
                                資料１ 

男女共同参画推進連携会議（えがりてネットワーク）議員 

（93名・50音順・敬称略・平成17年８月23日現在） 

 

（有識者） 

 阿藤  誠    早稲田大学人間科学学術院特任教授 

 池田 守男    株式会社資生堂取締役会長 

 江尻 美穂子   国連ＮＧＯ国内婦人委員会委員長 

 大河原 愛子   株式会社ジェーシー・コムサ代表取締役会長 

 緒方 洋子    熊本県くまもと県民交流館顧問 

 鹿嶋  敬    実践女子大学人間社会学部教授 

 金井 篤子    名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授 

 北城 恪太郎   日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長 

 北村 純子    弁護士 

 河野 栄子    株式会社リクルート特別顧問 

 國保 良江    東京新聞論説委員兼生活部記者 

 残間 里江子    株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ代表取締役会長 

 篠塚 英子    お茶の水女子大学文教育学部教授 

 田波 耕治    国際協力銀行副総裁 

 グレン・Ｓ・フクシマ         エアバス・ジャパン株式会社代表取締役社長 

 目黒 依子    上智大学総合人間科学部教授 

 山田 昌弘    東京学芸大学教育学部教授 

 

（団体推薦） 

  財団法人あしたの日本を創る協会  理事                     松田 宣子 

 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 愛育推進部長        岸本 節子 

 社団法人ガールスカウト日本連盟  会長                石井 直子 

  社団法人経済同友会  執行役（政策調査）                     伊藤 清彦 

  公立大学協会 （横浜市立大学国際総合科学部準教授）          小玉 亮子 

  独立行政法人国際協力機構 企画・調整部長                  水上 正史 

  社団法人国際女性教育振興会  事務局長                       矢崎  美恵子 

  国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン 経済的社会的開発委員会委員長     秋本 澄子 

  国際ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 第2750地区2004～2005年度地区女性委員会委員長          杉本 由子 

  社団法人国立大学協会（名古屋大学大学院法学研究科教授）      濵田 道代 

  ＪＡ全国女性組織協議会  事務局長                           野口  洋子 

  主婦連合会  常任委員                                      奥  利江 



  全国漁協女性部連絡協議会 事務局次長                     道下 善明 

 社団法人全国建設業協会 常務理事                           下永吉 優 

  全国高等学校長協会  事務局長                    荒田 雅子 

  社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会  副会長                   二宮 久美 

  全国公立短期大学協会（大月短期大学学長）             村越 洋子 

  全国国公立幼稚園長会  会長                               酒井 幸子 

  全国市長会  総務部長                                       鶴見  順 

  社会福祉法人全国社会福祉協議会  常務理事                   松尾 武昌 

  全国女性税理士連盟  会長                        小平 トミ 

  全国人権擁護委員連合会  理事                               石原 典子 

  全国地域婦人団体連絡協議会  会長                           中畔 都舍子 

  全国知事会  調査第二部長                                   関口  勝 

 全国中小企業団体中央会 専務理事                           成宮  治 

  全国町村会  総務部長                                 山崎 和夫 

  全国都道府県教育委員会連合会  事務局長                     宮川 雄司 

  全国婦人相談員連絡協議会  会長                          原田 恵理子 

  財団法人全国防犯協会連合会  専務理事                       松原  洋 

  社団法人全国保護司連盟  常務理事                          清水 義悳 

  全国幼稚園教育研究協議会  会長                            塩  美佐枝 

  全国林業研究グループ連絡協議会  副会長・女性会議代表    栗原 慶子 

  全国連合小学校長会  理事                                 大澤 正子 

  全日本私立幼稚園連合会  会長                               三浦  貞子 

  全日本中学校長会 編集部幹事                山田 佳子 

  社団法人大学婦人協会 会長                               今井 けい 

  社団法人テレコムサービス協会  事務局長                     岸  忠信 

 財団法人日本環境協会 専務理事                             斉藤 照夫 

  社団法人日本看護協会  常任理事                             漆﨑 育子 

  財団法人日本キリスト教女子青年会  会計役員                 実生 律子 

  財団法人日本キリスト教婦人矯風会  前会長                   高橋  喜久江 

 財団法人日本グラウンドワーク協会 専務理事                 金藏 法義 

  社団法人日本経済団体連合会 常務理事            紀陸  孝 

  社団法人日本ケーブルテレビ連盟  理事長代行・専務理事       石橋 庸敏 

 社団法人日本建設業団体連合会 常務理事                     加藤 隆治 

  社団法人日本広告業協会  専務理事                           大畠  邦彦 

  日本更生保護女性連盟  副会長                   桝野  文子 

  社団法人日本雑誌協会  事務局長兼専務理事                   勝見 亮助 



 社団法人日本住宅協会  事務局長                             藤本  秀 

  社団法人日本女医会  理事                                   松井  ひろみ 

  日本商工会議所・全国商工会議所女性会連合会 会長        齋藤 朝子 

 財団法人日本食生活協会 理事・指導部長           上谷 津子 

  日本女性薬剤師会  会長                                    近藤 芳子 

  社団法人日本書籍出版協会  専務理事                         山下  正 

  日本女性科学者の会  会長                                   佐々木 政子 

  日本女性法律家協会 副会長                                 山田 攝子 

  日本私立大学団体連合会（日本女子大学学長・理事長）        後藤 祥子 

  日本私立短期大学協会 顧問                 関口  富左 

  社団法人日本新聞協会 事務局次長兼総務部長                 鳥居 元吉 

  日本生活協同組合連合会  理事・男女共同参画小委員会委員長   津村 明子 

 社団法人日本青年会議所 グローバルネットワーク委員会総括幹事 成島 真紀 

  日本青年団協議会 組織・教宣部長                        小川 里津子 

 社団法人日本道路協会 専務理事兼事務局長                   天目石 一也 

  日本汎太平洋東南アジア婦人協会  会長                       野瀬 久美子 

  有限責任中間法人日本ヒーブ協議会  会長                     三浦 千佳子 

  日本ＢＰＷ連合会  前会長                                  平松 昌子 

  社団法人日本ＰＴＡ全国協議会  専務理事                     梅田 昭博 

  日本婦人有権者同盟  副代表                                 大槻 勲子 

  日本弁護士連合会 両性の平等に関する委員会委員             齊藤  誠 

  日本放送協会  労務・人事室〔人事〕部長                  木内 美明 

  社団法人日本民間放送連盟  役員待遇事務局長兼会長室長       工藤 俊一郎 

  日本労働組合総連合会  中央執行委員                 吉原 喜久江 

  社団法人ニュービジネス協議会 理事・女性経営者委員会委員長 柳内 光子 

 社団法人農山漁村女性・生活活動支援協会 専務理事      田部 浩子 

  婦人国際平和自由連盟日本支部 会長                          杉森  長子 

 財団法人ボーイスカウト日本連盟  常務理事                  上島  真一郎 


