
審査件数
審査の結果

（適任と決定した
人数）

審査件数
審査の結果

（承認件数）

第２回
１９件 １９件

　新規指定（１６件）
　診断項目追加・変更（３件）(2月6日)

平成28年度
５１件 ５１件

　新規指定（４６件）
　診断項目追加・変更（５件）計

　　「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

３２件 ３２件

　新規指定（３０件）
　診断項目追加・変更（２件）
※新規のうち２件については、申請内容に疑義が生じたため、後日、
　申請者に更なる資料の提出を求めて明らかにした後に、審査部会長の
　承諾を得て承認した。

(8月8日)

　２　身体障害者福祉専門分科会（担当：障害者自立支援課）

第３回
２４件 ２４人 　欠員補充による審査２４件

(1月25日)

第１回
(8月8日)

（１）分科会長の選出について
（２）分科会長職務代理の選出について
（３）本市における障害者差別解消法施行への対応状況

　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２回
１，４３４件 １，４３４人 　一斉改選による審査１，４３４件

(10月6日)

平成28年度
１，４６４件 １，４６４人

　一斉改選による審査１，４３４件
　欠員補充による審査　　　３０件計

平成２８年度審議事項 及び平成２９年度開催予定

　Ⅰ　平成２８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
６件 ６人 　欠員補充による審査６件

(4月28日)

資料4 
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(8月1日) （１）部会長の互選及び副部会長の指名について
（２）介護予防支援事業の委託について
（３）地域密着型サービス事業者の指定等について（報告事項）
（４）【非公開】地域密着型サービス事業所の廃止等について（報告事項）
（５）【非公開】あんしんケアセンター受託法人の選考について（中間報告）

第３回 　【審議内容】

(10月7日) （１）介護予防支援事業の委託について
（２）地域密着型サービス事業所の指定等について（報告事項）
（３）地域密着型サービス事業者の追加募集について（報告事項）
（４）【非公開】地域密着型サービス事業者の選定等に係る意見聴取について
（５）【非公開】地域密着型サービス事業所の廃止等について（報告事項）
（６）【非公開】平成２９年度あんしんケアセンター増設に係る法人審査について（進捗状況報告）
（７）【非公開】平成２９年度あんしんケアセンター増設に係るセンター名称（案）について

第２回 　【審議内容】

（ 3月22日） （１）特別養護老人ホームの整備における従来型居室の取扱いについて
（２）平成２９年度計画策定体制・スケジュール（案）について
（３）実態調査の実施結果（速報）報告について
（４）あんしんケアセンターの増設について
（５）総合事業の実施に向けた準備状況について
（６）介護人材確保に向けた取組状況について

第１回 　【審議内容】

(5月23日) （１）平成２７年度あんしんケアセンター運営実績について
（２）介護予防支援事業の委託について
（３）地域密着型サービス事業者の指定等について（報告事項）
（４）平成２８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）
（５）千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の改正に
　　　ついて（報告事項）
（６）【非公開】地域密着型サービス事業所の廃止等について（報告事項）
（７）その他

第２回 　【審議内容】

　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：地域包括ケア推進課・高齢施設課※現 介護保険事業課）

第１回 　【審議内容】

（ 7月26日）

（１）専門分科会会長及び会長職務代理の選任について
（２）第６期高齢者保健福祉・介護保険事業計画の進捗について
（３）新しい介護予防・日常生活支援総合事業への移行について

　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※現 介護保険管理課）
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（2月10日）

（１）支え合いのまち千葉 推進計画(第4期千葉市地域福祉計画)の策定方針（案）、骨子（案）
      について
（２）「我が事・丸ごと」の地域づくりに向けた社会福祉法の改正について
（３）千葉市ＷＥＢアンケート調査の活用について

第２回 　【審議内容】

（11月24日）

（１）支え合いのまち千葉 推進計画(第4期千葉市地域福祉計画)の策定方針（案）、骨子（案）
      について
（２）小規模自然災害における被災者支援制度について

第３回 　【審議内容】

　４　地域福祉専門分科会（担当：地域福祉課）

第１回 　【審議内容】

（7月27日） （１）支え合いのまち千葉 推進計画(第3期千葉市地域福祉計画)の平成２７年度推進状況について

(1月20日) （１）介護予防支援業務の委託について
（２）地域密着型サービス事業者の指定等について（報告事項）
（３）【非公開】地域密着型サービス事業所の廃止等について（報告事項）
（４）【非公開】地域密着型サービス事業者の選定等に係る意見聴取について
（５）【非公開】平成２９年度あんしんケアセンター受託法人の審査結果について
（６）【非公開】平成２９年度あんしんケアセンター委託について
（７）【非公開】千葉市あんしんケアセンター小中台の運営法人について

第６回 　【審議内容】

(3月23日) （１）地域密着型サービス事業所の指定等について（報告事項）
（２）介護予防支援事業の委託について
（３）千葉市あんしんケアセンター公正・中立性の確保について
（４）平成２９年度千葉市あんしんケアセンター事業計画について
（５）千葉市あんしんケアセンター後方支援体制について（進捗状況）
（６）平成２９年度あんしんケアセンター等運営部会スケジュールについて
（７）【非公開】地域密着型サービス事業所の廃止等について（報告事項）
（８）【非公開】介護保険法に基づく勧告について（報告事項）
（９）【非公開】地域密着型サービス事業者の選定等に係る意見聴取について
（10）【非公開】平成２９年度地域密着型サービス事業者の募集・選定について

