
【有識者︓14名】

【団体推薦︓ 101名】 中⼩企業家同友会全国協議会⼥性部連絡会 代表 橋本　久美⼦
IEEE Japan Council (JC) IEEE Japan Council Chair 橋本  隆⼦ ⼀般社団法⼈テレコムサービス協会 事務局⻑ 中村　英男
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) 祝前　清美 公益財団法⼈21世紀職業財団 会⻑ 伊岐　典⼦
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 ⼭崎　由美 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 ⻑⾕川　裕治
公益社団法⼈ガールスカウト⽇本連盟 会⻑ 和⽥　照⼦ 公益社団法⼈⽇本医師会 常任理事 神村　裕⼦
公益社団法⼈経済同友会 執⾏役 齋藤　弘憲 ⼀般社団法⼈⽇本花き⽣産協会　事務局⻑ 安⽥　⿇季代
⼀般社団法⼈公⽴⼤学協会（群⾺県⽴⼥⼦⼤学　学⻑） ⼩林　良江 公益社団法⼈⽇本観光振興協会 副理事⻑ 鈴⽊　昭久
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 ⼈事部次⻑ 江崎　千絵 ⽇本⾏政書⼠会連合会　副会⻑ 坪川　貞⼦
⼥性科学研究者の環境改善に関する懇談会（JAICOWS) ⽻場　久美⼦ 公益財団法⼈⽇本キリスト教婦⼈矯⾵会 理事⻑ 飯⽥ 瑞穂
国際ソロプチミストアメリカ　⽇本⻄リジョン メンバー ⾓南　栄美⼦ ⼀般財団法⼈⽇本グラウンドワーク協会 専務理事 中⾥　良⼀
国際ゾンタ26地区国際ゾンタ26地区 ガバナー 岡澤　則⼦ ⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会 ソーシャル・コミュニケーション本部　総括主幹 ⼤⼭　みこ
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 ⼀般社団法⼈⽇本ケーブルテレビ連盟 専務理事 村⽥　太⼀
特定⾮営利活動法⼈国連ウィメン⽇本協会 副理事⻑ 三輪　敦⼦ ⼀般社団法⼈⽇本建設業連合会 常務執⾏役 若鶴　純
国連NGO国内⼥性委員会 役員 布柴　靖枝 ⼀般社団法⼈⽇本広告業協会 専務理事 橋⽖　恒⼆郎
ＪＡ全国⼥性組織協議会 事務局⻑ ⾅井　稔 ⽇本更⽣保護⼥性連盟 事務局⻑ 森⽥　久美⼦
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 國分 佐恵⼦ ⽇本公認会計⼠協会　常務理事 脇　⼀郎
⼥性参政権を活かす会 共同代表 富澤　由⼦ ⼀般社団法⼈⽇本雑誌協会 顧問 鈴⽊　宣幸
⼈⽂社会科学系学協会男⼥共同参画推進連絡会 委員⻑ 藤井　和佐 公益社団法⼈⽇本産婦⼈科医会 幹事 百村　⿇⾐
全国漁協⼥性部連絡協議会 会⻑理事 荒⽊　直⼦ 公益社団法⼈⽇本⻭科医師会 専務理事 瀬古⼝　精良
公益社団法⼈全国⾏政相談委員連合協議会　専務理事 松本　順 ⽇本司法書⼠会連合会 副会⻑ 伊⾒　真希
⼀般社団法⼈全国建設業協会 業務執⾏理事 ⾼森　洋志 公益社団法⼈⽇本⼥医会 会⻑ ⼤⾕　智⼦
全国⾼等学校⻑協会 事務局⻑ 上村　肇 ⽇本商⼯会議所・全国商⼯会議所⼥性会連合会 会⻑ 市瀬　優⼦
⼀般社団法⼈全国⾼等学校PTA連合会 事務局⻑ 中川　徹 ⼀般財団法⼈⽇本⾷⽣活協会 会⻑ ⽥中　久美⼦
全国公⽴短期⼤学協会 副会⻑ 村井　美代⼦ 公益社団法⼈⽇本助産師会 会⻑ 島⽥　真理恵
全国国公⽴幼稚園・こども園⻑会 副会⻑ ⾼橋　慶⼦ ⼀般社団法⼈⽇本⼥性科学者の会 会⻑ 跡⾒　順⼦
全国市議会議⻑会 事務局次⻑ 上市　直樹 ⽇本⼥性法律家協会 幹事 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 ⾦井　正⼈ ⼀般社団法⼈⽇本書籍出版協会 理事 下中　美都
全国商⼯会連合会 総務企画部⻑ 廣⽥　実 ⽇本私⽴⼤学団体連合会（津⽥塾⼤学 学⻑） 髙橋　裕⼦
全国⼥性税理⼠連盟 会⻑ ⻄原　千景 ⽇本私⽴短期⼤学協会 常務理事 奥　明⼦
全国農業委員会⼥性協議会（全国農業会議所事務局⻑） 稲垣　照哉 ⼀般社団法⼈⽇本新聞協会 事務局次⻑兼総務部⻑兼審査室⻑ ⾼⽊　強
全国⼈権擁護委員連合会 副会⻑ ⽞番　允⼦ ⽇本⽣活協同組合連合会 副会⻑ 新井　ちとせ
全国⼥性団体連絡協議会 会⻑ 櫻井　よう⼦ 公益財団法⼈⽇本⽣産性本部 業務執⾏理事 澤⽥　潤⼀
全国知事会 調査第⼆部⻑ 仙⽥　康博 公益社団法⼈⽇本⻘年会議所　社会グループ担当常任理事 柴﨑  政俊
全国中⼩企業団体中央会 専務理事 佐藤　哲哉 ⽇本⻘年団協議会 事務局⻑ 棚⽥　⼀論
全国町村会 総務部⻑ 河野　功 公益財団法⼈⽇本スポーツ協会 常務理事 ヨーコ　ゼッターランド
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
全国都道府県議会議⻑会 総務部⻑ 飯⼭　尚⼈ ⽇本汎太平洋東南アジア婦⼈協会 元会⻑ ⻄⽴野　園⼦
全国都道府県教育委員会連合会 事務局⻑ 飯島　昌夫 ⼀般社団法⼈⽇本ヒーブ協議会 代表理事 中村　尚美
全国婦⼈相談員連絡協議会 会⻑ ⾚池　恵理 認定特定⾮営利活動法⼈⽇本BPW連合会 理事⻑ 名取　はにわ
公益財団法⼈全国防犯協会連合会 代表理事 ⽥中　法昌 公益社団法⼈⽇本PTA全国協議会 専務理事 ⽐嘉　⾥奈
更⽣保護法⼈全国保護司連盟 理事 松本　眞由美 ⽇本弁護⼠連合会 男⼥共同参画推進本部事務局次⻑ 杉⽥　明⼦
⼀般財団法⼈全国⺟⼦寡婦福祉団体協議会 理事⻑ 藤⽥　君⼦ 社会福祉法⼈⽇本保育協会 常務理事 川鍋　慎⼀
公益社団法⼈全国幼児教育研究協会 理事⻑ 福井 直美 特定⾮営利活動法⼈⽇本防災⼠会　常務理事 ⽢中　繁雄
全国林業研究グループ連絡協議会⼥性会議 代表 坂本　ちづる ⽇本放送協会 ⼈事局専任部⻑ 深野　淳⼦
全国連合⼩学校⻑会 対策部⻑ 荒川　元邦 ⼀般社団法⼈⽇本⺠間放送連盟 経営管理部⻑ 武井　忠司
全⽇本私⽴幼稚園連合会 会⻑ ⽥中　雅道 ⽇本労働組合総連合会 副事務局⻑ 則松　佳⼦
全⽇本中学校⻑会 会計部理事 塩野　恵 公益財団法⼈⽇本YWCA 副会⻑ 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 久保　淑⼦
男⼥共同参画学協会連絡会 代表理事 半場　祐⼦ 公益財団法⼈ボーイスカウト⽇本連盟　理事⻑ ⽔野　正⼈

