
参考資料 

 
 

 

三重県社会福祉審議会 組織構成図（平成 27年 10月 13日現在） 
 

 

民生委員審査専門分科会 

事務局：地域福祉課 

委 員：６名 

審査部会 

事 務 局：障がい福祉課 

委  員：０名 

臨時委員：９名 

こども相談支援部会 

事 務 局：子育て支援課 

委  員：０名 

臨時委員：６名 

里親審査部会 

事 務 局：子育て支援課 

委  員：１名 

臨時委員：４名 

高齢者福祉専門分科会 

事 務 局：長寿介護課 

委  員：４名 

臨時委員：11名 

児童福祉専門分科会 

事 務 局：子育て支援課 

委  員：６名 

臨時委員：12名 

 社会福祉審議会  

事務局：健康福祉総務課 

委 員：20名 

 

身体障害者福祉専門分科会 

事 務 局：障がい福祉課 

委  員：０名 

臨時委員：９名 



参考資料 

 
 

民生委員審査専門分科会 
平成 27年 10月 13日現在 

 

事務局：地域福祉課 

任期：平成 26年７月１日～平成 29年６月 30日（３年間） 

専門分科会長：井村正勝 

設置根拠：社会福祉法第 11条第１項 

審議内容： 

市町民生委員推薦会により推薦された民生委員・児童委員候補者が、民生委員

法及び三重県民生委員・児童委員選任要領に規定する適任者の要件に合致してい

るかを審査 

 

構成員名簿（委員６名）                    ※五十音順 

氏  名 区分 職             名 

渥美 秀人 委員 鈴鹿市社会福祉協議会 事務局長 

石田 成生 委員 三重県議会健康福祉病院常任委員会 委員長 

井村 正勝 委員 三重県社会福祉協議会 会長 

木下 美佐子 委員 ユニバーサルデザインのまちづくりの会 

西田 健 委員 三重県町村会 副会長 

宮﨑 つた子 委員 三重県立看護大学 教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料 

 
 

身体障害者福祉専門分科会 
平成 27年 10月 13日現在 

 

事務局：障がい福祉課 

任期：平成 25年４月１日～平成 28年３月 31日（３年間） 

専門分科会長：杉村芳樹 

設置根拠：社会福祉法第 11条第１項 

審議内容：身体障害者の福祉に関する事項の調査審議 

 

構成員名簿（臨時委員９名）                  ※五十音順 

氏  名 区分 職             名 

近藤 峰生 臨時委員 三重大学大学院医学系研究科（眼科学）教授 

白木 克哉 臨時委員 
三重大学大学院医学系研究科（消化器内科学）准教

授 

新保 秀人 臨時委員 
三重大学大学院医学系研究科（胸部心臓血管外科学）

教授 

杉村 芳樹 臨時委員 
三重大学大学院医学系研究科（腎泌尿器外科学）教

授 

中村 真潮 臨時委員 
三重大学大学院医学系研究科（臨床心血管病解析学）

寄附講座教授 

長谷川 正裕 臨時委員 三重大学医学部附属病院（整形外科）講師 

松本 剛史 臨時委員 三重大学医学部付属病院（輸血部）助教 

増田 佐和子 臨時委員 三重病院（耳鼻咽喉科）医師 

毛利 靖彦 臨時委員 
三重大学大学院医学系研究科（消化管・小児外科学）

准教授 
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身体障害者福祉専門分科会審査部会 
平成 27年 10月 13日現在 

 

事務局：障がい福祉課 

任期：平成 25年４月１日～平成 28年３月 31日（３年間） 

審査部会長：杉村芳樹 

設置根拠：社会福祉法施行令第３条 

審議内容：身体障害者手帳の指定医師の指定の審議 

身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議 

自立支援医療機関の指定等に関する協議 

 

