
知的障がい者の抱える諸問題 

と明日へ繋がる政策を考える会 
 

第２回 勉強会 式次第 

 

平成 30 年 10 月 23 日(火)15 時 00 分より 

衆議院第二議員会館 第 1 会議室 

司会進行 参議院議員 三原じゅん子 

 

１．開   会  参議院議員 三原 じゅん子 

 

２．挨   拶  自由民主党 前副総裁 高村 正彦 

         （社福）あすなろ会 理事長 相沢 英之 

         障がい者福祉研究所 所長 足高 慶宣 

 

３．出席者紹介 

 

４．前回の問題点の説明と厚労省への調査状況の確認 

 

５．質疑応答 

  ① 国の福祉政策と福祉現場の実情・ニーズの乖離、保護者から

見た現行政策における課題、その他制度的な問題点に関する意

見聴取・意見交換 

  ② 次回以降の議連立ち上げの件 

 

６．閉   会 

 

 

 

 

（以上、敬称略） 



＜関係省庁ご出席予定者：平成 30 年 10 月 22 日時点＞ 

 

１．厚生労働省 

   障害保健福祉部 部長 橋本 泰宏 

   障害保健福祉部 企画課 課長 内山 博之 

   障害保健福祉部 障害福祉課 課長 源河 真規子 

   障害保健福祉部 障害児・発達障害者支援室 室長 山口 正行 

（他、随行者 3 名） 

２．財務省 

   主計局 厚生労働係 主計官 関口 祐司 

 

３．文部科学省 

   総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 課長 三好 圭 

   総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 

                 障害者学習支援推進室 室長 高見 暁子 

   初等中等教育局 特別支援教育課 専門官 柿澤 久美子 

 

４．法務省 

   秘書課 企画再犯防止室 室長 関口 新太郎 

   刑事局 官房参事官 是木 誠 

   矯正局 成人矯正課 課長 中川 忠昭 

   保護局 観 察 課 課長 大場 玲子 

（他、随行者８名） 

５．警察庁 

   刑事局 刑事企画課 刑事指導室 室長 中川 仁 

   長官官房 給与厚生課 課長補佐 渡邊 一郎 

   生活安全局 生活安全企画課 課長補佐 中林 正範 

（他、随行者 2 名） 

 

 

 

（以上、敬称略） 



（敬称略）

1 ＮＰＯ法人　にじと風福祉会 理事長 吉野　眞里子 千葉県八千代市大和田新田453-126

2 社会福祉法人　くにみ会 理事長 青木　茂 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢4272-1

3 ＮＰＯ法人　トゥッティフォルテ 施設長 志田　里絵 埼玉県比企郡滑川町月輪959-5

4 社会福祉法人　千手会 業務執行理事　施設長 稲阪　稔 千葉県佐倉市青菅字木ノ宮大割1019

5 社会福祉法人　順源会 理事長 山崎　喜久雄 広島県広島市佐伯区八幡1-5-20

6 社会福祉法人　長尾福祉会 理事長 荒川　佳紀 川崎市宮前区神木2-6-21

7 特定非営利活動法人　めぐみの 理事長 山下　三成 東京都葛飾区新宿2-12-25

8 社会福祉法人　横浜訓盲院 施設長 伊藤　紀子 神奈川県横浜市中区竹之丸181

9 社会福祉法人　聖徳会 業務執行理事 蛭間　順子 埼玉県行田市荒木1735

10 社会福祉法人　共生社 理事長 秋山　哲之介 茨城県古河市鴻巣1179

11 社会福祉法人　秋田県民生協会 常務理事 木村　久美夫 秋田県北秋田市上杉字金沢162-1

12 若宮福祉会　若宮園 理事長 渡　雅代 宮若市乙野六反田1465番地

13 社会福祉法人　ひなの家 施設長 原　裕子 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師3267-1

14 社会福祉法人　米寿会 理事長 米田　征四郎 長崎県対馬市美津島町鶏知乙511-3

15 代表 源　光士郎

16 制作統括 駕川　慎

17 理事長 高橋　満男

18 施設長 白井　昭光

19 理事長 大長　昭子

20 理事 大長　義信

21 理事長 岡部　昭子

22 法人総務 松浦　峰喜

23 社会福祉法人　　輝福祉会 理事 山﨑　俊輔 兵庫県尼崎市蓬川町302-19

24 社会福祉法人　　北海道療育園 専務理事 松尾　彰久 北海道旭川市春光台4条10丁目

25 社会福祉法人　三寿福祉会 理事長　代理理事 安川　武志 奈良県五條市住川町1163番地の2

26 野中　圭

27 ホーム長 片桐　修平

28 社会福祉法人　五倫会 理事長 灘　一善 兵庫県姫路市的形町的形3558番地

29 社会福祉法人　三和会 理事長 藤澤　敏孝 群馬県桐生市新里町新川3742番地2

30 特定非営利活動法人　やまさくら 総務主任 山本　健人 岡山県久米郡美咲町打穴里1644-1

31 社会福祉法人　陽南会 施設長 浅川　文宏 福岡県八女市本2228-2

32 理事長 髙森　雄登

33 元焼津市市議会議員 岡田　光正

34
生活介護事業所

ＴＯＩＮあーち　管理者
山本　憲治

35
地域生活支援センター
ふらっと　センター長

三宅　徹

36 社会福祉法人　名張育成会 理事長 市川　千惠子 三重県名張市美旗中村2326

37
社会福祉法人　平安養育院

むくの木園
(代）社会福祉法人　向陽学園

理事長・施設長 安城　一郎 大阪府東大阪市大連東4-4-3

38 ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 山口　芳泰 東京都港区六本木6丁目10-1

39 大川興業 総裁 大川　豊

40 西村綜合法務事務所 司法書士 西村　安弘

合計 40名

第2回　知的障がい者の抱える諸問題と明日へ繋がる政策を考える会

ご出席予定者一覧（ご出席者中、知的障がい者施設の運営法人等を抜粋）

平成30年10月22日　10時00分時点

社会福祉法人　茶の花福祉会
　　　　　　大　樹　館

埼玉県入間市上小谷田3-2-21-1

武　楽　座 東京都新宿区上落合1-20-3

Ｎo. 法人名 住所役職 氏名

ＮＰＯ法人
くらし応援ネットワーク

愛知県名古屋市熱田区金山町1-8-13
彫清ビル南館601号室

社会福祉法人　ハルモニア 静岡県藤枝市青葉町2丁目11-1

社会福祉法人　いずみ

その他…障がい者（児）の保護者　約15名出席、障がい者福祉関係者　約20名出席

三重県員弁郡東員町
北大社前川川原139番地

(株)ベネッセスタイルケア
成城歐林邸

世田谷区成城三丁目１１番２８号

就労継続支援Ｂ型事業所
スタジオプレアデス

静岡県焼津市本町1-2-4


