
健 康 福 祉 ・ 医 療 委 員 会
平 成 29 年 ５ 月 10 日
健 康 福 祉 局

Ⅰ　開催実績のある附属機関　

　１　指定管理者選定評価委員会以外の附属機関

№ 名称 会議開催日 会議議題

１ 横浜市福祉サービス第三
者評価推進委員会
【企画課】

平成29年１月17日 １　福祉サービス第三者評価の
推進について
２　評価調査員養成研修の実施
報告等

２ 横浜市社会福祉審議会
【企画課】

平成29年３月28日 １　委員長の指名
※その他、いわゆる「ごみ屋敷」
対策について等を報告

平成28年６月３日 １　墓地計画の現状について
２　平成27年度 墓地実態調査結
果について
３　横浜市営墓地について

調停小委員会
平成28年６月28日ほか計11回

１　墓地等設置予定者と周辺住
民の紛争当事者間の調停

定例会
平成28年５月13日ほか計11回

１　業務実績報告について
２　苦情申立案件検討

公開会議
平成29年３月10日

１　申立案件の振り返りについて

平成28年10月17日 １　特別養護老人ホームの整備
に伴う整備費補助金の交付先の
選定について

平成29年３月６日 １　地域密着型サービス事業所
の整備に伴う補助金交付先の選
定について
２　新設社会福祉法人の審査に
ついて

６ 横浜市福祉のまちづくり
推進会議
【福祉保健課】

平成28年８月31日 １　横浜市バリアフリー基本構想
について
２　横浜市福祉のまちづくり推進
指針の作成・活用状況について

横浜市社会福祉法人施
設審査会
【監査課】

附属機関の開催状況について
（平成28年４月18日から平成29年５月９日まで）

横浜市墓地等設置紛争
調停委員会
【相談調整課】

横浜市福祉調整委員会
【相談調整課】

５

４

３
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平成28年７月15日 １  第３期横浜市地域福祉保健
計画評価について
２  第３期横浜市地域福祉保健
計画推進における平成28年度の
取組について
３  よこはま地域福祉フォーラム
について

平成28年11月７日 １　第３期横浜市地域福祉保健
計画中間評価について
２　第４期横浜市地域福祉保健
計画策定にかかる体制及び分科
会の実施について
３　よこはま地域福祉フォーラム
（11月24日開催）について
４　横浜市建築物等における不
良な生活環境の解消及び発生の
防止を図るための支援及び措置
に関する条例（いわゆる「ごみ屋
敷」対策条例）について

平成29年４月26日 １　第４期横浜市地域福祉保健
計画の策定について
２　第４期横浜市地域福祉保健
計画策定に係る分科会 について
３　第４期横浜市地域福祉保健
計画の策定に向けた関係団体ヒ
アリングについて
４　29年度第４期横浜市地域福
祉保健計画策定スケジュール及
び第３期横浜市地域福祉保健計
画・区地域福祉保健計画推進ス
ケジュールについて

平成28年12月22日 １　 会長・副会長の選出
２　 横浜市建築物等における不
良な生活環境の解消及び発生の
防止に関する審議会運営要綱の
制定
３　横浜市のいわゆる「ごみ屋
敷」対策について

平成29年５月２日 １　平成28年度取組状況等につ
いて

９ 横浜市民生委員推薦会
【地域支援課】

平成28年６月１日
平成28年10月27日

１　民生委員・児童委員、主任児
童委員候補者の推薦について

10 横浜市国民健康保険運
営協議会
【保険年金課】

平成28年12月１日 １　平成27年度横浜市国民健康
保険事業費会計決算について
２　特定健康診査等事業の実施
状況等について
３　データヘルス計画について
４　都道府県単位化について

７ 横浜市地域福祉保健計
画策定・推進委員会
【福祉保健課】

８ 横浜市建築物等における
不良な生活環境の解消
及び発生の防止に関する
審議会（新規）
【福祉保健課】

※平成28年12月22日新
設
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10 横浜市国民健康保険運
営協議会
【保険年金課】

平成29年３月23日 １　平成29年度横浜市国民健康
保険事業費会計予算について
２　国民健康保険制度改正の予
定について
３　データヘルス計画について
４　都道府県単位化について

