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【第 1号議案資料】      2010 年度日本都市計画学会関西支部活動報告 

１）幹事会経過報告 

開催日時  主な議事及び決定事項 
第 1回 
2010.5.27 

1. 
2. 
3. 

今年度幹事会の方向、開催日程、副支部長、委員会体制・委員公募の確認、決定 
各委員会の課題を提示し、活動の方向性について検討 
上原支部長より本部理事会（平成 21年 4月 15 日、5月 15 日の 2回分）の報告 

第 2回 
2010.8.6 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

上原支部長より本部理事会の報告 
委員会委員の公募結果の報告 
国際都市計画シンポジウム（奈良、８月 28日）について 
今年の企画事業の開催について 
第 8回研究発表会(7/24)の開催報告（18編発表） 
海外都市計画交流会を中国・麗江にて開催する予定 
社会連携特別委員会、・企画委員会との合同イベントについて 
支部の創立 20周年記念事業（2011 年 10 月 22 日）開催を決定 
記念出版について（２件）、10年の歩み、社会連携交流委員会とのイベント等 

第 3回 
2010.10.7 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
10. 

上原支部長より本部理事会の報告 
企画委員会より都市計画フィールドワーク（奈良町）の報告。26名が参加。22年度
都市計画講演会(12/4)の予告。 
研究助成について 3件承認（内 1件は「低炭素都市づくり」） 
情報・ウェブ委員会よりサーバー移行の報告。総務委員会と統合化の検討 
「学生と社会人の交流会」を今年は実施しない。公益法人化への準備のため。 
国際交流委員会報告：海外交流会(麗江 9/19～23)の報告 
関西まちづくり賞委員会の募集活動報告 
2010 年国際都市計画シンポジウム（奈良）の報告。8/28～30 の３日間。特別セッシ
ョン、法隆寺と平城宮跡の見学ツアーを実施（約 120 名参加） 
創立 20周年記念事業について。各事業の進捗報告と式典会場について 
社会連携交流特別委員会の進捗報告 

第 4回 
2010.12.9 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

上原支部長より本部理事会、評議員会の報告 
支部への寄付について、研究助成「都市の防災」への支出。 
都市計画講演会(12/4)の報告。約 130 名参加。本年２回目の都市計画フィールドワ
ーク「今井町町歩き」(12/11)を開催。 
支部だより 24号はテーマ「広がる・変わる都市計画教育」を予定。 
関西まちづくり賞委員会報告(10/30 応募締切、8件の応募) 
社会連携交流特別委員会の活動報告（アンケート、12/5 と３月にシンポ開催。 
新しい都市計画教程研究会の進捗報告 
創立 20周年記念事業の会場をガスビルに決定 

第 5回 
2010.2.4 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
 
5. 
 

上原支部長より本部理事会の報告 
第２回都市計画講演会(2/5)の開催予告「まちづくりにおける市民・行政・専門家の
連携・交流を考える」 
国際交流委員会による講演会(3/7)を大阪大学と関西支部の共同主催。 
新しい都市計画教程の進捗報告「まちづくり学原論－造る都市計画から成るまちづ
くりへ」の出版。執筆者によるミニセミナーの開催 
創立 20周年記念事業の式典会場を大阪ガスビル、懇親会も同ビル食堂とする。次世
代部会で当日のフォーラムを担当。歴代支部長座談会(3/16)の開催。基調講演は鳴
海先生にお願いする。 

第 6回 
2011.3.10 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

支部長より本部理事会の報告 
2011 年度総会議案書の進捗・内容確認 
2010 年度関西まちづくり賞授賞者決定 
2011 年度研究発表会の予告 
創立 20周年記念事業について進捗状況報告 
2011 年度幹事構成について意見交換 

参考：【資料１・２】 
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２）都市計画講演会の開催 

 年間テーマ「まちづくりと地域性」のもとに、都市計画講演会を開催した。 

テーマ：「都市計画法の改正を関西の視点で考える 

～土地利用マネジメントの課題とその魅力～」 

 講演：「都市計画制度の見直しの検討状況と今後の展望」 

東京工業大学大学院社会理工学研究科 教授 中井検裕 

       「関西の現状から考える都市計画制度の見直しの方向」 

        大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授 小浦久子         

    ディスカッション：「都市計画の見直しをどう受け止め、どう対応するか？」 

        コーディネーター 大阪市立大学都市研究プラザ博士研究員 米野 史健 

パネリスト   大阪大学大学院工学研究科 助教 柴田 祐 

兵庫県都市計画課 難波 健 

開催日時：平成 22 年 12 月 4 日（土) 13:30～16:45  

 開催場所：神戸市立生田文化会館・大ホール 

 参 加 者： 正会員 59、賛助会員 15、非会員 27 計 101 人 

 

社会連携交流特別委員会との共同開催によって、平成 22 年度都市計画講演会を開催した。 

テ ー マ：「まちづくりにおける市民・行政・専門家の連携・交流を考える 
～セクション２ まちづくりに地域色はあるのか～ 
『東』の世田谷 『西』の豊中からまちづくりの進め方を考える～」 

 第１部 事例報告 
『東』世田谷のまちづくりの取り組みについて 

株式会社まちづくり研究所 代表取締役 井上 赫郎 
『西』豊中のまちづくりについて 

有限会社豊中まちづくり会社 取締役 芦田 英機 

 第２部 パネルディスカッション 

      コーディネーター  神戸山手大学 教授 小林 郁雄 

      パネリスト     事例報告者 

 開催日時：平成 23 年 2月 5 日(土) 14:00～17:30  

 開催場所：大阪市立大学文化交流センター 

 参 加 者： 正会員 34、賛助会員 4、非会員 31 計 69 人 

 

