
資　料　編
し　　　　  りょう            へん

氏 名 所 属

赤羽 重樹

飯山 文子

井出 誠司

稲垣 宇一郎

井上 彰

大友 勝

大橋 由昌

加賀谷 護

金井 緑

渋谷 治巳

清水 龍男

鈴木 仁

須山 優江

高橋 昌彦

中瀬 明徳

永田　孝

奈良﨑 真弓

西山 和彦

二宮 威重

東根 淳子

広沢 克紀

森 和雄

山口 哲顕

和田 千珠子

渡部 匡隆

一般社団法人横浜市医師会 常任理事

社会福祉法人白根学園自立サポートセンター歩 施設長

神奈川県立みどり養護学校 校長

特定非営利活動法人横浜市精神障害者家族連合会 副理事長 

横浜市身体障害者団体連合会 理事長 

特定非営利活動法人横浜市精神障害者地域生活支援連合会 代表 

特定非営利活動法人横浜市視覚障害者福祉協会 副会長 

日本労働組合総連合会横浜地域連合 事務局長 

一般社団法人神奈川県精神保健福祉士協会 副会長

横浜市障害者地域作業所連絡会 副会長

横浜市心身障害児者を守る会連盟 代表幹事

ＹＰＳ横浜ピアスタッフ協会

横浜市中途失聴・難聴者協会 会長 

横浜市オストミー協会 会長

社会福祉法人ひかり 東戸塚地域活動ホームひかり 施設長      

横浜市グループホーム連絡会 入居者部会入居者委員 

本人の会 サンフラワー

横浜公共職業安定所 所長

一般社団法人横浜市歯科医師会 常任理事

横浜市港南区精神障害者生活支援センター 施設長

横浜市北部就労支援センター 所長 

横浜市社会福祉協議会障害者支援センター 担当理事     

一般社団法人神奈川県精神科病院協会 副会長

自助グループ精神障害者当事者夫婦の会負けてたまるか！ 発起人 

横浜国立大学教授 大学院教育学研究科高度教職実践専攻
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あかばね   しげ  き

いい やま  ふみ  こ

 い　 で　 せい  し

いな がき　 う  いち ろう

いの うえ あきら

おお とも まさる

おお はし  よし まさ

 か　が　 や　まもる

かな  い  みどり

しぶ  や　 はる  み

 し  みず   たつ  お

すず  き　　じん

 す　やま　まさ  え

たか はし   まさ ひこ

なか  せ　 あき のり

なが  た　 たか

 な　 ら  ざき　 ま  ゆみ

にし やま  かず ひこ

にの みや　た け し

ひがしね　 じゅんこ

ひろさわ    かつのり

もり   かず  お

やま ぐち  てつ あき

 わ　だ　　ち　 ず　こ

わたなべ　 まさ たか

　   

