
 

役員体制 

 

会  長  田 岡 克 介（石狩市長） 

副 会 長  品 川 萬 里（郡山市長） 

  篠 田   昭（新潟市長） 

  鈴 木 健 一（伊勢市長） 

  野 村 興 兒（萩 市 長） 

  岡 﨑 誠 也（高知市長） 

  十 屋 幸 平（日向市長） 

事務局長  泉   房 穂（明石市長） 

 

顧  問  平 井 伸 治（鳥取県知事） 

相 談 役  尾 形 武 寿（日本財団理事長） 

      石野 富志三郎（全日本ろうあ連盟理事長） 

 
事業計画 

 
１ 総会・フォーラムの開催 

会員間の情報共有や情報発信を行うため、 

年１回程度、総会やフォーラムを開催する。 

 

２ 情報交換・調査研究 
会員同士の情報交換、好事例紹介や、 

全国の特徴的な先進施策等の調査研究を行う。 

 

３ その他 
   ・手話に関する啓発行事の実施等 
     手話演劇祭の開催など 

   ・手話研修 
     全国手話研修センターと連携した自治体職員等の手話研修など 

   ・聴覚障害者の情報保障に関する取り組み 
     電話リレーサービス モデル事業等の実施など 

   ・被災地支援 
     会員市区職員による支援など（被災地の聴覚障害者の情報保障など） 

 



全国手話言語市区長会 会員一覧 

平成 29年 4月 1日 

 

