
第１回検討会・WG 資料２ 

高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の改正に関する 

検討会委員名簿 

 

【学識経験者】                       

髙橋 儀平 東洋大学 名誉教授 【座長】 

佐藤 克志 日本女子大学家政学部住居学科 教授 

菅原 麻衣子 東洋大学ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科 教授 

松田 雄二 東京大学大学院 工学系研究科建築学専攻 准教授 

布田 健 国土技術政策総合研究所 住宅研究部住宅生産研究室 室長 

【高齢者・障害者団体】50 音順 

岩﨑 満男 一般社団法人 日本パラリンピアンズ協会 理事 

大濱 眞 公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会 代表理事 

小幡 恭弘 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 事務局長 

齊藤 秀樹 公益財団法人 全国老人クラブ連合会 常務理事 

佐藤 聡 特定非営利活動法人 ＤＰＩ日本会議 事務局長 

唯藤 節子 一般財団法人 全日本ろうあ連盟 理事 

田中 正博 全国手をつなぐ育成会連合会 統括 

橋井 正喜 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 常務理事 

三澤 一登 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 副理事長 

本宮 敏雄 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会  

【事業者団体】50 音順 

石井 滋 一般社団法人 日本フードサービス協会 常務理事 

岩佐 英美子 一般社団法人 日本ホテル協会 事務局長 

粉川 秀雄 一般社団法人 全日本シティホテル連盟 専務理事 

谷口 洋一 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会  

村上 哲也 一般社団法人 日本ショッピングセンター協会 参与 

村上 弘 一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会 政策委員 

難波 義夫 一般社団法人 日本病院会 常任理事 

吉田 安広 一般社団法人 不動産協会  

善本 信之 一般社団法人 全日本駐車協会 専務理事 

【建築関係団体】50 音順 

木野内 剛 公益社団法人 日本建築家協会  

田中 良明 一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会 標準化推進部長 

浜田 優 一般社団法人 日本建設業連合会   

本多 健 公益社団法人 日本建築士会連合会  

宮尾 宣央 一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会  

山野井 直 公益社団法人 国際観光施設協会  
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【地方公共団体】 

鈴木 康弘 東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 課長代理 

若狭 博司 大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課 課長補佐 

松永 克也 横浜市 建築局  建築指導部 市街地建築課     建築許認可担当係長 

野中 亮佑 日本建築行政会議（JCBA）神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課建築指導グループ 主査 

【関係省庁等オブザーバー】 

大坪 弘敏 内閣官房 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会推進本部 事務局 企画官 

木村 哲治 文部科学省 大臣官房文教施設企画部施設企画課 課長補佐 

上野 絢子 厚生労働省 医政局 総務課 課長補佐 

山下 卓志 厚生労働省 社会援護局障害保険福祉部企画課 課長補佐 

森岡 信人 厚生労働省 老健局高齢者支援課 課長補佐 

安達 巧 農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課 課長補佐 

妹尾 宏明 農林水産省 食料産業局 食品流通課 課長補佐 

依田 圭司 経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ消費・流通政策課 課長補佐 

大木 教子 経済産業省 製造産業局 生活製品課 住宅産業室 課長補佐 

米田 信年 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 課長補佐 

杉野 友香 国土交通省 総合政策局 安心生活政策課 課長補佐 

坂野 修一 国土交通省 観光庁 観光産業課 課長補佐 

片山 耕治 国土技術政策総合研究所住宅研究部住宅ストック高度化研究室 室長 

小野 久美子 国土技術政策総合研究所住宅研究部住宅ストック高度化研究室 主任研究員 

髙林 弘樹 国立研究開発法人 建築研究所 建築生産グループ 研究員  

【事務局】 

眞鍋 純 国土交通省 住宅局  局長 

長谷川 貴彦 国土交通省 住宅局 建築指導課 課長 

髙木 直人 国土交通省 住宅局 建築指導課 建築設計環境適正化推進官 

飯田 和哉 国土交通省 住宅局 建築指導課 課長補佐 

福井 亮介 国土交通省 住宅局 建築指導課 係員 

株式会社 市浦ハウジング＆プランニング  

一般財団法人 国土技術研究センター  
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小規模店舗における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の改正に関する 

