
審査件数 審査の結果
（適任と決定した人数）

未開催

審査件数
審査の結果
（承認件数）

専門分科会等における平成２６年度審議事項
及び平成２７年度開催予定

　Ⅰ　平成２６年度千葉市社会福祉審議会専門分科会等における審議事項

　１　民生委員審査専門分科会（担当：地域福祉課）

　　「民生委員・児童委員候補者の適否の審査について」

備考

第１回
16件 16人 　欠員補充による審査16件

(5月8日)

第２回
7件 7人 　欠員補充による審査7件

(8月5日)

平成26年度
51件 51人 　欠員補充による審査51件

計

第３回
14件 14人 　欠員補充による審査14件

(11月5日)

第１回

　２－１　身体障害者福祉専門分科会　審査部会（担当：障害者自立支援課）

第４回
14件 14人 　欠員補充による審査14件

(2月3日)

　２　身体障害者福祉専門分科会（担当：障害者自立支援課）

　　「身体障害者福祉法第15条第1項の医師の指定について」

備考（内訳等）

第１回
52件 52件

　新規指定（48件）
　診断項目追加・変更（4件）(8月5日)

第２回
19件 18件

　新規指定（14件）
　診断項目追加・変更（4件）(2月12日)

平成26年度
71件 70件

　新規指定（62件）
　診断項目追加・変更（8件）計

資料２ 
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第５回 　【審議内容】

（3月19日） ・次期高齢者保健福祉推進計画の最終案について

　３－１　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
　　　　　（担当：高齢福祉課・高齢施設課）

　３　高齢者福祉・介護保険専門分科会（担当：高齢福祉課・介護保険課）

第１回 　【審議内容】

（7月17日） ・千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）の進捗状況について
・次期計画の策定について
・介護保険制度改正の概要について
・スケジュールについて
・概要及び施策内容について
・介護給付と地域支援事業の見直しについて
・居宅介護支援等の指定基準に係る条例の制定について

(7月11日) （１）第６期介護保険事業計画について
（２）介護予防支援の基準及び包括的支援事業の基準の条例制定等について
（３）地域密着型サービス事業者の指定等の報告について
（４）あんしんケアセンターの公正・中立性の確保について

第４回 　【審議内容】

（11月28日）・介護保険事業計画関係（保険料の設定等）について
・あんしんケアセンターの体制整備の方向性について
・次期高齢者保健福祉推進計画（案）について

第３回 　【審議内容】

（10月23日）・在宅医療・介護連携の推進について
・新しい介護予防・日常生活支援総合事業について
・介護保険サービス提供基盤の整備について
・第６期介護保険事業計画における保険給付費等の見込みについて

第２回 　【審議内容】

（8月26日） ・千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）【計画年度：平成２７年度～２９年度】骨子（素
案）について
・主な認知症施策の今後の取組みについて

第６回 　【審議内容】

(3月17日) （１）平成27年度あんしんケアセンター運営事業計画について
（２）介護予防支援業務の委託について
（３）第6期介護保険事業計画期間の地域密着型サービス事業所の整備について
（４）基準条例の制定及び一部改正の概要について
（５）地域密着型サービス事業者の指定等の報告について
（６）地域密着型サービス事業者の選定辞退について
（７）あんしんケアセンター公正・中立性の確保について
（８）平成27年度あんしんケアセンター等運営部会のスケジュールについて
（９）その他

第１回 　【審議内容】

(5月26日) （１）地域密着型サービス事業者の公募について
（２）地域密着型サービス事業者の指定等に係る意見聴取について
（３）地域密着型サービス事業者の指定等の報告について
（４）平成25年度あんしんケアセンター運営事業実績について
（５）その他

第２回 　【審議内容】

第４回 　【審議内容】

(11月17日) （１）千葉市あんしんケアセンターの体制整備について
（２）介護予防・日常生活支援総合事業開始に向けたアンケート調査の実施について

第３回 　【審議内容】

(9月17日) （１）あんしんケアセンターに関するアンケート調査の報告について
（２）地域密着型サービス事業者の指定等の報告について
（３）平成２６年度公募における地域密着型サービス事業者の選定について

