
ユニバーサルデザイン2020関係府省等連絡会議 

心のバリアフリー分科会構成員リスト 

（有識者） 

座  長 慶応義塾大学経済学部教授 駒村 康平 

読売新聞大阪本社編集委員 井手 裕彦 

株式会社ドワンゴ顧問 角谷 浩一 

女優 杉本 彩 

慶應義塾大学経済学部教授 中野 泰志 

オリンピック・パラリンピック等経済界協議会 

（富士通株式会社経営執行役員常務） 廣野 充俊 

東京大学先端科学技術研究センター教授 福島 智 

明星大学人文学部教授 吉川 かおり 

（障害者団体） 

社会福祉法人日本身体障害者団体連合会会長 阿部 一彦 

全国手をつなぐ育成会連合会会長   久保 厚子 

一般財団法人全日本ろうあ連盟理事 倉野 直紀 

全国重症心身障害児（者）を守る会副会長 高木 正三 

一般社団法人日本パラリンピアンズ協会理事 田口 亜希 

公益社団法人全国精神保健福祉会連合会理事 野村 忠良 

一般社団法人日本発達障害ネットワーク事務局長 橋口 亜希子 

社会福祉法人日本盲人会連合組織部長 藤井 貢 

特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議バリアフリー部会員 山嵜 涼子 

（障害者支援・医療・教育関係団体） 

学校法人東学園美晴幼稚園理事長・園長 東 重満 

世田谷区立山野小学校長 大字 弘一郎 

特定非営利活動法人Ｕｂｄｏｂｅ（ウブドべ）代表理事 岡 勇樹 

公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター 

常務理事                      小澤 直 

全国社会福祉法人経営者協議会障害福祉事業経営委員長 久木元 司 

神奈川県立足柄高等学校長 笹谷 幸司 

公益財団法人精神・神経科学振興財団理事長 高橋 清久 

公益財団法人日本補助犬協会代表理事 朴 善子 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所研究企画部 

