
 

障害児入所施設の在り方に関する検討会 

開催要綱 

 

 

１． 趣旨  

 

   障害児入所施設については、平成２４年の児童福祉法改正時に「福祉

型」、「医療型」に再編され、平成２６年の障害児支援の在り方に関する検

討会において施設の機能等について一定の整理がなされたところである。 

   こうした状況を踏まえつつ、現在の障害福祉施策や社会的養護施設等の

動向、さらには障害児入所施設の実態を考慮しつつ、障害児入所施設の在

り方に関する検討を行うため、有識者、関係者の参集を得て、本検討会を

開催する。 

 

２． 検討事項  

 

（１）障害児入所施設の在り方について 

（２）その他 

 

３． 構成等  

 

 （１）本検討会は、社会・援護局障害保健福祉部長による検討会とし、社

会・援護局障害保健福祉部長が開催する。 

 （２）本検討会の下部に、福祉型障害児入所施設 WG 及び医療型障害児入所   

施設 WG を設置する。 

（３）構成員は、別紙 1のとおりとする。 

 （４）本検討会に、座長及び座長代理を置き、福祉型障害児入所施設 WG 及   

び医療型障害児入所施設 WG に主査及び副主査を置く。 

 （５）本検討会の座長及び座長代理並びに各 WG の主査及び副主査は、社

会・援護局障害保健福祉部長があらかじめ指名するものとする。 

（６）座長及び各 WG の主査は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を

招聘することができる。 

（７）本検討会の公開・非公開の取扱については別紙２のとおりとする。 

（８）その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。 

 

４． その他  

 

   本検討会の庶務は、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発

達障害者支援室が行う。 

   



 

 別 紙 1  

 

 

障害児入所施設の在り方に関する検討会 構成員名簿 

 （順不同、敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 構成員名 所 属 

 １ 相澤    仁 大分大学福祉健康科学部 教授 

 ２ 
原口  英之 

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 児

童・予防精神医学研究部 研究生 

 ３ 宮野前   健 国立病院機構南京都病院 小児科・院長 

 ４ 青木    建 国立武蔵野学院 院長  

座長 ５ 柏女  霊峰 淑徳大学総合福祉学部 教授 

 ６ 米山    明 心身障害児総合医療療育センター 外来療育部長 

 ７ 朝貝  芳美 全国肢体不自由児施設運営協議会 会長 

 ８ 石橋  吉章 全国肢体不自由児者父母の会連合会 副会長 

 ９ 水津  正紀 全国重症心身障害児（者）を守る会 会長代行 

 １０ 小出  隆司 全国手をつなぐ育成会連合会 副会長 

 １１ 濱崎 久美子 全国盲ろう難聴児施設協議会 事務局長 

 １２ 鈴木 香奈子 東京都立川児童相談所 所長 

 １３ 有村  大士 日本社会事業大学社会福祉学部 准教授 

 １４ 市川  宏伸 日本自閉症協会 会長 

 １５ 木実谷 哲史 日本重症心身障害福祉協会 理事長 

 １６ 北川  聡子 日本知的障害者福祉協会 児童発達支援部会部会長 

 １７ 森岡  賢治 三重県子ども・福祉部 障がい福祉課 課長 

 １８ 菊池  紀彦 三重大学教育学部 教授 

副座長 １９ 田村  和宏 立命館大学産業社会学部 教授 



 

 

 （順不同、敬称略） 

 

 

医療型障害児入所施設 WG 構成員名簿 

（順不同、敬称略） 

     

 別 紙 1  

福祉型障害児入所施設 WG 構成員名簿 

 構成員名 所 属 

 １ 相澤    仁 大分大学福祉健康科学部 教授 

 ２ 
原口  英之 

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 児童・

予防精神医学研究部 研究生 

 ３ 青木    建 国立武蔵野学院 院長 

主査 ４ 柏女  霊峰 淑徳大学総合福祉学部 教授 

副主査 ５ 米山    明 心身障害児総合医療療育センター 外来療育部長 

 ６ 佐々木 桃子 全国手をつなぐ育成会連合会 副会長 

 ７ 小出  隆司 全国手をつなぐ育成会連合会 副会長 

 ８ 濱崎 久美子 全国盲ろう難聴児施設協議会 事務局長 

 ９ 藤井   隆 全国盲ろう難聴児施設協議会 

 １０ 市川  宏伸 日本自閉症協会 会長 

 １１ 今井   忠 日本自閉症協会 副会長 

 １２ 遠藤  光博 日本知的障害者福祉協会児童発達支援部会 委員 

 １３ 北川  聡子 日本知的障害者福祉協会児童発達支援部会 部会長 

 構成員名 所 属 

副主査 １ 宮野前   健 国立病院機構南京都病院 小児科・院長 

 ２ 朝貝  芳美 全国肢体不自由児施設運営協議会 会長 

 ３ 小﨑  慶介 全国肢体不自由児施設運営協議会 副会長 

 ４ 石橋  吉章 全国肢体不自由児者父母の会連合会 副会長 

 ５ 植松  潤治 全国肢体不自由児者父母の会連合会 副会長 

 ６ 宇佐美 岩夫 全国重症心身障害児（者）を守る会 常務理事 

 ７ 水津  正紀 全国重症心身障害児（者）を守る会 会長代行 

 ８ 有村  大士 日本社会事業大学社会福祉学部 准教授 

 ９ 木実谷 哲史 日本重症心身障害福祉協会 理事長 

 １０ 生田目 昭彦 日本重症心身障害福祉協会 協会員 

 １１ 菊池  紀彦 三重大学教育学部 教授 

主査 １２ 田村  和宏 立命館大学産業社会学部 教授 



 

    

 別 紙 2  

障害児入所施設の在り方に関する検討会の 

公開・非公開の取扱について 

 

 

１.方針 

原則として、公開とする 

 

 

２.資料・議事録等の公開 

   検討会の資料については、会議終了後速やかに厚生労働省ホームページ

上に公開する。 

   ただし、公開することが不適当と座長が判断するものについては、非公

開とすることができる。 

   また、議事録（非公開の場合にあっては議事概要）についても、検討会

構成員に確認後、速やかに厚生労働省ホームページに公開することとす

る。 


