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１ 主要な策定経緯 

（1） 策定委員会 

第１回策定委員会  平成１７年 ６月３０日 大和庁舎 防災会議室 
（１）委嘱状交付、策定委員会の構成について 
（２）グループインタビューについて 
（３）郡上市健康福祉推進計画の概要について 

第２回策定委員会  平成１７年 ７月２９日 八幡防災センター 防災研修室  
（１）郡上市健康福祉推進計画策定委員会ワークショップ 
（２）ワークショップの結果発表 

第３回策定委員会  平成１７年 ９月３０日 市文化センター 多目的ホール 
（１）グループインタビュー結果の報告について 
（２）健康福祉推進計画実態把握調査の実施について 
（３）第３期介護保険事業計画の方向性について 

第４回策定委員会  平成１７年１１月３０日 八幡防災センター 防災研修室 
（１）健康福祉推進計画実態把握調査の調査結果について 
（２）年代別（ライフステージ）の健康福祉行動の課題抽出グ 
   ループワークの実施 
（３）今後の健康福祉推進計画の進め方 
（４）市民会議設置と役割について 

臨時策定委員会   平成１７年１２月２６日 市役所 ２階 第１会議室  
（１）第４回策定委員会で課題抽出できなかった乳幼児期の課題抽出グル

ープワークの実施 
（２）市民会議の開催状況について 

第５回策定委員会  平成１８年 ２月 ８日 八幡防災センター 防災研修室 
（１）健康福祉推進計画年代別健康福祉課題に対する市民会議の提言につ

いて 
（２）健康福祉推進計画素案（序論から基本構想）について 
（３）健康福祉推進計画素案（事業推進計画）について 

第６回策定委員会  平成１８年 ３月 ２日 市役所 ４階 大会議室 
（１）健康福祉推進計画（第１章序論～第４章優先課題抽出）の変更箇所

の説明について 
（２）健康福祉推進計画素案（第５章～第７章計画の実現）について 
（３）健康福祉推進計画素案（事業推進計画）について 
（４）健康福祉推進計画骨子全体の承認について 
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（２） 市民会議 

第１回市民会議   平成１７年１２月２０日 大和庁舎 防災会議室 
（１）委嘱状交付、市民会議の進め方について 
（２）市民会議の位置づけと役割について 
（３）実態把握調査及び課題抽出結果について 
（４）市民として取り組むべきグループワーク（基本編）① 

第２回市民会議   平成１８年 １月１２日 八幡防災センター 防災研修室 
         （１）年代別課題のグループワーク（実践）  ② 
           取組みを課題に応じて、市民の視点でブレーンストーミングによる意

見を出す。 
第３回市民会議   平成１８年 １月２７日 八幡防災センター 防災研修室 
         （１）年代別課題のグループワーク（応用）  ③ 
           二軸 取組主体と生活圏域で分類 
第４回市民会議   平成１８年 ２月 ２日 八幡防災センター 防災研修室 
         （１）年代別課題のグループワーク（まとめ） ④ 
           年代別のグループワークのまとめと発表 

 
 

２ 郡上市健康福祉推進計画策定委員会設置要綱 
（目的） 

第１条 市長の諮問に応じて、郡上市健康福祉推進計画を策定するため、郡上市健康福祉推進 

計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項について調査、研究、企画、立案等の事務に当たる。 

（１） 基本構想に関する事項 

（２） 基本計画に関する事項 

（３） 実施計画に関する事項 

（４） 政策及び計画評価システムに関する事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員３５人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者うちから、市長が委嘱する。 

 （１）市議会の議員 

 （２）市内関係団体の代表 

 （３）学識経験を有する者 
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 （４）前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員会の構成） 

第６条 委員会に会長１人、副会長３人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。 

３ 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

代理する優先順位は、副会長において協議決定する。 

（会議） 

第７条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決すると

ころによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴

くことができる。 

（部会） 

第８条 会長は、専門分野における事項を調査審議するため部会を設置することができる。 

２ 部会の代表は、副会長をもって充てる。 

（事務局） 

第９条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局は、健康福祉部福祉政策課が所管する。 

３ 事務局に事務局長を置き、健康福祉部福祉政策課長をもってこれに充てる。 

４ 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を総括する。 

（委任） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

  附 則 

 この要綱は、平成１７年６月１５日から施行する。 
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３ 郡上市健康福祉推進計画策定委員名簿 
No  氏   名 委員区分 団 体 名 

