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１．分科会等名称 民生委員審査専門分科会 

２．委員 

◎分科会長 

○分科会長職務代理 

 

〇阿部 智委員、石橋 誠委員、齋藤 一男委員、 

佐々木 喜代枝委員、武井 雅光委員、密本 晃子委員、 

◎森元 秧委員、山口 誠委員（８名） 

 

３．開催日・審議内容・結果  

 

【第１回：令和元年５月１３日（月）】 

〇審議内容・結果 

（１）民生委員・児童委員候補者の適否の審査について（欠員補充による審査７件） 

    全候補者について適任と決定した。 

 

【第２回：令和元年１０月１１日（金）】 

〇審議内容・結果 

（１）民生委員・児童委員候補者の適否の審査について（一斉改選による審査１，４２１件） 

    全候補者について適任と決定した。 

 

【第３回：令和２年１月２４日（金）】 

〇審議内容・結果 

（１）民生委員・児童委員候補者の適否の審査について（欠員補充による審査１３件） 

    全候補者について適任と決定した。 
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１．分科会等名称 身体障害者福祉専門分科会 

２．委員 

◎分科会長 

○分科会長職務代理 

 

 

阿部 智委員、小関 秀旭委員、◎斎藤 博明委員、 

斉藤 浩司委員、新見 將泰委員、鈴木 孝雄委員、 

○高田 啓一委員、高山 功一委員、竹田 賢委員、 

日向 章太郎委員、日比野 久美子委員（１１名） 

３．開催日・審議内容・結果  

 

【第１回：令和元年８月２０日（火）】 

○審議内容・結果 

（１）分科会長・分科会長職務代理の選任について 

    なお、分科会長職務代理については分科会長が指名することとされているが、分科会長に

選任された斎藤博明委員が欠席であったため、後日事務局が分科会長に分科会長職務代理の

指名について確認を取ることとした。 
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１．分科会等名称 身体障害者福祉専門分科会 審査部会 

２．委員 

◎部会長 

○部会長職務代理 

 

小関 秀旭委員、斎藤 博明委員、斉藤 浩司委員、 

新見 將泰委員、鈴木 孝雄委員、◎高田 啓一委員、 

〇竹田 賢委員、日向 章太郎委員、日比野 久美子委員 

（９名） 

 

３．開催日・審議内容・結果  

 

【第１回：令和元年８月２０日（火）】 

○審議内容・結果 

（１）指定医（肢体不自由）に対する認定基準の周知ついて 

指定医（肢体不自由）に対して認定基準の周知に関する通知を行う旨を報告した。 

（２）身体障害者福祉法第１５条第１項の医師の指定について（非公開） 

    新規３１件、診断項目追加１件について、審議の結果、申請どおり指定する旨を決議し

た。 

 

【第２回：令和２年２月７日（金）】 

○審議内容・結果 

（１）身体障害者福祉法第１５条第１項の医師の指定について 

新規１５件、診断項目追加５件について、審議の結果、申請どおり指定する旨を決議し

た。 

（２）その他 

審議事項なし。 
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１．分科会等名称 高齢者福祉・介護保険専門分科会 

２．委員 

◎分科会長 

○分科会長職務代理 

 

 

畔上 加代子委員、阿部 智委員、合江 みゆき委員、 

近藤 みつる委員、斉藤 浩司委員、田辺 裕雄委員、 

○鳥越 浩委員、中間 陽子委員、 

中村 眞人委員、◎西尾 孝司委員 日向 章太郎委員、

平山 登志夫委員、福留 浩子委員、松崎 泰子委員、 

和田 勝紀委員、和田 浩明委員（１６名） 

【公募委員】 

鮫島 真弓委員、谷村 夏子委員、恒吉 良典委員、 

矢島 陽一委員（４名） 

 

３．開催日・審議内容・結果  

 

