
 

 

 

あんしんケアセンターの増設について 

 

１ あんしんケアセンター増設の背景 

 高齢者人口・高齢化率の増加により「あんしんケアセンター」では、市民から寄せられる様々な相談

が増加している。今後、さらに増加する高齢者人口に対応し、個々の高齢者が抱える多様なニーズに対

して、きめ細やかな支援ができるよう千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）に位置づけ

られている「あんしんケアセンターの増設」を 29年度に実施する。 

 

２ あんしんケアセンター増設に係る基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 中学校区（高齢者人口概ね 3,000～6,000人程度）に１センター 

(イ) 人口密度の高い都市圏等では、地域の実情に応じて、センターの設置の代わりに、職員の増

員での対応も可 

国が示す設置の基準 

２９年度増設の方針 
◆ 高齢者人口の増に対応するため圏域を見直し、あんしんケアセンターの増設を行う。 

◆ 地域の住民活動を支援しやすいよう圏域を見直しする。 

圏域設定の具体的な考え方 

(ア)  市民の混乱や不安を招かないよう、可能な限り既存の２４圏域をベースとする。 

(イ)  行政区を跨がない。また、地域の住民活動を支援しやすいように、中学校区や、民生委員・

社協地区部会等の地区になるべく沿うよう圏域を設定する。 

(ウ) その他次の事項等に配慮する 

・地域の成り立ち及び市街地のまとまり等の地理的条件 

・市民の日常生活圏域及び人口、交通事情等 

・町丁や団地などの「地域のまとまり」の分割は極力行わない 

３０年度以降の方向性 

当面は、高齢者人口の増に併せ「あんしんケアセンター職員の増」により対応していく。 

但し、若年層による親世代の呼び寄せや新しい住宅地の開発等により、新たに増設が必要となる可

能性もあり、市高齢者保健福祉計画の評価・策定に併せ、検討の機会を持ち適切に対応していく。 



 

 

 

３ あんしんケアセンターの設置数 

第６期高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）において、２９年度に３０センターを

設置することとしている。 

また、前述の「増設に係る基本的な考え方」により具体的に圏域設定を検討した結果、次の

とおり３０センター（出張所２か所含む）を設置する。 

【H29あんしんケアセンターの設置】  ()の中は H28の設置数 

 設置数 圏域の変更  設置数 圏域の変更 

中央区 ６(５) 有 若葉区 ５(４) 有 

花見川区 ６(４) 有 緑区 ３(３) 無 

稲毛区 ６(４) 有 美浜区 ４(４) 有 

※中央区及び稲毛区内の圏域（松ヶ丘-白旗圏域、山王-宮野木圏域）については、あんしんケア

センターの他に、出張所を 1か所ずつ設置する。 

出張所では、あんしんケアセンターと同様の業務を行う体制をとる。 

 

４ 運営法人の選定等の状況 

（１）公募受付期間 

【１次公募】平成２８年 ６月１４日（火）～ ６月２０日（月） ２８圏域 

【２次公募】平成２８年１１月 ７日（月）～１１月１１日（金） １次で応募のなかった２圏域  

（２）審査方法 

【１次審査】１次審査（書類審査）では提出された書類に基づき採点。市職員で構成する選定委員会

で審査。 

 【２次審査】２次審査（ヒアリング調査）では、外部委員によるヒアリング調査を実施。「千葉市社

会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門分科会あんしんケアセンター等運営部会」にて意

見徴収後、市職員で構成する選定委員会にて受託候補者を決定。 

（３）千葉市社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門分科会あんしんケアセンター等運営部会審議状況  

［平成 27 年度］ 

第 3 回(10 月) 増設スケジュールについて  

第 4 回(1 月)  圏域（案）について 

       公募要領（案）について 

        応募要件、書類、審査等 

第 5 回(3 月)   公募要領（案）について 

［平成 28 年度］   

第 2 回(8 月)   受託法人の選考について（中間報告） 

１次選考の状況及び今後のスケジュール  

第 3 回(10 月)  法人審査について 

                １次及びヒアリングの得点状況 

               センターの名称について 

                センターの名称の考え方及び名称案  

第 4 回(12 月)   ２次募集について 

               １次及びヒアリングの得点状況 

               開設予定地の変更について 

第 5 回(1 月)    審査結果について（報告） 

（４）公募結果 (募集圏域 ２８圏域) 