11 横浜市国民健康保険障
害児育児手当金障害程
度審査委員会
【保険年金課】

平成28年４月25日
ほか計７回

１　障害児育児手当金障害程度
審査について

12 横浜市小児慢性特定疾
病審査会
【医療援助課】

平成28年12月８日 １　報告事項について
２　審査状況・事業実績について

平成28年６月30日 １　委員長・副委員長の選出
２　会議における約束事について
３　あっせんの手続について
４　今後のスケジュールについて

平成28年11月４日 １　あっせんの申出の状況につい
て
２　あっせんの手続について

平成29年３月３日 １　あっせんの申出の状況につい
て
２　あっせんの手続について

小委員会
平成28年10月13日ほか計４回

１　障害者差別に関する障害者
等と事業者間のあっせん

横浜市障害者施策推進
協議会
【障害企画課】

平成28年６月６日 １　平成27年度専門委員会の活
動報告について
２　「知的障害者の住まいの検討
部会」での検討内容の報告につ
いて
３　障害者差別解消法の施行に
伴う市の取組状況について
※２～３まで報告事項

平成28年10月26日 １　第３期障害者プランの見直し
について
２　障害者就労啓発事業（公共施
設活用事業）について
３　第３期障害者プランの取組状
況について
４　後見的支援を要する障害者
支援条例に基づく報告について
５　横浜市障害者自立支援協議
会の実施状況について
６　津久井やまゆり園殺傷事件
当日・現在の状況について
７　障害者差別の解消に関する
市の取組状況について
※３～７まで報告事項

14

横浜市障害者差別の相
談に関する調整委員会
【障害企画課】

13
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14 横浜市障害者施策推進
協議会
【障害企画課】

平成29年３月30日 １　第３期障害者プランの見直し
について
２　第３期横浜市障害者プラン市
民説明会の開催状況について
３　平成28年度専門委員会の活
動報告について
４　障害者差別の解消に関する
市の取組状況について
５　障害者就労啓発事業（公共施
設活用事業）について
６　平成29年度予算について
７　障害者虐待防止に関する広
報・啓発用チラシの作成について
８　西部方面多機能型拠点の開
所について
９　ヨコハマ・パラトリエンナーレ
2017実施概要案
※２～９まで報告事項

平成28年８月23日 １　精神障害者の住まいに関す
る調査の実施結果について

平成29年３月28日 １　横浜市障害者就労支援セン
ターあり方検討について
２　自殺対策基本法改正に伴う
国の動向及び本市の対応ついて
３　措置入院者退院後支援につ
いて
４　平成29年度予算について

16 横浜市障害支援区分認
定審査会
【障害者更生相談所】

平成28年４月18日ほか
計251回

１　障害支援区分の認定

17 横浜市精神医療審査会
【こころの健康相談セン
ター】

平成28年４月21日ほか計47回 １　医療保護入院者等に係る｢入
院届｣ ｢定期病状報告書｣の審査
２　退院又は処遇改善の請求に
係る審査

平成28年６月21日 １　民有地活用型認定制度の創
設について、その他

平成29年３月21日 １　民有地活用型認定制度の認
定状況等について、その他

全体会
平成29年３月22日

１　会長候補者の選出
２　副会長候補者（職務代理者）
の指名
３　審査会委員の合議体所属指
名

合議体
平成28年４月18日ほか
計3,351回

１　要介護または要支援認定の
審査判定

18

横浜市精神保健福祉審
議会
【障害企画課】

15

よこはま多世代・地域交
流型住宅整備・運営事業
者選定等委員会
【高齢施設課】

横浜市介護認定審査会
【介護保険課】

19
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平成28年６月27日
（第１回）

１　横浜市介護予防・日常生活支
援総合事業について
２　市レベル地域ケア会議の開
催について
３　第７期高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画策定に向けた
高齢者実態調査（案）について