第４回 　【審議内容】

(12月16日) （１）平成２９年度千葉市あんしんケアセンター運営方針（案）について
（２）【非公開】平成２９年度千葉市あんしんケアセンター増設に係る二次募集について（報告事項）
（３）【非公開】平成２９年度千葉市あんしんケアセンター増設に係る開設予定地の変更について
　　（報告事項）

第５回 　【審議内容】
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審査件数
審査の結果

（認定件数）

5件 5件

4件 4件

9件 9件

第２回
(3月21日)

養育里親に係る審査　2件、養子縁組里親に係る審査1件、親族里親に
係る審査1件

平成28年度
計

　　「里親認定の適否について」

備考

第１回
(10月27日)

養育里親に係る審査　3件、養子縁組里親に係る審査1件、親族里親に
係る審査1件

第３回 　【審議内容】

（3月21日） （１）里親認定の適否について
（２）里親の辞退について（報告事項）
（３）平成２８年度処遇検討部会の開催状況について（報告事項）
（４）平成２９年度こども未来局主な新規・拡充施策について（報告事項）
（５）平成２８年度設置認可部会の開催状況について（報告事項）

（5月17日） （１）公立保育所の建替えに係る「民間移管に関する実施基準」の改正及び「保育所改築整備計画」
      について
（２）（仮称）子どもの貧困対策推進計画について（報告事項）
（３）「保育士等配置要件緩和に関する条例改正（案）」に関するパブリックコメントの結果について
     （報告事項）

第２回 　【審議内容】

（10月27日） （１）分科会会長の選任について
（２）会長職務代理者の選任について
（３）（仮称）こども未来応援プラン（こどもの貧困対策推進計画）について
（４）千葉市こどもプランの平成２７年度進捗状況について
（５）里親認定の適否について
（６）里親の辞退について（報告事項）

　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】
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第４回 　【審議内容】

（9月12日） （１）保育所の整備を行う事業者の選定審査について
（２）社会福祉法人設立認可に係る事前審査について

（9月16日） （１）小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について

（3月20日） （１）各評価項目の評価について、協議及び決定
（２）評価領域ごとの、総合評価（評価・課題・提案）について協議及び決定

第１回 　【審議内容】

（5月31日） （１）部会長職務代理者の選任について
（２）幼保連携型認定こども園の整備を行う事業者に係る選定審査について
（３）保育所の整備（認可化移行）を行う事業者の選定審査について
（４）社会福祉法人設立認可に係る事前審査について

第２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）

（8月25日） （１）部会長及び部会長職務代理者の選任について
（２）保育所の整備（認可化移行）を行う事業者の選定審査について

第３回 　【審議内容】

第５回 　【審議内容】

（8月26日） （１）保育所の整備を行う事業者の選定審査について
（２）幼稚園型認定こども園に係る審査項目及び評価基準について
（３）幼稚園型認定こども園の整備を行う事業者の選定審査について
（４）小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について
（５）幼稚園型認定こども園の認定を受ける事業者の選定について（報告事項）
（６）幼保連携型認定こども園の認定を受ける事業者の選定について（報告事項）
（７）保育所の定員変更について（報告事項）

　　５－１　児童福祉専門分科会　処遇検討部会（担当：児童相談所・こども家庭支援課）

　　「児童福祉法第２７条第１項第３号の措置等」

第１回 　【審議内容】

（11月27日） （１）部会長及び部会長職務代理者の選任について
（２）「外部評価に向けた検討」を行うことについての協議及び決定
（３）「外部評価（試行）の方法」についての検討、協議及び決定

第２回 　【審議内容】

（2月19日） （１）現地調査（職員及び入所児童からのヒアリング）
（２）現地調査に基づく意見提出

第３回 　【審議内容】
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（1月26日） （１）家庭的保育事業の整備を行う事業者の選定審査について
（２）小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について

第１０回 　【審議内容】

（2月16日） （１）「保育所及び地域型保育事業に係る審査項目及び評価基準」及び「審査の方針に関する事項
　　　等について」の改正について
（２）公立保育所の建替え・民間移管に係る認可保育所の整備・運営を行う事業者の選定審査について
（３）平成２８年度における保育所等の整備結果及び平成２９年度予算における保育所等の整備
　　　計画について（報告事項）

（9月23日） （１）小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について
（２）保育所の整備（認可化移行）を行う事業者の選定審査について

第７回 　【審議内容】

（10月6日） （１）事業所内保育事業の整備を行う事業者の選定審査について
（２）保育所の整備を行う事業者の選定審査について

第９回 　【審議内容】

第６回 　【審議内容】

第８回 　【審議内容】

（1月23日） （１）小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について

（2月14日） （１） 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（２件）
（２） 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１件、増設１件）

　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】

（8月18-19
日）

（１）専門分科会長の選任
（２）専門分科会長職務代理の選任
（３）特別養護老人ホームの整備を行う事業者の選定（第２轟住宅予定地）
（４）特別養護老人ホームの整備を行う事業者の選定（中央区、花見川区、若葉区、緑区、
      又は美浜区）
（５）介護老人保健施設の整備（介護療養型医療施設からの転換）を行う事業者の適否

第２回 　【審議内容】
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