
様式第様式第様式第様式第３３３３号号号号

　　　　 平成平成平成平成22222222年年年年 8888 月月月月 2222 日日日日 （（（（ 月月月月 ）））） 8888 月月月月 17171717 日日日日 （（（（ 火火火火 ））））
8888 月月月月 3333 日日日日 （（（（ 火火火火 ）））） 8888 月月月月 19191919 日日日日 （（（（ 木木木木 ））））
8888 月月月月 4444 日日日日 （（（（ 水水水水 ）））） 8888 月月月月 20202020 日日日日 （（（（ 金金金金 ））））
8888 月月月月 5555 日日日日 （（（（ 木木木木 ）））） 8888 月月月月 23232323 日日日日 （（（（ 月月月月 ））））
8888 月月月月 6666 日日日日 （（（（ 金金金金 ）））） 8888 月月月月 24242424 日日日日 （（（（ 火火火火 ））））
8888 月月月月 9999 日日日日 （（（（ 月月月月 ）））） 8888 月月月月 25252525 日日日日 （（（（ 水水水水 ））））
8888 月月月月 10101010 日日日日 （（（（ 火火火火 ）））） 8888 月月月月 26262626 日日日日 （（（（ 木木木木 ））））
8888 月月月月 11111111 日日日日 （（（（ 水水水水 ）））） 8888 月月月月 27272727 日日日日 （（（（ 金金金金 ））））
8888 月月月月 12121212 日日日日 （（（（ 木木木木 ））））

    

委委委委　　　　員員員員

事務局事務局事務局事務局

 傍聴不可 傍聴不可 傍聴不可 傍聴不可・・・・一部不可一部不可一部不可一部不可のののの
 場合 場合 場合 場合はははは、、、、そのそのそのその理由理由理由理由 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

審査判定件数審査判定件数審査判定件数審査判定件数 件件件件
　　　　内内内内　　　　訳訳訳訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　件件件件 件件件件

件件件件 件件件件
件件件件 件件件件
件件件件 件件件件

    

出出出出
席席席席
者者者者

傍聴傍聴傍聴傍聴のののの可否可否可否可否

会会会会　　　　　　　　　　　　議議議議　　　　　　　　　　　　録録録録

長寿長寿長寿長寿・・・・介護保険課介護保険課介護保険課介護保険課（（（（松山松山松山松山・・・・乾乾乾乾））））

不可不可不可不可 傍聴者数傍聴者数傍聴者数傍聴者数

１１１１階審査室階審査室階審査室階審査室

別紙別紙別紙別紙のとおりのとおりのとおりのとおり

－ － － － 人人人人

開開開開　　　　催催催催　　　　場場場場　　　　所所所所

時間時間時間時間はすべてはすべてはすべてはすべて　　　　１３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１５１５１５１５時時時時３０３０３０３０分分分分

会議名会議名会議名会議名（（（（審議会等名審議会等名審議会等名審議会等名））））

事務局事務局事務局事務局（（（（担当課担当課担当課担当課））））

開開開開　　　　催催催催　　　　日日日日　　　　時時時時

川西市介護認定審査会    川西市介護認定審査会    川西市介護認定審査会    川西市介護認定審査会    

長寿長寿長寿長寿・・・・介護保険課      内線介護保険課      内線介護保険課      内線介護保険課      内線２６１３２６１３２６１３２６１３

63636363要介護要介護要介護要介護２２２２ 63636363

6666自立自立自立自立 要支援要支援要支援要支援１１１１

要介護要介護要介護要介護３３３３

会会会会　　　　議議議議　　　　結結結結　　　　果果果果
要支援要支援要支援要支援２２２２

川西市情報公開条例第川西市情報公開条例第川西市情報公開条例第川西市情報公開条例第７７７７条条条条１１１１項項項項１１１１号号号号のののの規定規定規定規定によるによるによるによる　　　　

