
令和２年度 第１回 足立区地域保健福祉推進協議会次第 

 

日時 令和２年７月２９日（水）午後２時から 
場所 足立区役所 中央館２階 庁舎ホール 
議長 会長（選出後） 
司会 秦 福祉管理課長 

 
 

１ 委嘱状交付 

  

２ 挨拶    足立区福祉部長 中村 明慶 
 
 
＜議題＞ 

１ 審議・調査事項 

（１）会長、副会長の選出について 

（２）専門部会員の選出について 

ア 介護保険・障がい福祉専門部会員の選出について ………………… 席上配付［資料１］ 

イ 健康あだち２１専門部会員の選出について ………………………… 席上配付［資料２］ 

ウ 子ども支援専門部会員の選出について ……………………………… 席上配付［資料３］ 

（３）第８期介護保険事業計画における保険料の設定について（諮問） 

………［審議・調査事項１、１－１、１－２］ 

                          説明者：小口 介護保険課長 Ｐ１ 
 

２ 報告事項 

（１）足立区における新型コロナウイルス感染症発生状況について………[報告事項１、１－１] 

説明者：水口 足立保健所感染症対策課長 Ｐ４ 

 

（２）令和元年度足立区介護保険事業実施状況（速報値）について………［報告事項２、２－１］ 

                          説明者：小口 介護保険課長 Ｐ７ 

（３）足立区高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画のための高齢者等実態調査分析の報告 

について                   ………［報告事項３、３－１（別添）］ 

                          説明者：渡邉 高齢福祉課長 Ｐ11 

（４）高齢者補聴器購入費用助成について………………………………………………［報告事項４］ 

説明者：渡邉 高齢福祉課長 Ｐ14 

（５）地域包括ケアシステム梅田地区モデル事業の取組み状況について 

………[報告事項５、５－１（別添）] 

説明者：千ヶ崎 地域包括ケア推進課長 Ｐ15 

（６）足立区障がい福祉関連計画のための実態調査分析の報告について 

………［報告事項６、６－１（別添）］ 

説明者：小山 障がい福祉課長 Ｐ17 

（７）障がい福祉センター改善検証・評価会の報告及び今後の取組みについて 

………［報告事項７、７－１］ 

                     説明者：江連 障がい福祉センター所長 Ｐ19 

 

 



（８）「未来へつなぐ あだちプロジェクト（第２期足立区子どもの貧困対策実施計画）」策定に 

ついて                 ………［報告事項８、８－１（別添）、８－２］ 

                    説明者：田口 子どもの貧困対策担当課長 Ｐ22 

（９）令和２年４月１日の保育所等利用待機児童の状況について…………［報告事項９、９－１］ 

                     説明者：櫻井 待機児ゼロ対策担当課長 Ｐ29 

（10）令和２年度学童保育室の入室申請及び待機児童の状況について 

………［報告事項１０、１０－１、１０－２］ 

                          説明者：物江 住区推進課長 Ｐ36 

（11）令和３年度学童保育室事業者選定の概要について……………………………［報告事項１１］ 

                          説明者：物江 住区推進課長 Ｐ40 

（12）特別定額給付金の進捗状況について……………………………………………［報告事項１２］ 

                     説明者：長門 特別定額給付金担当課長 Ｐ42 

 

３ 情報連絡事項 

（１）地域密着型サービスを行う事業者の新規指定及び廃止について…………[情報連絡事項１］ 

担当所管：介護保険課 Ｐ44 

（２）高齢者日常生活用具給付事業 ガス安全システムの終了について………［情報連絡事項２］ 

担当所管：高齢福祉課 Ｐ46 

（３）足立区孤立ゼロプロジェクト推進活動の実施状況について……[情報連絡事項３、３－１］ 

担当所管：絆づくり担当課 Ｐ47 

（４）令和元年度障がい福祉センター相談事業の実績について…………………[情報連絡事項４］ 

担当所管：障がい福祉センター Ｐ58 

（５）足立区子どもの医療費の助成制度の見直しについて………………………[情報連絡事項５］ 

担当所管：親子支援課 Ｐ63 

（６）「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給について………………………[情報連絡事項６］ 

担当所管：親子支援課 Ｐ64 

（７）「ひとり親家庭等への足立区独自の緊急支援給付金」の支給について…[情報連絡事項７］ 

担当所管：親子支援課 Ｐ65 

（８）「第５回 子どもの健康・生活実態調査（令和元年度調査）」の実施結果について 

                        ………[情報連絡事項８、８－１（別添）］ 

担当所管：子どもの貧困対策担当課、こころとからだの健康づくり課 

教育政策課、教育指導課、学務課 Ｐ66 

（９）「足立区子どもの健康を守る卒煙チャレンジ支援事業」の開始について…[情報連絡事項９］ 

担当所管：こころとからだの健康づくり課 Ｐ68 

（10）思春期デイケアの実施体制の変更について………………………………[情報連絡事項１０］ 

担当所管：足立保健所中央本町地域・保健総合支援課 Ｐ70 

 

