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開 会

挨 拶

【総務課関係】

1.介護保険制度の見直 しについて

2.介護政策評価支援システムについて

【老人保健課関係】

1.介護療養病床について

2:訪間看護支援事業について

3.要介護認定について

4_介護予防事業について

5.平成22年介護従事者処遇状況調査結果、介護事業経営概況

調査結果及び区分支給限度基準額に関する調査結1果について

【介護保険指導室関係】

1.介護保険における指導監督業務の適切な実施について

2_介護サービス事業者の業務管理体制に関する監督

について

3.国及び自治体間の情報共有及び指導監督体制の整備等

について

昼食休憩

【介護保険計画課関係】

1.地域包括ケアを念頭においた第 5期介護保険事業

(支援)計画について

2.介護給付の適正化について

3.社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険

サービスに係る利用者負担額軽減制度事業について

【高齢者支援課/認知症 口虐待防止対策推進室関係】

1.介護関連施設 “事業の整備及び運営等について

2.地方分権にかかる介護保険法等の改正について

3.ユニット型及びユニット型以外の施設の併設施設

(一部ユニット型)について

10130～
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11:05 ～ 11:50

11 50へ′ 12 10

13:00^′ 13:20

13:20^′ 13:50

大澤総務課長

大澤総務課長

大野総務課長補佐
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菱川介護保険指導室長
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項事 時   間 説 明 者

4.有料老人ホーム・特定施設に係る事務の適切な実施

について

5.高齢者住まい法の一部改正について

6.介護サービス指導者等養成研修等事業の実施について

7.ユニットケアに関する研修について

8.介護関連施設における感染対策等について

9.百歳高齢者表彰について

10 認知症施策について

H.高齢者虐待防止について

12.成年後見制度の利用促進について

【社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課関係】

1.認知症疾患医療センターの整備について

2.新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

(第 2R)認 知症と精神科医療中間とりまとめ

【振興課関係】

1.24時間対応の定期巡回・随時対応サービス事‐業に

つ い て

2.デイサービス利用者の宿泊二ニズ等に関する調査

について           、

3.介護職員等によるたんの吸引等の1実施について

4.介護サービス情報の公表制度につぃて

5.地域支え合い体制づくり事業 (平成 22年度補正予算)

について

6.地域包括支援センター等の適切な運営について

7.介護職員の養成研修体系について

8.介護支援専門員資質向上事業等について

9.地域支援事業交付金の適正な執行||つ いて

lo.1地域密着型サービスの推進について

H.福祉用具について

12.高齢者の生きがいと健康づくりについて

【内閣府関係】

1.平成23年度実施予定事業 (内閣府)について
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参事官
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○本冊子は、グリーン購入法 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づ

く基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。
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