応 募 ２４法人 

選 定 １９法人 

５ 開所に向けたスケジュール 

平成２９年２月１日～ 開設準備の委託契約を締結し、引継ぎ及び研修を開始 

３月１５日  市政だより３月１５日号介護予防特集号発行 

４月 １日  あんしんケアセンター運営委託業務を開始 

資料４ 



千葉市あんしんケアセンター一覧（平成29年4月～）

圏域 名　　　称 郵便番号 設置場所 電話番号 FAX番号 担当町丁 運営委託法人

中央―１ 千葉市あんしんケアセンター新千葉 ２６０－００３１ 中央区新千葉３－１０－２０ ２１６－２１３１ ２１６－２１３２
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

社会福祉法人煌徳会

中央―２ 千葉市あんしんケアセンター中央 ２６０－００２７
中央区新田町７－５
石出ビル１階Ｂ室

２１６－２１２１ ２１６－２２１１
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、本千葉町、本町、都町

社会福祉法人友和会

中央―３ 千葉市あんしんケアセンター千葉寺 ２６０－０８４４ 中央区千葉寺町１８８ ２０８－１２２２ ２６１－３２０９ 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 医療法人グリーンエミネンス

千葉市あんしんケアセンター松ケ丘 ２６０－０８０８ 中央区星久喜町１１６２－７１ ４２０－８３２５ ２６４－８６５５

千葉市あんしんケアセンター松ケ丘　白旗出張所 ２６０－０８４１ 中央区白旗２－１８－１２ ３０８－９８１１ ２６５－８１１１

中央―５ 千葉市あんしんケアセンター浜野 ２６０－０８２４ 中央区浜野町８９１ ３０５－０１０２ ３０５－０１０８ 生実町、塩田町、新浜町、浜野町、南生実町、村田町 社会福祉法人千葉県福祉援護会

花見川―１ 千葉市あんしんケアセンターこてはし台 ２６２－０００５ 花見川区こてはし台５－１－１６ ２５８－８７５０ ２５８－８７５１ 内山町、宇那谷町、柏井町、柏井４丁目、こてはし台、大日町、み春野、横戸町、横戸台 社会福祉法人晴山会

花見川―２ 千葉市あんしんケアセンター花見川 ２６２－００４６ 花見川区花見川３－１９－１０５ ２５０－１７０１ ２５０－１７０３ 天戸町、柏井１丁目、作新台、長作町、長作台、花島町、花見川 社会福祉法人晴山会

花見川―３ 千葉市あんしんケアセンターさつきが丘 ２６２－００１４ 花見川区さつきが丘２－３３－５ ３０７－３２２５ ３０７－３２２６ 犢橋町、さつきが丘、三角町、千種町、宮野木台２丁目～４丁目 社会福祉法人煌徳会

花見川―４ 千葉市あんしんケアセンターにれの木台 ２６２－００１９ 花見川区朝日ヶ丘２－１－７－２ ４４５－８０１２ ４４５－８０１３ 朝日ヶ丘１～３丁目・５丁目、西小中台、畑町、宮野木台１丁目 医療法人社団有相会

花見川―５ 千葉市あんしんケアセンター花園 ２６２－００２５ 花見川区花園２－８－２４ ２１６－２６１０ ２１６－２６１８ 朝日ヶ丘町、朝日ヶ丘４丁目、検見川町、浪花町、花園町、花園、南花園、瑞穂
社会医療法人社団
千葉県勤労者医療協会

花見川―６ 千葉市あんしんケアセンター幕張 ２６２－００３２ 花見川区幕張町５－４０５－２ ２１２－７３００ ２１２－７３３０ 武石町、幕張町、幕張本郷
社会医療法人社団
千葉県勤労者医療協会

千葉市あんしんケアセンター山王 ２６３－０００２ 稲毛区山王町１６２－１ ３０４－７７４０ ３０４－７７４３

千葉市あんしんケアセンター山王　宮野木出張所 ２６３－００５４ 稲毛区宮野木町１７３０－６６ ３０７－９０１０ ３０７－９０１１

稲毛―２ 千葉市あんしんケアセンター園生 ２６３－００５１ 稲毛区園生町４７０－１－１０１ ３０６－６８８１ ３０６－６８８２ あやめ台、園生町 医療法人社団親月会

稲毛―３ 千葉市あんしんケアセンター天台 ２６３－００１６ 稲毛区天台４－１－１６ ２８４－６８１１ ２８４－６８６６ 作草部町、作草部、千草台、天台町、天台、萩台町 医療法人社団親月会