構成員名簿（臨時委員９名）                  ※五十音順 

（構成員は身体障害者福祉専門分科会と同じ） 

氏  名 区分 職             名 

近藤 峰生 臨時委員 三重大学大学院医学系研究科（眼科学）教授 

白木 克哉 臨時委員 
三重大学大学院医学系研究科（消化器内科学）准教

授 

新保 秀人 臨時委員 
三重大学大学院医学系研究科（胸部心臓血管外科学）

教授 

杉村 芳樹 臨時委員 
三重大学大学院医学系研究科（腎泌尿器外科学）教

授 

中村 真潮 臨時委員 
三重大学大学院医学系研究科（臨床心血管病解析学）

寄附講座教授 

長谷川 正裕 臨時委員 三重大学医学部附属病院（整形外科）講師 

松本 剛史 臨時委員 三重大学医学部付属病院（輸血部）助教 

増田 佐和子 臨時委員 三重病院（耳鼻咽喉科）医師 

毛利 靖彦 臨時委員 
三重大学大学院医学系研究科（消化管・小児外科学）

准教授 
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児童福祉専門分科会 
平成 27年 10月 13日現在 

 

事務局：子育て支援課 

任期：平成 26年７月１日～平成 29年６月 30日（３年間） 

専門分科会長：委員及び臨時委員の互選により選出 

設置根拠：児童福祉法第８条第１項、社会福祉法第 12条、 

三重県社会福祉審議会条例第２条 

審議内容：児童福祉に関する事項の調査審議 

 

構成員名簿（委員６名、臨時委員 12名）  ※委員、臨時委員の別に五十音順 

氏  名 区分 職             名 

佐藤 ゆかり 委員 公募委員 

中野 喜美 委員 三重県自閉症協会 会長 

平松 俊範 委員 
みえ次世代育成応援ネットワーク 委員長 

（平松産業株式会社代表取締役） 

藤井 光照 委員 
三重県小中学校校長会 

（いなべ市立丹生川小学校校長） 

藤谷 俊文 委員 三重県保育協議会 会長 

宮本 佳宥 委員 三重県民生委員児童委員協議会 会長 

鍵山 雅夫 臨時委員 三重県児童養護施設協会 会長 

欠田 長平 臨時委員 三重県里親会 会長 

北野 好美 臨時委員 三重県母子寡婦福祉連合会 会長 

佐々木 光明 臨時委員 学校法人神戸学院 神戸学院大学法学部 教授 

清水 將之 臨時委員 児童精神科医 

田部 眞樹子 臨時委員 
NPO法人三重県子ども NPOサポートセンター 

 理事長 

西口 裕 臨時委員 小児科医 

早川 武彦 臨時委員 三重県スクールソーシャルワーカー 

藤原 正範 臨時委員 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部 教授 

松岡 典子 臨時委員 NPO法人 MCサポートセンター 代表 

水野 潤子 臨時委員 高田短期大学子ども学科 講師 

村瀬 勝彦 臨時委員 三重弁護士会（なぎさ法律事務所 弁護士） 

渡部 晴美 臨時委員 三重県看護協会 常任理事 

 

 



参考資料 

 
 

児童福祉専門分科会こども相談支援部会 
平成 27年 10月 13日現在 

 

事務局：子育て支援課 

任期：平成 26年７月１日～平成 29年６月 30日（３年間） 

部会長：村瀬勝彦 

設置根拠：三重県社会福祉審議会要綱第２条第４項 

審議内容： 

○児童福祉法に基づき、保護者・児童への訓戒・指導、里親・児童養護施設等へ

の委託（保護者又は未成年後見人の意に反する場合を含む。）等の措置に係る

審議 

○児童虐待の防止等に関する法に基づき、児童虐待死亡事例等の分析及び検証 

○児童福祉法に基づき、被措置児童等の虐待に係る通告・届出の受理、県の対応

方針等の審議 

○児童福祉法に基づき、親権を行う者又は未成年後見人の意に反して２か月を超

えて一時保護を行うことの審議 

 

構成員名簿（臨時委員６名）                  ※五十音順 

氏  名 区分 職             名 

佐々木 光明 臨時委員 学校法人神戸学院 神戸学院大学法学部 教授 

清水 將之 臨時委員 児童精神科医 

西口 裕 臨時委員 小児科医 

早川 武彦 臨時委員 三重県スクールソーシャルワーカー 

松岡 典子 臨時委員 
助産師（NPO 法人 MC サポートセンターみっくみえ代

表） 

村瀬 勝彦 臨時委員 三重弁護士会（なぎさ法律事務所 弁護士） 

 

