
（有識者：18名）
明⽯　伸⼦　　　特定⾮営利活動法⼈⽇本マナー・プロトコール協会理事⻑
秋好　陽介      ランサーズ株式会社代表取締役社⻑ 上林　千恵⼦　 法政⼤学社会学部教授
天野　篤　　　　 順天堂⼤学医学部・⼤学院医学研究科⼼臓⾎管外科学講座教 徳倉　康之　　　特定⾮営利活動法⼈ファザーリング・ジャパン理事
飯⽥　隆　　　　 弁護⼠、宏和法律事務所代表 林　裕⼦　　　 　⼭⼝⼤学⼤学院技術経営研究科教授（特命）
⽯井　美恵⼦　 東京医療保健⼤学東が丘・⽴川看護学部准教授 松永　幸⼦      ハロー代表
和泉　昭⼦      ⽣活経済ジャーナリスト／⼈財開発コンサルタント 村⼭　伸⼦　　　新潟県⽴⼤学⼈間⽣活学部⻑
⽝塚　協太　　　静岡県⽴⼤学男⼥共同参画推進センター⻑、国際関係学部教授 室伏　きみ⼦　　国⽴⼤学法⼈お茶の⽔⼥⼦⼤学学⻑
⼤⽯　真⼦      特定⾮営利活動法⼈ハナラボ学⽣記者育成チームディレクター ⼭屋　理恵　　　特定⾮営利活動法⼈インクルいわて理事⻑
⼤崎　⿇⼦　　　株式会社ソフィア研究所シニアコンサルタント 渡邉　光⼀郎　 第⼀⽣命保険株式会社代表取締役会⻑

