ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
延長についての要望書

署名一覧（順不同、敬称略）

2017 年 1 月 26 日現在
呼びかけ団体 ＮＰＯ法人ホームレス支援全国ネットワーク

（１）団体 １４８団体
ＳＫＩＰ福岡
おおいた県南地域福祉事業所
カトリック正義と平和仙台協議会
かなざわ夜回りの会
グリーンコープ生活協同組合さが
グリーンコープ生活協同組合ひろしま
グループ駅北食堂
こころをつなぐよか隊ネット
ささしま共生会
センター事業団姶良事務所
センター事業団大隅地域福祉事業所ゆらおう
センター事業団長崎出張所
ながさき県央地域福祉事業所
にいがた公的扶助研究会
のわみ相談所
ビッグイシュー名古屋ネット
ふぁみりあ浜松
ヘルパーステーションまごころ
みやぎ生活協同組合
ワーカーズコープ春日事業所
ワーカーズコープ大野城事業所
ワーカーズコープ長崎支部ワークプレイスワンネス
わたなべ往診歯科
愛知ホームレス就業支援事業推進協議会
一般財団法人 ヒューマンライツ協会
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一般社団法人 アート・インクルージョン
一般社団法人 インクルーシブシティネットワーク
一般社団法人 インクルーシブのわみ
一般社団法人 パーソナルサポートセンター
一般社団法人 よりそいネットおおさか
一般社団法人 京都自立就労サポートセンター
一般社団法人 近畿パーソナルサポート協会
一般社団法人 自立サポートセンターこんぱす
一般社団法人 新しい自立化支援塾
一般社団法人 神奈川県生活サポート
一般社団法人 全国地域生活定着支援センター協議会
一般社団法人 大阪希望館
一般社団法人 大阪労働者福祉協議会
一般社団法人 部落解放・人権研究所
横浜水曜パトロールの会
岡山県労働組合会議
株式会社 オープン・シティー研究所
株式会社 ナイス
株式会社 ナイスくらし応援室
釜ヶ崎のまち再生フォーラム
釜ヶ崎講座
企業組合ワーカーズコレクティブレインボー松橋ステーション
企業組合ワーカーズコレクティブレインボー北部ステーション
企業組合労協センター事業団 ケア・ワーカーズステーション福寿
企業組合労協センター事業団 日田地域福祉事業所虹の家
岐阜・野宿生活支援の会
公益財団法人 ソーシャルサービス協会
公益財団法人 共生地域創造財団
公益社団法人 広島県社会福祉士会
公益社団法人 日本社会福祉士会
高崎ホームレス支援の会
困っている人を支援する会・北のシャローム
四ツ谷おにぎり仲間
紙芝居劇むすび
歯科保健研究会
社会福祉法人 グリーンコープ 抱樸館福岡
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社会福祉法人 ヒューマンライツ福祉協会ヒューマンワークステーション
社会福祉法人 みおつくし福祉会 更生施設 大淀寮
社会福祉法人 新潟いのちの電話
社会福祉法人 大阪大阪自彊館
社会福祉法人 南高愛隣会

グループホームたいしょう

社団法人 就労支援事業所Ｍｅ２
寿越冬闘争実行委員会
寿支援者交流会
寿炊き出しの会
神奈川全県夜回り・パトロール交流会
全日本運輸産業労働組合福岡県連合会
全労連全国一般大阪府本部

