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（兵庫県尼崎市）

内閣府
特命担当大臣表彰
奨 励 賞
兵庫県推薦

走行中のノンステップバス

特定非営利活動法人
子育てネットくすくす

（香川県善通寺市）

内閣府
特命担当大臣表彰
奨 励 賞

　未就学児と親が自由に集える子育
て広場事業と障害児通園事業を併設
し、障害のあるなしに関わらず子ど
もたちが共に成長できる子育て支援
の場づくりを推進。
　また、子育て支援総合コーディネー
ターによる子育て支援サービスの利
用援助や子育て家庭への情報発信な
どにも積極的に取り組み、行政と協
働で子育てバリアフリー化に尽力。

香川県推薦

障害のある子もない子もともに
ふれあい育ち合う場

　公営バスとして、高齢者等交通弱

者の社会参加等のため、ノンステッ

プバスの導入を進め、平成 21 年

３月、自治体として全国初の導入率

100％を達成し、交通のバリアフ

リー化に尽力。
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特定非営利活動法人
多文化共生センターきょうと

（京都府京都市）

内閣府
特命担当大臣表彰
奨 励 賞

京都市内の病院に設置されたシステム

京都市推薦

　ユニバーサルデザインによる社会

づくりを目指し、ワークショップの

開催等、ユニバーサルデザインの推

進をテーマとした自治体と協働事業

を一の村で、子どもからシニア層ま

ですべての世代の人々と一緒に、年

間を通じて実施するなど、地域にお

ける普及・啓発に尽力。
協働事業のうち、「人のやさしさみ～つ
けた」写真コンテストの表彰式の模様

　京都市に住む約４万人の外国人住

民を主な対象として、コンピュータ

を利用した多言語医療受付システム

の開発、実用化を図り、医療におけ

るコミュニケーションのバリアフ

リー化に尽力。

特定非営利活動法人
ユニバーサルデザイン・結

ゆい

（福島県福島市）

内閣府
特命担当大臣表彰
奨 励 賞
福島県推薦
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バリアフリー・ユニバーサルデザイン
推進功労者表彰

要  領

１．目的 

　この表彰は、高齢者、障害者、妊婦や子ども連れの人を含むすべての人が安全で快適な社会生
活を送ることができるよう、ハード、ソフト両面のバリアフリー・ユニバーサルデザインを効果
的かつ総合的に推進する観点から、その推進について顕著な功績又は功労のあった個人又は団体
を顕彰し、もって、バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する優れた取組を広く普及させる
ことを目的とする。

２．表彰の対象 

　バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に関して、施設の整備、製品の開発、推進・普及
のための活動等において、極めて顕著な、又は特に顕著な功績又は功労のあった個人又は団体

３．表彰者 

　極めて顕著な功績又は功労があったと認められる者については内閣総理大臣、特に顕著な功績
又は功労があったと認められる者については内閣官房長官 （ただし、高齢社会対策又は障害者施
策を担当する内閣府特命担当大臣が置かれている場合には当該大臣。以下「担当大臣」という。）

４．表彰の方法 

　表彰状及び記念品

５．表彰の時期 

　表彰は、年一回行う。

６．表彰の手続 

　都道府県等から推薦された者のうちから、別に定める選考委員会の意見を聴いて、内閣総理大
臣又は担当大臣が被表彰者を決定する。

７．表彰の事務 

　表彰に関する事務は、関係各省庁の協力を得て、内閣府において行う。

８．その他 

(1) この要領に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、内閣府政策統括官（共生社
会政策担当）が定める。

(2) この表彰は、平成１４年から１０年間に限り実施することとする。

平成 13年 11月 6日 バリアフリーに関する関係閣僚会議決定
最終改正：平成 20年 3月 28日
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バリアフリー・ユニバーサルデザイン 
推進功労者表彰
選考委員会委員名簿

委員長
　　　野 村　  歡　　　国際医療福祉大学大学院教授

委　員
　　　勝 尾 岳 彦　　　日経ＢＰ社「日経ベンチャー」経営者クラブ事務局
　　　　　　　　　　　企画編集部長
　　　篠　  佳 子　　　国立身体障害者リハビリテーションセンター講師
　　　杉 山 千 佳　　　有限会社セレーノ代表取締役
　　　関 根 千 佳　　　株式会社ユーディット代表取締役
　　　高 橋 儀 平　　　東洋大学ライフデザイン学部教授
　　　田 中 徹 二　　　社会福祉法人日本点字図書館理事長
　　　野 澤 克 哉　　　日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会会長
　　　村 田 幸 子　　　福祉ジャーナリスト （敬称略、５０音順）

平成21年度
バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰

選  考  経  過

平成 21年
　４月 30日 【推薦依頼】

　各都道府県知事、各政令指定市長、関係省局長等あて

　６月９日 【第１回選考委員会】
　21年度の審査の進め方等

　７月 31日 【推薦締切】

　８月中 【書面審査】
　各選考委員が、推薦されたすべての案件について書面審査

　９月３日 【第２回選考委員会】
　第１次審査（書面審査に基づき、表彰候補者の選別）

　９月末～ 10月 【現地調査】
　1次審査の際、優れた案件として選ばれたものについて、選考委
員が分担して、内閣府職員とともに現地調査を実施

　11月２日 【第３回選考委員会】
　現地調査結果に基づき、選考委員会としての受賞候補者案を決定

　11月 【受賞候補者の決定】
　選考委員会案に基づき、内閣府が受賞候補者を決定　

　12月９日 【表　彰　式】　総理大臣官邸
【事例発表会】　東京ウィメンズプラザ
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バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰　 　　過去の受賞事例

