
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）

新井リゾート開発（株） 京成ホテル（株） 湖南市 東陶機器（株） コクヨ（株）

下田タウン（株） 南砺市 NPO 大阪障害者雇用支援ネットワーク

Ａｃｃｅｓｓｉｂｌｅ盛岡 伊勢佐木町１・２丁目地区商店街振興組合 荒　由利子 大牟田住まい・まちづくりネットワーク ケア付き青森ねぶた「じょっぱり隊」

伊丹市
岐阜経済大学まちなか共同研究室マ
イスター倶楽部

伊予鉄道（株） 奥野　花代子 京王電鉄（株）

（財）共用品推進機構 訓子府町 （株）イトーヨーカ堂 東京急行電鉄（株） 公立豊岡病院組合

（株）京急ファインテック 医療法人圭佑会　澤歯科医院 （株）オリエンタルランド 福岡市交通局 NPO シーエス障害者放送統一機構

（財）すこやか食生活協会 伊勢原・誰もが住みよい街づくり懇話会 高齢者住宅環境整備ボランティア会 （有）雅樹雅 とっておきの音楽祭実行委員会　ＳＥＮＤＡＩ

NPO デイヘルプ NPO 日本サスティナブル・コミュニティ・センター 仙台シニアネットクラブ （有）ハートフル・ウィング 富山ライトレール（株）

NPO 福祉のまちづくり市民ネットワーク 肥後タクシー（有） 平田観光（株）

バリアフリーデザイン研究会 広島電鉄（株） ＴＨＥ　ＭＡＧＩＣＡＬ　ＴＯＹ　ＢＯＸ

むくどりホーム・ふれあいの会 福岡県田川郡大任町立大任小学校 トヨタ自動車（株）

村山　輝子

（有）料亭こもだ

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

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）

内閣総理大臣
表彰

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機
構、
九州旅客鉄道（株）

＜これまでの受賞数（件数）＞

* 内閣総理大臣表彰 18件

* 大臣表彰 98件
（内訳）
・ 内閣官房長官表彰（１～３回） 28件
・ 内閣府特命担当大臣表彰

（４回・５回） 14件
・ 内閣府特命担当大臣表彰

優良賞（６～11回） 34件
・内閣府特命担当大臣表彰

奨励賞（６～11回） 22件

≪総計 116件≫

【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

・ 名称は受賞当時

【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

―
９

―



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） 第９回受賞（平成２２年度） 第10回受賞（平成２３年度） 第11回受賞（平成２４年度） 第12回受賞（平成２５年度）

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 品川区立戸越台中学校 （株）東京信友 NPO Color Universal Design Organizationケージーエス（株） シナノケンシ株式会社
日本聴覚障害学生高等教育支援
ネットワーク(PEPNet-Japan)

中部国際空港（株） 富士ゼロックス（株） 日本理化学工業(株) 社会福祉法人　全国手話研修センター

岡山県立興陽高等学校
イオン九州（株）イオン鹿児島ショッ
ピングセンター

愛知県厚生農業協同組合連合会
豊田厚生病院

(株)サン工芸 オムロン ソーシアルソリューションズ（株） NPO法人　UDくまもと （株）アメディア

花王（株） 泉北若松台ＡＢ住宅団地管理組合 カシオペア連邦はーとふる発見隊 (株)特殊衣料 (株)富士レークホテル 埼玉県警察本部交通部交通規制課 NPO ケーネット知楽市

京都リップル 全国障害学生支援センター （株）タカラトミー
(株)日立製作所 ユニバーサルデザイン
出前授業プロジェクトチーム

(株)湯郷プラザホテル　季譜の里 社会福祉法人　太陽の家　サンストア

NPO 全国視覚障害者情報提供施
設協会

豊中市 （財）安全交通試験研究センター 東京電力(株) (株)らむれす・三角山放送局 日進市立図書館

凸版印刷（株） 横浜市交通局 （財）明治安田こころの健康財団 NPO ウィズアス NPO まちづくり推進機構岡山 南医療生活協同組合

はあとねっと輪っふる (有)アイ・シー・アイデザイン研究所

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

大洗サーフ・ライフセービング・クラブ 池野通建（株） 尼崎市交通局 あい・あーる・けあ(株) 国際ユニヴァーサルデザイン協議会 早稲田大学　ボランティアサークル　積木の会 いしかわ総合スポーツセンター

大阪市交通局
五木村立五木中学校・熊本県立人
吉高等学校五木分校

NPO 子育てネットくすくす 刈谷市総合文化センター アイリス 有限責任事業組合ASI栃木

大日本印刷（株） （株）袖ヶ浦自動車教習所 NPO 多文化共生センターきょうと （有）川藤

トーワ（株） NPO 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター NPO ユニバーサルデザイン・結
京都府立京都八幡高等学校・京都府
立八幡支援学校

NPO 子育て支援のＮＰＯまめっこ NPO 市民生活支援センターふくしの家 シティホールプラザ　アオーレ長岡

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）

内閣府特命担
当大臣表彰
奨励賞

内閣総理大臣
表彰

内閣府特命担
当大臣表彰
優良賞

―
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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 髙橋儀平   東洋大学ライフデザイン学部教授 

 

委 員 勝尾岳彦   日経ＢＰ社ベンチャー・サービス局プロデューサー 

   金子 健   明治学院大学心理学部学部長 

   鎌田 実   東京大学大学院新領域創成科学研究科教授（人間環境学専攻） 

   篠 佳子   国立障害者リハビリテーションセンター講師 

   関根千佳   株式会社ユーディット会長兼シニアフェロー、同志社大学政策学部教授 

   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顧問 

   村田幸子   福祉ジャーナリスト 

（敬称略、５０音順） 

 

 

≪平成２５年度 選考経過≫ 

 

平成25年   ４月10日 【推薦依頼】各都道府県知事、各政令指定市長、関係府省局長あて 

７月５日 【推薦締切】 

８月 【書面審査】各選考委員が、推薦された全ての案件について書面審査 

９月５日 【第１回選考委員会】 

今年度の審査の進め方、第１次審査（書面審査に基づき、表彰候補者の選別） 

９月中旬 ～ 

10月中旬 

【現地調査】 

1次審査で選ばれた案件について、選考委員（内閣府職員同行）が現地調査を実施 

10月28日 

 

【第２回選考委員会】 

現地調査結果に基づき、選考委員会として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】内閣総理大臣官邸にて 

 

― １１ ― 



 

 

 

 

 
平成 2５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  
受 賞 事 例 集 

 

 

                

内閣府 政策統括官 （共生社会政策担当） 

（参事官（総合調整第２担当）付 企画調査担当）  

〒100-8970 東京都千代田区霞が関３-１-１ ℡ 03-3581-1189 

http://www8.cao.go.jp/souki/barrier-free/hyousho.html 
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