西成労働福祉センター労働組合

大阪ホームレス就業支援センター運営協議会
大阪希望館運営協議会
大阪市西成人権協会
大分自交労働者協同組合 宇佐宮タクシー事業所
第２種社会福祉事業ありとも
長崎地域福祉事業所
東京ホームレス就業支援事業推進協議会
藤沢火曜パトロールの会
特定非営利活動法人 Ｈｏｍｅｄｏｏｒ
特定非営利活動法人 ＰＯＰＯＬＯ
特定非営利活動法人 ＴＥＮＯＨＡＳＩ
特定非営利活動法人 あきた結いネット
特定非営利活動法人 あさひの家
特定非営利活動法人 アスイク
特定非営利活動法人 エス．エス．エス
特定非営利活動法人 エンジェルアシスト 福岡自立支援協会
特定非営利活動法人 おかやま入居支援センター
特定非営利活動法人 かごしまホームレス生活者支えあう会
特定非営利活動法人 くまもと支援の会
特定非営利活動法人 こえとことばとこころの部屋
特定非営利活動法人 こえとことばとこころの部屋（ココルーム）
特定非営利活動法人 コミュニティワーク研究実践センター
特定非営利活動法人 さんきゅうハウス
特定非営利活動法人 ディープデモクラシー・センター
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特定非営利活動法人 のわみサポートセンター
特定非営利活動法人 プロミスキーパーズ
特定非営利活動法人 ホームレス支援久留米越冬活動の会
特定非営利活動法人 ホームレス資料センター
特定非営利活動法人 ほっとポット
特定非営利活動法人 ほっとらんど
特定非営利活動法人 ほっぷの森
特定非営利活動法人 まちづくり今宮
特定非営利活動法人 ワーカーズコープ久留米
特定非営利活動法人 ワーカーズコープ佐賀 夢根っこ
特定非営利活動法人 ワーカーズコープ福岡支部ふくおか事務所
特定非営利活動法人 ワーカーズコープ放課後等デイサービスにじっこ
特定非営利活動法人 ワンファミリー仙台
特定非営利活動法人 岡山・ホームレス支援きずな
特定非営利活動法人 釜ヶ崎支援機構
特定非営利活動法人 自立支援センターふるさとの会
特定非営利活動法人 自立支援ネットにいがた
特定非営利活動法人 自立支援事業所ベトサダ
特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい
特定非営利活動法人 就労情報サポートセンターきずな育成会
特定非営利活動法人 生活サポート千葉
特定非営利活動法人 生活困窮・ホームレス自立支援ガンバの会
特定非営利活動法人 生活相談サポートセンター
特定非営利活動法人 仙台夜まわりグループ
特定非営利活動法人 全国コミュニティライフサポートセンター（ＣＬＣ）
特定非営利活動法人 草の芽会
特定非営利活動法人 大東ネットワーク事業團
特定非営利活動法人 大牟田ライフサポートセンター
特定非営利活動法人 美野島めぐみの家
特定非営利活動法人 抱樸
特定非営利活動法人 萌友
特定非営利活動法人 訪問看護ステーションコスモス
日本カトリック正義と平和協議会
日本バプテスト連盟ホームレス支援特別委員会
日本生活協同組合連合会
日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会センター事業団
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日本労働者協同組合連合会

センター事業団 博多事業所

日本労働者協同組合連合会

センター事業団宮崎事業所

日本労働者協同組合連合会

センター事業団九州事業本部

日本労働者協同組合連合会

センター事業団大牟田事業所

日本労働組合総連合会新潟県連合会
日本労働組合総連合会大阪府連合会（連合大阪）
部落解放同盟大阪府連合会
部落解放同盟大阪府連合会西成支部
福岡県生活協同組合連合会
有限責任事業組合 Ｗａｃ－ＬＬＰ
有限責任事業組合 大阪職業教育協働機構（Ａ’ワーク創造館）
労働協同組合レインボー天草ステーション
労働者福祉中央協議会
和歌山ホームレス支援機構
絆ネットワーク ほっとライン高松