（11）新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う介護施設、障がい者施設等への支援について 

                              ………[情報連絡事項１１] 

担当所管：介護保険課、障がい福祉課 Ｐ72 

 



（12）新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う教育・保育施設等の対応について 

………[情報連絡事項１２］ 

担当所管：子ども政策課 Ｐ75 

（13）「足立区子ども・子育て支援事業計画」の令和元年度実績について  

………[情報連絡事項１３、１３－１（別添）］ 

担当所管：子ども政策課 Ｐ77 

（14）令和元年度あだちっ子歯科健診の実施結果について 

………［情報連絡事項１４、１４－１（別添）］ 

                            担当所管：子ども政策課 Ｐ78 

（15）特定教育･保育施設の利用定員の確認について…………[情報連絡事項１５､１５－１～６］ 

担当所管：子ども施設整備課 Ｐ81 

（16）特定地域型保育事業の認可及び利用定員の確認について 

………[情報連絡事項１６､１６－１～３］ 

担当所管：子ども施設整備課 Ｐ94 

（17）令和元年度私立認可保育所に対する指導検査の実施結果について……[情報連絡事項１７］ 

担当所管：子ども施設指導・支援担当課 Ｐ98 

（18）足立区子ども施設指定管理者の評価結果について………………………[情報連絡事項１８］ 

担当所管：子ども施設運営課 Ｐ100 

（19）「イマドキ まごそだて」（祖父母手帳）の作成及び配布について 

………[情報連絡事項１９、１９－１（別添）］ 

担当所管：青少年課 Ｐ103 

（20）きかせて子育て訪問事業における事業案内等のための戸別訪問の実施について 

………[情報連絡事項２０］ 

担当所管：こども家庭支援課 Ｐ104 

（21）放課後子ども教室の令和元年度実施状況と令和２年度の方針について 

………[情報連絡事項２１］ 

担当所管：学校支援課、生涯学習振興公社 Ｐ105 

（22）令和元年度生活困窮者自立相談事業の実績について……………………[情報連絡事項２２］ 

担当所管：くらしとしごとの相談センター Ｐ107 

（23）令和２年度ひきこもり支援について………………[情報連絡事項２３、２３－１（別添）］ 

担当所管：くらしとしごとの相談センター Ｐ109 

（24）令和元年度生活保護の適正執行及び自立支援の取組み状況について…[情報連絡事項２４］ 

担当所管：生活保護指導課 Ｐ110 

 

 



足立区地域保健福祉推進協議会委員名簿

介護・
障がい

健康あ
だち21

子ども
支援

1 委員 菱沼　幹男 ﾋｼﾇﾏ ﾐｷｵ 学識経験者（地域福祉）
日本社会事業大学　社会福祉学部
福祉計画学科　准教授

○ 福祉管理課

2 委員 酒井　雅男 ｻｶｲ ﾏｻｵ 学識経験者（弁護士） 弁護士 ○ 福祉管理課

3 委員 奥野　英子 ｵｸﾉ ｴｲｺ 学識経験者（障がい福祉） 日本リハビリテーション連携科学学会顧問 ○ 障がい福祉課

4 委員 近藤　尚己 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 学識経験者（社会疫学・公衆衛生学） 東京大学大学院　准教授 ○ 衛生管理課

5 委員 齊藤　多江子 ｻｲﾄｳ ﾀｴｺ 学識経験者（保育学） 日本体育大学児童スポーツ教育学部　准教授 ○ 子ども政策課

6 委員 藤原　武男 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｵ 学識経験者（公衆衛生学）
東京医科歯科大学大学院　教授（国立成育医療
研究センター研究所　客員研究員）

○ 衛生管理課

7 委員 白石　正輝 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾃﾙ 区議会議員 区議会議員 ○