男⼥共同参画推進連携会議　議員名簿（115名）　　令和４年11⽉現在　　(敬称略）

（議⻑）
アキレス 美知⼦ SAPジャパン株式会社 ⼈事戦略特別顧問/三井住友信託銀⾏ 社外取締役

/横浜市参与 男⼥共同参画推進⼈事制度担当
/G20 EMPOWER ⽇本共同代表

（副議⻑）
林 ⾹⾥ 東京⼤学 理事・副学⻑

稲垣 精⼆ 第⼀⽣命保険株式会社 代表取締役社⻑
井上 拓磨 株式会社はたらクリエイト 代表取締役
国保 祥⼦ 静岡県⽴⼤学経営情報学部経営情報学科 准教授

⼩安 美和 株式会社Will Lab 代表取締役
是枝 俊悟 株式会社 ⼤和総研 主任研究員
櫻井 彩乃 #男⼥共同参画ってなんですか 代表
佐々⽊ 泰⼦ お茶の⽔⼥⼦⼤学 学⻑
⽥瀬 和夫 ＳＤＧパートナーズ(有) 代表取締役ＣＥＯ
只松 観智⼦ 株式会社Think Impacts代表取締役/30% Club Japan創設者

/特定⾮営利活動法⼈ Gender  Action Platform 理事
塚越 学 特定⾮営利活動法⼈ファザーリング・ジャパン理事
⻑島 美紀 公益財団法⼈プラン・インターナショナル・ジャパン アドボカシーチーム リーダー
⼭⽥ 久 株式会社 ⽇本総合研究所 副理事⻑