要介護度要介護度要介護度要介護度のののの審査審査審査審査、、、、判定業務      判定業務      判定業務      判定業務      

要介護要介護要介護要介護１１１１ 93939393
117117117117

61616161

505505505505

会会会会　　　　議議議議　　　　次次次次　　　　第第第第

    
4545454557575757 要介護要介護要介護要介護５５５５要介護要介護要介護要介護４４４４



8888 月分月分月分月分　　　　

ＮＯＮＯＮＯＮＯ 分野 分野 分野 分野   氏  氏  氏  氏　　　　　　　　名   名   名   名     ﾌ ﾘ ｶ  ﾌ ﾘ ｶ  ﾌ ﾘ ｶ  ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾞ ﾞ ﾞ ﾅ   ﾅ   ﾅ   ﾅ   選出区分選出区分選出区分選出区分

1111 医療医療医療医療 井関井関井関井関　　　　吉博吉博吉博吉博 ｲｾｷｲｾｷｲｾｷｲｾｷ　　　　ﾖｼﾋﾛﾖｼﾋﾛﾖｼﾋﾛﾖｼﾋﾛ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
2222 医療医療医療医療 礒崎礒崎礒崎礒崎　　　　耕次耕次耕次耕次 ｲｿｻｲｿｻｲｿｻｲｿｻﾞ゙゙゙ｷｷｷｷ　　　　ｺｳｼｺｳｼｺｳｼｺｳｼﾞ゙゙゙ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
3333 医療医療医療医療 井上井上井上井上　　　　治治治治 ｲﾉｳｴｲﾉｳｴｲﾉｳｴｲﾉｳｴ　　　　ｵｻﾑｵｻﾑｵｻﾑｵｻﾑ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
4444 医療医療医療医療 今西今西今西今西　　　　要要要要 ｲﾏﾆｼｲﾏﾆｼｲﾏﾆｼｲﾏﾆｼ　　　　ｶﾅﾒｶﾅﾒｶﾅﾒｶﾅﾒ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
5555 保健保健保健保健 今村今村今村今村　　　　イヨエイヨエイヨエイヨエ ｲﾏﾑﾗｲﾏﾑﾗｲﾏﾑﾗｲﾏﾑﾗ　　　　ｲﾖｴｲﾖｴｲﾖｴｲﾖｴ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
6666 医療医療医療医療 上田上田上田上田　　　　邦彦邦彦邦彦邦彦 ｳｴﾀｳｴﾀｳｴﾀｳｴﾀﾞ゙゙゙　　　　ｸﾆﾋｺｸﾆﾋｺｸﾆﾋｺｸﾆﾋｺ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
7777 医療医療医療医療 岡岡岡岡　　　　修平修平修平修平 ｵｶ  ｼｭｳﾍｲｵｶ  ｼｭｳﾍｲｵｶ  ｼｭｳﾍｲｵｶ  ｼｭｳﾍｲ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
8888 医療医療医療医療 岡岡岡岡　　　　哲弘哲弘哲弘哲弘 ｵｶｵｶｵｶｵｶ　　　　ﾃﾂﾋﾛﾃﾂﾋﾛﾃﾂﾋﾛﾃﾂﾋﾛ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
9999 保健保健保健保健 岡本岡本岡本岡本　　　　敬子敬子敬子敬子 ｵｶﾓﾄｵｶﾓﾄｵｶﾓﾄｵｶﾓﾄ　　　　ｹｲｺｹｲｺｹｲｺｹｲｺ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者

