
第４ 平成２９年度地域密着型サービス事業者の募集について（報告事項） 

 

１ 公募 

（１）認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

  ア 募集地域について 

    第６期介護保険事業計画における整備目標を基に、整備が進んでいる地域とそうでない地域とのバ

ランスを考慮し、募集します。 

   地域バランスについては、次の２点を参考にしています。 

    ①日常生活圏域ごとの施設整備数が、市全体の平均以下 

    ②「65歳以上の人口」に対する「グループホームの定員数」の割合が、市全体の平均以下 

 

イ 募集地域 

 ①市有地貸付（面積：１，２２５㎡）による募集地域 

  千葉市美浜区磯辺１－５９－２（美浜区第２圏域） 

 ②市有地貸付地以外 

〈募集地域の日常生活圏域別町名〉 

区 圏域 町名 

中央区 

第１圏域 
院内、春日、要町、汐見丘町、新千葉、椿森、道場北町、道場北、

登戸、東千葉、弁天、松波、祐光 

第５圏域 生実町、塩田町、新浜町、浜野町、南生実町、村田町 

稲毛区 第４圏域 穴川町、穴川、小仲台、轟町、弥生町 

若葉区 
第２圏域 都賀、都賀の台、西都賀、若松町、若松台 

第３圏域 貝塚町、貝塚、加曽利町、桜木、桜木北 

美浜区 
第１圏域 中瀬１丁目、ひび野１丁目、真砂、若葉 

第３圏域 稲毛海岸、高洲、高浜１～４丁目・７丁目 

 

ウ 募集数 

３事業所（６ユニット５４人分～９ユニット８１人分） 

※小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護の併設を条件とします。 

 

エ 公募スケジュール 

月 日 曜日 スケジュール 

5 12 金 
公募概要の公表 

公募申込み受付開始 

5 23 火 あんしんケアセンター等運営部会での説明 

5 26 金 公募申込み受付終了 

6月中旬 事業者説明会 

説明会翌日～ 質問受付 

7月初旬 Ｑ＆Ａ公表 

議題 ４    



公募申請書受付開始 

7月下旬 公募申請書提出締切 

8月～9月 審査・選定 

10月初旬 あんしんケアセンター等運営部会において報告及び意見聴取 

10月中旬～ 選定事業者の決定（通知、公表） 

 

 

 

（２）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

  ア 募集地域について 

   第６期介護保険事業計画における整備目標を基に、各区に２事業所ずつ整備されるように募集します。

そのため、すでに３事業所を整備している中央区、若葉区、２事業所を整備している緑区においては募

集しません。 

    

イ 募集地域 

〈募集地域の日常生活圏域別町名〉 

区 圏域 町名 

花見川区 ― 全域 

稲毛区 

第１圏域 
柏台 小中台町 小深町 山王町 長沼町 長沼原町 

宮野木町 六方町 

第３圏域 作草部町 作草部 千草台 天台町 天台 萩台町 

第４圏域 穴川町 穴川 小仲台 轟町 弥生町 

第５圏域 
稲丘町 稲毛 稲毛台町 稲毛町 稲毛東 黒砂 黒砂台 

緑町 

美浜区 

第１圏域 中瀬１丁目 ひび野１丁目 真砂 若葉 

第２圏域 
磯辺 打瀬 高浜５～６丁目 豊砂 中瀬２丁目 

浜田 ひび野２丁目 幕張西 美浜 

第３圏域 稲毛海岸 高洲 高浜１～４・７丁目 

 

イ 募集数 

・稲毛区、美浜区については、各区ごとに１事業所までとする。ただし、各圏域ごとに１事業所 

までとする。 

・花見川区については、２事業所までとする。ただし、各圏域ごとに１事業所までとする。 

 

ウ 公募スケジュール 

  認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）と同様 

 

 

 

 

 

 



 

（３）小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護 

ア 募集地域の決定について 

第６期介護保険事業計画における整備目標を基に、２事業所（各圏域１事業所まで）募集します。  

ただし、平成２９年度認知症対応型共同生活介護（以下「グループホーム」とします。）においても 

小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護の併設を要件とし募集することから、グルー

プホームの応募があった圏域については、グループホームの事業所と合わせて各圏域 2事業所までとし、

また、その場合にはグループホームの公募に応募のあった事業者を優先とします（グループホームと重

複する圏域は、中央区第１・５圏域、稲毛区第４圏域、若葉区第２・３圏域、美浜区第１・２・３圏域）。 

 

イ 募集地域 

① 看護小規模多機能型居宅介護 

 稲毛区第５圏域を除く、市内区域 

② 小規模多機能型居宅介護 

〈募集地域の日常生活圏域別町名〉 

区 圏域 町名 
グループホーム 

の公募の有無 

中央区 

第１圏域 
院内 春日 要町 汐見丘町 新千葉 椿森  

道場北町 道場北 登戸 東千葉 弁天 松波 祐光 
有 

第２圏域 

旭町 亀井町 亀岡町 栄町 新宿 新田町  

新町 神明町 千葉港 中央 中央港 鶴沢町  

出洲港 道場南 問屋町 東本町 富士見 本町 

都町 本千葉 

 

第３圏域 
青葉町 市場町 稲荷町 亥鼻 葛城 寒川町 末広 

千葉寺町 長洲 港町 矢作町 
 

第５圏域 生実町 塩田町 新浜町 浜野町 南生実町 村田町  有 

花見川区 

第２圏域 
天戸町 柏井１丁目 作新台 長作町 長作台 

花島町 花見川 
 

第４圏域 
朝日ヶ丘１～３丁目・５丁目 西小中台 畑町  

宮野木台１丁目 
 

稲毛区 第４圏域 穴川町 穴川 小仲台 轟町 弥生町 有 

若葉区 

第１圏域 
愛生町 高品町 殿台町 原町 東寺山町 みつわ台 

源町 
 

第２圏域 都賀 都賀の台 西都賀 若松町 若松台 有 

第３圏域 貝塚町 貝塚 加曽利町 桜木 桜木北 有 

第５圏域 

五十土町 和泉町 大広町 大宮町 大宮台 川井町 

北大宮台 北谷津町 古泉町 佐和町 高根町 多部

田町 中田町 中野町 野呂町 

 

緑区 第３圏域 

あすみが丘 あすみが丘東 板倉町 大木戸町 

大椎町 大高町 大野台 越智町 小山町 土気町 

上大和田町 下大和田町 高津戸町 小食土町 

 

美浜区 第１圏域 中瀬１丁目 ひびの１丁目 有 



真砂 若葉 

第２圏域 
磯辺 打瀬 高浜５～６丁目 豊砂 中瀬２丁目 

浜田 ひび野２丁目 幕張西 美浜 
有 

第３圏域 稲毛海岸 高洲 高浜１～４・７丁目 有 

 

ウ 募集数 

２事業所（各圏域１事業所まで） 

 

エ 公募スケジュール 

  認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）と同様 

 