【第１回：令和元年８月２２日（木）】 

○審議内容・結果 

（１）「高齢者保健福祉推進計画・第７期介護保険事業計画」に係る平成３０年度の取組み状況及び

自己評価結果について 

（２）第７期介護保険事業（平成３０年度）の運営状況について 

（３）「高齢者保健福祉推進計画・第８期介護保険事業計画」策定に係る実態調査について 

    全ての議題について、事務局より説明後、質疑応答を行い、了承した。 

 

【第２回：新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

各委員に使用予定であった次の資料を送付し、意見聴取することで、今後の施策に反映することとした。  

（１）「高齢者保健福祉推進計画・第８期介護保険事業計画」策定に係る実態調査の結果報告（速

報）について 

（２）令和２年度における「高齢者保健福祉推進計画・第８期介護保険事業計画」策定体制及びス

ケジュール（案）について 

（３）令和２年度特別養護老人ホーム等の整備について 

（４）高齢者施設等における非常用自家発電設備整備について 

（５）介護人材確保の取組みについて 
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１．分科会等名称 
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 

２．委員 

◎部会長 

○部会長職務代理 

 

畔上 加代子委員、合江 みゆき委員、近藤 みつる委員、 

○田辺 裕雄委員、中村 眞人委員、西尾 孝司委員、 

福留 浩子委員、◎松崎 泰子委員、和田 浩明委員 

（９名） 

【臨時委員】 

伊藤 雄介委員、鮫島 真弓委員、太齋 寛委員、 

恒吉 良典委員、中村 龍一委員 （５名） 

 

３．開催日・審議内容・結果 

 

【第１回：令和元年５月２９日（水）】 

○審議内容・結果 ※全ての議事が了承された。 

（１）介護予防支援事業等の委託について 

（２）平成３０年度千葉市あんしんケアセンター運営事業実績について 

（３）千葉市あんしんケアセンターの事業評価を通じた機能強化について 

（４）【非公開】令和元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） 

 

【第２回：令和元年１０月７日（月）】 

○審議内容・結果 ※全ての議事が了承された。 

（１）介護予防支援事業等の委託について 

（２）千葉市あんしんケアセンターの事業評価を通じた機能強化について 

（３）地域密着型サービス事業所の指定等について（報告事項） 

（４）【非公開】令和元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） 

 

【第３回：令和２年２月４日（火）】 

○審議内容・結果 ※全ての議事が了承された。 

（１）介護予防支援事業等の委託について 

（２）千葉市あんしんケアセンターの事業評価を通じた機能強化について 

（３）令和２年度千葉市あんしんケアセンター運営方針（案）について 

（４）千葉市あんしんケアセンターの指定内容の変更について 

 

【第４回：新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

各委員に使用予定であった次の資料を送付し、意見聴取することで、今後の施策に反映することとした。）  

（１）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 

（２）令和２年度千葉市あんしんケアセンター事業計画について 

（３）令和２年度千葉市生活支援コーディネーターの配置について 

（４）地域密着型サービス事業所の指定等について （報告事項） 

（５）【非公開】令和２年度地域密着型サービス事業者の募集・選定について  
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１．分科会等名称 地域福祉専門分科会 

２．委員 

◎分科会長 

○分科会長職務代理 

阿部 智委員、大塚 匡弘委員、岡本 武志委員、 

齋藤 一男委員、斎藤 博明委員、住吉 タミコ委員、 

髙野 正敏委員、高山 功一委員、武井 雅光委員、 

○田辺 裕雄委員、鳥越 浩委員、松崎 泰子委員、 

森元 秧委員、山口 誠委員、◎山下 興一郎委員（１５名） 

【臨時委員】※第３回より 

飯田 禮子委員、岡本 博幸委員、津田 正臣委員、 

長岡 正明委員、原田 雅男委員（５名） 

 

３．開催日・審議内容・結果  

 

【第１回：令和元年８月１日（木）】 

○審議内容・結果 

（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）の推進状況について 

平成３０年度の推進状況について、事務局より説明があり、目標設定、実績の評価方法等

に関して、意見した。 

 