北海道 札幌市 秋元 克広 

 小樽市 森井 秀明 

 旭川市 西川 将人 

 室蘭市 青山  剛 

 釧路市 蝦名 大也 

 北見市 辻  直孝 

 苫小牧市 岩倉 博文 

 名寄市 加藤 剛士 

 三笠市 西城 賢策 

 根室市 長谷川 俊輔 

 登別市 小笠原 春一 

 恵庭市 原田  裕 

 伊達市 菊谷 秀吉 

 石狩市 田岡 克介 

青森県 青森市 小野寺 晃彦 

 弘前市 葛西 憲之 

 八戸市 小林  眞 

 黒石市 髙樋  憲 

 五所川原市 平山 誠敏 

 十和田市 小山田 久 

 三沢市 種市 一正 

 むつ市 宮下 宗一郎 

 平川市 長尾 忠行 

岩手県 盛岡市 谷藤 裕明 

 宮古市 山本 正徳 

 八幡平市 田村 正彦 

宮城県 石巻市 亀山  紘 

 気仙沼市 菅原  茂 

秋田県 秋田市 穂積  志 

 男鹿市 渡部 幸男 

 大仙市 栗林 次美 

山形県 山形市 佐藤 孝弘 

 鶴岡市 榎本 政規 

 酒田市 丸山  至 

 新庄市 山尾 順紀 

 長井市 内谷 重治 

福島県 郡山市 品川 萬里 

 白河市 鈴木 和夫 

 喜多方市 山口 信也 

 相馬市 立谷 秀清 

 伊達市 仁志田 昇司 

茨城県 常総市 神達 岳志 

 北茨城市 豊田  稔 

 筑西市 須藤  茂 

 坂東市 吉原 英一 

栃木県 栃木市 鈴木 俊美 

 佐野市 岡部 正英 

 鹿沼市 佐藤  信 

栃木県 日光市 斎藤 文夫 

 小山市 大久保 寿夫 

 下野市 広瀬 寿雄 

群馬県 前橋市 山本  龍 

 渋川市 阿久津 貞司 

 安中市 茂木 英子 

 みどり市 石原  条 

埼玉県 秩父市 久喜 邦康 

 東松山市 森田 光一 

 蕨市 賴髙 英雄  

 朝霞市 富岡 勝則 

 和光市 松本 武洋 

 桶川市 小野 克典 

 富士見市 星野 光弘 

 三郷市 木津 雅晟 

 吉川市 中原 恵人 

千葉県 千葉市 熊谷 俊人 

 銚子市 越川 信一 

 木更津市 渡辺 芳邦 

 松戸市 本郷谷 健次 

 習志野市 宮本 泰介 

 流山市 井崎 義治 

 我孫子市 星野 順一郎 

 君津市 鈴木 洋邦 

 富津市 高橋 恭市 

 浦安市 松崎 秀樹 

 袖ケ浦市 出口  清 

 八街市 北村 新司 

 富里市 相川 堅治 

 山武市 椎名 千収 

 いすみ市 太田  洋 

東京都 千代田区 石川 雅己 

 港区 武井 雅昭 

 文京区 成澤 廣修 

 墨田区 山本  亨 

 世田谷区 保坂 展人 

 荒川区 西川 太一郎 

 練馬区 前川 燿男 

 武蔵野市 邑上 守正 

 府中市 高野 律雄 

 小金井市 西岡 真一郎 

 狛江市 高橋 都彦 

神奈川県 横浜市 林  文子 

 川崎市 福田 紀彦 

 横須賀市 吉田 雄人 

 平塚市 落合 克宏  

 鎌倉市 松尾  崇 

 藤沢市 鈴木 恒夫 

神奈川県 小田原市 加藤 憲一 

 茅ヶ崎市 服部 信明 

新潟県 新潟市 篠田  昭 

 加茂市 小池 清彦 

 見附市 久住 時男 

 燕市 鈴木  力 

 南魚沼市 林  茂男 

 胎内市 吉田 和夫 

富山県 氷見市 本川 祐治郎 

 滑川市 上田 昌孝 

 小矢部市 桜井 森夫 

 射水市 夏野 元志 

石川県 輪島市 梶  文秋 

 珠洲市 泉谷 満寿裕 

 加賀市 宮元  陸 

福井県 勝山市 山岸 正裕 

山梨県 都留市 堀内 富久 

 大月市 石井 由己雄 

 笛吹市 山下 政樹 

 上野原市 江口 英雄 

 中央市 田中 久雄 

長野県 須坂市 三木 正夫 

 茅野市 柳平 千代一 

 佐久市 栁田 清二 

 千曲市 岡田 昭雄 

 東御市 花岡 利夫 

岐阜県 高山市 國島 芳明 

 羽島市 松井  聡 

 山県市 林  宏優 

静岡県 浜松市 鈴木 康友 

 富士宮市 須藤 秀忠 

 伊東市 佃  弘巳 

 掛川市 松井 三郎 

 御前崎市 栁澤 重夫 

 菊川市 太田 順一 

愛知県 豊橋市 佐原 光一 

 半田市 榊原 純夫 

 常滑市 片岡 憲彦 

 新城市 穂積 亮次 

 大府市 岡村 秀人 

 知多市 宮島 壽男 

三重県 伊勢市 鈴木 健一 

 松阪市 竹上 真人 

 鈴鹿市 末松 則子 

 名張市 亀井 利克 

 熊野市 河上 敢二 

 志摩市 竹内 千尋 

 伊賀市 岡本  栄 

