日本福祉のまちづくり学会第二期特別研究委員会委員名簿（順不同）
平成 27 年 8 月 1 日～
特別研究委員会

委員長

公募委員

高橋儀平（東洋大学）
川内美彦（東洋大学）
神吉優美（奈良県立大学）
野口祐子（聖学院大学）
橋本彼路子（小山工業高等専門
学校）
阪東美智子（国立保健医療科学
院）
畠山彰文（北海道医療大学）
稲田信之（(有)アトリエ貘）

なし

男鹿芳則
（世田谷区）

秋山哲男（中央大学）
稲田信之（(有)アトリエ獏）
熊沢宏夫（ＴＯＴＯ(株)）
古瀬 敏（静岡文化芸術大学名
誉教授）
高橋儀平（東洋大学）
寺島 薫（(株)アークポイン
ト）
永元真也（(株)アルメックＶＰ
Ｉ）
林 隆史（(一財)国土技術研究
センター）
平田哲也（(株)ＦＬＤ都市／環
境デザイン）
山﨑 晋（小山工業高等専門学
校）
三谷千瀬（練馬区）

なし

02
法制度

植田瑞昌
飯島玲子（パシフィックコンサ 今岡芳子（香川高等専門学校）
（なないろ（子育てサーク ルタンツ(株)）
ル・子育て環境を考える）） 大森宣暁（宇都宮大学大学院）
神吉優美（奈良県立大学）
小林敏樹（都留文科大学）
正田小百合（日本女子大学）
寺内義典（国士舘大学）
長野博一（荒川区）
西本由紀子（神戸女子大学）
長谷川万由美（宇都宮大学）
蓑輪裕子（聖徳大学短期大学部）
牟田聡子（日本大学）
八藤後 猛（日本大学）
山﨑 晋（小山工業高等専門学
校）
原 利明
（鹿島建設(株)）

04
身体と空間

委員長推薦委員

狩野 徹
（岩手県立大学）

01
震災復興支援・
住宅

03
子育ち・
子育てまちづく
り

平成 28 年 4 月 1 日改正

松田雄二（お茶の水女子大学）
伊藤納奈（産業技術総合研究所）
太田篤史（横浜国立大学）
矢野喜正（矢野住環境研究所）
石田聖次（LightScene）
稲垣具志（日本大学）
大野央人（鉄道総合研究所）
大野寛之（交通安全環境研究所）
小林 章（国立リハビリテーシ
ョンセンター学院）
小林吉之（産業技術総合研究所）
沢田大輔（交通エコモ財団）
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小浜朋子（静岡県立文化芸術大
学）
桑波田謙（クワハタデザインオ
フィス）
芳賀優子（インクルッシブデザ
イン・ソリューションズ）

須田裕之
（筑波技術大学）

05
情報・コミュニ
ケーション

吉田樹
（福島大学）

秋山哲男（中央大学研究開発機
構）
猪井博登（大阪大学）
井上俊孝（西九州大学）
大井尚司（大分大学）
小林敏樹（(一財)土地総合研究
所）
千葉 真（株式会社福・まち・交
通研究所）
福本雅之（(公財)豊田都市交通
研究所）
宮崎耕輔（香川高等専門学校）
柳原崇男（近畿大学）
山田 稔（茨城大学）

森口将之（MOBILICITY）

北川博巳
兵 庫 県 立 福祉のまちづく
り研究所

猪井博登（大阪大学大学院）
江守 央（日本大学）
大塚毅彦（明石工業高等専門学
校）
大森宣暁（宇都宮大学大学院）
古瀬 敏（フリーランス）
児玉 健（日建設計総合研究所）
佐藤克志（日本女子大学）
渋谷光美（羽衣国際大学）
趙玟姃（大阪府立大学工業高等
専門学校）
土橋喜人（国際協力機構）
橋本彼路子（小山工業高等専門
学校）
宮地成子（(有)プレイス）

西尾幸一郎（徳山工業高等専門
学校）
宮地泰造（東海大学情報教育セ
ンター）

06
地域福祉交通

07
国際

竹本由美（国土技術研究センタ
ー）
中村豊四郎（アール・イー・アイ）
船場ひさお（フェリス女学院大
学）
武者 圭（udnj）
山本和清（日本大学）
中野泰志（慶應義塾大学）
なし
矢部健三（七沢更生ライトホー
ム）
内野大介（七沢更生ライトホー
ム）
末田靖則（七沢更生ライトホー
ム）
金澤真理（日本網膜色素変性症
協会）
寺島 薫（アークポイント）
平山清美（アークポイント）
水野映子（第一生命経済研究所）
髙木憲司（和洋女子大学）
古矢利夫（ＮＰＯ法人ことばの
道案内）
押見敏昭（ＮＰＯ法人ことばの
道案内）
吉本浩二（富士通(株)）
坂本洋一（(株)ピュアスピリッ
ツ）
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田中直人
（島根大学大学院）

岩田三千子（摂南大学）
安部信行（八戸工業大学）
池田典弘（(株)キクテック）
大森清博（兵庫県立福祉のまち
づくり研究所）
北川博巳（兵庫県立福祉のまち
づくり研究所）
土田義郎（金沢工業大学）
二井るり子（(株)二井清治建築
研究所）

公募委員なし
実効性のある活動をめざし、現
行の活動成果を集約した後、公
募する

水村容子
（東洋大学）

阪東美智子（国立保健医療科学
院）
山崎晋（小山工業高等専門学校）
長野博一（荒川区）
男鹿芳則（世田谷区）
北野知裕(八千代エンジニアリ
ング株式会社)
土橋喜人（国際協力機構）

古瀬 敏（フリーランス）
平田哲也（FLB 都市環境デザイ
ン）
白井絵里子（東京福祉大学）
村 井 エリ（一級建築事務所
all）
難波 健（兵庫県福祉のまちづ
くり工学研究所）

長野博一
（荒川区）

藤井敬宏（日本大学理工学部）
大森宣暁（宇都宮大学大学院）
石橋 裕（首都大学東京）
稲垣具志（日本大学）
竹島恵子（交通エコモ財団）
土橋喜人（国際協力機構）
北野知裕（八千代エンジニヤリ
ング(株)）
野村 歓（元・日本大学）
古瀬 敏（フリーランス）
渡辺崇史（日本福祉大学）

正田小百合（日本女子大学）
庄子美優紀（(株)長大）
菅原麻衣子（東洋大学）
別府知哉（八千代エンジニヤリ
ング(株)）

委員長推薦委員

公募委員

08
サイン環境

09
住まいと福祉コ
ミュニティ

10
住民参画・社会
環境

11
各種国家資格試
験での障害者特
別措置

田中 賢
（日本福祉大学）

長谷川万由美（宇都宮大学）
上野俊行（東京大学）
鳥山 剛（広島大学）

平成 28 年 4 月 1 日追加
特別研究委員会

委員長
髙橋 儀平
（東洋大学）

石塚裕子（大阪大学）
追加公募なし
今田寛典（広島文化学園大学）
江守央（日本大学）
大場奈央（フリー）
古瀬敏（元・静岡文化芸術大学）
12
鈴木克典（北星学園大学）
文化財・世界遺
高橋未樹子（（株）コマニー）
産のアクセシビ
高橋富美（（株）建設技術研究所）
リティ
丹羽太一（一級建築士事務所）
丹羽菜生（同上）
平田陽子（摂南大学）
松原淳（エコモ財団）
吉田倫子（広島県立大学）
高橋潤（DESIGN FIRM：非会員）
注）名簿内の氏名順は届け出のとおり。所属名称は届け出のとおり。
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