【第２回：令和元年１０月１１日（金）】 

○審議内容・結果 

（１）千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例について 

事務局の条例案を踏まえて、今後よりよい条例案となるよう検討することとし、了承を得

た。 

      

【第３回：令和元年１１月２２日（金）】 

○審議内容・結果 

（１）支え合いのまち千葉 推進計画（第５期千葉市地域福祉計画）の策定方針(案)、骨子(案)について 

策定方針（案）、骨子（案）について、事務局より説明があり、地域活動における担い手の

高齢化や不足の問題、第４期計画の検証等に関して、意見した。 

 

【第４回：令和２年１月３０日（木）】 

○審議内容・結果 

（１）支え合いのまち千葉 推進計画（第５期千葉市地域福祉計画）の策定方針(案)、骨子(案)について 

第３回の議論を踏まえ修正した策定方針（案）、骨子（案）について、事務局より説明があ

り、地域の実情と課題、地域包括ケアシステムとの関係等に関して、意見した。それらの意

見を踏まえ、会長と事務局が協議のうえ、策定方針（案）、骨子（案）を確定させることを了

承した。 
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１．分科会等名称 児童福祉専門分科会 

２．委員 

◎分科会長 

○分科会長職務代理 

 

 

○石川 弘委員、岸 憲秀委員、木村 章委員、木村 秀二委員、 

工藤 仁美委員、後藤 千春委員、小林 有香里委員、今田 進委員、 

佐藤 愼二委員、清水 葉子委員、髙瀬 愛子委員、◎中澤 潤委員、 

中間 陽子委員、中村 伸枝委員、中谷 房子委員、三浦 康宏委員、 

宮﨑 紀子委員、深山 博司委員、山口 誠委員、由利 知子委員 

（２０名） 

３．開催日・審議内容・結果  

【第１回：令和元年７月１８日（木）】 

議題及び報告事項 審議結果 

＜議題＞ 

（仮称）千葉市認可外保育施設の無償化対象範囲に関す

る基準を定める条例（案）について 

 

事務局から説明があり、了承として答

申することを決定した。 

【第２回：令和元年１１月１日（金）】 

議題及び報告事項 審議結果 

＜議題＞ 

①千葉市こどもプランの平成３０年度進捗状況について 

②（仮称）次期こどもプランの策定について 

＜報告事項＞ 

③千葉市こども未来応援プラン（子どもの貧困対策推進

計画）の平成３０年度進捗状況について 

 

①②事務局から説明があり、了承とし

て答申することを決定した。 

 

③事務局から報告があり、了承した。 

【第３回：令和元年１２月２６日（木）】 

議題及び報告事項 審議結果 

＜議題＞ 

（仮称）千葉市こどもプラン（第２期）（素案）につい

て 

 

事務局から説明があり、了承として答

申することを決定した。 

【第４回：令和２年３月２６日（木）】 

議題及び報告事項 審議結果 

＜議題＞ 

①千葉市こどもプラン（第２期）（案）に係るパブリッ

クコメント結果及び成案について 

＜報告事項＞ 

②令和２年度こども未来局 主な新規・拡充施策につい

て 

③令和元年度設置認可部会の開催状況について 

④令和元年度処遇検討部会の開催状況について 

⑤新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

 

 

①事務局から説明があり、了承として

答申することを決定した。 

 

②③④⑤事務局から報告があり、了承

した。 
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１．分科会等名称 児童福祉専門分科会 処遇検討部会 

２．委員 

◎部会長 

○部会長職務代理 

 

○木村 章委員、小林 有香里委員（里親認定の適否のみ）、 

今田 進委員、◎佐藤 愼二委員、中間 陽子委員、由利 知子委員 

（６名） 

３．開催日・審議内容・結果  

 

【第１回：令和元年６月３日（月）】 

○ 審議内容・結果 

（１）被措置児童等虐待の報告について 

平成３０年度の通告状況について法令に基づく報告を受け、了承した。 

（２）死亡事例の検証について 

平成２８年に発生した２例の死亡事例について、事例の事実確認を行い、問題点・課題の

抽出及び再発防止策の検討を行った。 

 

