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資料編 

１ 飯田市社会福祉審議会本部会委員名簿 

任期：平成 31 年 4 月 1 日～令和４年 3 月 31 日 

№ 氏名 分科会 所属団体等 

1 原  久 児童福祉分科会 飯田市社会福祉協議会 

2 近藤 政彰 児童福祉分科会 飯田市私立保育園連盟 

3 小池 とし子 児童福祉分科会 飯田市ひとり親家庭福祉会 

4 宮下  智 障がい者福祉分科会 南信州広域連合地域自立支援協議会 

5 菱田 博之 障がい者福祉分科会 飯田女子短期大学（学識経験者） 

6 松澤 陽子 障がい者福祉分科会 飯伊圏域障がい者総合支援センター 

7 吉川 一実 高齢者福祉分科会 飯伊圏域介護保険事業者連絡協議会 

8 梅村 浩正 高齢者福祉分科会 飯伊圏域介護保険事業者連絡協議会 

9 多田 雅幸 高齢者福祉分科会 飯田市民生児童委員協議会 

10 小西 盛登 健康づくり分科会 飯田市公民館館長会 

11 稲垣 享子 健康づくり分科会 飯田市食生活改善推進協議会 

 黒澤 文実子 健康づくり分科会 健康福祉委員会等代表者連絡会 

（令和２年７月 29 日まで） 

12 土屋 秀富 健康づくり分科会 健康福祉委員会等代表者連絡会 

（令和２年７月 30 日から） 

13 中島 武津雄 健康づくり分科会 飯田市社会福祉協議会 

 

２ 飯田市社会福祉審議会本部会の開催状況 

期日・場所 会議名 協議事項 

令和２年 

２月 12 日（水） 

本庁舎会議室 

第４回 

飯田市社会福祉審議会 

本部会 

・第２期飯田市地域福祉計画・地域福祉活動

計画の諮問 

令和２年 

３月 24 日（水） 

本庁舎会議室 

第５回 

飯田市社会福祉審議会 

本部会 

・第２期飯田市地域福祉計画・地域福祉活動

計画の素案について 

内容：全体構成、基本理念・基本方針、重点

取組事業について協議 

令和２年 

７月 30 日（木） 

本庁舎会議室 

第６回 

飯田市社会福祉審議会 

本部会 

・第２期飯田市地域福祉計画・地域福祉活動

計画の素案について 

内容：前回からの修正点の審議 
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令和２年 

10 月 29 日（木） 

本庁舎会議室 

第７回 

飯田市社会福祉審議会 

本部会 

・第２期飯田市地域福祉計画・地域福祉活動

計画の原案について 

内容：原案の中間報告、素案からの修正点の

審議 

令和２年 

11 月 16 日（月） 

本庁舎会議室 

第８回 

飯田市社会福祉審議会 

本部会 

・第２期飯田市地域福祉計画・地域福祉活動

計画の原案について 

内容：前回からの修正点の審議、重層的支援

体制の協議、原案の確認 

令和３年 

2 月９日（火） 

本庁舎会議室 

第９回 

飯田市社会福祉審議会 

本部会 

・市長からの諮問に係る協議、市長への答申

書案について 

内容：パブリックコメントでの意見と意見に

対する市の考え方の協議 

令和３年 

2 月 12 日（金） 

市長公室 

市長への答申 ・正副委員長から市長に対して、第２期地域

福祉計画・地域福祉活動計画の答申書の提出 

 

３ 地区等との意見交換の開催状況 

期日 会議名 参加人数 

10 月１日（木） 上久堅地区民生児童委員協議会定例会 7 

10 月２日（金） 川路地区民生児童委員協議会定例会 6 

10 月５日（金） 上村地区民生児童委員協議会定例会 5 

10 月５日（金） 千代地区健康福祉委員会 12 

10 月６日（火） 橋南地区民生児童委員協議会定例会 11 

10 月６日（火） 東野地区民生児童委員協議会定例会 9 

10 月６日（火） 丸山地区民生児童委員協議会定例会 9 

10 月６日（火） 龍江地区民生児童委員協議会定例会 9 

10 月６日（火） 三穂地区民生児童委員協議会定例会 6 

10 月６日（火） 伊賀良地区民生児童委員協議会定例会 22 

10 月６日（火） 鼎地区民生児童委員協議会定例会 23 

10 月６日（火） 上郷地区民生児童委員協議会定例会 26 

10 月６日（火） 南信濃地区民生児童委員協議会定例会 10 

10 月６日（火） 鼎地区地域福祉課題検討会 9 

10 月８日（木） 橋北地区民生児童委員協議会定例会 12 

10 月８日（木） 羽場地区民生児童委員協議会定例会 12 

10 月８日（木） 座光寺地区民生児童委員協議会定例会 9 

10 月８日（木） 松尾地区民生児童委員協議会定例会 20 

10 月８日（木） 山本地区民生児童委員協議会定例会 10 

10 月 12 日（月） 丸山地区健康福祉委員会 38 
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10 月 12 日（月） 松尾地区健康福祉委員会 13 