第５回 　【審議内容】

(1月15日) （１）平成２７年度あんしんケアセンター運営方針について
（２）地域密着型サービス事業者の指定等の報告について
（３）平成２６年度公募における地域密着型サービス事業者の選定について
（４）地域密着型サービス事業者の指定に係る意見聴取について
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審査件数
審査の結果
（認定件数）

３件 ３件

４件 ４件

２件 ２件

１件 １件

１０件 １０件

第３回
(11月4日)

養育里親に係る審査　２件、養子縁組里親に係る審査　２件

第４回
(12月24日)

養育里親に係る審査　１件、養子縁組里親に係る審査　１件

養育里親に係る審査　１件

　養育里親に係る審査　５件、親族里親に係る審査　２件
　養子縁組里親に係る審査　３件

第５回
(3月10日)

平成26年度
計

（12月24日）（１）「（仮称）千葉市こどもプラン」について
（２）里親認定の適否について

第５回 　【審議内容】

備考

第１回
(6月30日)

養育里親に係る審査　１件、親族里親に係る審査　２件

（3月10日） （１）「千葉市こどもプラン(案）」について
（２）里親認定の適否について

（6月27日） （1）第３期千葉市地域福祉計画の素案について

　４　地域福祉専門分科会（担当：地域福祉課）

（3月13日） （1）第３期千葉市地域福祉計画の最終案について

第１回 　【審議内容】

第２回 　【審議内容】

（12月19日）（1）第３期千葉市地域福祉計画の原案について

第３回 　【審議内容】

第３回 　【審議内容】

　　「里親認定の適否について」

　５　児童福祉専門分科会（担当：こども企画課）

第１回 　【審議内容】

（6月30日） （１）会長職務代理者の選任について
（２）子ども・子育て支援新制度における認可基準、運営基準等に係る条例案について
（３）里親認定の適否について

第２回 　【審議内容】

（8月28日） （１）会長職務代理者の選任について

（11月4日） （１）分科会会長の選任について
（２）「夢はぐくむ　ちば　こどもプラン」（後期計画）平成２５年度進捗状況について
（３）「（仮称）千葉市こどもプラン」の策定について
（４）里親認定の適否について

第４回 　【審議内容】
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（2月18日） （１）小規模保育事業を実施する事業者に係る審査について
（２）保育所の整備を行う事業者に係る審査について
（３）事業所内保育事業に地域枠を設定する事業者に係る審査について

第６回 　【審議内容】

（3月17日） （１）幼保連携型認定こども園への移行認可に係る審査について
（２）小規模保育事業への移行認可に係る審査について
（３）家庭的保育事業への移行認可に係る審査について

（2月17日） （１）審査項目及び評価基準について
（２）事業所内保育事業に地域枠を設定する事業者に係る審査について
（３）小規模保育事業を実施する事業者に係る審査について
（４）社会福祉法人設立認可に係る事前審査について
（５）保育所を改築する事業者に係る審査について

第５回 　【審議内容】

第３回 　【審議内容】

（10月30日）（１）小規模保育事業を実施する事業者に係る選定審査について

第４回 　【審議内容】

　　５－２　児童福祉専門分科会　設置認可部会（担当：こども企画課）

　　「児童福祉法第２７条第１項第３号の措置等」

第１回 　　未開催

　　５－１　児童福祉専門分科会　処遇検討部会（担当：児童相談所）

第１回 　【審議内容】

（10月20日）（１）部会長職務代理の選任について
（２）設置認可部会の情報の取り扱いについて
（３）審査項目及び評価基準について
（４）小規模保育事業を実施する事業者に係る選定審査について

