 〒272-0801 047-337-6565

1270800046

市川あさひ荘ケアセンター

4

2016年10月1日 市川東部

居宅介護支援 〒272-0804 047-711-9311

1270804915

あくあ居宅介護支援事業所

3

2004年3月1日 国分

居宅介護支援 〒272-0031 047-325-7030

1270801051

2

2016年1月1日 南行徳第一

居宅介護支援 〒272-0105 047-702-5610

1270804592

ケアプラン　のんびり

はあとふる・ほのか

資料1

1

2012年12月1日

居宅介護支援 〒272-0804 047-711-7293

1270803545

番号 サービスの種類
所在地

連絡先

事業者番号

事業指定年月日 高齢者サポートセンター名

ケアプランニング 曽谷



予防給付ケアマネジメント業務委託の追加事業者について

事業所・施設の名称

市川市国府台5-25-4

市川市須和田1-23-4

市川市市川南3-14-16市川パークハウスＢ棟1階

船橋市二子町610

船橋市二子町610

市川市東菅野1-16-16

葛飾区立石7-3-12

市川市曽谷3‐6‐11

松戸市高塚新田128‐8

船橋市二子町610

市川市行徳駅前2‐25‐6鈴木ﾋﾞﾙ１Ｆ

市川市南大野3‐14‐3　3階

24

2016年10月1日 国分

居宅介護支援 〒272‐0804 047‐711‐9311

1270804915

あくあ居宅介護支援事業所

23

2013年8月1日 南行徳第二

居宅介護支援 〒272‐0133 047‐318‐2859

1270803909

ケアプランセンターフォレスト行徳

22

2014年4月1日 市川第二

居宅介護支援 〒273-0034 047-302-2760

1270906827

学研ココファン西船橋

21

2004年4月1日 大柏

居宅介護支援 〒270‐2222 047‐330‐8161

1271202051

松戸愛光園　ケアプランセンター

20

2013年6月1日 大柏

居宅介護支援 〒272-0832 047‐393‐8012

1270803784

えんじょいケアサポート

19

2016年12月1日 市川第二

居宅介護支援 〒124-0012 03-5654-9531

1372207611

ツルガ・立石店

18

2013年5月1日 信篤・二俣

居宅介護支援 〒272-0823 047-315-5301

1270803719

心ほっとケアサービス株式会社

17

2014年4月1日 市川東部

居宅介護支援 〒273-0034 047-302-2760

1270906827

学研ココファン西船橋

16

2014年4月1日 信篤・二俣

居宅介護支援 〒273-0034 047-302-2760

1270906827

15

2015年10月1日 国分

居宅介護支援 〒272-0033 047-323-6002

1270804527

在宅コーディネート市川

学研ココファン西船橋

14

2004年4月1日 国分

居宅介護支援 〒272-0825 047-375-3300

1270801093

13

2002年8月1日

居宅介護支援 〒272-0827 047-373-6539

1270800798

真間国府台ケアセンター

生活クラブ風の村 介護ステーション市川

番号 サービスの種類
所在地

連絡先

事業者番号

事業指定年月日 高齢者サポートセンター名



予防給付ケアマネジメント業務委託の追加事業者について

事業所・施設の名称

船橋市二子町６１０

市川市行徳駅前1‐5‐13一條ﾋﾞﾙ304号室

市川市稲越町482‐16

岐阜県本巣郡北方町柱本白坪２丁目３番地

市川市北方2－12－5北郵ビル2階

市川市南大野3‐14‐3　3階

市川市中国分2－11－6

市川市若宮3－31－5

神奈川県大和市南林間1－13－26

市川市行徳駅前1‐5‐13一條ﾋﾞﾙ304号室

船橋市本中山1－18－7

船橋市本中山1－18－7

35

すずめ 2017年7月12日 行徳

居宅介護支援 〒272-0035 070-3824-3610

1270908351

36

すずめ 2017年7月12日 南行徳第二

居宅介護支援 〒272-0035 070-3824-3610

1270908351

33