10101010 医療医療医療医療 織田織田織田織田　　　　行雄行雄行雄行雄 ｵﾘﾀｵﾘﾀｵﾘﾀｵﾘﾀ　　　　ﾕｷｵﾕｷｵﾕｷｵﾕｷｵ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
11111111 医療医療医療医療 上農上農上農上農　　　　哲朗哲朗哲朗哲朗 ｶﾐﾉｳ  ﾃﾂﾛｳｶﾐﾉｳ  ﾃﾂﾛｳｶﾐﾉｳ  ﾃﾂﾛｳｶﾐﾉｳ  ﾃﾂﾛｳ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
12121212 医療医療医療医療 河崎河崎河崎河崎　　　　顯則顯則顯則顯則 ｶﾜｻｷｶﾜｻｷｶﾜｻｷｶﾜｻｷ　　　　ｱｷﾉﾘｱｷﾉﾘｱｷﾉﾘｱｷﾉﾘ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
13131313 医療医療医療医療 北北北北　　　　陸平陸平陸平陸平 ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ　　　　ﾘｸﾍｲﾘｸﾍｲﾘｸﾍｲﾘｸﾍｲ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
14141414 福祉福祉福祉福祉 北田北田北田北田　　　　慎一慎一慎一慎一 ｷﾀﾀｷﾀﾀｷﾀﾀｷﾀﾀﾞ゙゙゙　　　　ｼﾝｲﾁｼﾝｲﾁｼﾝｲﾁｼﾝｲﾁ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
15151515 保健保健保健保健 久保田久保田久保田久保田　　　　芳子芳子芳子芳子 ｸﾎｸﾎｸﾎｸﾎﾞ゙゙゙ﾀﾀﾀﾀ　　　　ﾖｼｺﾖｼｺﾖｼｺﾖｼｺ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
16161616 保健保健保健保健 桑代桑代桑代桑代　　　　幸子幸子幸子幸子 ｸﾜｼﾛｸﾜｼﾛｸﾜｼﾛｸﾜｼﾛ　　　　ｻﾁｺｻﾁｺｻﾁｺｻﾁｺ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
17171717 医療医療医療医療 洪洪洪洪　　　　基浩基浩基浩基浩 ｺｳｺｳｺｳｺｳ　　　　ﾓﾄﾋﾛﾓﾄﾋﾛﾓﾄﾋﾛﾓﾄﾋﾛ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
18181818 福祉福祉福祉福祉 小柳小柳小柳小柳　　　　繁清繁清繁清繁清 ｺﾔﾅｷｺﾔﾅｷｺﾔﾅｷｺﾔﾅｷﾞ ﾞ ﾞ ﾞ ｼｹｼｹｼｹｼｹﾞ゙゙゙ｷﾖｷﾖｷﾖｷﾖ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
19191919 医療医療医療医療 宍戸宍戸宍戸宍戸　　　　元元元元 ｼｼﾄｼｼﾄｼｼﾄｼｼﾄﾞ゙゙゙　　　　ﾊｼﾊｼﾊｼﾊｼﾞ゙゙゙ﾒﾒﾒﾒ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
20202020 医療医療医療医療 下出下出下出下出　　　　直悠直悠直悠直悠 ｼﾓﾃｼﾓﾃｼﾓﾃｼﾓﾃﾞ゙゙゙　　　　ﾅｵﾕｷﾅｵﾕｷﾅｵﾕｷﾅｵﾕｷ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
21212121 保健保健保健保健 菅菅菅菅　　　　　　　　聡聡聡聡 ｽｶｽｶｽｶｽｶﾞ゙゙゙　　　　ｻﾄｼｻﾄｼｻﾄｼｻﾄｼ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
22222222 医療医療医療医療 田口田口田口田口　　　　惠造惠造惠造惠造 ﾀｸﾀｸﾀｸﾀｸﾞ゙゙゙ﾁﾁﾁﾁ　　　　ｹｲｿｹｲｿｹｲｿｹｲｿﾞ゙゙゙ｳｳｳｳ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
