
No 団体名 役職 氏名 ふりがな

1 一般社団法人 日本介護支援専門員協会 日本介護支援専門員協会　常任理事 新地　一浩 しんち　かずひろ

2 一般社団法人 日本在宅介護協会 理事 小林　由憲 こばやし　よしのり

3 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 介護保険事業等経営委員会　デイサービスセンター部会　部
会長 武藤  岳人 むとう　たけひと

4 公益社団法人 認知症の人と家族の会 東京都支部事務局長 長谷川　和世 はせがわ　かずよ

5 公益財団法人 介護労働安定センター 事務局長 半田 和彦 はんだ　かずひこ

6 公益財団法人 全国老人クラブ連合会 参事 河野　敦子 こうの　あつこ

7 社会福祉法人 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会
全国ホームヘルパー協議会 全国社会福祉協議会 地域福祉部 部員 岡崎貴志 おかざき　たかし

8 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 全国社会福祉協議会　高年・障害福祉部　部員 平野　順也 ひらの　じゅんや

9 全国民生委員児童委員連合会 全国社会福祉協議会 民生部 副部長 武井 賴子 たけい　よりこ

10 一般財団法人 全日本ろうあ連盟 理事 大竹　浩司 おおたけ　こうじ

11 一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会 専務理事 田中　正博 たなか　まさひろ

12 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 常務理事兼事務局長 飯塚　善明 いいづか　よしあき

13 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 組織部　部長 佐々木　宗雅 ささき　むねまさ

14 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 事務局長 小幡　恭弘 おばた　やすひろ

15 公益社団法人 日本介護福祉士会 理事 井川　義伸 いがわ　よしのぶ

16 公益社団法人 日本社会福祉士会 副会長 山崎　智美 やまざき　ともみ

17 公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 総務班 湯田　美枝 ゆだ　みえ

18 日本弁護士連合会 日弁連消費者問題対策委員会委員長／東京弁護士会 釜井　英法 かまい　ひでのり

19 日本弁護士連合会 日弁連消費者問題対策委員会幹事／大阪弁護士会 薬袋　真司 みない　しんじ

20 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 常任理事 田代　政和 たしろ　まさかず

21 公益財団法人 消費者教育支援センター 専務理事　首席主任研究員 柿野　成美 かきの　しげみ

22 公益財団法人 消費者教育支援センター 研究員 河原　佑香 かわはら　ゆうか

23 一般財団法人 日本消費者協会 消費生活相談員 宇野 しのぶ うの　しのぶ

24 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 週末相談室副室長 鈴木　伸子 すずき　のぶこ

25 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談
員協会 理事　東日本副支部長 丹羽　典明 にわ　のりあき

26 主婦連合会 副会長 柿本　章子 かきもと　あきこ

27 全国消費者行政ウォッチねっと 幹事 唯根　妙子 ゆいね　たえこ

28 一般社団法人 全国消費者団体連絡会 政策スタッフ 大出　友記子 おおいで　ゆきこ

29 全国地域婦人団体連絡協議会 事務局長 夏目　智子 なつめ　さとこ

30 特定非営利活動法人 消費者機構日本 専務理事 磯辺　浩一 いそべ　こういち

31 日本生活協同組合連合会 組織推進本部社会・地域活動推進部サステナビリティ推進G　
地域・コミュニティ担当 前田　昌宏 まえだ　まさひろ

32 日本生活協同組合連合会 組織推進本部社会・地域活動推進部サステナビリティ推進G　
地域・コミュニティ担当 渡辺　愛子 わたなべ　あいこ

33 一般社団法人 全国銀行協会 パブリック・リレーション部長 諏訪　綾子 すわ　あやこ

34 一般社団法人 全国地方銀行協会 部長代理 斉藤　信治 さいとう　しんじ

35 一般社団法人 第二地方銀行協会 業務部 副部長 中嶋　隆久 なかじま　たかひさ

36 一般社団法人 全国信用金庫協会 業務管理部　次長 左部　敬人 さとり　たかと

37 一般社団法人 全国信用組合中央協会 主査 高橋　正義 たかはし　まさよし

38 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 専務理事 伊藤　廣幸 いとう　ひろゆき

39 全国知事会 調査第三部長 西村　健 にしむら　たけし

40 全国市長会 経済部長 佐藤　亨 さとう　とおる
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41 厚生労働省 社会・援護局地域福祉課 地域共
生社会推進室 課長補佐 石井義恭 いしい　よしやす

42 茨城県取手市高齢福祉課 係長 寺崎　邦秀 てらさき　くにひで

43 内閣府　政策統括官（政策調整担当）付(高
齢社会対策担当)参事官付 参事官補佐 蛇走　喜彦 じゃばしり　よしひこ

44 内閣府政策統括官（政策調整担当）付（障
害者施策担当）参事官付 参事官補佐 勝又　守 かつまた　まもる

45 警察庁生活安全局生活経済対策管理官 補佐 河瀬 智美 かわせ　ともみ

46 金融庁総合政策局総務課 係長 篭島　玲美 かごしま　たまみ

47 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進
課地域づくり推進室 室長補佐 佐々木　忠信 ささき　ただのぶ

48 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害
福祉課　地域生活支援推進室 虐待防止専門官 片桐　公彦 かたぎり　きみひこ

49 経済産業省　商務・サービスグループ　消費経済
企画室 室長補佐 小神　知夏子 おがみ　ちかこ

50 国交省総合政策局安心生活政策課 調査第二係長 大山　紘範 おおやま　ひろのり

51 独立行政法人 国民生活センター 広報課長 菱戸　淳二 ひしど　じゅんじ

52 長官 伊藤　明子 いとう　あきこ

53 審議官 片岡　進　 かたおか　すすむ

54 地方協力課長 小堀　厚司 こぼり　あつし

55 地方協力課 課長補佐 成澤　優拓 なるさわ　まさひろ
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