総括研究員 星 祐子 

中野区立第五中学校長 増田 稔 

全国特別支援学校長会理事 三浦 浩文 

（関係事業者） 

一般財団法人日本フードサービス協会業務部長 石井 滋 

一般社団法人日本地下鉄協会業務部長 石島 徹 

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会専務理事 伊藤 廣幸 

公益社団法人日本バス協会業務部部長         川合 登 

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会業務部長  熊谷 敦夫 

公益社団法人日本観光振興協会観光アカデミー推進室 

担当部長兼観光地域づくり・人材育成担当部長     斎川 昭雄 

東海旅客鉄道株式会社営業本部担当部長        榊原 篤  

参考資料２ 



公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団理事・ 

バリアフリー推進部長                坂下 晃  

一般社団法人日本民営鉄道協会運輸調整部長      滝澤 広明 

西日本旅客鉄道株式会社執行役員鉄道本部ＣＳ推進部長 多田 真規子 

一般社団法人日本旅客船協会企画部長 津田 吉信 

一般社団法人日本ショッピングセンター協会事務局長  村上 哲也 

定期航空協会事務局長 脇 光次郎 

東日本旅客鉄道株式会社鉄道事業本部 

サービス品質改革部次長 渡辺 雅博 

（関係府省庁） 

座長代理 内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会 

推進本部事務局企画・推進統括官 

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会 

推進本部事務局参事官 

内閣府政策統括官（共生社会施策担当）付参事官 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官  

消防庁予防課長  

消防庁防災課長 

法務省人権擁護局人権啓発課長 

文部科学省初等中等教育局教育課程課長 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長  

スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 

農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課長  

経済産業省商務流通保安グループ流通政策課長 

国土交通省総合政策局安心生活政策課長 

国土交通省鉄道局総務課鉄道サービス政策室長 

（オブザーバー） 

東京都オリンピック・パラリンピック準備局パラリンピック担当部長 

東京都福祉保健局生活福祉部長 

東京都教育庁教育政策担当部長 

全国知事会調査第二部長 

全国市長会社会文教部長  

全国町村会行政部長  

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会

準備運営第一局長 

日本パラリンピック委員会事務局長  



ユニバーサルデザイン2020関係府省等連絡会議 
街づくり分科会構成員リスト 

（有識者） 
座 長 中央大学研究開発機構教授 秋山 哲男 

日本大学理工学部教授 岸井 隆幸 
オリンピック・パラリンピック等経済界協議会 
（トヨタ自動車株式会社常務役員）  北田 眞治 
オリンピック・パラリンピック等経済界協議会 
（日本電信電話株式会社取締役） 栗山 浩樹 
森ビル株式会社取締役常務執行役員  河野 雄一郎 
東洋大学ライフデザイン学部教授 髙橋 儀平 
ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮ大使  山崎 まゆみ 
順天堂大学医学部非常勤講師  山崎 泰広 

（障害者団体） 
社会福祉法人日本身体障害者団体連合会会長  阿部 一彦 
一般社団法人日本パラリンピアンズ協会副会長 大日方 邦子 
全国手をつなぐ育成会連合会会長 久保 厚子 
特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議事務局長  佐藤 聡 
全国重症心身障害児（者）を守る会副会長 高木 正三 
公益社団法人全国精神保健福祉会連合会理事  野村 忠良 
一般社団法人日本発達障害ネットワーク事務局長 橋口 亜希子 
一般財団法人全日本ろうあ連盟副理事長 長谷川 芳弘 
社会福祉法人日本盲人会連合組織部長 藤井 貢 

（関係事業者） 
東海旅客鉄道株式会社総合企画本部投資計画部長 生田 元 
一般社団法人日本フードサービス協会業務部長 石井 滋 
一般社団法人日本地下鉄協会業務部長 石島 徹 
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会専務理事 伊藤 廣幸 
中部国際空港株式会社経営企画部長  岩月 理浩 
公益社団法人日本バス協会業務部部長 川合 登 
東日本旅客鉄道株式会社総合企画本部投資計画部次長 久保 公人 
一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会業務部長 熊谷 敦夫 
公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団理事・ 
バリアフリー推進部長 坂下 晃 
一般社団法人日本民営鉄道協会運輸調整部長  滝澤 広明 
西日本旅客鉄道株式会社総合企画本部担当部長 武市 信彦 
一般社団法人日本旅客船協会企画部長 津田 吉信 
一般社団法人全国空港ビル協会事務局長 中山 訓行 
成田国際空港株式会社上席執行役員経営企画部門副部門長 
観光／東京オリンピック・パラリンピック統括担当 濱田 達也 
一般社団法人全国建設業協会事業部長 古市 義人 
公益社団法人日本建築士会連合会福祉まちづくり部会委員 本多 健 
関西エアポート株式会社執行役員兼経営戦略室長 三浦 覚 
一般社団法人日本ショッピングセンター協会事務局長 村上 哲也 
一般社団法人不動産協会事務局長 森川 誠 
一般社団法人日本建設業連合会都市地域政策委員会 
都市地域政策部会委員 森田 潤 
定期航空協会事務局長 脇 光次郎 



（関係府省庁） 

座長代理 内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会

推進本部事務局企画・推進統括官 

副 座 長 国土交通省総合政策局安心生活政策課長 

内閣官房国土強靱化推進室参事官 

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会

推進本部事務局参事官 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官 

警察庁交通局交通規制課長  

総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課長  

スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課長 

経済産業省商務情報政策局情報通信機器課長 

国土交通省都市局街路交通施設課長 

国土交通省都市局公園緑地・景観課長 

国土交通省道路局環境安全課長 

国土交通省住宅局住宅政策課長 

国土交通省鉄道局総務課鉄道サービス政策室長  

国土交通省鉄道局都市鉄道政策課駅機能高度化推進室長  

国土交通省自動車局旅客課長 

（オブザーバー） 

東京都オリンピック・パラリンピック準備局パラリンピック担当部長 

東京都都市整備局企画担当部長 

東京都福祉保健局生活福祉部長 

全国知事会調査第二部長 

全国市長会社会文教部長 

全国町村会行政部長 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会施設 

整備調整局長 

日本パラリンピック委員会事務局長 
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