 

 

 
 



参考資料 

 
 

児童福祉専門分科会里親審査部会 
平成 27年 10月 13日現在 

 

事務局：子育て支援課 

任期：平成 26年７月１日～平成 29年６月 30日（３年間） 

部会長：委員及び臨時委員の互選によって選出 

設置根拠：三重県社会福祉審議会要綱第２条第４項 

審議内容：児童福祉法施行令第 29条に基づく里親認定にあたっての意見 

 

構成員名簿（委員１名、臨時委員４名）   ※委員、臨時委員の別に五十音順 

氏  名 区分 職             名 

宮本 佳宥 委員 三重県民生委員児童委員協議会 会長 

鍵山 雅夫 臨時委員 三重県児童養護施設協会 会長 

欠田 長平 臨時委員 三重県里親会 会長 

西口 裕 臨時委員 小児科医 

水野 潤子 臨時委員 高田短期大学子ども学科 講師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料 

 
 

高齢者福祉専門分科会 
平成 27年 10月 13日現在 

 

事務局：長寿介護課 

任期：平成 26年７月１日～平成 29年６月 30日（３年間） 

専門分科会長：委員及び臨時委員の互選によって選出 

設置根拠：社会福祉法第１１条第２項、三重県社会福祉審議会要綱第２条の２ 

審議内容：高齢者の保健及び福祉並びに介護保険に関する事項を調査審議 

 

構成員名簿（委員４名、臨時委員 11名）  ※委員、臨時委員の別に五十音順 

氏  名 区分 職             名 

渥美 秀人 委員 鈴鹿市社会福祉協議会 事務局長 

馬岡 晋 委員 三重県医師会 常任理事 

久留原 進 委員 三重県老人クラブ連合会 会長 

南出 光章 委員 公募委員 

奥田 隆利 臨時委員 三重県介護支援専門員協会 会長 

志田 幸雄 臨時委員 三重県病院協会 理事 

下野 和子 臨時委員 認知症の人と家族の会三重県支部 代表 

永田 博一 臨時委員 三重県老人保健施設協会 副会長 

西元 幸雄 臨時委員 三重県老人福祉施設協会 会長 

服部 秀二 臨時委員 
三重県社会福祉協議会 事務局次長兼福祉研修人材

部長 

羽根 司人 臨時委員 三重県歯科医師会 常務理事 

三吉 由美子 臨時委員 三重県地域密着型サービス協議会 代表理事 

森本 恵利子 臨時委員 三重県地域活動栄養士連絡協議会 会長 

柳川 智子 臨時委員 三重県看護協会 専務理事 

山路 克文 臨時委員 皇學館大学現代日本社会学部 教授 
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平成 26年度三重県社会福祉審議会各分科会・部会の開催結果について 

 

 

民生委員審査専門分科会   

 開催しませんでした。 

 

審査部会 

 身体障害者福祉法等に基づく審査を行いました。 

・ 身体障害者手帳に関する程度の審査     316件（25回） 

・ 指定医師の指定に関する審査         47件（ ６回） 

※（ ）は部会開催回数 

里親審査部会 ３回開催 

 児童福祉法に基づき、里親申込者を認定するにあたり審査を行い

ました。 

・ 認定件数：養育里親 12組、養子縁組希望里親 10組、 

親族里親２組、専門里親１組 

高齢者福祉専門分科会 ３回開催 

 「みえ高齢者元気・かがやきプラン」などについて議論を行いました。 

児童福祉専門分科会 ３回開催 

「三重県子ども条例に基づく施策の実施状況について」等について議論を

行いました。 

 

身体障害者福祉専門分科会 

 開催しませんでした。 

こども相談支援部会  11回開催 

児童福祉法に基づき、児童養護施設等への委託や一時保護の延長

等の事案について審議を行いました。 

・ 審議件数 19件 

三重県社会福祉審議会  


