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賛同・協力者
鈴木篤

江戸川法律事務所・弁護士（東京弁護士会所属）ほか

特定非営利活動法人運転免許取得支援センターについて

設立趣旨（2002 年設立準備委員会より）
現在、政府主導による障害者自立支援法・新障害者雇用促進法等の法制化の
下に、関連身体障害者団体及び関連業界等のご協力、ご指導により、障害のある
人達（加齢によるハンディキャップ者である中高年者・障害児含む）が地域社
会でより生活し易い環境を造るべく努力がなされていますが、障害のある人達
が学業、就労、通院、買物等の日常的生活を営むにおいて、未だ充分な環境が整備
されている状況ではありません。
又、国土交通省が推進する主要駅のバリアフリー化、主要建物のバリアフリー
化等々は、大都市を中心に行われており、地方に住む障害のある人達にとっては
未だ人的バリアフリーに頼らざるを得ない状況です。
「くるま」は、障害のある人達にとり重要なツールであり、障害のある人達の社
会参画や自立支援を含め、自操式の「くるま」周辺の環境整備、主に「くるま」を運
転する為の免許取得及び障害のある人達に優しい教習環境の整備をハード面・
ソフト面から行っていく必要があります。
かかる状況に鑑み将来の高度福祉国家、日本として、政・官・民及び関係機関
団体等との連携・協業を前提に、障害のある人達が「くるま」をより身近なツー
ルとして活用出来る社会環境の整備が求められております。
1．

私たちは、片腕・片足に障害のある人から重度障害のある障害者（加齢によ
るハンディキャップ者である高齢者・障害児を含む）に対し、日常生活で必要
な“自立支援”と“移動”に関し、その環境整備を支援するための活動を行い
ます。特に“移動”に重要なツールとなる「くるま」の運転免許取得支援に重点
をおき、その教習環境のよりよい環境づくりを促進します。身障者（加齢による
ハンディキャップを含）の為の「くるま」周辺の技術改良・開発等の活動支援を
行います。
また上記活動を通じ、障害のある人の自立支援の観点から、障害を持つ高校生・
大学生の学生支援や、障害のある人の就労支援、高齢者支援、メンタルケア等の
サポートを含め、障害のある人の自立に関し必要と思われる活動を推進します。
以上の活動のため、私たちは「特定非営利活動法人運転免許取得支援センター」
を設立し、その活動をもって障害のある人ご本人またはその家族のみならず、障
害のある人の暮らす地域社会または国民全ての社会福祉に広く寄与するもので
あります。

役員・評議員プロフィール

■ 役員（役職ごとのあいうえお順・敬称略）
代表 鈴木憲一（特定医療機器賃貸及び販売管理者資格）
1955 年生まれ。東京都出身。昭和５４年東京三菱自動車販売㈱入社後、営業として２８
年、内特装車扱いを２０年行い、
「血液輸送車」
「テレビ劇用車公式改造車」
「福祉車両（ス
ロープ型福祉車）（四肢障害者用車両）（ユニバーサルタクシー）（軽福祉タクシ
ー）」などの共同開発を行う。福祉車両の普及の先駆けとして三菱自動車の開発、販売支
援、広報にも携わる。日本自動車工業会 福祉車両部会に参画し、三大福祉展はじめ各福
祉展に取りまとめ役として参加した。その他大手福祉会社、大手レンタカー会社担当な
ど福祉車輌を主軸に多方面で活躍を見せた。同社退職後、当団体の活動に従事。障害のあ
る人の自動車架装や教習所のバリアフリー化など専門性を発揮している。国交省認定ボ
ランティア福祉車両講習会講師、福祉車両安全運転啓蒙促進講習会講師。
常任理事

神川麻紀（介護福祉士・東京都相談支援員・特定医療機器賃貸及び販売管理者資

格ほか）

1967 年生まれ。当団体の創設者。某大手企業グループの経営企画室広報部勤務の後、企画編
集・広告等のプロデューサー、医療福祉の専門紙の記者に。新聞社を退社後、障害のある人
のライフラインに係わるプロジェクトや当時先駆的であった美術館の音声ガイドシステム
などの立ち上げを行う。また医療専門誌の編集長としても活躍。学生時代から２３年、障害
のある人、高齢者、難病の小児を持つ家族ケアなどの活動に係わる。季刊誌チェアウォーカ
ー「WaWaWa」などに活動が掲載される。宮城県で平成 14 年に災害時の提案を県庁に行い、
「ボ
ランティアコーディネータセンター設置のための調査・研究」などを行うなど。介護福祉士
（サービス提供責任者：介護分野）としても高齢者・障害者の支援・ケアワークにかかわ
る。