１ 池田 喜八郎 議会 議会文教民生常任委員会 

２ 大坪 寿雄 市内関係団体 郡上市自治会連合会代表 

３ 田代 はつ江 市内関係団体 郡上市女性の会代表 

４ 千葉 幸男 市内関係団体 郡上市老人クラブ連合会代表 

５ 坂本 由之 市内関係団体 郡上市医師会の代表 

６ 高橋  充 市内関係団体 郡上市歯科医師会の代表 

７ 岩尾 善信 市内関係団体 郡上市民生委員児童委員代表 

８ 青木  修 市内関係団体 郡上市校長会代表 

９ 前田 長壽 市内関係団体 郡上市ＰＴＡ連合会代表 

10 高垣 典子 市内関係団体 郡上市食生活改善推進協議会代表 

11 浅野 真顕 市内関係団体 郡上市保育研究協議会代表 

12 稲葉 秀章 市内関係団体 郡上市ＮＰＯ法人連絡協議会代表 

13 萱岡  進 市内関係団体 郡上市社会福祉協議会代表 

14  杉下 浩子 市内関係団体 郡上市ケアマネ連絡協議会代表 

15 原  耕平 市内関係団体 郡上市身体障害者福祉協会郡上市支部代表

16 櫻井  實 市内関係団体 郡上市商工会協議会代表 

17 松山 幸盛 市内関係団体 郡上市体育指導委員代表 

18 長谷川 作平 市内関係団体  郡上市公民館代表 

19 原  喜与美 市内関係団体 郡上市農業振興協議会代表 

20 小森 みゆき 市内関係団体 美並町母子成人保健推進員 

21 日置 之光 市内関係団体 郡上市手をつなぐ育成会代表 

22 丸田 裕子 市長が必要と認める者 乳幼児を持つ親 

23 加藤 清美 市長が必要と認める者 やまびこ園幼児ボランティア代表 

24 牧野 幸子 市長が必要と認める者 在宅介護者の代表 

25 西村 省一 学識経験者 社会福祉施設代表 

26 馬渕 旻修 学識経験者 県立郡上高等学校 

27 宮谷 里美 学識経験者 福祉文化カレッジ修了生代表 

28 小林 京子 学識経験者 中濃保健所管理栄養士 

29 成瀬 浩子 市民公募 八幡町 

30 山下 憲一 市民公募 大和町 

31 荒井 庄司 市民公募 白鳥町 

32 上ケ島 信夫 市民公募 高鷲町 

33 岡本 幹彦 市民公募 美並町 

34 酒井  了 市民公募 明宝 

35 澤田 雅代 市民公募 和良町 
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４ 郡上市健康福祉推進計画市民会議名簿 

No 氏  名 住       所 No 氏  名 住       所 

1 三島理香 市内白鳥町二日町 1324 番地 4 31 八木良三 市内八幡町入間 352 番地 

2 上田芳子 市内八幡町島谷 1111 番地 32 八木幸枝 市内八幡町入間 352 番地 

3 坂下典子 市内八幡町初納 143 番地 2 33 加藤秀子 市内大和町剣 344 番 

4 名畑加代子 市内八幡町島谷 138 番地 2 34 上村ひとみ 市内高鷲町大鷲 743 番地 2 

5 和田千草 市内八幡町殿町 65番地 35 田中恭子 市内高鷲町大鷲 239 番地 1. 