8 委員 杉本　ゆう ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳ 区議会議員 区議会議員 ○

9 委員 吉田　こうじ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 区議会議員 区議会議員 ○

10 委員 浅子　けい子 ｱｻｺ ｹｲｺ 区議会議員 区議会議員 ○

11 委員 銀川　ゆい子 ｷﾞﾝｶﾜ ﾕｲｺ 区議会議員 区議会議員 ○

12 委員 早川　貴美子 ﾊﾔｶﾜ ｷﾐｺ 足立区医師会 副会長 ○ ○ 衛生管理課

13 委員 湊　耕一 ﾐﾅﾄ ｺｳｲﾁ 東京都足立区歯科医師会 会長 ○ ○ 衛生管理課

14 委員 藤田　義人 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾄ 足立区薬剤師会 会長 ○ 衛生管理課

15 委員 笠原　清子 ｶｻﾊﾗ ｷﾖｺ 足立区町会・自治会連合会 青少年部長 ○ 地域調整課

16 委員 野辺　陽子 ﾉﾍﾞ ﾖｳｺ 足立区民生・児童委員協議会 副会長 ○ 福祉管理課

17 委員 片野　和恵 ｶﾀﾉ ｶｽﾞｴ 足立区女性団体連合会 会長 ○ ○ 区民参画推進課

18 委員 野尻　和良 ﾉｼﾞﾘ ﾔｽﾖｼ 足立区住区センター連絡協議会 副会長 ○ ○ 住区推進課

19 委員 中村　輝夫 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙｵ 足立区老人クラブ連合会 ねんりん編集委員会委員長 ○ ○ 高齢福祉課

20 委員 小川　勉 ｵｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 足立区介護サービス事業者連絡協議会 会長 ○ 介護保険課

21 委員 大竹　吉男 ｵｵﾀｹ ﾖｼｵ 足立区ボランティア連合会 会長 ○ 社会福祉協議会

22 委員 福岡　靖介 ﾌｸｵｶ ｾｲｽｹ 介護老人保健施設 しらさぎ理事長 ○ 介護保険課

23 委員 橋本　飛鳥 ﾊｼﾓﾄ ｱｽｶ 特別養護老人ホーム ハピネスあだち施設長 ○ 介護保険課

24 委員 細井　和男 ﾎｿｲ ｶｽﾞｵ 高齢者在宅サービスセンター 高齢者在宅サービスセンター西新井施設長 ○ 高齢福祉課

25 委員 小川　朝恵 ｵｶﾞﾜ ｱｻｴ 足立区介護サービス事業者連絡協議会 訪問看護部会副部会長 ○ 衛生管理課

26 委員 猿渡　滝雄 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾀｷｵ 足立区保健所運営協議会 委員 ○ 衛生管理課

27 委員 清水　洋司 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｼﾞ 足立区健康づくり推進員会議 会長 ○
こころとからだ
の健康づくり課

28 委員 名久井　昭吉 ﾅｸｲ ｼｮｳｷﾁ 足立区障害者団体連合会 足立区精神障害者家族会連合会代表 ○
中央本町地域・
保健総合支援課

29 委員 加藤　仁志 ｶﾄｳ ﾋﾄｼ 足立区障害者団体連合会 足立区ろう者協会会長 ○ 障がい福祉課

30 委員 小久保　兼保 ｺｸﾎﾞ ｶﾈﾔｽ 足立区障害者団体連合会 会長 ○ 障がい福祉課

31 委員 山根　佳代子 ﾔﾏﾈ ｶﾖｺ 足立区障害者団体連合友愛会 足立区視力障害者福祉協会理事 ○ 障がい福祉課

32 委員 江黒　由美子 ｴｸﾞﾛ ﾕﾐｺ 足立区障害者団体連合友愛会 足立区手をつなぐ親の会会長 ○ 障がい福祉課

33 委員 蔵津　あけみ ｸﾗﾂ ｱｹﾐ 足立区障害者団体連合友愛会 足立区肢体不自由児者父母の会会長 ○ 障がい福祉課

34 委員 川下　勝利 ｶﾜｼﾓ ｶﾂﾄｼ 足立区民間保育園連合会 会長 ○ ○
子ども施設整備
課

35 委員 古庄　宏吉 ﾌﾙｼｮｳ ﾋﾛｷﾁ 足立区私立幼稚園協会 会長 ○ 子ども政策課

36 委員 古性　力 ﾌﾙｼｮｳ ﾁｶﾗ 足立区立小学校ＰＴＡ連合会 副会長 ○ 青少年課

37 委員 加藤　真砂美 ｶﾄｳ ﾏｻﾐ 足立区立中学校ＰＴＡ連合会 副会長 ○ 青少年課

38 委員 上野　美雪 ｳｴﾉ ﾐﾕｷ 足立区スポーツ推進委員会 副会長 ○ スポーツ振興課

39 委員 田中　健二 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 警視庁 西新井警察署生活安全課長 高齢福祉課