滋賀県 大津市 越  直美 

 彦根市 大久保 貴 

 近江八幡市 冨士谷 英正 

 甲賀市 岩永 裕貴 

 高島市 福井 正明 

 米原市 平尾 道雄 

京都府 京都市 門川 大作 

 福知山市 大橋 一夫 

 亀岡市 桂川 孝裕 

 城陽市 奥田 敏晴 

 向日市 安田  守 

 長岡京市 中小路 健吾 

大阪府 大阪市 吉村 洋文 

 堺市 竹山 修身 

 高槻市 濱田 剛史 

 貝塚市 藤原 龍男 

 八尾市 田中 誠太 

 泉佐野市 千代松 大耕 

 大東市 東坂 浩一 

 和泉市 辻  宏康 

 箕面市 倉田 哲郎 

 羽曳野市 北川 嗣雄 

 東大阪市 野田 義和 

 四條畷市 東  修平 

 交野市 黒田  実 

 大阪狭山市 古川 照人 

兵庫県 神戸市 久元 喜造 

 姫路市 石見 利勝 

 尼崎市 稲村 和美 

 明石市 泉  房穂 

 芦屋市 山中  健 

 伊丹市 藤原 保幸 

 相生市 谷口 芳紀 

 加古川市 岡田 康裕 

 赤穂市 明石 元秀 

 西脇市 片山 象三 

 宝塚市 中川 智子 

 三木市 藪本 吉秀 

 川西市 大塩 民生 

 小野市 蓬萊  務 

 三田市 森  哲男 

 加西市 西村 和平 

 篠山市 酒井 隆明 

 養父市 広瀬  栄 

 丹波市 谷口 進一 

 朝来市 多次 勝昭 

 淡路市 門  康彦 

 宍粟市 福元 晶三 

兵庫県 加東市 安田 正義 

奈良県 奈良市 仲川 げん 

 大和郡山市 上田  清 

 天理市 並河  健 

和歌山県 和歌山市 尾花 正啓 

 御坊市 柏木 征夫 

 新宮市 田岡 実千年 

鳥取県 鳥取市 深澤 義彦 

 米子市 野坂 康夫 

 倉吉市 石田 耕太郎 

 境港市 中村 勝治 

島根県 松江市 松浦 正敬 

 益田市 山本 浩章 

 雲南市 速水 雄一 

岡山県 岡山市 大森 雅夫 

 笠岡市 小林 嘉文 

 高梁市 近藤 隆則 

 備前市 吉村 武司 

 瀬戸内市 武久 顕也 

広島県 福山市 枝廣 直幹 

 廿日市市 眞野 勝弘 

山口県 下関市 前田 晋太郎 

 宇部市 久保田 后子 

 山口市 渡辺 純忠 

 萩市 野村 興兒 

 防府市 松浦 正人 

 長門市 大西 倉雄 

 周南市 木村 健一郎 

徳島県 徳島市 遠藤 彰良 

 鳴門市 泉  理彦 

 三好市 黒川 征一 

香川県 善通寺市 平岡 政典 

愛媛県 宇和島市 石橋 寛久  

 西条市 玉井 敏久 

 伊予市 武智 邦典 

 東温市 加藤  章 

高知県 高知市 岡﨑 誠也 

 室戸市 小松 幹侍 

 安芸市 横山 幾夫 

 土佐市 板原 啓文 

 須崎市 楠瀬 耕作 

 四万十市 中平 正宏 

 香美市 法光院 晶一 

福岡県 久留米市 楢原 利則 

 直方市 壬生 隆明 

 八女市 三田村 統之 

 宮若市 有吉 哲信 

佐賀県 多久市 横尾 俊彦 

佐賀県 武雄市 小松  政 

 小城市 江里口 秀次 

 嬉野市 谷口 太一郎 

 神埼市 松本 茂幸 

長崎県 長崎市 田上 富久 

 佐世保市 朝長 則男 

 島原市 古川 隆三郎 

 諫早市 宮本 明雄 

 大村市 園田 裕史  

 松浦市 友広 郁洋 

 壱岐市 白川 博一 

 五島市 野口 市太郎 

 西海市 田中 隆一 

 雲仙市 金澤 秀三郎 

 南島原市 松本 政博 

熊本県 八代市 中村 博生 

 合志市 荒木 義行 

大分県 大分市 佐藤 樹一郎 

 別府市 長野 恭紘 

 中津市 奥塚 正典 

 宇佐市 是永 修治 

 由布市 首藤 奉文 

宮崎県 日向市 十屋 幸平 

鹿児島県 鹿児島市 森  博幸 

 鹿屋市 中西  茂 

 出水市 渋谷 俊彦 

 指宿市 豊留 悦男 

 南九州市 塗木 弘幸 

 伊佐市 隈元  新 

沖縄県 那覇市 城間 幹子 

 石垣市 中山 義隆 

 浦添市 松本 哲治 

 名護市 稲嶺  進 

 糸満市 上原  昭 

 うるま市 島袋 俊夫 

 宮古島市 下地 敏彦 

  計 276市区長 

   

＜準会員＞  

北海道 新得町 浜田 正利 

群馬県 中之条町 伊能 正夫 

埼玉県 三芳町 林 伊佐雄 

山梨県 市 川三 郷町 久保 真一 

大阪府 熊取町 藤原 敏司 

兵庫県 多可町 戸田 善規 

  計６町長 

   

   