第１回受賞（平成14年度） 第２回受賞（平成15年度） 第３回受賞（平成16年度） 第４回受賞（平成17年度） 第５回受賞（平成18年度）

内閣総理大臣表彰
新井リゾート開発（株）
下田タウン（株）

京成ホテル（株） 湖南市
南砺市

東陶機器（株）
NPO 大阪障害者雇用支援ネットワーク

コクヨ（株）

内閣府特命担当大臣表彰
（第３回までは 
内閣官房長官表彰）

Accessible 盛岡
伊丹市
（財）共用品推進機構
（株）京急ファインテック
（財）すこやか食生活協会
NPO デイヘルプ
NPO 福祉のまちづくり市民ネットワーク
バリアフリーデザイン研究会
むくどりホーム・ふれあいの会

伊勢佐木町１・２丁目地区商店街振興組合
岐阜経済大学まちなか共同研究室 
　マイスター倶楽部
訓子府町
医療法人圭佑会　澤歯科医院
伊勢原・誰もが住みよい街づくり懇話会
NPO 日本サスティナブル・ 
　コミュニティ・センター
肥後タクシー（有）
広島電鉄（株）
福岡県田川郡大任町立大任小学校
村山　輝子
（有）料亭こもだ

荒　由利子
伊予鉄道（株）
（株）イトーヨーカ堂
（株）オリエンタルランド
高齢者住宅環境整備ボランティア会
仙台シニアネットクラブ
（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構、
九州旅客鉄道（株）＜共同受賞＞

トヨタ自動車（株）

大牟田住まい・まちづくりネットワーク
奥野　花代子
東京急行電鉄（株）
福岡市交通局
（有）雅樹雅
（有）ハートフル・ウィング

ケア付き青森ねぶた「じょっぱり隊」
京王電鉄（株）
公立豊岡病院組合
NPO シーエス障害者放送統一機構
とっておきの音楽祭実行委員会　SENDAI
富山ライトレール（株）
平田観光（株）
THE MAGICAL TOY BOX

第６回受賞（平成19年度） 第７回受賞（平成20年度） 第８回受賞（平成21年度） これまでの受賞数（件数） ＊詳しくは、次のURLを御覧ください。
http://www8.cao.go.jp/souki/ 
barrier-free/hyousho.html

内閣総理大臣表彰
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
中部国際空港（株）

品川区立戸越台中学校
富士ゼロックス（株）

（株）東京信友 13

内閣府特命担当大臣表彰
優良賞

岡山県立興陽高等学校
花王（株）
京都リップル
NPO 全国視覚障害者情報提供施設協会
凸版印刷（株）
はあとねっと輪っふる
兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所
ユニバーサルデザインリフォームプラザ静岡

イオン九州（株） 
　イオン鹿児島ショッピングセンター
泉北若松台ＡＢ住宅団地管理組合
全国障害学生支援センター
豊中市
横浜市交通局

愛知県厚生農業協同組合連合会 
　豊田厚生病院
カシオペア連邦はーとふる発見隊
（株）タカラトミー
（財）安全交通試験研究センター
（財）明治安田こころの健康財団

大臣表彰　合計　　78

（内訳）
　内閣官房長官表彰 （１～３回）　28
　内閣府特命担当大臣表彰
 （4回・5回）　14
　内閣府特命担当大臣表彰　優良賞
　 （６～８回）　18
　内閣府特命担当大臣表彰　奨励賞
 （６～８回）　18

内閣府特命担当大臣表彰
奨励賞

大洗サーフ・ライフセービング・クラブ
大阪市交通局
大日本印刷（株）
トーワ（株）
NPO 子育て支援のＮＰＯまめっこ

池野通建（株）
五木村立五木中学校・ 
　熊本県立人吉高等学校五木分校
（株）袖ヶ浦自動車教習所
NPO 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
NPO 市民生活支援センターふくしの家
NPO はままつ子育てネットワークぴっぴ
NPO プロジェクトゆうあい
ピュア・フィールド風曜日
北極しろくま堂（有）

尼崎市交通局
NPO 子育てネットくすくす
NPO 多文化共生センターきょうと
NPO ユニバーサルデザイン・結

総計　　91
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バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰　 　　過去の受賞事例

第１回受賞（平成14年度） 第２回受賞（平成15年度） 第３回受賞（平成16年度） 第４回受賞（平成17年度） 第５回受賞（平成18年度）
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コクヨ（株）

内閣府特命担当大臣表彰
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伊丹市
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東京急行電鉄（株）
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とっておきの音楽祭実行委員会　SENDAI
富山ライトレール（株）
平田観光（株）
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全国障害学生支援センター
豊中市
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（財）明治安田こころの健康財団

大臣表彰　合計　　78

（内訳）
　内閣官房長官表彰 （１～３回）　28
　内閣府特命担当大臣表彰
 （4回・5回）　14
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大日本印刷（株）
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池野通建（株）
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総計　　91

【注】
 ・ 「バリアフリー・ユニバーサルデ
ザイン推進功労者表彰」は、第
６回までは、「バリアフリー化推
進功労者表彰」として実施

 ・ 受賞当時の名称を記載

【略】
　（株）＝株式会社
　（財）＝財団法人
　NPO＝特定非営利活動法人
　　　　　（ＮＰＯ法人）
　（有）＝有限会社
　（独）＝独立行政法人