第２回 　【審議内容】

（10月28日）（１）小規模保育事業を実施する事業者に係る選定審査について

第３回 　【審議内容】

（1月26日） （１）障害者グループホームの整備を行う事業者に係る選定審査（創設）
（２）障害者グループホームにおける自動火災報知設備整備を行う事業者に係る選定審査
（３）障害者グループホームにおけるスプリンクラー設備整備を行う事業者に係る選定審査
（４）認知症高齢者グループホームにおけるスプリンクラー設備整備を行う事業者に係る選定審査
（５）小規模多機能型居宅介護事業所におけるスプリンクラー設備等整備を行う事業者に係る選定審査

　６　社会福祉法人・施設専門分科会（担当：保健福祉総務課）

第１回 　【審議内容】

（10月14日）（１）専門分科会長等の選任について
（２）千葉市社会福祉審議会社会福祉法人・施設専門分科会運営要綱の制定について
（３）千葉市社会福祉審議会社会福祉法人・施設専門分科会の情報の取り扱いについて
（４）審査の方針に関する事項について
（５）地域密着型特別養護老人ホームの整備を行う事業者に係る選定審査

第２回 　【審議内容】

（10月16日）（１）障害福祉サービス事業所の運営を行う事業者に係る選定審査
（２）障害者グループホームにおけるスプリンクラー設置を行う事業者に係る選定審査
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開催回数 今年度の主な審議予定事項等

1回
社会福祉に関する事項の審議
・各専門分科会等における平成２６年度審議
事項について　等

4回 民生委員・児童委員候補者の適否審査

1回
・身体障害者福祉法第１５条第１項　の医師
の指定に係る審査基準の改正等

　審査部会 2回
・身体障害者福祉法第１５条第１項　の医師
の指定に関する調査審議 等

2回 ・介護保険事業の運営状況について　等

あんしんケアセンター等
運営部会

5回

・地域密着型サービス事業者の公募、選定及
び指定について
・あんしんケアセンターの運営方針について
・あんしんケアセンターの運営実績及び運営
事業計画について
・あんしんケアセンターの公正・中立性の確保
位について
・介護予防支援業務の委託について

2回

（第1回）
・（仮称）ホームレスの自立の支援等に関する
実施計画（第２次）の素案について
（第2回）
・（仮称）ホームレスの自立の支援等に関する
実施計画（第２次）の原案について

3回

・「夢はぐくむ　ちば　こどもプラン」(後期計画）
平成２６年度進捗状況及び計画期間内の最
終評価について
・千葉市こどもプランの進捗管理の方法につ
いて
・里親の適否について　等

　処遇検討部会 未定

　設置認可部会 5回 ・保育所等の整備運営事業者の審査

3回

・審査の方針に関する事項について
・社会福祉法人の設立認可
・特別養護老人ホームの整備を行う事業者に
係る選定審査
・障害者グループホームの整備を行う事業者
に係る選定審査

民生委員審査
専門分科会

第1回：4月28日
第2回：7月下旬から8月上旬
第3回：10月下旬から11月上旬
第4回：1月下旬から2月上旬

　Ⅱ　平成２７年度社会福祉審議会専門分科会等開催予定

名　称 開催予定時期

千葉市社会福祉審議会 　7月3日

身体障害者福祉
専門分科会

8月上旬（第1回審査部会と同
日）

第1回：8月上旬
第2回：2月上旬

高齢者福祉・介護保険
専門分科会

第1回：7月下旬
第2回：3月下旬

必要に応じて開催

※開催時期及び審議事項等は、変更する場合がありますので予めご了承ください。
　なお、詳細な日程等については、各専門分科会等より通知させていただきます。

第1回：5月28日
第2回：7月
第3回：9月
第4回：1月
第5回：3月

地域福祉専門分科会
第1回：10月下旬
第2回：12月中旬

児童福祉専門分科会
第1回：8月予定
第2回：10月
第3回：3月

　社会福祉法人・施設
専門分科会

第1回：7月13日
第2、3回：11月以降

第1回：7月上旬
第2回：7月上旬
第3回：8月下旬～9月上旬
第4回：10月上旬
第5回：1月下旬
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