常任理事 木村 良二（厚生労働省「福祉作業所あり方検討委員会 元委員」）
昭和４８年 4 月沖電気工業株式会社に入社し、営業部門、生産管理部門、人事総務部門を
経て、平成 8 年初代社会貢献推進室長。企業らしい社会貢献活動を探求し、その中の一つ
である重度身体障害者のパソコン活用による在宅雇用を平成１０年に立ち上げる。平成
１６年に特例子会社沖ワークウェルとして独立させ、取締役社長に就任。障害のある人
の経験、特性、感性を活かした経営を行う。社会福祉法人東京コロニー 常務理事、東京
都港区障害者程度区分審査会副委員長、在宅就労支援団体における就職支援推進事業委
員会委員（独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構）ほか NPO や教育機関の委員等を
務める。当団体設立時より活躍、平成 25 年から東京コロニー役員と当団体兼務。
常任理事 進藤範彦（税理士・東京都相談支援員資格保持者）
1946 年山形県生まれ。１歳半の時、ポリオ罹患。両下肢運動機能全廃。小学校から大学ま
で普通校に通う。学生時代は友人に恵まれ、通学も含めて学業のサポートを受ける。大学
卒業後、拓殖大学会計学教授の研究室に職員として在職。知人の紹介で税理士事務所に
10 年間勤務し、その後、独立。税理士。社団法人全国脊髄損傷者連合会 元理事。財団法
人バリアフリーシステム開発財団 監事。

理事
秋吉 邦郎
1960 年生まれ。公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会の全国障害者総合福祉セ
ンターの中間管理職として、25 年間勤務。様々な障害者団体との会議や障害者福祉センター
等職員の研修会の企画、立案、開催等の各種業務に長く携わる。アビリンピック競技大会(香
港大会)同行。アジア太平洋障害者リーダー育成事業研修でベトナム等に出張など。同協会を
退職後、当団体の各種業務に携わる。社会科養護教員免許、知育レッスン・幼児運動インス
トラクターなど障害児教育に関わる資格保有。
理事
小山登
1973 年 千葉大学工学部工業意匠学科を卒業後、トヨタ自動車デザイン部門担当部長とし
て、３４年間勤務。その間、米国 NY 州 Pratt Institute 大学院に２年間留学し修士号取得後本社
に戻り、その後、米国法人 Calty Design Research 社で役員を６年間勤める。また、本年 3 月まで、
トヨタテクノミュージアム産業技術記念館副館長を務める。現在、公立大学 産業技術大学
院大学 創造技術専攻 教授。国際ユニヴァーサルデザイン協議会国際委員長、国立大学法
人京都工芸繊維大学講師、同大学特任教授、国立大学法人千葉大学講師。2008 年 第１回ド
イツユニバーサルデザイン賞審査員、日本デザイン学界会員、日本感性工学会会員。主な著
書に「人間工学とユニバーサルデザイン」（日本工業出版＊「ユーザビリティ・アクセシビ
リティ・ものづくりマニュアル」共著）、第２回国際ユニヴァーサルデザイン会議における
「海外有識者に聞く」インタビュー記録など。
理事
佐々木 浩
障害児の音楽教師として活躍。障害児のピアノのプライベートレッスンや子供の情操教
育の音楽カンファレンスを行う。その後、障害のある人の要望から平成元年福祉移送業務
「目黒チェアキャブ」設立し、障害者移送などに尽力する。その活動は 24 時間 TV などで放
映される。近年は当団体の役員を務める一方で、日印友好関係活動促進でインド財団の路
上生活者救済活動にも参画。
監事

川井英行

＊監事の経歴略

■ 評議員（あいうえお順・敬称略）
秋山哲男 北星学園大学 交通計画(観光計画)
客員教授
都市のユニバーサルデザイン、道路・交通ターミナルのバリアフリーデザイン・サイン
システム、高齢者・障害者のモビリティ確保を前提としたバス・ST サービスなどの生
活交通に関する研究に従事。主な社会活動に、日本福祉まちづくり学会の副会長・事業
委員長、土木学会高齢者交通研究委員会の委員長、第 10 回高齢者・障害者のモビリティ
と交通に関する国際会議(TRANSED2004)の実行委員長、米国 Transportation Research
Board(TRB),Committee of Transportation Accessibility の委員等など。編著に「バスはよみが
える」
「高齢者会の技術６巻移動と交通」
「高齢者会の技術７巻まちづくり」など。首都大
学東京大学院都市科学研究科 教授として勤務後、現大学へ移籍
内田竜生 内田クリニック 院長、元関東労災病院 リハビリテーション科 部長
1984 年、整形外科教室入局関東労災病院にて臨床研修。1988 年、珪肺労災病院