３）都市計画フィールドワークの開催 

１．第１回都市計画フィールドワーク 

テーマ：『奈良町』の歴史的町並みと出会う散策型観光の創出 

日 時：平成 22年 10 月 10 日（日） 

内 容：国際都市計画シンポジウム「奈良」の開催と併せて、社団法人奈良まちづくりセン
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ターの室（むろ）雅博理事長、二十軒起夫副理事長他を講師に迎えて、奈良町の街歩

きを実施し、全国からの参加者も交えて散策型観光の創出について学ぶ。 

参加者：25人 

２．第２回都市計画フィールドワーク 

テーマ：今井町の『空き家バンク』の取り組みと観光まちづくり 

日 時：平成 22年 12 月 11 日（土） 

内 容： NPO 法人今井まちなみ再生ネットワークの上田琢也理事長を講師に迎え、観光まちづ

くりによる交流人口の受入とともに、定住人口の定着を図っている今井町の取り組み

を学ぶ。 

参加者：14 人 

 

４）広報について 

１.支部だよりの発行 

2011 年 3月に「日本都市計画学会関西支部だより」No.25 を約 1,000 部発行し、支部会員に発

送した。 

２.本部機関紙「都市計画」に関する企画編集 

本部機関紙「都市計画」において、関西支部の活動報告、都市計画情報の掲載ページ（支部だ

よりなど）に関する企画編集を行った。 

 

５）支部研究助成について 

支部研究助成 5件を実施した。 

 継続(1)「タウンハウスの更新と景観変容に関する研究会」 代表：三輪 康一 

 継続(2)「多色塗装の町並みに学ぶ会」   代表：神吉紀世子 

 新規(1)「復興セ-フティネット研究会」   代表：田中正人 

 新規(2)「低炭素都市づくり研究会」    代表：平田富士男 

 新規(3)「兵庫の都市づくり研究会」    代表：難波 健 

 

６）国際交流活動について 

１.委員会の開催記録 

（1）2010 年 6月 23 日（水） 2010 年度の活動内容の検討 

（2）2010 年 11 月 9 日（火） 中国・麗江（雲南省）視察報告会の開催 

２.都市計画国際交流会の開催 

（1）テーマ：ドイツ、ルールエリアにおける地域構造の再構築と国際建築展エムシャーパーク 

（2）講 師：クリスタ・ライヒャー教授 

       ドルトムント工科大学 空間計画学部長・都市デザイン学科長 
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（3）日 時：2011 年 3月 7 日（月）18:30～20:30 

（4）場 所：大阪大学中之島センター7F セミナー室 

（5）参加者：40 名 

（6）内 容： IBA エムシャーパークに深くかかわってこられた、クリスタ・ライヒャー教授を

お招きし、プロジェクトの背景や内容をご紹介いただき、プロジェクトの推進力

となった組織や予算、土地所有などについて意見交換を行った。 

 

３.海外都市計画交流会の実施 

（1）視察都市：中国・麗江（雲南省） 

（2）テーマ：歴史的な都市の保護と観光地化、住民の日常生活の視察 

（3）参加者：12 名 

（4）日程：2010 年 9月 19 日（日）～9月 23 日（木） 

麗江市政府都市規劃局・観光局・建設局、麗江観光学院関係者との意見交換会を

実施したほか、麗江古城、束河古鎮、玉龍雪山などを視察した。 

 

７）関西まちづくり賞について 

１.委員会等の開催記録 

・第 1回委員会(2010 年 7 月 28 日) 2010 年度募集要領の検討等 

 募集期間(2010 年 9月 1 日～11月 1 日) 

 応募・推薦件数 8件 

・第 2回委員会(2010 年 11 月 8 日) 選考方法の検討、スケジュールの検討等 

・第 3回委員会(2010 年 11 月 27 日) 選考方法の検討、ヒアリング開催内容の検討等 

・応募・推薦案件のヒアリング(7件)(2011 年 1月 22 日) 

・第 4回委員会(2011 年 1 月 22 日) 第 1 次審査／現地視察等の検討 

 現地視察 3件(2011 年 2 月 11 日及び 12 日) 

・第 5回委員会(2011 年 2 月 28 日) 第 2 次審査／授賞候補の選考 

・第 6回委員会(2011 年 3 月 23 日) 表彰式の準備 

２.2010 年度関西まちづくり賞 授賞 

 成果・実績の名称： 『モノづくりのまち高井田・住工共生のまちづくり』   （大阪府東大阪市） 

 受賞者：      高井田まちづくり協議会、東大阪市、大阪府、（有）ハートビートプラン 

 成果・実績の名称： 『宗右衛門町地区における地区計画の策定とまちづくり』  （大阪府大阪市） 

 受賞者：      宗右衛門町活性化協議会、大阪市 

 成果・実績の名称： 『空き家を活用したゲストハウスを核とした観光まちづくり』  （兵庫県姫路市） 

 受賞者：      特定非営利活動法人 いえしま 
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８）研究発表会の開催について 