（２）議員 ４名
大塚 愛（岡山県議会議員）
鬼木 のぞみ（岡山市議会議員）
西村 智奈美（衆議院議員）
野口 英一郎（鹿児島市議会議員）

（２）個人 ３５４名
西岡 正次（Ａ’ワーク創造館 就労支援室長）
谷口 典子（ＡＩＡＩケアプラン ケアマネジャー）
明楽 久江（ＡＩＡＩケアプラン ケアマネジャー）
田中 拓哉（いびり学習支援事業）
高橋 定幸（インディーズゲーム放送局 企画制作部）
佐藤 健司（エアマネジャー）
仁井谷 照美（エアマネジャー）
岡山 卓生（カメラマン）
井上 健一（ケアマネジャー）
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久山 英子（ケアマネジャー）
後神 久美子（ケアマネジャー）
光畑 直子（ケアマネジャー）
森山 嘉代子（ケアマネジャー）
杉下 洋子（ケアマネジャー）
難波 妙子（ケアマネジャー）
相賀 美幸（ソーシャルワーカー（精神保健福祉士））
和田 敏明（ルーテル学院大学 名誉教授）
佐藤 善次郎（旭区原水協）
芦田 一郎（旭区平和の会

会長）

吉田 穂高（旭区和委員会委員）
塩口 繁幸（旭平和の会）
政岡 希彦（旭平和の会）
鈴木 直文（一橋大学大学院社会学研究科）
新里 宏二（一般社団法人

パーソナルサポートセンター 代表）

櫛部 武俊（一般社団法人

釧路社会的企業創造協議会 副代表）

山崎 史郎（一般社団法人

生活困窮者自立支援全国ネット 顧問）

神原 琴美（一般社団法人

北海道セーフティネット協議会 コールセンター札幌）

林 亜紀子（一般社団法人

北海道セーフティネット協議会 コールセンター札幌）

工藤 真弓（岡山パブリック法律事務所）
井上 梨恵（岡山バブリック法律事務所 事務職員）
天野 友子（岡山バブリック法律事務所 事務職員）
孔 錫享（岡山パブリック法律事務所 社会福祉士）
尾崎 力弥（岡山パブリック法律事務所 社会福祉士）
西﨑 克子（岡山県社会福祉士会ぱあとなあ）
本郷 栄（岡山県社会福祉士会ぱあとなあ）
伊原 潔（岡山県労働組合会議 事務局長）
岩佐 美代子（介護支援専門員）
岡本 恵（会社員）
重年 佳代子（会社員）
原田 幸清（株式会社 ＫＮＮ 代表取締役）
潮平 龍郎（株式会社 アイデアタンク）
美濃 由美（居住と”非差別”を守る会）
奥田 均（近畿大学人権問題研究所）
遠城 明雄（九州大学 大学院人文科学研究院 歴史学部門 教授）
駒村 康平（慶応大学教授）
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藤岡 英幸（劇団未来）
加藤 雄一（県労おかやま

事務局長）

小田 一惠（公益社団法人

福岡県社会福祉士会）

中村 浩章（広島県社会福祉協議会）
相模 千由紀（広島県社会福祉士会）
鈴川 千賀子（広島県社会福祉士会ホームレス支援委員会）
岡崎 仁史（広島国際大学教授 広島県社会福祉士会ホームレス支援委員会）
前田 康弘（更生保護施設

雲仙虹 施設長）

江口 洋子（江口労働法務事務所 社会福祉士）
林 星一（座間市役所 生活保護課 自立サポート担当）
多々納 宏行（事務職員）
小西 亜希子（自治労苫小牧市職員労働組合）
斉藤 利英子（自治労苫小牧市職員労働組合）
伊藤 栄一（自立支援センター舞洲）
岡田 和雄（自立支援センター舞洲）
笠原 正之（自立支援センター舞洲）
橋本 健二（自立支援センター舞洲）
坂田 満男（自立支援センター舞洲）
山岡 慶次（自立支援センター舞洲）
山本 知華（自立支援センター舞洲）
川田 伸二（自立支援センター舞洲）
仲西 昌幸（自立支援センター舞洲）
坪内 千仁（自立支援センター舞洲）
田中 正康（自立支援センター舞洲）
櫻井 誠二（自立支援センター舞洲）
光信 篤子（社会福祉士）
高倉 紀子（社会福祉士）
今岡 清廣（社会福祉士）
真木 佐江子（社会福祉士）
青井 由利亜（社会福祉士）
石﨑 健次（社会福祉士）
大月 直子（社会福祉士）
中村 友紀（社会福祉士）
藤原 加恵（社会福祉士）
米澤 恭子（社会福祉士）
林田 哲弥（社会福祉士）
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嶽﨑 貴史（社会福祉士）
岡本 拓也（社会福祉法人）
炭谷 茂（社会福祉法人 恩腸財団 済生会 理事長）
宇野 光央（社会福祉法人

