
［任期：R1.6.1～3.5.31］

設置要綱
（第５条） 氏　　名 役　　　職　　　等 備　　考

穂苅由香里 長野県ピアサポートネットワーク　副代表

小林　和夫 長野県身体障害者福祉協会　理事長

中村　　彰 長野県手をつなぐ育成会　会長

早水　卓也 （福）佐久学舎　統括 佐久圏域代表

吉澤　由希 上田市障がい者支援課　障がい者支援担当係長 上小圏域代表（行政）

林　　敏彦 (福)この街福祉会　常務理事　 諏訪圏域代表

北嶋　　昭 長野県西駒郷　支援事業部長 上伊那圏域代表

松澤　陽子 飯伊圏域障がい者総合支援センターほっとすまいる 所長 飯伊圏域代表

川越　康孝 木曽障がい者総合支援センターともに　センター長 木曽圏域代表

矢口　　泰 安曇野市福祉課　福祉課長 松本圏域代表（行政）

飯沢　慶子 大町市福祉課　係長 大北圏域代表（行政）

木下　香織 長野市障害者相談支援センター歩楽里　専門員 長野圏域(長野市)代表

浅野　章子 須坂市福祉課　課長 長野圏域(須高)代表(行政)

北村　　章 千曲市福祉課　福祉課長 長野圏域(千曲・坂城)代表(行政)