平成28年９月１日
（第２回）

１　第６期横浜市高齢者保健福
祉計画・介護保険事業計画平成
27年度取組状況について
２　横浜市介護予防・日常生活支
援総合事業について

平成28年12月19日
（第３回）

１　横浜市介護予防・日常生活支
援総合事業について
２　横浜型地域包括ケアシステム
の構築に向けた行動指針(仮称)
について

平成29年３月９日
（第４回）

１　第７期横浜市高齢者保健福
祉計画・介護保険事業計画策定
について

21 横浜市感染症診査協議
会
【健康安全課】

・結核分科会
　平成28年４月27日ほか
　計119回
・全体総会
  平成29年３月23日
・感染症分科会
　開催実績なし

１　結核患者の入院勧告に関す
る診査について
２　結核患者の診査について
３　結核患者の就業制限の診査
について

平成28年６月20日 １　定期予防接種の健康被害救
済制度に係る申請について

平成29年２月６日 １　定期予防接種の健康被害救
済制度に係る申請について（２
件）

23 横浜市墓地等設置財務
状況審査会
【生活衛生課】

平成28年５月18日
平成28年６月15日
平成28年10月19日

１　墓地等の経営の許可等に係
る財務状況審査

人と動物との共生推進よ
こはま協議会
【動物愛護センター】

平成28年５月31日 １　協議会委員の辞任に伴う副
会長の再選任について
２　平成28年度の横浜市動物適
正飼育推進員の研修について

平成28年11月17日 １　平成28年度及び平成29年度
の横浜市動物適正飼育推進員
の研修について
２　横浜市動物適正飼育推進員
の連絡名簿の作成について
３　感染症に罹患した猫の譲渡
のあり方について

24

20

22

横浜市介護保険運営協
議会
【介護保険課】

横浜市予防接種事故対
策調査会
【健康安全課】
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24 人と動物との共生推進よ
こはま協議会
【動物愛護センター】

平成29年３月13日 １　平成29年度横浜市動物愛護
管理業務計画（案）について
２　横浜市動物適正飼育推進員
の研修計画について
３　収容動物の譲渡のあり方に
ついて
４　任期満了に伴う次期協議会
委員の任命について（報告事項）

平成28年６月20日 １　平成27年度横浜市食品衛生
監視指導計画実施結果について
２　平成28年度食の安全を考え
るシンポジウムについて
３　平成29年度リスクコミュニケー
ション事業について

平成28年12月19日 １　平成29年度横浜市食品衛生
監視指導計画（案）について
２　平成28年度第１回食の安全・
安心推進横浜会議リスクコミュニ
ケーション検討部会についての
報告
３　平成29年度食の安全を考え
るシンポジウムについて

平成29年３月21日 １　平成29年度横浜市食品衛生
監視指導計画（案）について
２　平成29年度食の安全を考え
るシンポジウムについて
３　平成30年度リスクコミュニケー
ション事業について

リスクコミュニケーション検討部会
（平成28年８月12日、平成29年２
月20日）

１　食の安全を考えるシンポジウ
ム及びリスクコミュニケーション事
業についての検討

横浜市医療安全推進協
議会
【医療安全課】

平成28年５月10日
（第１回推進協議会）

１　平成27年度医療安全相談窓
口への相談について
（１）実績報告
（２）事例検討
２　平成28年度医療安全研修会
について
３　平成28年度その他の取組に
ついて

平成28年９月20日
（第２回推進協議会）

１　平成28年度医療安全相談窓
口への相談について
（１）実績報告
（２）事例検討
２　平成28年度医療安全研修会
について
３　平成28年度その他の取組に
ついて

26

25 食の安全・安心推進横浜
会議
【食品衛生課】
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横浜市医療安全推進協
議会
【医療安全課】

平成28年11月30日
(臨時推進協議会）

１　横浜市医療安全業務検証委
員会設置について

平成29年２月21日
（第３回推進協議会）

１　平成28年度医療安全相談窓
口への相談について
（１）実績報告
（２）事例検討
２　平成28年度医療安全研修会
について
３　平成29年度医療安全研修会
について
４　平成28年度その他の医療安
全支援センター事業について
５　平成29年度医療安全支援セ
ンターの取組について