6 清水悦子 市内八幡町稲成 328 番地 1 36 加藤陽美 市内八幡町島谷 659 

7 鷲見和代 市内八幡町初音 15番地 1 37  下置理津子 市内八幡町島谷 1470 番地 3 

8 村瀬千春 市内八幡町小野7丁目2番地41 38 服部政子 市内八幡町島谷 1462 

9 山田一三 市内八幡町尾崎町 480 番地 39 野田花子 市内八幡町五町 

10 日置久子 市内八幡町島谷 975 番地 40 長棟たか子 市内八幡町島谷 1035 

11 川合貴志 市内大和町剣 252 番地 7 41 松本真由美 市内美並町大原 424-1 

12 尾藤栄子 市内白鳥町二日町 350 番地 42 小椋和子 市内美並町大原 958-1 

13 松尾栄 市内白鳥町白鳥 67番地 1 43 美谷添祐美子 市内白鳥町大島 1546 

14 松尾真由美 市内白鳥町白鳥 67番地 1 44 實廣美千子 市内大和町名皿部 445-1 

15 原冨美子 市内明宝二間手 580 番地 45 加藤エミ 市内八幡町島谷 1447 

16 酒井敦子 市内明宝二間手 211 番地 46 西村 幸司 郡上市社会福祉協議会高鷲 

17 置田五百子 市内明宝二間手 575 番地 47 鈴木  登 郡上市社会福祉協議会明宝 

18 粥川厚子 市内和良町鹿倉 17番地 48 桑田 幸治 郡上市社会福祉協議会大和 

19 畑佐親弘 市内明宝畑佐 23番地 49 坂元 新吾 郡上市社会福祉協議会美並 

20 増田洋子 市内大和町栗巣 1972 番地 50 鈴木 雅秀 郡上市社会福祉協議会八幡 

21 田中幸子 市内八幡町相生 2285 番地 1 

22 岡崎美佐子 市内八幡町小野 708 番地 

23 青地ふよ子 市内八幡町大手町 814 番地 

24 山下行代 市内白鳥町大島 1806 番地 213 

25 岡本富喜子 市内八幡町本町 

26 鷲見馨 市内白鳥町大島 1103 番地１ 

27 田中真澄 市内八幡町那比 270 番地 

28 鷲見栄 市内白鳥町大島 1804 番地 395 

29 大澤徹三 市内和良町沢 458 番地 2 

30 吉田道子 市内八幡町小野 5丁目 
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５ 郡上市健康福祉推進計画幹事会・職員企画調整会議 

（１） 庁内計画策定幹事会 

所属名 課  名 職 名 等 氏  名 

健康福祉部  部長   高垣 武夫 

健康福祉部 福祉政策課 課長   土松 則幸 

健康福祉部 健康政策課 課長   池戸  正 

健康福祉部 福祉事務所 次長   大坪 時夫 

健康福祉部 介護保険課 課長   田代 憲次 

健康福祉部 郡上偕楽園 園長   古川 勇吉 

八幡地域 健康福祉課 課長   三輪 孝二 

大和地域 健康福祉課 課長   池戸 利春 

白鳥地域 健康福祉課 課長   村上 金典 

高鷲地域 健康福祉課 課長   日置 正史 

美並地域 健康福祉課 課長   長岡 文男 

明宝地域 健康福祉課 課長   小田 昌樹 

和良地域 健康福祉課 課長   川尻 千秋 

総合政策部 企画調整課 課長   曽我 孝男 

教育委員会 教育総務課 課長   池田 法彦 

社会福祉協議会 事務局 局長   古川 一朗 

 

（２） 庁内計画策定職員企画調整会議（Ｇチーム） 

所属名 課  名 職 名 等 氏  名 

健康福祉部 福祉政策課 企画管理担当チーフ   八代 正文 

健康福祉部 福祉政策課 在支担当チーフ   丸茂 紀子 

健康福祉部 福祉政策課 在宅介護支援センター   矢野 顕子 

健康福祉部 健康政策課 課長補佐（保健師）   伊藤 清美 

健康福祉部 健康政策課 課長補佐（保健師）   佐藤 鈴子 

健康福祉部 健康政策課 理学療法士   小森 隆司 

健康福祉部 福祉事務所 主任   森   学 

健康福祉部 介護保険課 主事   林   亮 

健康福祉部 郡上偕楽園 係長   上村  強 

教育委員会 学校教育課 指導主事（係長）   立石 敏彦  

社会福祉協議会 地域福祉担当 次長   古川 昭文 

社会福祉協議会 地域福祉担当 主任   井上 彰人 
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６ 郡上市健康福祉推進計画総合アドバイザー 
 

○健康福祉推進計画策定総合アドバイザー  
郡上市和良地域健康福祉局長       後 藤 忠 雄  

○健康福祉推進計画策定オブザーバー 
中部学院大学人間福祉学部  助教授  木 下  聖  
中部学院大学人間福祉学部  講 師  大 藪 元 康  
中部学院大学短期大学部  講 師  大井智香子  

 
 

７ 関係機関連絡先 

名  称 住  所 電 話 番 号 
郡上市 健康福祉部 福祉政策課 郡上市八幡町島谷 228 0575-67-1834（代） 

郡上市 健康福祉部 健康政策課 郡上市八幡町島谷 228 0575-67-1834（代） 

郡上市 健康福祉部 介護支援課 郡上市八幡町島谷 228 0575-67-1834（代） 

郡上市 八幡地域振興事務所 健康福祉課 郡上市八幡町島谷 228 0575-67-1122（代） 

郡上市 大和地域振興事務所 健康福祉課 郡上市大和町徳永 618 0575-88-4511（代） 

郡上市 白鳥地域振興事務所 健康福祉課 郡上市白鳥町白鳥 38-1 0575-82-3111（代） 

郡上市 高鷲地域振興事務所 健康福祉課 郡上市高鷲町大鷲 2349-1 0575-72-5111（代） 

郡上市 美並地域振興事務所 健康福祉課 郡上市美並町白山 430-3 0575-79-3393（代） 

郡上市 明宝地域振興事務所 健康福祉課 郡上市明宝二間手 535 0575-87-2299（代） 

郡上市 和良地域振興事務所 健康福祉課 郡上市和良町沢 865-1 0575-77-4007（代） 

郡上市 教育委員会     学校教育課 郡上市八幡町島谷 207-1 0575-67-1468（代） 

 
 


