
第 15 回高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会 出席者名簿 

  団体名 所属・役職 氏名  ふりがな 

高
齢
福
祉
関
係
団
体 

一般社団法人 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 

一般社団法人 日本在宅介護協会 事務局 業務課長 佐藤 一茂 さとう かずしげ 

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長 

武藤 岳人 むとう たけひと 

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 

公益財団法人 介護労働安定センター 業務部長 半田 和彦 はんだ かずひこ 

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 

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 副部長 

平井 庸元 ひらい つねゆき 

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 事務局 平野 順也 ひらの じゅんや 

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 

特定非営利活動法人  

高齢社会をよくする女性の会 

事務局長 新井 倭久子 あらい いくこ 

障
が
い
者
関
係
団
体 

一般財団法人 全日本ろうあ連盟 理事 吉野 幸代 よしの さちよ 

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 

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

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 

専
門
職
団
体 

公益社団法人 日本介護福祉士会 副会長 宮崎 則男 みやざき のりお 

公益社団法人 日本社会福祉士会 会長 西島 善久 にしじま よしひさ 

公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 事務局長 坪松 真吾 つぼまつ しんご 

日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会委員 吉田 実 よしだ みのる 

日本司法書士会連合会 常任理事 伊見 真希 いみ まき 

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 

消
費
生
活
関
係
団
体 

公益財団法人 消費者教育支援センター 顧問 富岡 秀夫 とみおか ひでお 

一般財団法人 日本消費者協会 消費者相談室長 内田 紀子 うちだ としこ 

公益社団法人 全国消費生活相談員協会 専務理事 坪田 郁子 つぼた いくこ 

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 

ICT 特別委員会 委員長 金藤 博子 こんどう ひろこ 

主婦連合会（NPO 法人関西消費者連合会  

主婦連合会大阪支部） 

副会長 社会部部長 平野 祐子 ひらの ゆうこ 

全国消費者行政ウォッチねっと 事務局長 拝師 徳彦 はいし のりひこ 

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 

特定非営利活動法人消費者機構日本 
 

石塚 英司 いしづか えいじ 



日本生活協同組合連合会 組織推進本部 サステナビリテ

ィ推進部 地域・コミュニティー

担当 

松原 慶明 まつばら よしあ

き 

自
治
体
関
係 

全国知事会 主任主事 大島 直樹 おおしま なおき 

全国市長会 経済部長 佐藤 亨 さとう とおる 

事
業
者
関
係
団
体 

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 

一般社団法人全国地方銀行協会 業務部 部長代理 齊藤 信治 さいとう しんじ 

一般社団法人第二地方銀行協会 業務部 主任調査役 小松 淳 こまつ じゅん 

一般社団法人全国信用金庫協会 城南信用金庫 顧問  吉原 毅 よしわら つよし 

業務管理部長 染川 幸夫 そめかわ ゆきお 

一般社団法人全国信用組合中央協会 調査企画部 副部長 水田 潤志 みずた じゅんじ 

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 

公益社団法人全日本トラック協会 輸送事業部 桜井 健太 さくらい けんた 

自
治
体 

徳島県小松島市 市民環境部 市民生活課長 藍沢 隆史 あいざわ りゅうじ 

講
師 

 
消費生活専門相談員 

消費生活アドバイザー  

中田 秀子 なかだ ひでこ 

関
係
省
庁
等 

内閣府 政策統括官(共生社会政策担当)

付参事官（高齢社会対策担当） 

参事官補佐 

蛇走 喜彦 じゃばしり よしひこ 

政策統括官（共生社会政策担当）

付参事官（障害者施策担当） 

参事官補佐 

勝又 守 かつまた まもる 

警察庁 生活安全局 生活経済対策管理

官付 係長 

太田尾 磨 おおたお たかし 

金融庁 総合政策局 総務課 課長補佐 汐崎 洋司 しおさき ようじ 

厚生労働省 老健局 振興課 地域包括ケア

推進官 

佐々木 暁子 ささき あきこ 

社会・援護局 障害保健福祉部 

障害福祉課 係員 

原 一晃 はら かずあき 

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 

板東 克行 ばんどう かつゆ

き 

国土交通省 総合政策局 安心生活政策課 

課長補佐 

吉澤 美香 よしざわ みか 

消費者庁 長官 伊藤 明子 いとう あきこ 

審議官 高島 竜祐 たかしま りゅうすけ 

地方協力課長 太田 哲生 おおた てつお 

地方協力課 課長補佐 成澤 優拓 なるさわ まさひろ 

地方協力課 政策企画専門官 待鳥 三津子 まちどり みつこ 

消費者制度課 政策企画専門官 福島 成洋 ふくしま しげひろ 

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 

 