40 委員 金子　洋一郎 ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京消防庁 足立消防署警防課長 高齢福祉課

41 委員 工藤　信 ｸﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ 区職員 副区長

42 委員 定野　司 ｻﾀﾞﾉ ﾂｶｻ 区職員 教育長

43 委員 鳥山　高章 ﾄﾘﾔﾏ ﾀｶｱｷ 区職員 子どもの貧困対策担当部長 ○

44 委員 秋生　修一郎 ｱｷｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 区職員 地域のちから推進部長 ○ ○

45 委員 中村　明慶 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾖｼ 区職員 福祉部長 ○

46 委員 馬場　優子 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｺ 区職員 衛生部長 ○ ○

47 委員 松野　美幸 ﾏﾂﾉ ﾐﾕｷ 区職員 子ども家庭部長 ○

48 委員 川口　真澄 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｽﾐ 区職員 待機児対策室長 ○

49 委員 大高　秀明 ｵｵﾀｶ ﾋﾃﾞｱｷ 足立区社会福祉協議会 常務理事 ○ 社会福祉協議会

（順不同・敬称略）

令和２年７月２９現在

役職 氏　　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 選出団体名 選出団体の役職等
専門部会

所管課



令和２年度第１回足立区地域保健福祉推進協議会出席者名簿 令和２年７月２９日開催

出欠 氏　　名 選出団体の役職等 役職

1 〇 菱沼　幹男 日本社会事業大学　社会福祉学部　福祉計画学科　准教授 会長

2 〇 酒井　雅男 弁護士 副会長

3 〇 奥野　英子 日本リハビリテーション連携科学学会顧問

4 〇 近藤　尚己 東京大学大学院　准教授

5 × 齊藤　多江子 日本体育大学児童スポーツ教育学部　准教授

6 × 藤原　武男 東京医科歯科大学大学院　教授（国立成育医療研究センター研究所　客員研究員）

7 〇 白石　正輝 区議会議員

8 〇 杉本　ゆう 区議会議員

9 〇 吉田　こうじ 区議会議員

10 〇 浅子　けい子 区議会議員

11 〇 銀川　ゆい子 区議会議員

12 × 早川　貴美子 副会長

13 × 湊　耕一 会長

14 × 藤田　義人 会長

15 〇 笠原　清子 青少年部長

16 〇 野辺　陽子 副会長

17 〇 片野　和恵 会長

18 × 野尻　和良 副会長

19 〇 中村　輝夫 ねんりん編集委員会委員長

20 〇 小川　勉 会長

21 〇 大竹　吉男 会長

22 〇 福岡　靖介 しらさぎ理事長

23 〇 橋本　飛鳥 ハピネスあだち施設長

24 〇 細井　和男 高齢者在宅サービスセンター西新井施設長

25 〇 小川　朝恵 訪問看護部会副部会長

26 〇 猿渡　滝雄 委員

27 〇 清水　洋司 会長

28 〇 名久井　昭吉 足立区精神障害者家族会連合会代表

29 〇 加藤　仁志 足立区ろう者協会会長

30 〇 小久保　兼保 会長

31 × 山根　佳代子 足立区視力障害者福祉協会理事

32 × 江黒　由美子 足立区手をつなぐ親の会会長

33 〇 蔵津　あけみ 足立区肢体不自由児者父母の会会長

34 〇 川下　勝利 会長

35 × 古庄　宏吉 会長

36 × 古性　力 副会長

37 〇 加藤　真砂美 副会長

38 〇 上野　美雪 副会長

39 × 田中　健二 西新井警察署生活安全課長

40 × 金子　洋一郎 足立消防署警防課長

41 × 工藤　信 副区長

42 × 定野　司 教育長

43 〇 鳥山　高章 子どもの貧困対策担当部長

44 〇 秋生　修一郎 地域のちから推進部長

45 〇 中村　明慶 福祉部長

46 〇 馬場　優子 衛生部長

47 〇 松野　美幸 子ども家庭部長

48 × 川口　真澄 待機児対策室長

49 〇 大高　秀明 常務理事
（順不同・敬称略）