いっ ぱん しゃ だん ほう じんよこ はま　し　 い　 し かい  じょうにん  り　 じ

 しゃ かいふく　し  ほう じん しら  ね  がく えん  じ  りつ　　　　　　　　　　　　　　  あゆみ　しせつちょう

 か   な　がわけん りつ　　　　　  よう  ご　がっ こう　こうちょう

 とくてい   ひ   えいり   かつどう ほうじん    よこはまし   せいしんしょうがいしゃ   かぞく   れんごう かい   ふく   りじちょう

よこ はま　し  しん たいしょうがいしゃ だん たいれん ごうかい　  り　じ  ちょう

とく てい  ひ えい  り  かつどう ほうじん よこはま  し  せいしんしょうがいしゃ  ち  いきせいかつ  し  えんれんごう かい だいひょう

とく てい　ひ  えい  り  かつ どうほう じん よこ はま  し　 し  かくしょうがい しゃ ふく  し きょうかい  ふく かいちょう

  に ほん ろう どう くみ あい そうれん ごう かいよこ はま　ち いき れん ごう　 じ　 む きょくちょう

いっぱん  しゃ だんほう じん　か　な  がわ けんせい しん  ほ  けん ふく  し   し きょうかい　ふくかいちょう

よこ はま　し しょうがい しゃ  ち いき　さ ぎょうじょ れん らく かい  ふく かいちょう

よこ はま　し  しんしん しょうがい じ  しゃ　　 まも　　 かいれんめい　だいひょうかん じ

わいぴーえすよこ はま　　　　　　　　　　　きょうかい

よこ はま　しちゅう  と  しっちょう　なんちょうしゃきょうかい  かいちょう

よこ はま　し　　　　　　　　　きょうかい　かいちょう

 しゃ かいふく　し  ほう じん　　　　　　ひがし と　つか  ち いき かつ どう　　　　　　　　　　　　　し  せつちょう

よこ はま　し　　　　　　　　　　　　　　 れん らく かい にゅうきょ しゃ  ぶ  かいにゅうきょ しゃ　い  いん

ほん にん　　かい

よこ はま こうきょうしょくぎょうあん てい じょ　 しょ ちょう

いっ ぱん しゃ だんほう じん よこ はま  し　 し　か　 い　 し  かい じょうにん  り　 じ

よこ はま　し  こう なん  く  せい しんしょうがいしゃ せいかつ  し　えん　　　　　　　　　し せつちょう

よこ はま　し  ほく  ぶ しゅうろう　し  えん　　　　　　　　 しょちょう

よこ はま　し  しゃ かい ふく  し きょう ぎ  かいしょうがいしゃ　し  えん　　　　　　　　 たん とう  り　 じ

いっ ぱん しゃ だんほう じん  か　な  がわ けんせい しん  か びょういんきょうかい  ふく かいちょう

  じ  じょ　　　　　　     せい しんしょうがいしゃ とう  じ  しゃ ふう  ふ　　  かい ま  　　　　　　　　　　　　　ほっ  き  にん

よこ はま こく りつ だいがく きょうじゅ  だい がく いんきょういくがく けんきゅうか   こう  ど きょうしょくじっせん せん こう

し　 めい しょ　ぞく

推進体制

❶横浜市障害者施策推進協議会委員名簿
  よこはまし              しょうがいしゃ          しさく          　　すいしん        きょうぎかい          いいん          めいぼ

すいしん     たいせい

（50音順）（令和３年３月31日現在）
おんじゅん　れいわ　     ねん   がつ　    にちげんざい
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氏 名 所 属

赤川 真

飯山 文子

井出 誠司

井上 彰

大羽 更明

岡村 真由美

坂田 信子

鈴木 敏彦

須山 優江

中瀬 明徳

奈良﨑 真弓

森 和雄

渡部 匡隆

横浜市グループホーム連絡会 会長

社会福祉法人白根学園自立サポートセンター歩 施設長

神奈川県立みどり養護学校 校長

横浜市身体障害者団体連合会 理事長

特定非営利活動法人横浜市精神障害者家族連合会 副理事長

特定非営利活動法人横浜市精神障害者地域生活支援連合会 副代表 

横浜市心身障害児者を守る会連盟 事務局長

和泉短期大学児童福祉学科 教授

横浜市中途失聴・難聴者協会 会長

社会福祉法人ひかり 東戸塚地域活動ホームひかり 施設長

 本人の会 サンフラワー 

 横浜市社会福祉協議会障害者支援センター 担当理事

 横浜国立大学教授大学院教育学研究科高度教職実践専攻 
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あかがわ まこと

いい やま  ふみ  こ

 い　 で　 せい  し

いの うえ あきら

 おおば     つぐあき

おかむら     ま   ゆ   み

  さかた     のぶこ

  すずき    としひこ

 すやま      まさえ

  なかせ　 あきのり

 な    ら  ざき　 まゆみ

もり    かずお

わたなべ   まさたか

   よこはまし　                                      れんらくかい　かいちょう

 しゃかい   ふくし   ほうじん  しら  ね  がく えん  じ  りつ　　　　　　　　　　　　　　  あゆみ　し せつちょう

 か   な　がわけん りつ　　　　　  よう  ご　がっ こう　こうちょう

  よこはまし　 しんたい しょうがいしゃ だんたい  れんごうかい     りじちょう

とくてい    ひ    えいり  かつどう  ほうじん   よこはまし   せいしん しょうがいしゃ  かぞく   れんごう かい   ふく   りじちょう

とく てい  ひ  えいり  かつどう ほうじん  よこはまし  せいしんしょうがいしゃ ちいき  せいかつ  しえん  れんごうかい ふく だいひょう

  よこはまし    しんしん しょうがいじしゃ         まも      かい  れんめい    じむきょくちょう

  いずみ   たんき   だいがく   じどう     ふくし    がっか    きょうじゅ

  よこはまし    ちゅうと しっちょう   なんちょうしゃ きょうかい かいちょう

しゃかい    ふくし   ほうじん                  ひがし とつか   ちいき    かつどう                                   しせつちょう

  ほんにん       かい

    よこはまし    しゃかい   ふくし    きょうぎかい しょうがいしゃ  しえん                          たんとう    りじ

  よこはま  こくりつ  だいがく きょうじゅ だいがくいん きょういく  がくけんきゅうか    こうど  きょうしょくじっせんせんこう

し　 めい しょ　ぞく

❷横浜市障害者施策検討部会委員名簿
  よこはまし              しょうがいしゃ          しさく          けんとう         ぶかい          いいん          めいぼ
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（50音順）（令和３年３月31日現在）
おんじゅん　れいわ　     ねん   がつ　    にちげんざい
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