整形外

科勤務。１９８９年、産業医科大学 第一解剖学教室助手。 1992 年、オーストラリア
Royal Adelaid Hospital Spinal Unit にて研修。1995 年、関東労災病院 リハビリテー
ション科 部長就任。1998 年、関東労災病院 勤労者リハビリテーションセンター長就
任。2007 年、内田クリニック 開院し、院長就任。日本職業災害医学会 評議員。研究分
野は「脊髄損傷者の死因統計に関する研究」
「筋収縮閾値以下の電気刺激の有効性に関す
る研究」「痙性の定量的評価に関する研究」など。
江藤文夫 国立障害者リハビリテーションセンター 総長
1946 年生まれ。1972 年、東京大学医学部医学科卒業。1974 年、同老年病学教室（老人科）
に入局。高齢者、障害者の医療に広く関わるとともに神経研究室に所属し、転倒、寝たき
り、脳不全（認知症）を主要テーマとして研究にも従事。1984 年、同附属病院理学療法
部講師、1993 年、獨協医科大学リハビリテーション科学教室教授、1998 年、東京大学医学
部教授就任。病院理学療法部を 2001 年にリハビリテーション部として改組し、大学院医
学系研究科にリハビリテーション医学分野を開設し、大学院教授に移行。2005 年 10 月、
国立障害者リハビリテーションセンター病院長、更生訓練所所長を経て、2011 年 2006 年
4 月より国立障害者リハビリテーションセンター 総長に就任。
大西勇治 早稲田大学理工学部経営システム工学科客員教授（MOT プログラム担当）
1939 年生まれ。昭和 37 年昭和電工（株）入社。信濃大町工場、中央研究所、軽金属加工研
究所、本社軽金属事業部営業部技術開発課を歴任。82 年スカイアルミニウム（株）へ出
向、同社技術部、深谷工場、開発営業部などを経て、99 年定年退職。 在職中は一貫して
自動車、建材用などの材料、加工の研究開発に従事。2001 年ボストン大学ビジネススク
ール入学、02 年卒。現在は早稲田大学理工学部経営システム工学科客員教授（MOT プロ
グラム担当）、筑波大学知財統括本部産学リエゾン共同研究センター技術移転マネジャ
ー。
君塚 葵
心身障害児総合医療療育センター 所長、社団法人日本リハビリテーショ
ン医学会 理事
18 歳以下の障害のある子の医療第一人者として知られる。心身障害児総合医療療育セ
ンター 所長、社団法人日本リハビリテーション医学会 理事。学会、各官公庁の専門委
員等に多く参画。
齋藤 宏直 特定非営利活動法人「みやぎこうでねいと」 理事長
昭和２８年生まれ。仙台市青葉区在住。ＮＰＯみやぎ「こうでねいと」 理事長、ＮＰＯ障
害者入居サポートセンター 代表、ＮＰＯ法人フォレスト秘書センター代表、有限会社
ＰＮＣ代表取締役、財団法人いやぎ産業振興機構 新規事業・バイオ事業専門家登録、
日本カウンセリング学会 正会員、平成 19 年より既存アパートなどを活用した地域密
着型グループ・ケアホーム「ファミリアハウス」の地域展開を進める。

高橋紘士 立教大学 コミュニティ福祉学部教授
大学卒業後、1971 東京大学 社会学研究科 社会学専攻 修士課程 修了し、1971 特殊法

人社会保障研究所 研究員に。1984 法政大学社会学部 教授、立教大学社会学部社会学科
教授を経て、1998.4～現職。 1990.1～90.3 フンボルト大学 社会学研究所 交換研究員。
東京都高齢者保健福祉計画作成委員会委員長ほか。執筆には『福祉と医療 --リーディング
ス日本の社会学 15--』（東京大学出版会・共編著書）、『福祉と医療』（東京大学出版
会・共編著書）、『福祉の立場』（筒井書房 ・単著書）など。

藤井直人 神奈川県立保健福祉大学 講師
昭和４７年早稲田大学理工学部卒業、昭和４８年より神奈川県総合リハビリテーション
センター勤務。神奈川県総合リハビリテーションセンター 研究部 生活支援工学研究室長
を今年（平成 23 年 2 月）を退職。現在は、神奈川県立保健福祉大学の非常勤講師、などいく
つかの教育機関で教鞭をとる。また神奈川県総合リハビリテーションセンターにて、研究を
続ける。高齢者・障害者の交通手段の研究、褥創（じょくそう）予防の研究、福祉機器関連
研究開発に取り組み、移乗介護機｢マイリフティ｣等を商品化。県委託事業の福祉機器評
価モニター事業に取り組む。著書に「高齢社会の技術５福祉機器」、
「上手に使おう！移乗
関連器具」、翻訳「褥創」など。

■賛同・協力者
鈴木篤 江戸川法律事務所・弁護士（東京弁護士会所属）
長野県出身、東京大学卒業。医療・医薬に関する弁護士の第一人者。東京 HIV 訴訟原告弁
護団副団長などを務める。