2010 年 7 月 24 日（土）、大阪市立大学文化交流センターにて、第８回研究発表会を開催した。大

学・行政・企業の若手研究者を中心とした 18 編の研究発表があり、総数 55 名の参加者を得て活発

な質疑・討論が行われた。行政の方や都市計画関連の民間コンサルの方の出席も見受けられた。 

発表会で選定している奨励賞には、以下の 4名が受賞した。 

・杉山 剛（大阪工業大学） 

「建物ファサードによる夕暮れ時の都市景観解析 ～大阪市内を対象として～」  

・稲田 有香子（京阪電気鉄道株式会社） 

「鉄道会社が実施しているウォークラリープログラムの変遷と地域振興に関する研究」  

・佐田 彩（大阪市立大学大学院工学研究科） 

「団地敷地内空間における建替えに伴う空間変容と周辺地域の関係性に関する研究 

―建替後の広場・公園に着目して―」 

・古川 貴裕（大阪府立大学） 

「御堂筋のにぎわい性を創出する滞留行動に関する研究」 

発表会終了後に開催する表彰式を兼ねた交流会も定着し、多くの参加者を交えながら、和気あい

あいとした雰囲気の中で交流を深めた。 

 

９）情報・Web 委員会の活動について 

（1）平成 21 年度に実施した新サーバーへの Web サイトの移行に伴い、全体的な Web 管理を行った。 

（2）一部未定であった委員会ごとの Web ページやメーリングリストの運用管理者を定めて、管理上

の助言を行った。 

 

10）委員会への会員公募参加について 

2010 年度総会議案書および支部ＨＰで各種委員会の公募を行った。 

 
11）特別委員会活動について 
１.特別委員会「関西社会連携交流特別委員会」の活動 

関西において着実に進められている住民主体のまちづくり活動に焦点をあて、その一層の展開を

図ることを目的とし、行政、学識者、まちづくり団体の担い手が一堂に会して情報発信と意見交換

を行う「（仮称）関西まちづくり交流フェスティバル 2011」の開催を目標とし、2月 5日大阪市立大

学文化交流センターにて、「まちづくりにおける市民・行政・専門家の連携・交流を考える～セクシ

ョン２－まちづくりに地域色はあるのか～」と題して講演会を開催するとともに、委員会活動に対

するニーズの把握のために市民向けアンケートを参加者に対し実施した。また、情報収集のために

まちづくり団体および支部学会員に対するアンケート調査を行った。 
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２.特別委員会「新しい都市計画教程研究会」について 

これからの時代にふさわしい新たな都市計画教程のあり方や内容を検討する本委員会は、今年度

最終まとめの段階に入り、教科書執筆に向けて執筆候補者を中心に月 1回のワーキング・グループ

会議を開催した。年度後半からは、編集者である学芸出版社前田裕資氏のアドバイスも受けながら、

目次構成や執筆内容を検討、確定し、執筆を進めた。 

 

３.特別委員会「2010 年国際シンポジウム実行特別委員会」の活動 

関西支部特別委員会を核に地元の奈良県、奈良市、奈良女子大学を加えた「国際シンポジウム

奈良実行委員会」を設置し、「歴史遺産と都市計画（Historic Heritage and City Planning）」を

テーマに平城遷都 1300 年祭でにぎわう古都奈良で開催した。 

（活動経過） 

2010 年 4月 24 日：第 5回実行委員会を現地で開催、平城旧跡、会場などの確認  

2010 年 6月 17 日：第 6回実行委員会を開催、チーム別の企画案、予算案の調整 

2010 年 7月 30 日：第 7回実行委員会を開催、チーム別の進捗状況の確認 

2010 年 8月 20 日：第 8回実行委員会を開催、チーム別の進捗状況の最終調整 

（シンポジウム） 

主催：社団法人 日本都市計画学会、後援：奈良県、奈良市 

プログラム： 

8 月 28 日（土） 18:00～ ウエルカムパーティ 

奈良県新公会堂で開催、約 140 名が参加 

8 月 29 日（日）  9:00～ シンポジウム 

開会式 

重要文化財の奈良女子大学記念館で開催、3カ国の学会長、奈

良市、奈良女子大学からの挨拶 

論文発表会 

同大学の教室で開催、87 編の論文発表 

特別セッション（テーマに沿った報告会） 

同大学記念館で開催、大阪大学の小浦先生、奈良女子大学の

増井先生、宮城先生からの報告 

18:00～ フェアウエルパーティ 

同大学ラウンジで開催、約 130 名が参加 

8 月 30 日（月） 9:00～ テクニカルツアー 

世界遺産の法隆寺、平城旧跡に復元された大極殿 
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４.特別委員会「創立 20周年記念事業実行委員会」について 

2010 年５月 14日（金）、7月 28 日(水)、9 月 27 日(月)、11 月 1 日（月）、2011 年 1 月 26 日(水)、

3 月 3 日（木）に会議を開催し、記念事業の枠組みを下記のように決定した。 

（1）記念出版 

    ①まちづくり原論－造る都市計画から成るまちづくりへ－ 

     編著：日本都市計画学会関西支部、新しい都市計画教程研究会 

    ②(仮称)都市をつくる仕事－多様化する職能 

     編著：日本都市計画学会関西支部、次世代の関西研究会（担当：大庭、武田、山崎） 

（2）記念事業 

    ①(仮称)関西支部 10年の歩み－2001～2010－ （印刷物及び DVD） 

     担当：10 年の歩み部会：澤木部会長、加我、難波、川口、松本 

    ②(仮称)まちづくりイエローページ （DVD） 

     担当：関西社会連携交流特別委員会 

（3）記念式典 

    開催日時：平成 23 年 10 月 22 日（土） 

    開催場所：大阪ガス本社ビル 3階 講堂 

    プログラム（案）  

      午前の部 (仮称)東日本大震災復興都市づくり特別委員会によるフォーラム 

      午後の部 第 1部 「次世代の関西研究会」によるフォーラム 

           第 2 部 設立 20 周年記念式典 

               基調講演：鳴海邦碩 

               演題：(仮称)これからの都市をよむ－都市の計画を問い直す 

               来賓祝辞等 

           第 3 部 交流会（大阪ガス本社ビル食堂） 
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【報告事項１】 
2010 年度日本都市計画学会関西支部決算について 

