
平成 29年度 第４回 市川市介護保険地域運営委員会 

 

日時：平成 30年２月２日(金) 

時間：14時 00分～15時 30分 

場所：市川市役所仮本庁舎 第４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）平成30年度事業計画について 

   ①介護給付適正化事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料なし】 

   ②地域密着型サービスの公募について・・・・・【資料２-②-１】【資料２-②-２】 

   ③地域包括支援センターについて・・・・・・・・・・・・・・・・【資料２-③】 

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

 

※資料２－③については当日差し替えとなります。 

 

 

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 ５月下旬（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

所在地

千葉市中央区春日2-20-1ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ西千葉春日902号

市川市本北方1-30-10ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙ市川七番館202号室

船橋市本中山1-18-7

船橋市夏見2-17-20

市川市稲越町482-16

市川市曽谷4-3-5-103

市川市中国分2-14-9 ボンドストリートI 202

〒272-0034

市川市市川1-13-32-401

市川市須和田1-23-4

12

2004年4月1日 真間

居宅介護支援 〒272-0825 047-375-3300

1270801093

生活クラブ風の村 介護ステーション市川

11

2000年5月1日 市川第二

居宅介護支援 047-322-2711

1270800491

有限会社 市川家政婦紹介所

10

2017年12月1日 国分

居宅介護支援 047-718-5966

1270805144

居宅介護支援事業所 ハートケア京葉

〒272-0835

9

2006年9月1日 真間

居宅介護支援 〒272-0832 047-374-8885

1270801960

京成ケアサービス曽谷

8

2010年4月1日 真間

居宅介護支援 〒272-0831 047-373-4011

1270802737

合同会社 ケアサポート紡ぐ

7

2014年8月1日 市川第一

居宅介護支援 〒273-0865 047-409-8565

1270906942

居宅支援事業所 ハナミズキ

6

2017年8月1日 菅野・須和田

居宅介護支援 〒273-0035 080-3315-4409

1270908351

すずめ

5

2002年7月1日 真間

居宅介護支援 〒272-0824 047-711-4022

1270800756

親愛

4

2002年7月1日 真間

居宅介護支援 〒272-0824 047-711-4022

1270800756

親愛

市川市菅野4-15-13

市川市菅野4-15-13

3

2000年3月1日 八幡

居宅介護支援 〒272-0015 047-393-6514

1270800434

2

2015年10月1日 行徳

居宅介護支援 〒272-0816 047-321-6122

1270804519

合同会社がんちゃんケアステーション

コミュニケア24市川おにだか居宅介護支援事業所

市川市鬼高1-6-2

資料1

1

2016年9月1日

居宅介護支援 〒260-0033 043-375-4238

1270104670

番号 サービスの種類 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

西千葉介護相談所 市川東部

〒



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

市川市南大町2-20-4 山室ハイツ103

市川市東菅野2-21-2 2F

浦安市富士見2-21-36

市川市行徳駅前1-5-13 一條ビル304号

市川市大洲4-10-21

24

23

22

21

20

19

18

17

2012年6月1日 市川東部

居宅介護支援 〒272-0032 047-318-2311

1270803412

ケアプランいちかわ

16

2017年8月1日 信篤・二俣

居宅介護支援 〒272-0133 047-711-1487

1270805102

15

2002年2月1日 行徳

居宅介護支援 〒279-0043 047-381-6521

コミュニケア24浦安ふじみ居宅介護事業所　（（株）リエイ）

ダイバーシティ行徳

14

2017年12月1日 国分

居宅介護支援 〒272-0823 047-316-0663

1270805136

13

2003年11月1日

居宅介護支援 〒272-0804 047-338-8255

1270800988

真間特定非営利活動法人 コミュニティ やすらぎ

ケアプラン音色

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



○第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成 27年度～平成 29年度）における 

地域密着型サービスの整備状況について 

 

上段：計画 下段：実績 

サービス種別 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 第６期合計 

地域密着型介護老人

福祉施設(定員 29 人

以下の特別養護老人

ホーム) 

１ヵ所・29 人 [１ヵ所] [１ヵ所] １ヵ所 

応募事業者なし 

(28年度へ積残し) 

応募事業者なし 

(29 年度へ積残し) 
応募事業者なし ０ヵ所 

小規模多機能型居

宅介護 

２ヵ所 ２ヵ所＋[２ヵ所] １ヵ所+[４ヵ所] ５ヵ所 

１事業者辞退 

応募事業者なし 

(28年度へ積残し) 

１事業者辞退 

応募事業者なし 

(29 年度へ積残し) 

応募事業者なし ０ヵ所 

認知症対応型共同

生活介護 

(グループホーム) 

２ヵ所 ２ヵ所＋[１ヵ所] １ヵ所+[１ヵ所] ５ヵ所 

愛・グループホーム 

市川北方町 

（㈱愛総合福祉） 

定員 27人 

 

他事業者辞退 

(１ヵ所積残し) 

愛・グループホーム幸 

（㈱愛総合福祉） 

定員 18人 

 

 

他事業者辞退 

(２ヵ所積残し) 

ミモザ市川国分

ミモザ(株) 

定員 18人 

 

 

 

 

３ヵ所 

認知症対応型通所

介護 

(デイサービス) 

２ヵ所   ２ヵ所 

南行徳ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

(1ヵ所積残し) 
 

里見デイサービス 

（㈱ケア・アクシス） 
２ヵ所 

地域密着型特定施設

入居者生活介護 

(定員 29人以下の有料

老人ホーム) 