23232323 福祉福祉福祉福祉 田中田中田中田中　　　　公宏公宏公宏公宏 ﾀﾅｶﾀﾅｶﾀﾅｶﾀﾅｶ　　　　ｷﾐﾋﾛｷﾐﾋﾛｷﾐﾋﾛｷﾐﾋﾛ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
24242424 福祉福祉福祉福祉 堤堤堤堤　　　　良子良子良子良子 ﾂﾂﾐﾂﾂﾐﾂﾂﾐﾂﾂﾐ　　　　ﾖｼｺﾖｼｺﾖｼｺﾖｼｺ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
25252525 医療医療医療医療 土肥土肥土肥土肥　　　　恒夫恒夫恒夫恒夫 ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ﾋﾋﾋﾋ　　　　ﾂﾈｵﾂﾈｵﾂﾈｵﾂﾈｵ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
26262626 保健保健保健保健 中田中田中田中田　　　　克子克子克子克子 ﾅｶﾀﾅｶﾀﾅｶﾀﾅｶﾀ　　　　ｶﾂｺｶﾂｺｶﾂｺｶﾂｺ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
27272727 福祉福祉福祉福祉 森田森田森田森田　　　　昌彦昌彦昌彦昌彦 ﾓﾘﾀﾓﾘﾀﾓﾘﾀﾓﾘﾀ　　　　ﾏｻﾋｺﾏｻﾋｺﾏｻﾋｺﾏｻﾋｺ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
28282828 福祉福祉福祉福祉 平林平林平林平林　　　　なおみなおみなおみなおみ ﾋﾗﾊﾋﾗﾊﾋﾗﾊﾋﾗﾊﾞ゙゙゙ﾔｼﾔｼﾔｼﾔｼ　　　　ﾅｵﾐﾅｵﾐﾅｵﾐﾅｵﾐ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
29292929 保健保健保健保健 福納福納福納福納　　　　さとみさとみさとみさとみ ﾌｸﾉｳﾌｸﾉｳﾌｸﾉｳﾌｸﾉｳ　　　　ｻﾄﾐｻﾄﾐｻﾄﾐｻﾄﾐ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
30303030 医療医療医療医療 福家福家福家福家　　　　秀一秀一秀一秀一 ﾌｹﾌｹﾌｹﾌｹ　　　　ｼｭｳｲﾁｼｭｳｲﾁｼｭｳｲﾁｼｭｳｲﾁ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
31313131 医療医療医療医療 藤末藤末藤末藤末　　　　慶慶慶慶 ﾌｼﾌｼﾌｼﾌｼﾞ゙゙゙ｽｴ  ｹｲｽｴ  ｹｲｽｴ  ｹｲｽｴ  ｹｲ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
32323232 医療医療医療医療 藤末藤末藤末藤末　　　　洋洋洋洋 ﾌｼﾌｼﾌｼﾌｼﾞ゙゙゙ｽｴｽｴｽｴｽｴ　　　　ﾋﾛｼﾋﾛｼﾋﾛｼﾋﾛｼ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
33333333 保健保健保健保健 藤原藤原藤原藤原　　　　房野房野房野房野 ﾌｼﾌｼﾌｼﾌｼﾞ゙゙゙ﾜﾗﾜﾗﾜﾗﾜﾗ　　　　ﾌｻﾉﾌｻﾉﾌｻﾉﾌｻﾉ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
34343434 医療医療医療医療 堀池堀池堀池堀池　　　　周司周司周司周司 ﾎﾘｲｹﾎﾘｲｹﾎﾘｲｹﾎﾘｲｹ　　　　ｼｭｳｼｼｭｳｼｼｭｳｼｼｭｳｼﾞ゙゙゙ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
35353535 保健保健保健保健 松田松田松田松田　　　　紀子紀子紀子紀子 ﾏﾂﾀﾏﾂﾀﾏﾂﾀﾏﾂﾀﾞ゙゙゙　　　　ﾉﾘｺﾉﾘｺﾉﾘｺﾉﾘｺ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