 
2010 年 4月 1日から 2011 年 3月 31 日まで 
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【第２号議案資料】 

2011 年度日本都市計画学会関西支部活動方針 

 

１）主な事業の日程概要 

2011 年度活動予定表 

    
4～6 月 ○関西支部総会 

○関西まちづくり賞授与式(ま) 
○研究助成の募集(総) 

 ○研究発表論文の募集・締切(研) 
○都市計画講演会（第１回）（企・社） 

7～9 月 ○研究助成の募集・締切(総) 
○研究発表会の開催(研) 

 ○海外都市計画交流会(国) 
○都市計画講演会(第１回)(企) 
○都市計画フィールドワーク（第１
回）（企） 

10～12 月 ○創立 20周年記念式典(20) 
○都市計画フィールドワーク(第
２回)（企） 

○都市計画国際交流会(国) 

 ○学生と社会人との交流会(会) 
○関西まちづくり賞募集・締切(ま) 
 

1～3 月 ○支部だよりの発行(編) 
○都市計画シンポジウム(企) 

 ○関西まちづくり賞ヒアリング 
・選考(ま) 

 
委員会名称：(総)総務委員会、(企)企画委員会、(会)会員会計委員会、 

(編)編集広報委員会、(ま)関西まちづくり賞委員会、(研)研究発表委員会、 
(国)国際交流委員会、(20)創立 20周年記念事業委員会、 
（社）関西社会連携交流特別委員会 

 

 

２）会員と社会のニーズに対応したより円滑で活性化した支部活動について 

支部活動は、年々充実してきているが、会員、賛助会員へのサービスの充実や社会への専門的な

貢献を果たすために、さらなる円滑化、活性化を図る必要がある。そのため、以下の実現に努める。 

(1) 2011 年 10 月に予定する関西支部創立 20 周年記念事業の円滑な実施をめざして、特別委員会

を設置し活動を進める。関西の都市計画、まちづくりに関する情報収集に努め、これに関わる

多様な担い手の交流の場をつくるとともに、全国に向けて積極的に関西での取り組みを発信し

ていく。 

(2) 都市計画分野の継続教育（CPD 活動）に資するプログラム（都市計画シンポジウム、都市計

画講演会、研究発表会等）をさらに充実して開催する。 

(3) ネットワークを通じた支部活動の広報・連絡活動のインフラとしての Web システムのさらな

る充実を図りつつ、今後の Web 運用等の情報管理体制のあり方について検討する。 

(4) 支部活動の基本である各委員会活動により多くの会員の参加を求める。そのため、会員の増

強を図り、委員の公募を積極的に進める。 
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３）会員サービスの充実と賛助会員対策 

2010 年度から学会の公益法人化により新会計方式へと移行するが、近年の会員数減少に歯止めが

かからないことが予想され、今後も支部交付金額の減少が予想される。今まで以上の支部活動の見

直しが必要であるが、会員サービスの低下を招かないような方向性を検討する必要がある。また、

従来から懸案となっている賛助会員対策についても新規企画などを含めて支部全体での取り組みが

必要である。 

参考：【資料３・４】 

 

４）都市計画講演会及びシンポジウム・都市計画フィールドワークの開催 

 関西の持つ先進性や独自性のある発想に基づく特色あるまちづくりの計画及び実施にむけて、都

市計画が今日的に果たす役割を問い直し、新たな取り組みや課題を多角的に考える機会を設けるた

め、年間の統一テーマを設定し、都市計画講演会及びシンポジウムならびに都市計画フィールドワ

ークを開催する。講演会やシンポジウム・フィールドワークの開催にあたっては、会員が興味を持

てる都市計画の話題を展開すること、意見交換を行うことにより学会への加入の意義を感じられる

場を提供すること、他の学問領域との連携・交流を図ること、都市計画学会がまちづくりへの貢献

できること、などを企画の基本とする。 

 

５）広報について 

「日本都市計画学会関西支部だより」No.26 を発行し、関西を中心とする都市計画・まちづくりに

関する論説、話題、事業の紹介等を行う。また、本部機関誌「都市計画」に毎号掲載される「支部

だより」の企画編集を行い、関西支部の活動や関西の都市計画に関する情報を全国に発信する。 

 

 

６）研究助成「都市計画研究会」について 

新規・継続合わせて 5件の支部研究助成(１件 10万円／年)を行う。 

これからを担う若手研究者育成のため、支部研究助成金のうち少なくとも一件を若手研究者に優

先的に割り当てる。 

参考：【資料５】 

 

 

７）国際交流の推進 

年1回、東南アジアなどに都市計画視察団を派遣し交流を深める海外都市計画交流会を開催する。

さらに、海外の都市計画の専門家による講演とそれに基づく意見交換など、国際的な都市計画専門

家や留学生との人的ネットワーク形成を推進する。 
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８）関西まちづくり賞について 