１ヵ所・29 人 

― ― 

１ヵ所 

ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙｳﾞｨﾗ 2 番館 

（国分土地建物㈱） 
１ヵ所 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

２ヵ所 [２ヵ所] [１ヵ所] ２ヵ所 

応募事業者なし 

(28年度へ積残し) 

ジャパンケア市川八幡 

（㈱ジャパンケアサービス） 

 (１ヵ所積残し) 

応募事業者なし １ヵ所 

看護小規模多機能

型居宅介護 

１ヵ所 １ヵ所＋[１ヵ所] [２ヵ所] ２ヵ所 

事業者辞退 

(28年度へ積残し) 

応募事業者なし 

(29 年度へ積残し) 
応募事業者なし ０ヵ所 

※カッコ（[ ]）書きの数字は前年度からの積残し数 
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地域密着型サービス事業者の公募状況等について 

 
○地域密着型サービス事業者の公募結果について（平成 29 年度開設分） 

１ 公募概要について 

（１）公募期間 平成２９年８月２５日（金）から９月２７日（水）※再公募 

（２）募集内容 ・認知症対応型通所介護      （１ヵ所） 

        ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護（１ヵ所） 

         

（３）公募結果 

サービス種別 募集箇所数 応募者数 

認知症対応型通所介護 １ヵ所 １事業者 

   

（４）評価委員の会議等について 

  第１次審査：平成２９年１０月１６日（月） 

  第２次審査：平成２９年１０月２７日（金） 

  評価結果通知：平成２９年１１月 ７日（火） 

 

２ 指定候補事業者について 

・認知症対応型通所介護 

① 法 人 名 株式会社ケア・アクシス 

② 法人所在地 市川市国府台３丁目２番１６号 

③ 施設名称  里見デイサービス 

④ 設置予定場所 国府台３丁目２番１６号（西部圏域） 
 (日常生活圏域) 

⑤ 開設予定日 平成 30年２月 

 

○第 7 期計画における整備予定の地域密着型サービスについて（案） 

① 地域密着型介護老人福祉施設 

② 小規模多機能型居宅介護 

③ 認知症高齢者グループホーム 

④ 認知症対応型通所介護（デイサービス） 

⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

⑥ 看護小規模多機能型居宅介護 

 

○地域密着型サービス事業者の公募予定について（平成３０年度整備分） 

（１）公募時期 平成３０年４月～（予定） 

（２）募集内容 公募 

 

資料 2-②-2 



平成３０年度　地域包括支援センター事業計画（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）

　 　 　

事　業　名 事　業　内　容 事　業　計　画

　どのような支援が必要かを把握し、地域における ・総合相談

適切なサービス関連機関及び制度の利用に繋げる等の ・民生委員児童委員地区協議会への参加

支援を行う。 ・地域密着型サービス事業者による運営推進会議

・相談内容に応じた継続的・専門的な相談支援 　への参加

・地域包括支援のネットワークの構築 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に

・地域の社会資源の把握、高齢者の実態把握 　よる介護・医療連携推進会議への参加

　権利侵害を受けている。又は、受ける可能性が高いと ・市川市高齢者虐待防止に関する会議に出席

考えられる高齢者に対して、権利侵害の予防や対応を ・虐待防止研修会等の開催

専門的に行う。 ・消費者被害防止啓発活動

・高齢者虐待の防止及び対応 ・消費者生活センター等関係機関との連携

・消費者被害の防止及び対応 ・成年後見制度に関する相談及び研修会の開催に

・成年後見制度の活用の促進 　よる普及促進、パンフレットの活用

　個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的な ・自立支援に資するケアマネジメントの支援

ケアマネジメントを介護支援専門員が、実践することが ・主任介護支援専門員、介護支援専門員研修会の開催

できるよう、地域の基盤を整えると共に、個々の介護

支援専門員のサポートを行う。

・「地域ケア会議」の開催

・介護支援専門員を対象とした研修会の開催

・介護支援専門員からの個別相談

　要介護状態等になるおそれのある高齢者に対して、 　基本チェックリスト該当者や介護予防及び日常生活

適切な予防事業が提供されるよう本人やその他の状況に 支援を目的とした要支援認定者の訪問・通所サービスや

応じてケアプランの作成等の支援を行う。 生活支援サービス等が適切に実施されるように必要な

・第１号介護予防支援事業（６５才以上） 援助を行う。

・ケアマネジメントの実施

①在宅医療・介護連携推進事業 ・在宅医療・介護連携に関する会議・研修会

　地域の医療・介護関係者による会議の開催、在宅 ・リハビリ専門職との連携

医療・介護関係者の研修等を行い、在宅医療と介護

サービスを一体的に提供する体制の構築を促進する。

②生活支援体制整備事業 ・コミュニティワーカー(生活支援コーディネーター)

（５）市事業との連携 　地域の特性に応じた生活支援等サービスを整備 との連携

するための取り組みを行う。 ・地域ケアシステムに関連した会議へ出席

・自治会等の地域団体が主催する会議へ出席

③認知症総合支援事業

　 　専門職として認知症のある方やその疑いのある ・認知症の相談及び必要な支援

方に、自分らしく暮らし続けるための総合的な支援 ・認知症初期集中支援チームとの連携

及び地域とのネットワークの取り組みを行う。 ・認知症カフェへの支援

　認知症の早期発見・治療及び悪化防止のための ・家族介護予防教室の開催

支援を行う。 ・地域からの依頼による認知症サポーター養成

　講座の開催

（１）総合相談支援業務

（２）権利擁護業務

（３）包括的・継続的
　　　ケアマネジメント
　　　支援業務

                 　（高齢者サポートセンター）

（４）介護予防に係る
　　　ケアマネジメント
　　　業務

資料２－③ 
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