平成28年11月30日
(第１回検証委員会）

１　医療安全相談及び立入検査
業務の仕組み
２　検証事項（検証範囲）の確認
３　横浜市の情報受領時の対応
４　横浜市の立入検査時の対応
５　今後の進め方

平成29年１月19日
（第２回検証委員会）

１　横浜市の立入検査時の対応
及び病院側への事実確認結果
２　課題改善に向けて考えられる
取組
３　検証結果報告に向けた今後
の予定

平成29年３月９日
（第３回検証委員会）

１　検証結果報告書（素案）につ
いて
２　今後の予定について

平成28年５月18日 １　平成27年度事業実施報告に
ついて
２　平成28年度事業内容につい
て
３　平成28年度事業評価検証に
ついて
４　その他

平成28年11月９日 １　平成28年度事業進捗状況に
ついて
２　事業評価検証について
３　その他

平成29年４月27日 １　よこはまウォーキングポイント
共同事
    業者の選定等について
２　平成28年度事業実施報告に
ついて
３　平成29年度事業検証につい
て
４　その他

26

27 よこはまウォーキングポイ
ント共同事業者選定等委
員会
【保健事業課】
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28 横浜市公害健康被害認
定審査会
【保健事業課】

平成28年４月20日～
平成29年４月19日
計13回

１　公害健康被害認定患者の認
定更新・障害等級の見直し・死亡
給付の審査

29 横浜市公害健康被害診
療報酬審査会
【保健事業課】

平成28年５月18日～
平成29年４月14日
計12回

１　公害健康被害認定患者に係
る医療費の審査

平成28年８月３日 １　『第２期健康横浜21　健康寿
命の延伸をめざして』
（１）働き・子育て世代への取組に
ついて
（２）今後に向けた連携について

平成29年３月17日 １　『第２期健康横浜21　健康寿
命の延伸をめざして』
（１）健康に関する市民意識調査
の結果報告について

31 横浜市石綿ばく露健康リ
スク調査専門委員会
【保健事業課】

平成28年10月７日～
平成29年2月10日
計４回

１　石綿に関する調査について
（石綿関連所見の確認（読影）と
調査課題の抽出）

32 横浜市衛生研究所倫理
審査委員会
【衛生研究所】

平成29年２月１日 １　平成29年度以降の横浜市衛
生研究所倫理審査委員会の開
催時期等について
２　横浜市衛生研究所倫理審査
委員会の迅速審査について
３　協会けんぽ神奈川支部加入
者（横浜市在住）データの分析
４　横浜市国民健康保険加入者
の特定健診等データの分析
５　感染症発生動向調査事業に
基づき提供された検体を用いた
研究
６　横浜市内で流行するhuman
metapneumovirusの解析
７　家庭内の不慮の事故に関す
る疫学的調査－高齢者を中心と
して－

30 健康横浜２１推進会議
【保健事業課】
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　２　指定管理者選定評価委員会等

№ 名称 会議開催日 会議議題

33 横浜市福祉保健研修交
流センター指定管理者
選定評価委員会
【地域支援課】

平成29年５月８日 １　委員長の選出
２　会議の公開・非公開について
３　公募要項（案）、業務基準
（案）について
４　採点方法について
５　選定のスケジュールについて

34 横浜市鶴見区地域ケアプ
ラザ指定管理者選定委員
会
【鶴見区福祉保健課】

平成28年５月13日 １　鶴見中央地域ケアプラザに関
する指定管理者の選定について

平成28年11月29日 １　委員長・職務代理者選任
２　指定管理者選定の概要及び
選定委員会での審議内容につい
て
３　選定対象の地域ケアプラザの
概要について
４　委員会の公開・非公開につい
て
５　横浜市日野南地域ケアプラザ
指定管理者選定スケジュールに
ついて
６　横浜市日野南地域ケアプラザ
指定管理者公募要項について
７　評価基準・審査方法について

平成29年３月６日 １　審査に係る確認
２　面接審査　（日野南地域ケア
プラザ指定管理者応募法人のプ
レゼンテーション及び質疑応答）
３　審査・選定

平成28年５月18日 １　事務局説明
２　地域ケアプラザの指定候補者
選定

平成28年12月14日 １　あいさつ
２　委員紹介
３　指定管理者選定委員会及び
要綱について
４　委員会の公開・非公開につい
て
５　地域ケアプラザの指定管理者
の選定について