【第２回：令和元年１１月２５日（月）】 

○ 審議内容・結果 

（１）里親認定の適否について 

養育里親３組、養子縁組里親３組について審議を行い、すべての候補者について「適格」

と認定した。 

また、養育里親４組の辞退及び養育里親１４組の更新について報告を受け、了承した。 

 

【第３回：令和２年３月２６日（木）】 

○ 審議内容・結果 

（１）里親認定の適否について 

養育里親２組、専門里親１組について審議を行い、すべての候補者について「適格」と認定

した。 

また、養育里親３組の辞退及び養育里親２組の更新について報告を受け、了承した。 
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１．分科会等名称 児童福祉専門分科会 設置認可部会 

２．委員 

◎部会長 

○部会長職務代理 

 

清水 葉子委員、◎中澤 潤委員、○中谷 房子委員、 

三浦 康宏委員、深山 博司委員（５名） 

３．開催日・審議内容・結果  

 

下表のとおり計９回開催をし、２９件の審査を行った。 

回数 開催日 審査内容 
審査 

件数 

適格 

件数 

不適格 

件数 
備考 

第１回 令和元年５月９日（木） 保育所新設 ３ ３ ０ 1件審査後辞退 

認可外保育施設の認可化移行 

（保育所） 

１ １ ０  

小規模保育事業 １ １ ０  

幼保連携型・幼稚園型認定

こども園への移行、幼保連携型

こども園の定員増 

３ ３ ０ 報告事項 

第２回 令和元年７月３０日（火） 保育所新設 １ ０ １  

第３回 令和元年９月３日（火） 小規模保育事業 ２ ２ ０  

幼保連携型こども園の定員増 １ １ ０ 報告事項 

第４回 令和元年９月５日（木） 保育所新設 ２ ２ ０  

小規模保育事業 ３  ３  ０  

第５回 令和元年９月２７日（金） 保育所新設 ２ ２ ０  

第６回 令和元年１０月１日（火） 保育所新設 １ １ ０  

小規模保育事業 １ １ ０  

事業所内保育事業 １ １ ０  

幼稚園型認定こども園への移行 １ １ ０ 報告事項 

保育所の分園設置 ２ ２ ０ 報告事項 

第７回 令和元年１１月７日（木） 保育所新設 １ １ ０  

第８回 令和２年１月２８日（火） 保育所新設 １ １ ０ 小規模保育事

業から保育所

への移行 

小規模保育事業 １ １ ０ 事業継承 

第９回 令和２年３月２６日（木） 児童家庭支援センター １ １ ０  

審査件数合計 ２９ ２８ １  
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１．分科会等名称 社会福祉法人・施設専門分科会 

２．委員 

◎分科会長 

○分科会長職務代理 

 

久保 惠一委員、清水 葉子委員、○田辺 裕雄委員、 

布施 千草委員、◎米村 美奈委員（５名） 

 

３．開催日・審議内容・結果  

 

【第１回：令和元年１１月１３日（水）】 

○審議内容・結果  

（１）特別養護老人ホームの整備を行う事業者の選定について    

審査の結果、特別養護老人ホームの整備を行う事業者として、「社会福祉法人 煌徳会」及び

「社会福祉法人 永和会」を選定した。 

 

【第２回：令和２年２月６日（木）】 

○審議内容・結果  

（１）非常用自家発電設備の整備を行う事業者の適否について 

審査の結果、非常用自家発電設備整備を行う事業者として、「社会福祉法人 晴山会」、「社会

福祉法人 宝寿会」及び「社会福祉法人 千葉アフターケア協会」への設置補助を「適格」と

した。 

     

（２）障害者グループホームの整備を行う事業者の適否について 

審査の結果、障害者グループホームの整備を行う事業者として「社会福祉法人 つどい」を

「適格」とした。 

なお、専門分科会終了後、令和２年３月１３日付で事業者から整備事業を取り下げる旨の申

出があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