関西で実施された都市計画・まちづくりに関する調査、計画、設計、事業及びまちづくり活動に

おける顕著な成果・実績、新しい取り組み、継続的な取り組み等について、広く募集・推薦を求め、

関西まちづくり賞の表彰を行う。 

そのため、まちづくり賞の社会的位置づけを明確にし、その趣旨をわかりやすく発信し、できる

だけ多くの応募・推薦を集める努力を行い、授賞対象を関西における実績として評価し、かつその

将来性について情報発信する。 

賞の応募・推薦内容については、応募者ヒアリングや現地視察を実施の上、公正な審査を行い、

委員会で十分議論し、審査経過、審査結果の講評を公開する。 

参考【資料６】 

 

９）研究発表会について 

2011 年度第 9回関西支部研究発表会を、7月 23 日（土）大阪市立大学文化交流センター・ホール

(大阪駅前第 2ビル 6Ｆ)にて開催する。多数の投稿と参加、特に、行政関係者・民間企業・コンサル

タント関係者等の第一線で奮闘されている方々の参加を期待したい。 

なお、今年度は、投稿申込締切：5 月 16 日（月）、原稿締切：6 月 22 日（水）としている。応募

や原稿執筆要領等の詳細は、別紙資料とともに支部ホームページ(http://www.cpij-kansai.jp/)を

参照されたい。 

研究発表委員会では、「関西支部研究発表会の普及と活性化を目指して、投稿数・参加者数の増加

を図るための広報活動に力点を置く」こととしているので、会員各位にもその一助としての支援を

要請する。 

参考：【資料７】 

 

10）委員会への会員公募参加について 

各種委員会の委員を公募する。 

参考：【資料８】 

 

11）特別委員会「関西社会連携交流特別委員会」の活動について 

関西において着実に進められている住民主体のまちづくり活動に焦点をあて、その一層の展開を

図ることを目的とし、企画委員会と合同して引き続き講演会を開催するとともに、関西における市

民まちづくりの情報収集のためにまちづくり団体などに対しアンケートを行いその結果をまちづく

り団体等にフィードバックしていく。 
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12）特別委員会「新しい都市計画教程研究会」の活動について 

2011 年度の活動に引き続き執筆・編集作業を進め、支部 20 周年記念行事までに出版を行う。また、

本部から助成を受けているため、2012 年度の学術研究論文発表会においてワークショップを企画・

開催する。 

 

13）特別委員会「創立 20 周年記念事業実行委員会」の活動について 

2010 年度末に確定した記念事業の内容（案）を 3 ヶ月に 1 回程度委員会を開催し、内容の詳細を

詰めるとともに各事業の進行管理を行い、①記念出版、②記念事業、③記念式典を確実に実行する。

なお、記念の各事業の内容(案)は 2010 年度の活動報告に記載している。 

 

14）特別委員会「（仮称）東日本大震災復興都市づくり特別委員会」の設置について 

2011 年 3 月に発生した東日本大震災においては、東日本全体が大きな被害を受けた。しかし、そ

の影響は東日本のみならず日本全体に広がり、今後、震災復興とともに日本経済そのものの立て直

しが必要な状況となっている。このような状況を踏まえ、本委員会は、阪神・淡路大震災の経験を

被災地に伝えるとともに、来るべき南海地震や東南海地震に備えた研究を行うべく設置するもので

ある。 
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【報告事項２】 2011 年度日本都市計画学会関西支部 収支予算書（案）：本部様式 
 

2011 年 4月 1日から 2012 年 3月 31 日まで 

 
 

参考：【資料３・４】 
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【資料１】 
 

 
日本都市計画学会関西支部規程  

1991 年 10 月 3日制定、1997 年 10 月 7日改訂、2005 年 4月 26 日改訂、2007 年 4 月 24 日改訂、2010
年 4月 13 日改訂 

 
【支部の名称】 
第１条 この支部は、日本都市計画学会関西支部（以下「本支部」という）という。 
 
【事務局の所在地】 
第２条 本支部は、事務局を次に置く。 

大阪市中央区大手前１－７－３１ 
大阪マーチャンダイズ・マートビル（ＯＭＭビル）13階 (財)大阪市都市工学情報センター内 

 
【支部の地域と構成】 
第３条 本支部の地域は次の通りで、この地域に勤務または在住する社団法人日本都市計画学会の会員をもっ

て構成する。 
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 

 
【目的と事業】 
第４条 本支部は、社団法人日本都市計画学会定款第４条及び第５条に定める目的ならびに事業の規定に準拠

して、必要な事業を行うことを目的とする。 
 
【支部役員】 
第５条 本支部に次の役員を置く。 

（１）支部長     １名 
（２）副支部長    ３名 
（３）幹  事   ３０名以下 
２.本支部に顧問を若干名置くことができる。 

 
【支部役員の選任】 
第６条 幹事及び顧問は、本支部を構成する会員のうち社団法人日本都市計画学会定款第６条に規定する正会

員（以下「正会員」という）の中から本規程の定める総会で選任し、支部長及び副支部長は、幹事の
中から総会で指名する。 
２.支部役員は、第３条の規定による支部会員の資格に変更があるときは直ちに支部長に報告し、そ
の任を辞さなければならない。 

  
【支部役員の職務】 
第７条 支部長は、本支部を代表して会務を総理し、本支部の総会及び幹事会の議長を務める。 

２.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。 
３.幹事は、幹事会を組織して本支部の会務を議決し、処理する。 