（団体推薦：97名）
IEEE Japan Council Women In Engineering 会⻑（2016-2017） ⽮野　絵美 ⼀般社団法⼈テレコムサービス協会 事務局⻑ ⽩川　政憲
公益財団法⼈あしたの⽇本を創る協会 全国⽣活学校連絡協議会会⻑ ⽥丸　せつ⼦ 公益財団法⼈21世紀職業財団 理事・事務局⻑ 髙松　和⼦
社会福祉法⼈恩賜財団⺟⼦愛育会 愛育推進部⻑・研修部⻑ ⼭⽥　邦⼦ ⼀般社団法⼈⽇本アパレル・ファッション産業協会 専務理事 ⼾張　隆夫
公益社団法⼈ガールスカウト⽇本連盟 会⻑ 花岡　美智⼦ 公益社団法⼈⽇本医師会 常任理事 温泉川　梅代
公益社団法⼈経済同友会 政策調査部⻑兼総務部⻑ 篠塚　肇 公益財団法⼈⽇本環境協会 専務理事 柏⽊　順⼆
⼀般社団法⼈公⽴⼤学協会（京都府⽴医科⼤学 男⼥共同参画推進センター⻑） ⽮部　千尋 公益社団法⼈⽇本観光振興協会 副理事⻑ 久保⽥　穣
特定⾮営利活動法⼈⾼齢社会をよくする⼥性の会 理事⻑ 樋⼝　恵⼦ 公益社団法⼈⽇本看護協会 副会⻑ 齋藤　訓⼦
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構 ⼈事部⻑ ⼾川　正⼈ 公益財団法⼈⽇本キリスト教婦⼈矯⾵会 理事⻑ 川野　安⼦
⼀般社団法⼈国際⼥性教育振興会 業務執⾏代表理事 降旗　 幸⼦ ⼀般財団法⼈⽇本グラウンドワーク協会 事務局⻑ 斎藤　仁志
国際ソロプチミストアメリカ⽇本北リジョン パストガバナー 潮　まどか ⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会 労働法制本部⻑ 輪島　忍
国際ゾンタ26地区 ガバナー 真鍋　洋⼦ ⼀般社団法⼈⽇本ケーブルテレビ連盟 専務理事 林　正俊
⼀般社団法⼈国⽴⼤学協会 千葉⼤学⼤学院専⾨法務研究科教授 後藤  弘⼦ ⼀般社団法⼈⽇本建設業連合会 常務執⾏役 原⽥　健
認定特定⾮営利活動法⼈国連ウィメン⽇本協会 理事 三輪　敦⼦ ⼀般社団法⼈⽇本広告業協会 専務理事 村井　知哉
国連NGO国内⼥性委員会 監事 福島　有⼦ ⽇本更⽣保護⼥性連盟 事務局⻑ 森⽥　久美⼦
ＪＡ全国⼥性組織協議会 事務局⻑ ⻄野　司 ⼀般社団法⼈⽇本雑誌協会 専務理事 坂本　隆
特定⾮営利活動法⼈ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク 事務局⻑ ⾕津　⾏穗 公益社団法⼈⽇本産婦⼈科医会 幹事 百村　⿇⾐
⼥性参政権を活かす会　共同代表 富澤　由⼦ 公益社団法⼈⽇本⻭科医師会 専務理事 村岡　宜明
全国漁協⼥性部連絡協議会 事務局次⻑ ⾹取　弘⼦ ⼀般社団法⼈⽇本住宅協会 事務局⻑ 菊地　勅昭
⼀般社団法⼈全国建設業協会 業務執⾏理事 星　直幸 公益社団法⼈⽇本⼥医会 会⻑ 前⽥　佳⼦
全国⾼等学校⻑協会 事務局⻑ ⼩栗　洋 ⽇本商⼯会議所・全国商⼯会議所⼥性会連合会 会⻑ 藤沢　薫
⼀般社団法⼈全国⾼等学校PTA連合会 事務局⻑ 内⽥  志づ⼦ ⼀般財団法⼈⽇本⾷⽣活協会 会⻑ 上⾕　律⼦
全国公⽴短期⼤学協会 会⻑ 東福寺　⼀郎 公益社団法⼈⽇本助産師会 専務理事 久保　絹⼦
全国国公⽴幼稚園・こども園⻑会 副会⻑ 新⼭　裕之 ⼀般社団法⼈⽇本⼥性科学者の会 会⻑ 功⼑　由紀⼦
全国市議会議⻑会　事務局次⻑ 栗下　浩三 ⽇本⼥性法律家協会 副会⻑ ⾦野　志保
全国市⻑会 総務部⻑ 村上　賢治 ⼀般社団法⼈⽇本⼥性薬剤師会 会⻑ 近藤　芳⼦
社会福祉法⼈全国社会福祉協議会 常務理事 寺尾　徹 ⼀般社団法⼈⽇本書籍出版協会 専務理事 中町　英樹
全国商⼯会連合会 組織運営部⻑ ⻘⼭　淳 ⽇本私⽴⼤学団体連合会 （東京⼥⼦⼤学学⻑） ⼩野　祥⼦
全国⼥性税理⼠連盟 会⻑ 伊藤　佳江 ⽇本私⽴短期⼤学協会 副会⻑ 奥　明⼦
全国農業委員会⼥性協議会　事務局⻑ 稲垣　照哉 ⼀般社団法⼈⽇本新聞協会 事務局⻑兼総務部⻑ ⻄野　⽂章
全国⼈権擁護委員連合会 会⻑ 内⽥　博⽂ ⽇本⽣活協同組合連合会 理事 ⼩倉　和⼦
全国地域婦⼈団体連絡協議会 会⻑ 柿沼　トミ⼦ 公益財団法⼈⽇本⽣産性本部 ダイバーシティ推進センター室⻑ ⻑⾕川　真理
全国知事会 調査第⼆部⻑ 太⽥　康 公益社団法⼈⽇本⻘年会議所 強い産業構造創出委員会委員⻑ 福光　太⼀郎
全国中⼩企業団体中央会 専務理事 髙橋　晴樹 ⽇本⻘年団協議会 事務局⻑ ⿃澤　⽂彦
全国町村会 総務部⻑ 菅原　⼒ 公益財団法⼈⽇本体育協会　副会⻑兼専務理事 泉　正⽂
全国町村議会議⻑会　総務部⻑ 三宅　達也 公益社団法⼈⽇本道路協会 理事 ⼩松 逸朗
全国都道府県議会議⻑会　総務部⻑ ⼩林　栄⼆ 公益社団法⼈⽇本ニュービジネス協議会連合会 副会⻑ 下村　朱美
全国都道府県教育委員会連合会 事務局⻑ ⿊崎　⼀朗 ⽇本汎太平洋東南アジア婦⼈協会 会⻑ ⻄⽴野　園⼦
全国婦⼈相談員連絡協議会 副会⻑ ⾚池　恵理 ⼀般社団法⼈⽇本ヒーブ協議会 代表理事 宮⽊　由貴⼦
公益財団法⼈全国防犯協会連合会 専務理事 ⽥中　法昌 特定⾮営利活動法⼈⽇本BPW連合会 副理事⻑ 名取　はにわ
更⽣保護法⼈全国保護司連盟 事務局⻑ 笠原　和男 公益社団法⼈⽇本PTA全国協議会 理事 ⼤⽥　紀⼦
⼀般財団法⼈全国⺟⼦寡婦福祉団体協議会 理事⻑ 海野　惠美⼦ ⽇本弁護⼠連合会 男⼥共同参画推進本部事務局次⻑ 佐藤　倫⼦
公益社団法⼈全国幼児教育研究協会 理事⻑ 岡上　直⼦ 社会福祉法⼈⽇本保育協会 常務理事 杉上　春彦
全国林業研究グループ連絡協議会⼥性会議 代表 峯⼭　久恵 ⽇本放送協会 ⼈事局 ダイバーシティ推進主幹 荒⽊　美弥⼦
全国連合⼩学校⻑会 常任理事（対策部⻑） 喜名　朝博 ⼀般社団法⼈⽇本⺠間放送連盟 事務局次⻑兼会⻑室⻑ ⽵内　淳
全⽇本私⽴幼稚園連合会 会⻑ ⾹川　敬 ⽇本労働組合総連合会 副事務局⻑ ⼭本　和代
全⽇本中学校⻑会 編集部⻑ 枝村　晶⼦ 公益財団法⼈⽇本YWCA 運営委員 清塚　典⼦
⼀般社団法⼈⼤学⼥性協会 理事 ⼭下　いづみ 婦⼈国際平和⾃由連盟（WILPF)⽇本⽀部 会⻑ 増⼦　富美
男⼥共同参画学協会連絡会 第15期委員⻑ 北川　尚美 公益財団法⼈ボーイスカウト⽇本連盟 事務局⻑ ⽊村　公⼀
中⼩企業家同友会全国協議会 ⼥性部連絡会代表 ⽷数　久美⼦

男⼥共同参画推進連携会議　議員名簿
（50⾳順、平成29年8⽉16⽇時点）

 ⼤津  愛梨      特定⾮営利活動法⼈⽥舎のヒロインズ理事⻑
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