検討ＷＧ委員名簿  

【学識経験者】        

髙橋 儀平 東洋大学 名誉教授 【座長】 

佐藤 克志 日本女子大学家政学部住居学科 教授 

菅原 麻衣子 東洋大学ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科 教授 

松田 雄二 東京大学大学院 工学系研究科建築学専攻 准教授 

布田 健 国土技術政策総合研究所 住宅研究部住宅生産研究室 室長 

【高齢者・障害者団体】50 音順 

岩﨑 満男 一般社団法人 日本パラリンピアンズ協会 理事 

大濱 眞 公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会 代表理事 

小幡 恭弘 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 事務局長 

齊藤 秀樹 公益財団法人 全国老人クラブ連合会 常務理事 

佐藤 聡 特定非営利活動法人 ＤＰＩ日本会議 事務局長 

唯藤 節子 一般財団法人 全日本ろうあ連盟 理事 

田中 正博 全国手をつなぐ育成会連合会 総括 

橋井 正喜 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 常務理事 

三澤 一登 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 副理事長 

本宮 敏雄 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会  

【事業者団体】50 音順 

石井 滋 一般社団法人 日本フードサービス協会 常務理事 

石田 さとし 全国中小企業団体中央会 振興部 部長 

伊東 明彦 一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会 専務理事 

井上 淳 日本チェーンストア協会 専務理事 

鵜殿 裕 日本商工会議所 地域振興部 主席調査役 

江口 法生 一般社団法人 日本スーパーマーケット協会 専務理事 

大森 利夫 全国理容生活衛生同業組合連合会 理事長 

苧野 恭成 全国商工会連合会 事務局長兼政策推進部長 

小城 哲郎 全国飲食業生活衛生同業組合連合会 専務理事 

渋谷 浩 全国商店街振興組合連合会 専務理事 

島原 康浩 一般社団法人 全国スーパーマーケット協会 事務局長 

谷口 洋一 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会  

辻 松雄  一般社団法人 全国銀行協会 理事 

二川 哲男 全日本美容業生活衛生同業組合連合会 常務理事 

万波 昭雄 日本郵便株式会社 チャネル企画部部長 

村上 哲也 一般社団法人 日本ショッピングセンター協会 参与 

村上 弘 一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会 政策委員 

吉田 安広 一般社団法人不動産協会  
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【建築関係団体】50 音順 

木野内 剛 公益社団法人 日本建築家協会  

田中 良明 一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会 標準化推進部長 

浜田 優 一般社団法人 日本建設業連合会   

本多 健 公益社団法人 日本建築士会連合会  

宮尾 宣央 一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会  

【地方公共団体】 

鈴木 康弘 東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 課長代理 

若狭 博司 大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課 課長補佐 

松永 克也 横浜市 建築局 建築指導部 市街地建築課      建築許認可担当係長 

野中 亮佑 日本建築行政会議（JCBA）神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課建築指導グループ 主査 

【関係省庁等オブザーバー】 

大坪 弘敏 内閣官房 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会推進本部 事務局 企画官 

小杉 裕二 総務省 情報流通行政局 郵政行政部 企画課 課長補佐 

佐藤 龍勲 金融庁 監督局 総務課 課長補佐 

溝口 晃壮 厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課 課長補佐 

安達 巧 農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課 課長補佐 

妹尾 宏明 農林水産省 食料産業局 食品流通課 課長補佐 

上田 泰成 経済産業省 経済産業政策局 総務課 課長補佐 

依田 圭司 経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ消費・流通政策課 課長補佐 

大木 教子 経済産業省 製造産業局 生活製品課 住宅産業室 課長補佐 

中谷 順一 経済産業省 中小企業庁 経営支援部 経営支援課 課長補佐 

斎藤 智哉 経済産業省 中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課 課長補佐 

髙橋 達也 経済産業省 中小企業庁 経営支援部 商業課 課長補佐 

杉野 友香 国土交通省 総合政策局 安心生活政策課 課長補佐 

片山 耕治 国土技術政策総合研究所 住宅研究部住宅ストック高度化研究室 室長 

小野 久美子 国土技術政策総合研究所 住宅研究部住宅ストック高度化研究室 主任研究員 

髙林 弘樹 国立研究開発法人 建築研究所 建築生産グループ 研究員  

【事務局】 

眞鍋 純 国土交通省 住宅局  局長 

長谷川 貴彦 国土交通省 住宅局 建築指導課 課長 

髙木 直人 国土交通省 住宅局 建築指導課 建築設計環境適正化推進官 

飯田 和哉 国土交通省 住宅局 建築指導課 課長補佐 

福井 亮介 国土交通省 住宅局 建築指導課 係員 

株式会社 市浦ハウジング＆プランニング  

一般財団法人 国土技術研究センター  

 


