
令和２年６月 25 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会（第２回）を開催します 

～設計標準等の改正の方向性等について議論～ 
 

国土交通省では、６月29日（月）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」(第２回）を合同開催
します。 

今回は、小規模店舗のバリアフリー化、重度の障害、介助者等への対応及び設計事

例集について、高齢者・障害者団体、事業者団体等へのヒアリング結果を踏まえた設
計標準等の改正内容（一部）についてのたたき台に基づき、バリアフリー設計に関す
るガイドラインの改正の方向性等について議論します。 

 
１．開催日時 

 令和２年６月 29日（月）13時～15時 
２．開催形式 

 砂防会館大会議室（東京都千代田区平河町 2-7-4）にて開催  ※事務局及び希望者
以外は Webにて参加 

３．主な議題（予定） 

 ・小規模店舗のバリアフリー化について 
・重度の障害、介助者等への対応について 
・設計事例集の改正について                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が、傍聴については、新型コロナウィルス感染症拡
大防止の観点から、Web 上での傍聴のみとさせていただきます。なお、通信
状況によって、映像の乱れや一時的な停止があることをあらかじめご了承く
ださい。 

・また、Web 会議の都合上、アクセス数に限りがありますので、1 社（団体）
につき 1 名までとさせていただきます。希望者多数の場合は先着順とさせて
いただきます。 

・Web上での傍聴を希望される方は、令和２年６月 26日（金）14時までに、以
下のとおりメールにてご連絡ください。 

件名：【傍聴希望】第２回 設計標準等の改正に関する検討会 

本文：氏名（ふりがな）、所属、メールアドレス、直通電話番号 

送付先： kentokaimoushikomi★jice.or.jp（★を＠に変えて送付してください） 

傍聴の可否については、6 月 26 日（金）中にご連絡します。 

６．その他 

 ・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_000119.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 住宅情報システム研究官 

【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 

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 専務理事 

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 

正立 斉 公益財団法人 全国老人クラブ連合会 理事（事務局長） 

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 

江澤 和彦 公益財団法人 日本医師会 常任理事 

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 次長 

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 

加藤 貴史 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 

木野内 剛 公益社団法人 日本建築家協会  

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      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 

  



 

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 住宅情報システム研究官 

【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 

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 

正立 斉 公益財団法人 全国老人クラブ連合会 理事（事務局長） 

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  

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 

篠原 崇 日本商工会議所 地域振興部 課長 

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 次長 

 



 

【建築関係団体】50音順 

加藤 貴史 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 

木野内 剛 公益社団法人 日本建築家協会  

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 

 

 


