
令和２年１月 29 日 

住 宅 局 建 築 指 導 課 

 

小規模店舗のバリアフリー設計等のガイドラインの改正に向けた検討を開始します 

～「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」 

及び「小規模店舗ＷＧ」の設置～ 

国土交通省では、１月31日（金）に高齢者・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及び小規模店舗ＷＧを立ち上げ、小規模店舗のバ

リアフリー設計等に関するガイドラインの改正に向けて議論します。 

国土交通省では、前回の「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」（以下、「ガイドライン」という。）の改正から約２年半が経過したことから、

障害者団体等からの要望を踏まえ、必要な見直しを行うため、学識経験者、障害者・

高齢者団体、事業者団体等から構成される「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会」及び「小規模店舗ＷＧ」を設置し、ガイド

ラインについて改正すべき内容の検討を行います。 

【現時点で想定される主な改正事項（予定）】 

・高齢者、障害者等の利用に配慮した小規模店舗の設計等に関する考え方・留意点の追加 

・重度の障害、介助者等に配慮した建築物の設計等に関する考え方・留意点の充実 

・建築物のバリアフリーに関する優良事例の追加 

つきましては、第１回検討会及び小規模店舗ＷＧを下記のとおり合同開催します。 

記 

１．開催日時 

 令和２年１月 31日（金）10時～12時 

２．開催場所 

 都市センターホテル 5階 オリオン（東京都千代田区平河町２－４－１） 

３．主な議題（予定） 

 ・国土交通省、関係省庁及び業界団体のバリアフリーに関する取組み 

・現状の課題整理と検討の方向性  等 

４．委員 

 別紙のとおり 

５．傍聴等 

 ・会議は公開にて行います。カメラ撮りは冒頭あいさつまでとさせて頂きます。 

・傍聴を希望される方は、令和２年１月 30日（木）15時までに、(一財）国土
技術研究センター< kentokaimoushikomi@jice.or.jp >宛に、所属・氏名・連絡先（電
話番号及びメールアドレス）をお送り下さい。当日は、名刺等（所属・氏名・
連絡先が分かるもの）をご持参ください。 

・定員（15名、先着順）に達し次第受付を締め切ります。予めご了承ください。 

・会議資料及び議事要旨は、後日以下の国土交通省ホームページに掲載します。
< http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000133.html> 

 【問い合わせ先】 

国土交通省住宅局建築指導課         課長補佐  飯田（内線：39-516） 

                            福井（内線：39-530） 

代表：03-5253-8111 直通：03-5253-8513 FAX 03-5253-1630   

     

   

mailto:kentokaimoushikomi@jice.or.jp


 

【別紙】 
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 

【障害者・高齢者団体】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  

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  

 



 

【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      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 

  



 

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 

【障害者・高齢者団体】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 昭彦 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  

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 専務理事 

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  

 



 

【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      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 

 

 