横浜市港南区地域ケアプ
ラザ指定管理者選定委員
会
【港南区福祉保健課】

35

36 横浜市旭区地域ケアプラ
ザ指定管理者選定委員
会
【旭区福祉保健課】
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平成28年12月６日 １　委員長及び委員長職務代理
者の選出
２　会議の公開について
３　横浜市霧が丘地域ケアプラザ
の指定管理者の選定スケジュー
ルについて
４　横浜市霧が丘地域ケアプラザ
の概要について
５　公募要項について
６　評価基準項目について
７　事業実績評価の実施につい
て
８　次回委員会について

平成29年３月29日 １　平成28年度第１回選定委員
会議事録の確認
２　応募状況、審査方法について
３　財務評価及び事業実績評価
について
４　面接審査
５　審議
６　その他

平成28年11月28日 １　委員長の選出
２　会議の公開・非公開について
３　公募要項の内容について
４　評価基準項目について　等

平成29年３月７日 １　応募法人の面接
２　指定管理者の選定について

39 横浜市墓地等指定管理
者選定評価委員会
（旧 横浜市メモリアルグ
リーン指定管理者選定評
価委員会）
【環境施設課】

平成29年４月７日 １　会議の公開等について
２　日野こもれび納骨堂指定管理
者選定スケジュールについて
３　公募要項、業務基準、申請書
類等について
４　選定評価基準について