36363636 医療医療医療医療 三木三木三木三木　　　　篤志篤志篤志篤志 ﾐｷﾐｷﾐｷﾐｷ　　　　ｱﾂｼｱﾂｼｱﾂｼｱﾂｼ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
37373737 福祉福祉福祉福祉 南南南南　　　　智子智子智子智子 ﾐﾅﾐﾐﾅﾐﾐﾅﾐﾐﾅﾐ　　　　ﾄﾓｺﾄﾓｺﾄﾓｺﾄﾓｺ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
38383838 医療医療医療医療 三宅三宅三宅三宅　　　　圭一圭一圭一圭一 ﾐﾔｹﾐﾔｹﾐﾔｹﾐﾔｹ　　　　ｹｲｲﾁｹｲｲﾁｹｲｲﾁｹｲｲﾁ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
39393939 福祉福祉福祉福祉 三宅三宅三宅三宅　　　　健一郎健一郎健一郎健一郎 ﾐﾔｹﾐﾔｹﾐﾔｹﾐﾔｹ　　　　ｹﾝｲﾁﾛｳｹﾝｲﾁﾛｳｹﾝｲﾁﾛｳｹﾝｲﾁﾛｳ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
40404040 医療医療医療医療 宮崎宮崎宮崎宮崎　　　　栄二栄二栄二栄二 ﾐﾔｻﾐﾔｻﾐﾔｻﾐﾔｻﾞ゙゙゙ｷｷｷｷ　　　　ｴｲｼｴｲｼｴｲｼｴｲｼﾞ゙゙゙ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
41414141 医療医療医療医療 宮本宮本宮本宮本　　　　星也星也星也星也 ﾐﾔﾓﾄﾐﾔﾓﾄﾐﾔﾓﾄﾐﾔﾓﾄ　　　　ｾｲﾔｾｲﾔｾｲﾔｾｲﾔ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
42424242 医療医療医療医療 森田森田森田森田　　　　安重安重安重安重 ﾓﾘﾀﾓﾘﾀﾓﾘﾀﾓﾘﾀ　　　　ﾔｽｼｹﾔｽｼｹﾔｽｼｹﾔｽｼｹﾞ゙゙゙ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
43434343 福祉福祉福祉福祉 八木八木八木八木　　　　清美清美清美清美 ﾔｷﾔｷﾔｷﾔｷﾞ゙゙゙　　　　ｷﾖﾐｷﾖﾐｷﾖﾐｷﾖﾐ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
44444444 福祉福祉福祉福祉 山本山本山本山本　　　　孝夫孝夫孝夫孝夫 ﾔﾏﾓﾄﾔﾏﾓﾄﾔﾏﾓﾄﾔﾏﾓﾄ　　　　ﾀｶｵﾀｶｵﾀｶｵﾀｶｵ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
45454545 医療医療医療医療 湯浅湯浅湯浅湯浅　　　　精一精一精一精一 ﾕｱｻﾕｱｻﾕｱｻﾕｱｻ　　　　ｾｲｲﾁｾｲｲﾁｾｲｲﾁｾｲｲﾁ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
46464646 医療医療医療医療 吉岡吉岡吉岡吉岡　　　　康裕康裕康裕康裕 ﾖｼｵｶﾖｼｵｶﾖｼｵｶﾖｼｵｶ　　　　ﾔｽﾋﾛﾔｽﾋﾛﾔｽﾋﾛﾔｽﾋﾛ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
47474747 保健保健保健保健 吉川吉川吉川吉川　　　　千絵千絵千絵千絵 ﾖｼｶﾜﾖｼｶﾜﾖｼｶﾜﾖｼｶﾜ　　　　ﾁｴﾁｴﾁｴﾁｴ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者
48484848 医療医療医療医療 吉留吉留吉留吉留　　　　千恵千恵千恵千恵 ﾖｼﾄﾖｼﾄﾖｼﾄﾖｼﾄﾞ゙゙゙ﾒﾒﾒﾒ　　　　ﾁｴﾁｴﾁｴﾁｴ 学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者

　　　　　　　　　　　　川西市介護認定審査会委員川西市介護認定審査会委員川西市介護認定審査会委員川西市介護認定審査会委員