職員）

岡田 卓（社会福祉法人 職員）
菊池 薫（社会福祉法人 職員）
吉田 真樹子（社会福祉法人 職員）
境 美樹（社会福祉法人 職員）
江口 正起（社会福祉法人

職員）

松本 明（社会福祉法人 職員）
中川 康幸（社会福祉法人

職員）

池田 徹（社会福祉法人 生活クラブ 理事長）
伊藤 香織（社会福祉法人

南高愛隣会）

井上 量子（社会福祉法人

南高愛隣会）

益田 郁子（社会福祉法人

南高愛隣会）

園田 美鈴（社会福祉法人

南高愛隣会）

西 悠希（社会福祉法人 南高愛隣会）
島﨑 美知子（社会福祉法人 南高愛隣会）
柳澤 太希（社会福祉法人

南高愛隣会）

河本 敏子（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

桑宮 未来（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

坂本 純子（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

山村 友美（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

山本 澄子（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

小林 みさ（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

松本 光信（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

松本 美里（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

西山 町子（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

川上 美奈（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

長井 亜希（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

内田 亨（社会福祉法人 南高愛隣会 ）
馬場 久子（社会福祉法人

南高愛隣会 ）

渡辺 文人（社会福祉法人

南高愛隣会 わーくかんまち 事業所長）

浦田 佳代子（社会福祉法人 南高愛隣会 わーくさせぼ）
岩坪 和香菜（社会福祉法人 南高愛隣会 わーくさせぼ）
吉田 忍（社会福祉法人 南高愛隣会 わーくさせぼ）
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佐々木 和子（社会福祉法人 南高愛隣会 わーくさせぼ）
佐子 隆子（社会福祉法人

南高愛隣会 わーくさせぼ）

太田 香織（社会福祉法人

南高愛隣会 わーくさせぼ）

濱田 愛子（社会福祉法人

南高愛隣会 わーくさせぼ）

八戸 晃二（社会福祉法人

南高愛隣会 財政課長補佐 ）

井ノ子 俊一（社会福祉法人 南高愛隣会 職員）
森 晋平（社会福祉法人 南高愛隣会 職員）
鳥越 寿子（社会福祉法人

南高愛隣会 職員）

宮崎 登喜子（社会福祉法人 南高愛隣会 世話人）
下田 博之（社会福祉法人

南高愛隣会 総務課）

田島 留美（社会福祉法人

南高愛隣会 総務課 管理・調整係 係長）

松友 大（社会福祉法人 南高愛隣会 総務課長）
島﨑 雄三（社会福祉法人

南高愛隣会 総務企画部）

奥村 健（社団法人よりそいネット 大阪業務執行理事）
小原 圭介（社福グリーンコープ生活一時支援事業

支援員）

三浦 聖人（主任）
森田 照子（主婦）
岡部 卓（首都大学東京 人文社会系 社会福祉学
谷本 仰（小倉南バプテスト教会 牧師）
金子 順子（消費生活相談員）
森田 美恵子（消費生活相談員）
山本 清子（障がい福祉課

