
２　関連会議名簿

（１）糖尿病対策戦略会議　

【庁外】

No 所属等 氏名
1 東京大学大学院医学系研究科　教授 橋本　英樹

（平成２９年７月５日現在）

【庁内】

No 所属等 氏名
1 区長 近藤　やよい
2 副区長 石川　義夫
3 副区長 長谷川　勝美
4 教育長 定野　司
5 政策経営部長 工藤　信
6 政策経営部シティプロモーション課長 根岸　彰雄
7 区民部長 鈴木　伝一
8 地域のちから推進部長 和泉　恭正
9 産業経済部長 大高　秀明
10 衛生部長 今井　伸幸
11 学校教育部長 宮本　博之
12 子ども家庭部長 鳥山　高章

（平成２９年７月５日現在）

【事務局】

No. 所属等 氏名
1 こころとからだの健康づくり課長 馬場　優子
2 こころとからだの健康づくり課健康づくり係長 江川　博文
3 こころとからだの健康づくり課健康づくり係 大山　悟
4 こころとからだの健康づくり課糖尿病対策担当係長 小林　智春

（平成２９年７月５日現在）

（２）健康あだち２１専門部会　
【庁外】
No. 所属等 氏名
1 東京医科歯科大学大学院　教授 藤原　武男（部会長）
2 東京大学大学院　准教授 近藤　尚己（副部会長）
3 訪問看護ステーション 浅野　麻由美
4 （社）足立区薬剤師会　会長 藤田　義人
5 足立区民間保育園連合会 川下　勝利
6 足立区女性団体連合会 乾　雅榮
7 足立区住区センター連絡協議会 橋本　幸雄
8 足立保健所運営協議会 阿部　芳夫
9 足立区ボランティア連合会 大竹　吉男
10 足立区老人クラブ連合会 村上　光夫
11 足立区町会・自治会連合会 吉田　忠司
12 （社）足立区医師会 奥田　隆博
13 足立区健康づくり推進員会議 鈴木　博子
14 （公社）足立区歯科医師会　会長 湊　耕一
15 足立区スポーツ推進委員会 茂出木　幸子

（平成２９年１０月２６日現在）

【庁内】
No. 所属等 氏名
1 区民部長 鈴木　伝一
2 衛生部長 今井　伸幸

（平成２９年１０月２６日現在）
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（３）健康応援部会　

【庁外】
No. 氏名
1 有野　亨
2 石橋　健治
3 宇敷　恵子
4 中西　敏明
5 青木　誠一

（平成３０年３月３１日現在）

【庁内】
No. 部 所属等 氏名
1 シティプロモーション課長 根岸　彰雄
2 シティプロモーション課プロモーション係長 神保　義博
3 総務部 人事課　健康増進係長 長谷川　九美子
4 地域文化課長 浅見　信昭
5 地域文化課学習事業係長 野坂　直子
6 スポーツ振興課長 高橋　俊哉
7 スポーツ振興課振興係長 小林　祐二
8 産業政策課長 島田　裕司
9 産業政策課管理係長 加々尾　創
10 産業振興課長 依田　保
11 産業振興課商業係 松田　直剛
12 青少年課長 寺島　光大
13 青少年課管理調整係長 広瀬　弘紀
14 衛生部長 今井　伸幸
15 こころとからだの健康づくり課長 馬場　優子

（平成３０年３月３１日現在）

【事務局】
No. 所属等 氏名
1 こころとからだの健康づくり課健康づくり係長 江川　博文
2 こころとからだの健康づくり課健康づくり係 池田　潤子
3 こころとからだの健康づくり課健康づくり係 櫻井　雄介
4 こころとからだの健康づくり課糖尿病対策担当係長 小林　智春

（平成３０年３月３１日現在）
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所属等
（社）足立区医師会　理事
東京都中央卸売市場　北足立市場　場長
東京都中央卸売市場　北足立市場　課長代理　業務管理担当
東京千住青果株式会社　常勤監査役
ＪＡ東京スマイル　足立地区青壮年部　部長

政策経営部

地域のちから推進部

産業経済部

子ども家庭部

衛生部

衛生部

資料 関連会議名簿



（４）子ども部会　

No. 部 課名等 氏名
1 シティプロモーション課長 根岸　彰雄
2 シティプロモーション課プロモーション係長 神保　義博
3 地域のちから推進部 住区推進課長 倉本　和世士
4 学務課長 望月　義実
5 学務課学校保健係 森田　路子
6 学務課おいしい給食担当 安田　真人
7 子ども家庭課長 鳥山　高章
8 子ども家庭課子ども施策推進担当 張谷　幸生
9 子ども子育て支援課指導調整担当 小河原　恵津子
10 子ども子育て施設課長 橋本　太郎
11 子ども子育て施設課施設管理係 長田　弥生
12 衛生部長 大高　秀明
13 こころとからだの健康づくり課長 馬場　優子
14 こころとからだの健康づくり係長 伊東　貴志
15 こころとからだの健康づくり課歯科衛生士 鳥山　律子
16 こころとからだの健康づくり課栄養士 清水　理恵子
17 こころとからだの健康づくり課糖尿病対策担当係長 小林　智春

（平成２６年９月現在）

（５）重症化予防部会

【庁外】
No. 氏名
1 渡邉　亨
2 早川　貴美子
3 山田　冬樹
4 杉浦　立
5 神前　賢一
6 佐藤　和義
7 鈴木　優

（平成３０年３月３１日現在）

【庁内】
No. 部 所属等 氏名
1 衛生部長 今井　伸幸
2 データヘルス推進課長 物江　耕一朗
3 データヘルス推進課データヘルス推進係 北川　ゆかり
4 データヘルス推進課健診事業係長 高橋　伸治
5 データヘルス推進課多世代健康データ連携担当係長 鳥山　律子
6 保健予防課長 増田　和貴
7 こころとからだの健康づくり課長 馬場　優子
8 竹の塚保健センター保健栄養担当 清水　理恵子