10 月 14 日（水） 千代地区民生児童委員協議会定例会 8 

10 月 20 日（火） 橋北地区まちづくり委員会 20 

10 月 21 日（水） 鼎地区健康福祉委員会 20 

10 月 22 日（木） 上郷地区健康福祉委員会 11 

11 月９日（月） 下久堅地区民生児童委員協議会定例会 9 

11 月 10 日（火） 竜丘地区民生児童委員協議会定例会 12 

11 月 12 日（木） 川路地区健康福祉委員会 19 

 

４ 福祉相談窓口一覧 

(1) 子育て・発達・就学・家庭児童・児童虐待に関する相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

こども家庭応援センター 本町 1 丁目 15 22-4511 平日 8:30～17:15 

(2) 児童虐待 

名称 電話 受付時間 

児童相談所全国共通３桁ダイヤル 189 24 時間対応 

(3) 医療、子どもの心とからだ、精神保健に関する相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

飯田保健福祉事務所 追手町 2 丁目 678 53-0444 平日 8:30～17:15 

(4) 障がいのあるお子さん又は発達に心配のあるお子さん及び家族の相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

こども発達センターひまわり 松尾新井 5933-2 23-6097 平日 8:30～17:15 

(5) 障がいのある方または家族の相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

飯伊圏域障がい者総合支援

センターほっとすまいる 

東栄町 3108-1 24-3182 平日 8:30～17:30 

(6) 高齢者の介護予防や生活の相談 

名称 所在地 電話 担当地区 

いいだ地域包括支援

センター 

銀座 3 丁目７ 

堀端ビル２Ｆ 

56-1595 橋北、橋南、羽場、丸山、東野、

座光寺、上郷 

いがら地域包括支援

センター 

三日市場 406-31 28-2361 山本、伊賀良 

かわじ地域包括支援

センター 

川路 3467-2 27-6052 松尾、下久堅、上久堅、千代、

龍江、竜丘、川路、三穂 

南信濃地域包括支援

センター 

南信濃和田 1550 0260- 

34-1066 

上村、南信濃 

かなえ地域包括支援

センター 

鼎一色 551 53-9411 鼎 
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(7) 生活保護に関する相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

飯田市福祉事務所 大久保町 2534 22-4511 平日 8:30～17:15 

(8) ひきこもり及び心の健康に関する相談 

名称 電話 受付時間 

長野県引きこもり支援センター 026-227-1810 平日 8:30～17:15 

長野県自殺対策推進センター 026-227-1810 平日 8:30～17:15 

こころの相談 22-4511 平日 8:30～17:15 

(9) 年金に関する相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

飯田年金事務所 宮の前 4381-3 22-3641 平日 8:30～17:15 

(10) 成年後見に関する相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

いいだ成年後見支援セン

ター 

銀座 3 丁目 7 

堀端ビル２Ｆ 

53-3187 平日 8:30～17:30 

(11) 消費トラブル問題に関する相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

飯田市消費生活センター 大久保町 2534 22-4530 平日 8:30～17:15 

(12) 公正証書に関する相談 

名称 所在地 電話 

飯田公証役場 常盤町 30 23-6502 

(13) 交通事故に関する相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

交通事故相談所飯田支所 追手町 2 丁目 678 53-0429 平日 8:30～17:15 

(14) 生活や就労などの総合的な支援相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

生活就労支援センターま

いさぽ飯田 

高羽町 6 丁目 1-3 49-8830 平日 9:30～17:00 

(15) 生活困窮者の自立に向けた相談及び生活における心配ごとの相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

飯田市社会福祉協議会心

配ごと相談所 

東栄町 3108-1 53-3180 平日８:30～17:30 

(16) 結婚に関する相談 

名称 所在地 電話 受付時間 

飯田市結婚相談所 東栄町 3108-1 53-3182 平日 8:30～17:30 

 