臨時調査員）

坂本 陸子（障害福祉課 嘱託調査員）
島薗 進（上智大学グリーフケア研究所）
寺尾 仁（新潟大学 工学部 准教授）
安田 佳央理（精神保健福祉士）
梶原 純一郎（精神保健福祉士）
丸石 幸嗣（精神保健福祉士）
山本 桃子（精神保健福祉士）
小引 知美（精神保健福祉士）
竹林 木綿子（精神保健福祉士）
田村 恵理郁（精神保健福祉士）
土井 理恵（精神保健福祉士）
楠本 萌（精神保健福祉士）
百本 智子（精神保健福祉士）
田中 真佐恵（摂南大学看護学部看護学科）
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教授）

須藤 由香（全国健康保険協会 北海道支部 保健師）
多賀 俊二（草の根金融研究所「くさのーね」 代表）
牧野 誠二（大阪・旭区平和の会）
大島 守（大阪教育文化センター研究員）
全 泓奎（大阪市立大学 都市研究プラザ 教授）
倉林 一彦（大阪商工団体連合会 旭民主商工会 副会長）
吉田 光慶（谷機電工業株式会社 代表取締役社長）
伊藤 文雄（地域生活支援センターパレット 相談支援専門員）
宮本 太郎（中央大学 法学部 教授）
中塚 景子（津山市自立相談支援センター）
速水 吏絵（津山市自立相談支援センター 家計支援員）
石原 和己（津山市自立相談支援センター 自立相談支援員）
田村 義弘（津山市自立相談支援センター 主任）
野々上 由紀江（津山市自立相談支援センター 就労支援員）
山本 美香（東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科准教授）
古かく 祐藏（特定非営利活動法人 おかやま入居支援センター）
藤本 泰正（特定非営利活動法人 おかやま入居支援センター）
芝田 淳（特定非営利活動法人 かごしまホームレス生活者支えあう会 理事）
照井 進（特定非営利活動法人 ワーカーズコープ）
髙田 紀子（特定非営利活動法人 ワーカーズコープ）
横川 広幸（特定非営利活動法人 ワーカーズコープ 苫小牧市一時生活支援事業）
鈴木 實（特定非営利活動法人 岡山・ホームレス支援きずな理事）
難波 幸矢（特定非営利活動法人 岡山ホームレス支援きずな 理事）
中村 猛（特定非営利活動法人 釜ヶ崎支援機構）
清水 康之（特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク 代表 ）
髙橋 進（苫小牧市 福祉部 生活支援 第１課長）
渋谷 ともみ（苫小牧市 福祉部総合福祉課）
松本 賢二（苫小牧市一時生活支援委託事業 責任者）
光川 真澄（苫小牧市障がい福祉課）
鈴木 猛（苫小牧市職員）
稲場 和宣（苫小牧市福祉部 障がい福祉課）
牧野 武博（苫小牧市福祉部 障がい福祉課 主事）
中尾 美希子（苫小牧市福祉部障がい福祉課）
力山 義雄（苫小牧市福祉部総合福祉課）
佐藤 大介（苫小牧市役所）
三澤 直史（苫小牧市役所）
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守屋 護（苫小牧市役所）
堤 洋介（苫小牧市役所）
藤田 淳子（苫小牧市役所）
片岡 めぐみ（苫小牧市役所）
名張 孝浩（苫小牧市役所）
屋形 千秋（苫小牧市役所

精神保健福祉相談員）

高槻 英徳（苫小牧市役所

都市建設部住宅課）

渡辺 裕（苫小牧市役所 都市建設部住宅課）
村上 裕樹（苫小牧市役所

都市建設部道路維持課）

仲林 謙二（苫小牧市役所

都市建設部道路維持課）

岩城 智美（苫小牧市役所

福祉部）

馬原 香織（苫小牧市役所

福祉部）

横山 麿子（苫小牧市役所

福祉部総合福祉課）

佐々木 沙矢香（苫小牧市役所 福祉部総合福祉課）
山根 有梨花（苫小牧市役所 福祉部総合福祉課）
小原 正成（苫小牧市役所

福祉部総合福祉課）

西野 公康（苫小牧市役所

福祉部総合福祉課）

池田 留美（苫小牧市役所

福祉部総合福祉課）

中村 美香（苫小牧市役所

福祉部総合福祉課）

豊嶋 和宏（苫小牧市役所

福祉部総合福祉課）

木村 里江（苫小牧市役所

福祉部総合福祉課）

藤村 英一（苫小牧市役所退職者の会）
鈴木 良伸（苫小牧市役所退職者の会）
山吹 健司（苫小牧福祉部総合福祉課 主任主事）
伊志嶺 勉（那覇市 福祉部 障がい福祉課 基幹相談支援グループ）
市川 誠一（南高愛隣会）
志賀 文哉（富山大学教員）
新村