岩下　美穂 飯綱町保健福祉課　社会福祉士 長野圏域（北部）代表（行政）

小橋　俊樹 中野市福祉課　課長 北信圏域代表（行政）

本田　秀夫 信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授

長峰　夏樹 長野県社会福祉協議会　まちづくりボランティアセンター所長

小林　広美 長野県介護支援専門員協会　会長

福岡　　寿 日本相談支援専門員協会　副顧問

橋詰　　正 上小圏域障害者総合支援センター　所長

丸山　　哲 (福)高水福祉会　理事長

関谷　　真 須高地域総合支援センター　所長

吉田　絵美 大北圏域障害者総合支援センタースクラム・ネット　療育コーディネーター

上野　隆一 (一社)しょう　事業部長

紅林奈美夫
長野県精神福祉士協会／
松本圏域障がい者基幹相談支援センター　退院支援コーディネーター

勝又小百合 (福)りんどう信濃会喬木悠生寮　相談支援専門員

第３号 有識者

長野県自立支援協議会　委員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

第１号 当事者団体代表

第２号



所属 職 氏名

県民文化部　次世代サポート課　 企画幹兼課長補佐 清沢　浩志

健康福祉部　地域福祉課　 課長補佐兼自立支援・援護係長 飛沢　聡

健康福祉部　保健・疾病対策課　 心の健康支援係　担当係長 坂元　亜紀

産業労働部　労働雇用課　 主事 宮澤　和江

教育員会事務局　特別支援教育課　 主任指導主事 永田　寛尚

課長 髙池　武史

在宅支援係　医ケア児等支援スーパーバイザー 亀井　智泉

施設支援係　担当係長 百瀬　志津子

課長補佐兼自立支援係長 宮島　桂

自立支援係　担当係長 渡辺　公恵

自立支援係　主事 溝口　歩美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

長野県自立支援協議会　幹事名簿

健康福祉部　障がい者支援課　



氏　　名 職　　名 所　　　　　属 備考

関谷　　真 所長 （特非）須高地域総合支援センター 部会長

竹中　正文 相談支援専門員 佐久広域連合障害者相談支援センター

土屋可奈子 相談支援専門員 上小圏域障害者総合支援センターウイング

中村　　修 所長 一般社団法人ゆらゆら　ゆらり相談支援センター

藤原　香澄 相談支援専門員 上伊那圏域障がい者総合支援センター

松澤　陽子 所長 （特非）飯伊圏域障がい者総合支援センター

上坂ひろみ 所長 （福）木曽社会事業協会　相談支援事業所りんくきそ

臼井　尚子 管理者
相談支援専門員 （福）信濃友愛会
障がい者相談支援センターあいほっと

松澤　重夫 障がい福祉部長 （特非） 北アルプスの風

米山　勝也 理事 （特非）長野県相談支援専門員協会

井出　英樹 所長 北信圏域障害者総合支援センターぱれっと

宮島　　桂 課長補佐兼自立支援係長 障がい者支援課

渡辺　公恵 担当係長 障がい者支援課

氏　　名 職　　名 所　　　　　属 備考

上野　隆一 事業部長 （一社）しょう 部会長

宮内　　宏 管理者 （一社）地の会

宮崎由美子 主任就業支援ワーカー ほくしん圏域障害者就業・生活支援センター

堀内久美子 主任就業支援ワーカー 佐久圏域障がい者就業・生活支援センター　ほーぷ

向後　泰雄 主任就業支援ワーカー 上小圏域障害者就業・生活支援センター　ＳＨＡＫＥ

秋山　浩樹 主任就業支援ワーカー 諏訪圏域障がい者就業・生活支援センター　すわーくらいふ

守屋　麻美 定着支援ワーカー 上伊那圏域障がい者就業・生活支援センター

大原　優子 主任就業支援ワーカー 木曽圏域障害者就業・生活支援センター

新保　文彦 発達障がいサポート・マネージャー （株）アストコ

武蔵原　望 総合施設長 （一社）あいわーくす

丸山　朋子 就業支援ワーカー 大北圏域障害者就業・生活支援センター

祢津　奈美 エリアマネージャー （株）綜合キャリアトラスト

山口　昌利 地方障害者雇用担当官 長野労働局職業安定部職業対策課

米山　研史 主任職業カウンセラー 長野障害者職業センター

金澤宏一朗 教諭 長野県教育委員会特別支援教育課

宮澤　一江 主事 労働雇用課

溝口　歩美 主事 障がい者支援課

氏　　名 職　　名 所　　　　　属 備考

吉田　絵美 療育コーディネーター 大北圏域障害者総合支援センタースクラム・ネット　 部会長

矢島　克美 療育コーディネーター （社医）恵仁会さく発達相談支援センター　

馬場ひかり 療育コーディネーター （社医）恵仁会さく発達相談支援センター　

嶋尾　泰子 療育コーディネーター 上小圏域障害者総合支援センター　

坂本由紀子 療育コーディネーター （福）信濃医療福祉センター

小池美千世 療育コーディネーター 上伊那圏域障がい者総合支援センター　

三石　住枝 療育コーディネーター 飯田市こども発達センターひまわり

和田　　慈 療育コーディネーター 木曽障がい者総合支援センターともに

池内　泰恵 療育コーディネーター 松本圏域障害者総合相談支援センターＷｉｓh

下里　真人 療育コーディネーター 松本圏域障害者総合相談支援センターあるぷ

令和２年度　長野県自立支援協議会専門部会　委員名簿
人材育成部会

就労支援部会

療育部会



熊谷　恵子 療育コーディネーター （福）森と木　長野市発達相談支援センターベターデイズ

安川　健治 療育コーディネーター （福）長野市社会事業協会長野市発達相談支援センターにじいろキッズらいふ　

高橋　路子 療育コーディネーター （福）高水福祉会北信圏域障害者総合相談支援センター　

西村　智美 青少年指導主事 次世代サポート課

鶴田　恵市 指導主事 特別支援教育課指導係

亀井　智泉 医ケア児等支援スーパーバイザー 障がい者支援課

宮島　　桂 課長補佐兼自立支援係長 障がい者支援課

溝口　歩美 主事 障がい者支援課

氏　　名 職　　名 所　　　　　属 備考

紅林奈美夫 退院支援コーディネーター 松本圏域障がい者基幹相談センター 部会長

福田　　隆 施設長 長野県精神保健福祉士協会／多機能型事業所　ピア・ちくま

竹内　博人 理事長／院長 長野県精神科病院協会／上松病院

中村美恵子 会長 せいしれん

三井　克幸 所長／精神保健福祉士 （特非）ウィズハートさく相談支援事業所

春日　　聡 相談支援専門員 相談支援事業所Nakara

仁科　隆子 副会長 長野県介護支援専門員協会

山本　悦夫 会長 ポプラの会

佐藤　恵子 課長補佐兼難病精神保健係長 長野市保健所　健康課

宮島　　桂 課長補佐兼自立支援係長 障がい者支援課

宮津　淳史 主事 地域福祉課　生活保護係

中澤　文子 課長補佐兼保健衛生係長 上田保健福祉事務所　健康づくり支援課

飯塚　利枝 課長補佐兼保健衛生係長 北信保健福祉事務所　健康づくり支援課

大井　千明 精神保健専門員 精神保健福祉センター

小澤　利彦 課長補佐兼心の健康支援係長 保健・疾病対策課

坂元　亜紀 担当係長 保健・疾病対策課

氏　　名 職　　名 所　　　　　属 備考

勝又小百合 主査　相談支援専門員 （福）りんどう信濃会　喬木悠生寮 部会長

内堀　彩美 コーディネーター 佐久広域連合障害者相談支援センター

安藤　千尋 相談支援専門員 上小圏域基幹相談支援センター

北原　由紀 相談支援専門員 （一社）ゆらゆら　ゆらり相談支援センター 副部会長

相野田智昭 相談支援専門員 上伊那圏域障がい者総合支援センター　きらりあ

松谷　　学 福祉活動専門員 社会福祉法人大桑村社会福祉協議会

三村　仁志 施設長 （福）中信社会福祉協会　ささらの里

井上賢一郎 事務局長 社会福祉法人池田町社会福祉協議会

奥村　和枝 差別解消専門員 長野市障害者権利擁護サポートセンターベターデイズ

高森　保枝 事務局 須高地域自立支援協議会事務局

北澤　裕貴 相談支援員 千曲・坂城障がい者（児）基幹相談支援センター

井出　英樹 相談支援専門員 北信圏域障害者総合相談支援センターぱれっと

宮下　　豊 課長補佐兼施設支援係長 障がい者支援課

百瀬志津子 担当係長 障がい者支援課

藤沢　久子 虐待防止推進員 障がい者支援課

権利擁護部会

精神障がい者地域移行支援部会