（平成３０年３月３１日現在）

【事務局】
No. 所属等 氏名
1 こころとからだの健康づくり課健康づくり係長 江川　博文
2 こころとからだの健康づくり課健康づくり係 大山　悟
3 こころとからだの健康づくり課糖尿病対策担当係長 小林　智春

（平成３０年３月３１日現在）

46

衛生部

衛生部

政策経営部

所属等
（社）足立区医師会　理事

（社）足立区薬剤師会　副会長

（社）足立区医師会　理事
（社）足立区医師会
（社）足立区医師会
（社）足立区医師会　眼科医会
（公社）東京都足立区歯科医師会　副会長

学校教育部

子ども家庭部

衛生部
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（６）「足立区糖尿病対策アクションプラン・歯科口腔保健対策会議」

【庁外】
No. 氏名
1 川口　陽子
2 佐藤　和義
3 市川　敬一
4 杉浦　立
5 岡谷　進

（平成３０年３月３１日現在）

【庁内】
No. 部 課名等 氏名
1 衛生部長 今井　伸幸
2 区民部 国民健康保険課長 鈴木　克己
3 地域のちから推進部 住区推進課長 望月　義実
4 衛生管理課長 山杉　正治
5 データヘルス推進課長 物江　耕一朗
6 保健予防課長 増田　和貴
7 こころとからだの健康づくり課長 馬場　優子
8 教育指導課長 小坂　裕紀
9 学務課長 渡邉　勇
10 学力定着対策室 就学前教育推進課長 小室　晃
11 子ども政策課長 松野　美幸
12 子ども施設運営課長 森田　剛
13 竹の塚保健センター 信澤　希
14 江北保健センター 清水　久美

（平成３０年３月３１日現在）

【事務局】
No. 部 所属等 氏名
1 こころとからだの健康づくり課糖尿病対策担当係長 小林　智春
2 データヘルス推進課データヘルス推進係長 湯本　要
3 データヘルス推進課多世代健康データ連携担当係長 鳥山　律子
4 データヘルス推進課多世代健康データ連携担当 河野　満美子

（平成３０年３月３１日現在）

衛生部
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学校教育部

子ども家庭部

衛生部

足立区学校歯科医会　会長

衛生部

所属等
東京医科歯科大学大学院　教授
（公社）東京都足立区歯科医師会　副会長
（公社）東京都足立区歯科医師会　副会長
（社）足立区医師会
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（７）「足立区糖尿病対策アクションプラン　おいしい給食・食育対策編会議」名簿　

No. 部 課名等 氏名
1 政策経営部 子どもの貧困対策担当課長 岩松　朋子
2 住区推進課長 望月　義実
3 区民参画推進課長 下河邊　純子
4 地域文化課長 浅見　信昭
5 福祉部 くらしとしごとの相談センター所長 橋本　忠幸
6 教育政策課長 杉岡　淳子
7 教育指導課長 浮津　健史
8 学校指導担当課長 斎藤　一裕
9 学務課長 渡邉　勇
10 子ども政策課長 上遠野　葉子
11 子ども施設運営課長 森田　剛
12 青少年課長 寺島　光大
13 衛生部 こころとからだの健康づくり課長 馬場　優子

（平成２８年５月３１日現在）

（８）「足立区糖尿病対策アクションプラン　おいしい給食・食育対策編会議」担当者名簿　

No. 部 課名等 氏名
1 政策経営部 子どもの貧困対策担当課長 岩松　朋子
2 住区推進課学童保育担当係 小柴　美江子
3 区民参画推進課男女共同参画推進係 福本　慎二
4 地域文化課学習事業係 菊島　英晴
5 福祉部 くらしとしごとの相談センター自立促進係 國府田　敢
6 教育指導課統括指導主事 江口　千穂
7 学務課学校保健係 早水　由弥
8 江南中学校校長 宮下　みどり
9 梅島小学校栄養教諭 宮鍋　和子
10 蒲原中学校栄養教諭 紺野　朋子
11 子ども政策課子ども施設推進担当 蓬田　浩二
12 子ども施設運営課民営施設指導担当 小河原　恵津子
13 子ども施設運営課民営施設指導担当 多賀　裕子
14 子ども施設運営課区立保育園係 黒川　真美
15 中島根保育園栄養士 梅本　恵美子
16 青少年課管理調整係 広瀬　弘紀
17 竹の塚保健センター地域保健担当 石田　幸子
18 竹の塚保健センター歯科保健担当 信澤　希
19 中央本町地域・保健総合支援課保健栄養担当 千ヶ崎　純子
20 江北保健センター保健栄養担当 小宮　美千代

（平成２８年５月３１日現在）

子ども家庭部

衛生部

地域のちから推進
部

学校教育部

子ども家庭部

地域のちから推進
部

学校教育部
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（９）「足立区糖尿病対策アクションプラン　おいしい給食・食育対策編会議」事務局名簿　

No. 部 課名等 氏名
1 学務課おいしい給食担当 渋谷　敏
2 学務課学校給食係 対尾　祥子
3 こころとからだの健康づくり課糖尿病対策担当 小林　智春
4 こころとからだの健康づくり課糖尿病対策担当 鳥山　律子
5 こころとからだの健康づくり課健康づくり係 江川　博文
6 こころとからだの健康づくり課健康づくり係 綿谷　洋伸
7 こころとからだの健康づくり課健康づくり係 池田　潤子

（平成２８年５月３１日現在）

学校教育部

衛生部
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