稲毛―４ 千葉市あんしんケアセンター小仲台 ２６３－００４３
稲毛区小仲台２－１０－８
ＩＫビル小仲台２階

３０７－５７８０ ３０７－５７８１ 穴川町、穴川、小仲台、轟町、弥生町 社会福祉法人生活クラブ

稲毛―５ 千葉市あんしんケアセンター稲毛 ２６３－００３１ 稲毛区稲毛東３－６－２８ ２１６－２８３１ ２１６－２８３２ 稲丘町、稲毛、稲毛台町、稲毛町、稲毛東、黒砂、黒砂台、緑町 社会福祉法人千葉県福祉援護会

若葉―１ 千葉市あんしんケアセンターみつわ台 ２６４－００３２ 若葉区みつわ台３－９－１０ ２９０－０１２０ ２９０－０１２２ 愛生町、高品町、殿台町、原町、東寺山町、みつわ台、源町 社会福祉法人清和園

若葉―２ 千葉市あんしんケアセンター都賀 ２６４－００２５
若葉区都賀２－１０－１
第３都賀プラザビル２階

３１２－５１１０ ３１２－５１２１ 都賀、都賀の台、西都賀、若松町、若松台 社会福祉法人孝明会

若葉―３ 千葉市あんしんケアセンター桜木 ２６４－００２０ 若葉区貝塚２－２１－１９ ２１４－１８４１ ２１４－８７８７ 貝塚町、貝塚、加曽利町、桜木、桜木北 社会福祉法人三育ライフ

若葉―４ 千葉市あんしんケアセンター千城台 ２６４－０００３ 若葉区千城台南１－３－２－１０１ ２３６－７４００ ２３６－７４０１
大井戸町、大草町、太田町、小倉町、小倉台、御成台、小間子町、金親町、上泉町、
御殿町、坂月町、更科町、下泉町、下田町、旦谷町、千城台北、千城台西、千城台東、
千城台南、富田町、谷当町

社会福祉法人泉寿会

若葉―５ 千葉市あんしんケアセンター大宮台 ２６４－００１５ 若葉区大宮台２－１－２－１０２ ２０８－１２１２ ２０８－１２１４
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

社会福祉法人八千代美香会

緑―１ 千葉市あんしんケアセンター鎌取 ２６６－００３１
緑区おゆみ野３－１６－１
ゆみ～る鎌取ショッピングセンター５階

２９３－６９１１ ２９３－６９１２
大金沢町、落井町、おゆみ野、おゆみ野有吉、おゆみ野中央、おゆみ野南、鎌取町、
刈田子町、小金沢町、椎名崎町、富岡町、中西町、東山科町、平山町、古市場町、
辺田町、茂呂町

医療法人社団淳英会

緑―２ 千葉市あんしんケアセンター誉田 ２６６－０００３ 緑区高田町１０８４－８８ ３００－４８５５ ２９２－８２６２ 大膳野町、高田町、平川町、誉田町 社会福祉法人穏寿会

緑―３ 千葉市あんしんケアセンター土気 ２６７－００６６
緑区あすみが丘１－２０－１
バーズモールＣ棟１階

２９５－０１１０ ２０５－５０５０
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、上大和田町、下大和田町、高津戸町、土気町、小食土町

社会福祉法人友和会

美浜―１ 千葉市あんしんケアセンター真砂 ２６１－００１１
美浜区真砂４－１－１０
ショッピングセンターピア３階

２７８－０１１１ ２７８－０１１５ 中瀬１丁目、ひび野１丁目、真砂、若葉 医療法人社団淳英会

美浜―２ 千葉市あんしんケアセンター磯辺 ２６１－００１２ 美浜区磯辺２－２１－２ ３０３－６５３０ ３０３－６５３１ 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 社会福祉法人清和園

美浜―３ 千葉市あんしんケアセンター高洲 ２６１－０００４ 美浜区高洲３－３－１２ ２７８－２５４５ ２７８－２５４７ 稲毛海岸、高洲、高浜１～４丁目・７丁目 社会福祉法人温光会

美浜―４ 千葉市あんしんケアセンター幸町 ２６１－０００１ 美浜区幸町２－７－６ ３０１－５３３２ ２４６－２４２０ 幸町、新港 医療法人グリーンエミネンス

中央―４
出張所

赤井町、今井町、今井、鵜の森町、大森町、川崎町、白旗、蘇我町、蘇我、大巌寺町、
川戸町、仁戸名町、花輪町、星久喜町、松ケ丘町、南町、宮崎、宮崎町、若草

社会福祉法人淑徳福祉会

稲毛―１
出張所

柏台、小中台町、小深町、山王町、長沼町、長沼原町、六方町、宮野木町 社会福祉法人双樹会

資料４・別紙 


