
障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会について 

 

平 成 26 年 1 月 9 日 

内 閣 府 政 策 統 括 官 

（共生社会政策担当）決定 

平成 26 年 9 月 25 日 

一 部 改 正 

 

１．趣旨 

  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成２５年法律第６５号）の

施行（平成２８年４月１日）に当たり、地方公共団体の区域における障害者差別解消支

援地域協議会（以下、「地域協議会」という。）の迅速な設置及び円滑な運営に資する

ため、有識者、経済団体、地方公共団体等と意見交換を行う「障害者差別解消支援地域

協議会の在り方検討会」（以下「検討会」という。）を、必要に応じ、開催できるものと

する。 

 

２．開催 

検討会の開催については、会長が決定する。 

 

３．構成員 

  地域協議会の在り方を調査、検討するため、検討会に構成員を置く。構成員は別紙１

のとおりとする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、又は、

有識者及び構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができ

る。 

 

４．専門構成員 

地方公共団体における地域協議会の設置、運営に資するため、検討会に専門構成員を

置く。専門構成員は別紙２のとおりとする。なお、会長は必要があると認めるときは、専

門構成員を追加することができるほか、検討会へ専門構成員の出席を求めることができ

る。 

 

５．事務局 

  検討会の庶務は、内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（障害者施策担当）

において処理する。 

 

６．その他 

  前各項に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が

定める。 
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（別紙１） 

 

「障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」構成員一覧 

 

【中央】 

○野澤  和弘  毎日新聞社論説委員 

 河﨑 建人  日本精神科病院協会副会長 

金   政玉  兵庫県明石市福祉部福祉総務課障害者施策担当課長 

佐々木信行  ピープルファーストジャパン代表（新規） 

渋沢  茂  特定非営利活動法人長生・夷隅地域のくらしを支える会 中核地域生活

支援センター長生ひなた所長 

田門  浩  都民総合法律事務所、弁護士 

竹田  健  熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局障がい者支援課（新規） 

柘植 雅義  筑波大学人間系障害科学域知的・発達・行動障害学分野教授 

南雲 明彦  明蓬館高等学校共育コーディネーター（新規） 

平野 方紹  立教大学コミュニティ福祉学部教授 

堀江 美里  特定非営利活動法人 WEL’S 新木場副理事長／就業・生活支援センター

WEL’S Tokyo センター長 

 

○印は会長。 

 

  



（別紙２） 

 

「障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」専門構成員一覧 

 

【岩手県】 

一方井文彦  岩手県宮古警察署長 

及川  求  岩手県立盛岡となん支援学校長 

近江 雅喜 （福）愛育会チャレンジドまちかど相談室リンク相談員 

大信田康統 （福）いちご会相談支援事業所百万石所長 

小田 昭信  岩手県労働局総務部企画室長 

木村 宗孝 （医）帰厚堂南昌病院長 

工藤 宏之  盛岡市広域就業・生活支援センター所長 

熊谷 隆司  弁護士 

佐々木隆也  前仙台地方裁判所気仙沼支部 

佐藤 慶之 （特非）カシオペア権利擁護支援センター常務理事 

下道 良孝 （福）光林会こんびりベーカリーちゃい 

菅沼 幸夫 （福）岩手県社会福祉協議会地域福祉権利擁護センター 

高橋  勝 （福）千晶会特別養護老人ホーム千年苑長 

長葭千恵子  岩手県障害者１１０番相談室専門相談員 

晴山 陽夫  盛岡市障がい福祉課長 

藤本 莞爾 （福）花巻市社会福祉協議会副会長 

細田 重憲  岩手県立大学福祉学部非常勤講師 

利府  充 （特非）フラット寿町 

 

【千葉県】 

高梨 憲司 （福）愛光常務理事 

植野 圭哉 （福）千葉県聴覚障害者協会理事長 

神林 保夫 （福）千葉県身体障害者福祉協会理事長 

田上 昌宏  千葉県手をつなぐ育成会会長 

横山 典子 （ＮＰＯ）ぴあ・さぽ千葉理事長 

齊藤  陟  千葉市精神障害者家族会千花会副会長 

角口 早苗  千葉県自閉症協会監事 

角田 義規  ちば高次脳機能障害者と家族の会世話人 

木村 哲也  千葉県議会議員（自由民主党・船橋市） 

石井 宏子  千葉県議会議員（民主党・君津市） 

秋林 貴史  千葉県議会議員（公明党・松戸市） 

早坂裕実子 （福）まつど育成会 統轄施設長  

平山  隆 （福）彩会理事長 

土橋 正彦  千葉県医師会副会長 



府川 雅司  千葉県小学校長会事務局長 

林 トシ子  元 千葉県立千葉聾学校長  

石井 明彦 （株）舞浜コーポレーション 

髙柳 利明 （株）千葉興業銀行人事部長 

藤岡 隆夫  弁護士（藤岡・合間法律事務所） 

石田 路子  城西国際大学福祉総合学部福祉総合学科教授 

 

【浦安市】 

朝比奈ミカ （福）一路会がじゅまるセンター長 

石井 克典 （福）浦安市社会福祉協議会 

大島佐登子  浦安市障がい者福祉センター生活介護事業所長 

大塚 政雄  浦安市猫実地域包括支援センター 

椛沢 大樹 （株）リエイ 

川口 英樹  前浦安市議会議員 

國井 輝義  浦安市人権擁護委員 

境野 浩次 （株）愛ネット 

佐久間喜久雄 浦安市高齢者支援課長 

佐藤由美子  千葉県警浦安警察署生活安全課長 

新宅 秀樹  浦安市健康福祉部長 

瀬戸  修  千葉県市川健康福祉センター 

高木 一郎  髙木メンタルクリニック院長 

高梨 鎮雄  高梨商会 

田中 知華  弁護士 

富永 文彦  浦安市新浦安駅前地域包括支援センター長 

西澤基示郎  浦安市特別養護老人ホーム 

西田 俊光 （特非）タオ理事長 

西田 良枝 （福）パーソナルアシスタンスとも理事長 

橋野まり子  浦安市障がい事業課長 

長谷川祐二  浦安市健康増進課長 

藤野 達也  淑徳大学総合福祉学部教授 

藤平 達三  浦安市こども家庭支援センター所長 

古迫 香枝 （株）舞浜ビジネスサービスグループマネジャー 

柳田恵美子  浦安市男女共同参画センター所長 

 

【さいたま市】 

石井  透  前戸田市立図書館司書 

大塚 智秋 （学）自治医科大学 

小澤 正信  さいたま商工会議所 

加藤 秋雄  埼玉労働局 



小池亮太郎  さいたま市消費生活総合センター所長 

鈴木 英嗣  さいたま地方法務局 人権擁護課長 

長岡 明美 （福）ささの会障害者生活支援センターささぼし 

宗澤 忠雄  埼玉大学教育学部 准教授 

平林  彰  前（福）埼玉県身体障害者福祉協会 

増田 悠作  弁護士 

松井  聡  さいたま市教育委員会指導第２課長 

水野 清彦  さいたま市健康福祉部長 

宮部 幸子 （一社）さいたま市手をつなぐ育成会代表理事 
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