 
【支部役員の任期】 
第８条 支部役員の任期は２年とする。ただし再任をさまたげない。 

２.補欠により選任された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
【支部役員の補選】 
第９条 支部役員が欠けたときは、第６条の規定に準じて当該役員を選任する。 
 
【総会】 
第１０条 本支部の通常総会は毎年１回、会計年度終了後２か月以内に支部長が招集して開催する。 

２.本支部の臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、または本支部所属会員のうち正会員５分の１
以上から請求があったとき、支部長が招集して開催する。 

 
【総会の議決事項】 
第１１条 本支部の総会は、この規程で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 

（１）事業計画に関する事項 
（２）その他、幹事会で必要と認めた事項 

 
【総会の議決】 
第１２条 本支部の総会は、支部所属の正会員現在数の５分の１以上が出席しなければ、その議事を開き議決す
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ることができない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者と
みなす。 
２.本支部の総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 

 
【幹事会】 
第１３条 本支部の幹事会は、原則として年４回以上、支部長が招集して開催する。 
 
【幹事会の議決事項】 
第１４条 本支部の幹事会は、この規程で別に定める事項のほか、総会に提出する議案、及びその他本支部の会

務運営に関する事項を議決する。 
 
【幹事会の議決】 
第１５条 本支部の幹事会は、幹事現在数の２分の１以上が出席しなければ、その議事を開き議決することがで

きない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。 
２.本支部の幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 

  
【委員会の設置】 
第１６条 本支部の会務の運営ならびに第４条の目的達成のために委員会を設置する。 

２.委員会の設置は幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。 
３.委員会の廃止、及び委員の解職は第２項の規定に準じて行う。 

 
【研究会の設置】 
第１７条 本支部が、第４条の目的達成のために必要あるときは、研究会を設置することができる。 

２.研究会の設置は幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。 
３.研究会の廃止、および委員の解職は第２項の規定に準じて行う。 

  
【支部の経費と経理】 
第１８条 本支部の経理は、社団法人日本都市計画学会経理規程に準じて行う。 
 
【規程の改正と変更】 
第 19 条 この規程は、幹事会および総会において、おのおの出席者の４分の３以上の議決を経なければ変更す

ることができない。 
 
【補則】 
第 20 条 この規程施行についての細則は、幹事会の議決を経て別に定める。 
 
【附則】 
（施行期日） 
１.この規程は、１９９１年１０月３日から施行する。 
２.この規程は、２００５年４月２６日から施行する。 
３.この規程は、２００７年４月２４日から施行する。 
４.この規程は、２０１０年４月１３日から施行する。 
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【資料２】 
 

日本都市計画学会関西支部規程細則 
 
委員会の設置に関する細則 
(1993年5月14日、 11月12日、 及び1998年12月25日、 2001年3月21日、 2003年3月19日、 2007年3月16日、 
2008年3月13日、2009年3月12日、2010年5月27日改訂) 
［委員会の設置］ 
第１条 都市計画学会関西支部規程(以下「規程」という)第 16 条の規定により、次の委員会を設置する。 

(1)総務委員会 
(2)企画委員会 
(3)会員・会計委員会 
(4)編集・広報委員会 
(5)国際交流委員会 
(6)関西まちづくり賞委員会 
(7)研究発表委員会 
(8)情報・ウェブ委員会 
(9)その他の特別委員会 

［委員会の事務分担］ 
第２条 総務委員会は、関西支部(以下「支部」という)の総務に関する事務を担当し、都市計画学会(以

下「学会」という)との連絡調整を行う。 
２ 企画委員会は、支部の行う学術活動、都市計画の実施事例の調査研究、事業の企画、ならびに

その実施に関する事務を担当し、本部の事業実施に協力する。 
３ 会員・会計委員会は、支部会員に関する事務と、支部の会計に関する事務を担当する。 
４ 編集・広報委員会は、支部会員への広報に関する事務を担当し、本部の編集・広報活動に協力

する。 
５ 国際交流委員会は、都市計画に関する国際的学術交流の企画、ならびにその実施に関する事務

を担当し、本部の国際交流に関する事業に協力する。 
６ 関西まちづくり賞委員会の事務分担は、別に定める「関西まちづくり賞委員会要項」による。 
７ 研究発表委員会は、都市計画に関する調査研究論文を募集し、その発表会を開催する。  
８ 情報・ウェブ委員会は、支部のウェブサイトに関する事務を統括し、情報システムの整備と活

用に関する事務を担当する。 
９ 特別委員会の事務分担は幹事会が定める。 

［委員会の構成及び委嘱］ 
第３条 各委員会は、委員長 1名と、副委員長・委員若干名によって構成する。 

２ 委員長は委員会を総括し、その活動状況を適宜幹事会に報告しなければならない。 
３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 
４ 委員長・副委員長は、幹事の中から支部長が委嘱する。 
５ 委員は、支部会員の中から支部長が委嘱する。 
６ 委員長・副委員長、および委員の任期は 2年とする。ただし、再任はさまたげない。 
７ その他の特別委員会の委員長・副委員長は上記の適用除外とする。 

［補足］ 
この細則は 2010 年 5 月 27 日から施行する。 
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【資料３】 

日本都市計画学会関西支部会員数 

 