繁文（福島大学特任教授）

井上 雅雄（弁護士）
河内 紀篤（弁護士）
吉川 拓威（弁護士）
小堺 義弘（弁護士）
森岡 佑貴（弁護士）
水谷 賢（弁護士）
西尾 史恵（弁護士）
船越 啓孝（弁護士）
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中村 元祐（弁護士）
木島 紀千恵（弁護士）
伊藤 清郁（弁護士法人 岡山パブリック法律事務所 社会福祉士）
高木 成和（弁護士法人 岡山パブリック法律事務所 津山支所長）
江口 秀計（弁護士法人 岡山パブリック法律事務所 弁護士）
上尾 洋平（弁護士法人 岡山パブリック法律事務所 弁護士）
高島 史弘（豊橋サマリヤ会 代表）
稲月 正（北九州市立大学

基盤教育センター 教授）

山﨑 克明（北九州市立大学名誉教授）
渋谷 幸久（毎日新聞社）
稲葉 剛（立教大学大学院特任准教授、一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事）
阿曽 信幸
阿知波 理佳
安藤 豊史
井馬 博満
影山 智玄
奥村 稔
奥田 賢二
奥埜 秀夫
下田 和子
河内 等
刈谷 哲博
岸田 壮司
岩永 洋平
吉田 昭彦
吉本 結羽子
久保田 訓弘
宮崎 雍子
宮﨑 美子
橋本 瞳
近藤 正
金子 正吾
鍬取 智恵
県労おかやま
荒木 美恵子
高橋 美穂子
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紺世 友樹
佐々木 修司
佐々木 弥生
佐藤 幸恵
佐藤 真紀子
佐藤 麻有
佐藤 悠
坂本 由里子
三浦 由美子
三橋 大輔
山口 珠
山崎 史隆
山﨑 ひさ子
山﨑 麗子
寺田 八重子
秋山 恵子
重岡 知幸
駿河 まゆみ
小関 瑞樹
小佐々 麻子
小林 貴之
松田 直大
松本 千賀子
松本 由香里
照屋 しげのり
上西 斗夢
植原 竜二
新谷 淑江
杉本 貴浩
成田 光夫
西川 悠介
西村 栄二
石橋 恵美子
石橋 浩明
石橋 創
石橋 壮涼
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石橋 芳子
川原 幸子
川村 りえ
川村 勇気
川島 大輝
浅海 晴江
前川 剛志
前田 スマ子
前田 淳
草野 栄子
草野 智恵美
草野 末子
増岡 大介
増田 直樹
村井 浩
太田 景介
谷口 仁史
段坂 直登
竹腰 春夫
竹内 雅裕
中村 裕美子
中尾 美知江
長谷川 智彦
長尾 秀紀
貞利 景子
堤 初子
田口 進
田中 広平
田中 邦夫
田中 和子
島田 正志
藤本 眞利子
徳井 由美子
白川 あかり
白川 幸子
白川 典之
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飯田 早苗
美濃 卓也
平戸 陽子
平田 潤二
片山 弘
北原 誠一
卜部 明子
堀越 萌季
堀川 俊也
本多 孝仁
本多 道子
本田 奈美
木村 ソヨ子
木村 昭子
柳井 さちよ
里美 真理子
林 雄樹
鈴木 一彦
澤田 サヨ子
齋藤 恭人
髙橋 宏尚
以上
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