居宅支援ゆこす 2016年4月1日 信篤・二俣

居宅介護支援 〒242-0006 046-240-0652

1473002689

34

ダイバーシティ行徳 2017年8月1日 行徳

居宅介護支援 〒272-0133 047-711-1487

1270805102

31

ケアプラン　すみれ 2007年2月1日 大柏

居宅介護支援 〒272-0835

1270802059

32

タカサケアサポート市川 2007年7月1日 大柏

居宅介護支援 〒272-0812 047-318-0311

1270802141

047‐372‐1193

29

ニチイケアセンター北方 2010年10月1日 大柏

居宅介護支援 〒272-0815 047-302-3412

1270802943

30

あくあ居宅介護支援事業所 2016年10月1日 大柏

居宅介護支援 〒272-0804

1270804915

047‐711‐9311

27

合同会社　ケアサポート　紡ぐ 2010年4月1日 八幡

居宅介護支援 〒272‐0831 047‐373‐4011

1270802737

28

社会福祉法人　和光会　ケアプランセンター北方 2014年6月1日 大柏

居宅介護支援 〒501-0444 058-320-4165

2170700641

2014年4月1日 行徳

居宅介護支援 〒273‐0034 047‐302‐2760

1270906827

26

ダイバーシティ行徳 2017年8月1日 南行徳第二

居宅介護支援 〒272‐0133 047‐711‐1487

1270805102

番号

事業指定年月日 高齢者サポートセンター名

サービスの種類
所在地

連絡先

事業者番号

25

学研ココファン西船橋



　

   ①平成28年4月　県主催による認定調査員新規研修を実施

②平成28年5月　県主催による認定調査員新規研修を実施

③平成29年2月　市主催による認定調査員研修会を実施

④平成29年2月　県主催による認定調査員現任研修を実施

⑤平成29年3月　県主催による認定調査員新規研修を実施

①平成28年4月　県主催による認定審査会委員の新任研修を実施

②平成29年2月　県主催による認定審査会委員の現任研修を実施

③平成29年3月　県主催による認定審査会委員の新任研修を実施

④平成29年3月　市主催による認定審査会合議体の正副長研修を実施

・福祉用具貸与の例外給付対象者についての確認　　９８件

・「自立支援」につながる適切なケアプランとなっているかについての確認　　４８件

・工事前後の2回、申請受付を行い日付入り写真により適正工事であるかを全件確認

１，１９７　件

・工事着工前に実地調査を実施　  ４件

・福祉用具貸与訪問調査を実施　　３件

124,253円

23件

　国保連合会介護給付適正化システムを活用し、居宅介護支援事業者より給付管理票の提出
あり、サービス事業者からの請求のないものの確認を行う。

12件

　　平成２８年度　介護給付適正化事業報告について 資料 2

要介護認定の適正化

ケアマネジメント等の適正化

サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化

１．要介護認定調査の体制強化

403,859円

１．ケアプランの点検

２．住宅改修等の点検

１．医療情報との突合

　国保連合会介護給付適正化ｼｽﾃﾑを活用し、入院情報と介護保険の給付情報を突合し、二重
請求の有無の点検を行う。

２．縦覧点検

２．認定審査会における適正な審査判定の徹底

調査件数 返還件数 返戻金合計

124件

調査件数 返還件数 返戻金合計

159件



３．縦覧審査結果通知書

49,531件

46件 18件 47,606円

対象サービス月

平成28年1月～3月

発送件数

合　　　　　　　計

平成28年7月～9月 12,576件

対象サービス月

　年４回発送し、介護サービスの適正な利用の実施に努める。

４．介護給付費通知

　国保連合会が県の補助を受け点検等を行い、その結果を市町村に通知し、市町村から事業
所に最終確認の連絡をする。初回加算、短期入所連続入所30日超え、退所時の加算制限等。

審査件数 過誤申立件数

発送件数

12,201件

返戻金合計

平成28年4月～6月 12,117件 平成28年10月～12月 12,637件
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