各年度末 
名誉 
会員 

顧問 正会員 
外国人 
会 員 

学生 
会員 

賛助 
会員 

合計 

支部発足時 9 1 . 9 . 2 1 － 648 14 35 44 742 
'91 92.3.31 1 － 649 17 34 95 796 
'92 93.3.31 1 － 641 21 23 105 791 
'93 94.3.31 1 － 701 26 21 119 868 
'94 95.3.31 1 － 723 32 9 119 884 
'95 96.3.31 1 － 757 39 14 119 930 
'96 97.3.31 1 － 759 30 27 118 935 
'97 98.3.31 2 1 786 34 40 118 981 
'98 99.2.17 2 2 817 35 31 113 1,000 
'99 00.1.21 0 2 835 31 23 111 1,002 
'00 01.3.16 0 2 850 29 13 104 998 
'01 0 2 . 3 . 8 2 － 811 20 6 94 933 
'02 0 3 . 2 . 6 1 － 833 25 27 91 977 
'03 04.3.12 2 － 787 23 30 84 926 
'04 0 5 . 3 . 9 2 － 807 14 23 75 921 
'05 0 6 . 1 . 1 3 － 840 － 34 71 948 
'06 07.1.26 3 － 810 － 33 67 913 
'07 08.1.22 4 － 799 － 31 65 899 
'08 09.3.10 4 － 763 － 25 57 849 
'09 10.3.10 5 － 774 － 19 51 849 

                                         
 
 
【資料４】 

日本都市計画学会関西支部予算（交付金）の推移 

 
科目 2010 予算 2009 予算 2008 予算 2007 予算 2006 予算 2005 予算 2004 予算 2003 予算 2002 予算 2001 予算 

支部交付金(1) 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

支部交付金(2) 1,001,800 995,800 1,037,400 1,053,000 1,055,600 1,060,800 1,055,600 1,047,800 1,056,900 2,130,800 

支部交付金(3) 1,860,000 1,776,000 2,013,000 2,103,000 2,208,000 2,451,000 2,664,000 2,706,000 3,237,000 2,500,000 

支部交付金(4)  - - - - - - - -  

支部交付金合計 3,161,000 2,871,800 3,150,400 3,256,000 3,363,600 3,611,800 3,819,600 3,853,800 4,393,900 4,730,800 

交付金区分 （１）：基本額  （２）：正会員交付金  （３）：賛助会員交付金  （４）：受託研究事務費 
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【資料５】 
研究助成「都市計画研究会」の募集 

応募要領（2011 年度） 
１.助成対象および助成期間 

関西支部に所属する本学会会員(支部会員)によって構成される都市計画に関する研究を行な
う研究会を、2年間にわたって助成します。 
1) 研究会の構成員は複数名以上とし、その 1/2 以上が支部会員であることとします。 
2) 非会員である構成員は、助成決定後、本学会に入会することが望まれます。 

２.助成件数、助成額および義務 
1) 本年度は4件以内の研究会に助成します。うち少なくとも一件は若手研究者による研究会に
優先的に割り当てます。 

2) 1 研究会あたり年 10万円までの助成を行ないます。 
3) 助成を受けた研究会の成果は、助成期間終了後、半年以内に支部ホームページ上でその概
要を公表するか、もしくは適切な公表の機会を持つこととします。 

３.応募要領および締め切り 
助成募集に応募する研究会は、支部会員 1名を含む 2名以上の発起人の連名で、次の事項を明

記した「研究会助成願い」(A4 版用紙横書き、様式自由)を支部長あてに提出して下さい。 
1) 助成願いに明記する事項 
・研究会の名称 
・研究会代表者の氏名、連絡先 
・研究の課題および目的 
・研究会構成員の名簿(所属、身分、専門分野、年齢、会員種別) 
・研究計画の概要(2 年間分) 
・予算計画 

2) 応募締め切り 
・2011 年 8 月末日 

４.選考方針 
支部幹事会において以下の方針で選考を行ないます。 
1) 選考方針 
・研究会構成員の所属・分野の多様性 
・研究課題の重要性・斬新性 
・研究課題および対象の地域性(関西地域への関わりの深さ) 

2) 若手研究による研究会の定義 
・研究会構成員の全員が 37 歳以下で、かつ、構成員に 20 歳代の者が含まれている研究会 

５.選考結果の通知および公表 
選考は、応募締切り後の直近の幹事会において行い、結果を直ちに発起人あてに連絡するほ

か、選考結果の概要を支部ホームページに掲載します。 
６.送付先 

「研究会助成願い」は、郵便またはファックスで下記にお送り下さい。 
(社)日本都市計画学会関西支部事務局 
〒540-6591 大阪市中央区大手前１丁目７番 31号 

大阪マーチャンダイズ・マートビル（ＯＭＭビル）13 階 
(財)大阪市都市工学情報センター内 
Tel: 06-6949-1950  Fax: 06-6949-1925 
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【資料６】 
 関西まちづくり賞受賞実績  

年  度 受賞対象（所在地） 

第 13回 

2010年度 

モノづくりのまち高井田・住工共生のまちづくり 

＜大阪府東大阪市＞ 

高井田まちづくり協議会、東大阪市、
大阪府、（有）ハートビートプラン 

宗右衛門町地区における地区計画の策定とまちづくり 

＜大阪府大阪市＞ 
宗右衛門町活性化協議会、大阪市 

空き家を活用したゲストハウスを核とした観光まちづくり 

＜兵庫県姫路市＞ 
特定非営利活動法人 いえしま 

第 12回 

2009年度 

都心型地域コミュニティによる水辺の再生 

＜大阪府大阪市＞ 

東横堀川水辺再生協議会 

 