38 横浜市戸塚区地域ケアプ
ラザ指定管理者選定委員
会
【戸塚区福祉保健課】

横浜市緑区地域ケアプラ
ザ指定管理者選定委員
会
【緑区福祉保健課】

37
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Ⅱ　開催実績のなかった附属機関

　１　指定管理者選定評価委員会以外の附属機関

　２　指定管理者選定評価委員会等

№ 名称

40 横浜市社会福祉センター
指定管理者選定評価委
員会
【地域支援課】

41 横浜市神奈川区地域ケア
プラザ指定管理者選定委
員会
【神奈川区福祉保健課】

42 横浜市西区地域ケアプラ
ザ指定管理者選定委員
会
【西区福祉保健課】

43 横浜市中区地域ケアプラ
ザ指定管理者選定委員
会
【中区福祉保健課】

44 横浜市南区地域ケアプラ
ザ指定管理者選定委員
会
【南区福祉保健課】

45 横浜市保土ケ谷区地域ケ
アプラザ指定管理者選定
委員会
【保土ケ谷区福祉保健
課】

46 横浜市磯子区地域ケアプ
ラザ指定管理者選定委員
会
【磯子区福祉保健課】

47 横浜市金沢区地域ケアプ
ラザ指定管理者選定委員
会
【金沢区福祉保健課】

48 横浜市新羽地域ケアプラ
ザ及び横浜市新羽コミュ
ニティハウス指定管理者
選定委員会
【港北区福祉保健課】

49 横浜市港北区地域ケアプ
ラザ指定管理者選定委員
会
【港北区福祉保健課】

50 横浜市青葉区地域ケアプ
ラザ指定管理者選定委員
会
【青葉区福祉保健課】

未開催理由

１　審議案件がなかったため

11



51 横浜市都筑区地域ケアプ
ラザ指定管理者選定委員
会
【都筑区福祉保健課】

52 横浜市栄区地域ケアプラ
ザ指定管理者選定委員
会
【栄区福祉保健課】

53 横浜市泉区地域ケアプラ
ザ指定管理者選定委員
会
【泉区福祉保健課】

54 横浜市瀬谷区地域ケアプ
ラザ指定管理者選定委員
会
【瀬谷区福祉保健課】

55 鶴見区福祉保健活動拠
点指定管理者選定委員
会
【鶴見区福祉保健課】

56 横浜市神奈川区福祉保
健活動拠点指定管理者
選定委員会
【神奈川区福祉保健課】

57 横浜市西区福祉保健活
動拠点指定管理者選定
委員会
【西区福祉保健課】

58 横浜市中区福祉保健活
動拠点指定管理者選定
委員会
【中区福祉保健課】

59 横浜市南区福祉保健活
動拠点指定管理者選定
委員会
【南区福祉保健課】

60 横浜市港南区福祉保健
活動拠点指定管理者選
定委員会
【港南区福祉保健課】

61 横浜市保土ケ谷区福祉
保健活動拠点指定管理
者選定委員会
【保土ケ谷区福祉保健
課】

62 横浜市旭区福祉保健活
動拠点指定管理者選定
委員会
【旭区福祉保健課】

63 横浜市磯子区福祉保健
活動拠点指定管理者選
定委員会
【磯子区福祉保健課】

64 横浜市金沢区福祉保健
活動拠点指定管理者選
定委員会
【金沢区福祉保健課】

65 横浜市港北区福祉保健
活動拠点指定管理者選
定委員会
【港北区福祉保健課】

１　審議案件がなかったため
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66 横浜市緑区福祉保健活
動拠点指定管理者選定
委員会
【緑区福祉保健課】

67 横浜市青葉区福祉保健
活動拠点指定管理者選
定委員会
【青葉区福祉保健課】

68 横浜市都筑区福祉保健
活動拠点指定管理者選
定委員会
【都筑区福祉保健課】

69 横浜市戸塚区福祉保健
活動拠点指定管理者選
定委員会
【戸塚区福祉保健課】

70 横浜市栄区福祉保健活
動拠点指定管理者選定
委員会
【栄区福祉保健課】

71 横浜市泉区福祉保健活
動拠点指定管理者選定
委員会
【泉区福祉保健課】

72 横浜市瀬谷区福祉保健
活動拠点指定管理者選
定委員会
【瀬谷区福祉保健課】

73 横浜市保護施設指定管
理者選定委員会
【生活支援課】

74 横浜市生活自立支援施
設指定管理者選定評価
委員会
【生活支援課】

75 横浜市寿生活館指定管
理者選定評価委員会
【生活支援課】

76 横浜市総合リハビリテー
ションセンター指定管理者
選定評価委員会
【障害企画課】

77 横浜市障害者研修保養セ
ンター指定管理者選定評
価委員会
【障害福祉課】

78 横浜市障害者スポーツ文
化センター指定管理者選
定評価委員会
【障害福祉課】

79 横浜市つたのは学園及び
中山みどり園指定管理者
選定委員会
【障害支援課】

80 横浜市精神障害者生活
支援センター指定管理者
選定評価委員会
【障害支援課】

１　審議案件がなかったため
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81 横浜市高齢者保養研修
施設指定管理者選定評
価委員会
【高齢健康福祉課】

82 横浜市うらしま荘指定
管理者選定委員会
【神奈川区地域振興
課】

83 横浜市野毛山荘指定管
理者選定委員会
【西区地域振興課】

84 横浜市麦田清風荘指定
管理者選定委員会
【中区地域振興課】

85 横浜市蓬莱荘指定管理
者選定委員会
【港南区地域振興課】

86 横浜市狩場緑風荘指定
管理者選定委員会
【保土ケ谷区地域振興
課】

87 横浜市福寿荘指定管理
者選定委員会
【旭区地域振興課】

88 横浜市晴嵐かなざわ指
定管理者選定委員会
【金沢区地域振興課】

89 横浜市菊名寿楽荘指定
管理者選定委員会
【港北区地域振興課】

90 横浜市緑ほのぼの荘指
定管理者選定委員会
【緑区地域振興課】

91 横浜市ユートピア青葉指
定管理者選定委員会
【青葉区地域振興課】

92 横浜市戸塚柏桜荘指定
管理者選定委員会
【戸塚区地域振興課】

93 横浜市翠風荘指定管理
者選定委員会
【栄区地域振興課】

94 横浜市泉寿荘指定管理
者選定委員会
【泉区地域振興課】

95 横浜市養護老人ホーム及
び特別養護老人ホーム指
定管理者選定委員会
【高齢施設課】

96 横浜市スポーツ医科学セ
ンター指定管理者選定評
価委員会
【保健事業課】

97 横浜市総合保健医療セン
ター指定管理者選定評価
委員会
【保健事業課】

１　審議案件がなかったため

14