大阪の歴史的都心「船場」のまちづくり 

＜大阪府大阪市＞ 

船場げんきの会 

 

第 11回 

2008年度 

大阪市北区豊崎における長屋スポットの保全・再生プロジェクト 

＜大阪府 大阪市＞ 

大阪市立大学豊崎プラザ（吉田薺、谷
直樹、藤田忍、竹原義二、小池志保子）

「加古川市田園まちづくり制度」を活用した高畑地区、薬栗地区の
まちづくり  

＜兵庫県 加古川市＞ 

高畑地区まちづくり協議会／薬栗地
区まちづくり協議会／加古川市／昭
和（株） 

歴史的景観を保全する国際作業キャンプによるまちおこし 

＜奈良県 明日香村＞ 

景観ボランティア明日香／財団法人
明日香村地域振興公社 

第 20回 

2007年度 

六甲道駅南地区震災復興第二種市街地再開発事業における都市デザ
イン、そのプロセス 

＜兵庫県 神戸市＞ 

神戸市／六甲道駅南地区まちづくり
連合協議会／六甲道都市環境デザイ
ン調整会議／（株）環境開発研究所／
（株）アール・アイ・エー／（株）安
井建築設計事務所／（株）日本設計／
（株）現代計画研究所／(株)ＧＫ設計
／（株）ジオ・アカマツ／(株)ヘッズ
／（株）魁景観研究所 

自治会組織を活用したまちづくり  

＜大阪府堺市＞ 

中区域まちづくり考房 

第９回 
2006年度 

浜甲子園さくら街(第 1 期建替）「タウンスケープをつくる団地再生
デザイン」 

＜兵庫県 西宮市＞ 

独立行政法人 都市再生機構西日本支
社／（株）現代計画研究所 大阪事務所
／（株）URサポート／（株）昭和設計
／（株）空間創研 

レガッタによる兵庫運河の再生とまちづくり 
＜兵庫県 神戸市＞ 

キャナルレガッタ神戸実行委員会／
浜山Ｃａｎ成る倶楽部／和田岬はち
のすクラブ／スポーツクラブめいし
ん／神戸市兵庫区まちづくり推進課 

人をつなぎまちを創るかなめ ― 「ＮＰＯ花と観音の里」のＴＭ
Ｏ活動 
＜滋賀県 高月町＞ 

特定非営利活動法人 花と観音の里 
 

第８回 

2005年度 

紀伊湯浅における、住民手づくりの活動から育った町並み再生 
＜和歌山県 湯浅町＞ 

湯浅町熊野古道研究会 

 

新門前西之町における地区計画策定の取り組み 

＜京都市東山区新門前通西之町＞ 

西之町まちづくり協議会 

 

庄屋屋敷を活用した平成の町衆によるまちづくり 

－吹田歴史文化まちづくりセンター（浜屋敷）－ 

＜大阪府 吹田市＞ 

吹田歴史文化まちづくり協会 

 

（まちづくり貢献賞） 

兵庫県立淡路景観園芸学校における「まちづくりガーデナー」育成
の取り組みと修了者の活動 

＜兵庫県 淡路市＞ 

兵庫県立淡路景観園芸学校 

 

 

第７回 

2004年度 

四番町スクエアのまちづくり 

＜滋賀県 彦根市＞ 

彦根市／彦根市本町土地区画整理組
合 

このまちに 新たな緑を 育て隊！ 伝え隊！ 

＜兵庫県 宝塚市＞ 

雲雀丘山手緑化推進委員会 

 

市民協働による寝屋川親水空間整備事業 

＜大阪府 寝屋川市＞ 

寝屋川市 
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第６回 

2003年度 

社会実験『リバーカフェ SUNSET37』 

＜大阪府 大阪市＞ 

都市大阪創生研究会 IKINA 水辺チー
ム 

第５回 

2002年度 

京都の都心界隈における地域共生のまちづくりの取組 

＜京都府 京都市＞ 

地域共生の土地利用検討会／姉小路
界隈を考える会／㈱アーバネックス
／（財）京都市景観・まちづくりセン
ター／京都大学大学院工学研究科建
築学専攻高田研究室／㈱地域計画建
築研究所／㈱現代計画研究所 大阪
事務所／京・まち・ねっと 

第４回 

2001年度 

芦屋市若宮地区震災復興住環境整備事業に関する取り組みとその成
果 

＜兵庫県 芦屋市＞ 

芦屋市建設部／若宮地区まちづくり
協議会／ジーユー計画研究所 

㈱現代計画研究所 大阪事務所 

門真市末広南地区における魅力的なまちなかづくりの取り組み 
＜大阪府 門真市＞ 

門真市／門真市末広南土地区画整理
組合／（有）コイケデザインコラボレ
ーション 

梅田地域共通サインシステムの創出とその維持・管理 

＜大阪府 大阪市＞ 

梅田ターミナル地域サイン整備連絡
会／(財)大阪市都市工学情報センター
／(株)ジェネシス 

第３回 

2000年度 

震災復興新長田駅北地区東部のまちづくり 

＜兵庫県 神戸市＞ 

新長田駅北地区東部いえなみ委員会
／久保都市計画事務所 

歩いて暮らせる街づくりの取り組みとまちなかを歩く日の実践 
＜京都府 京都市＞ 

京都市都市計画局都市づくり推進課
／歩いて暮らせる街づくり推進会
議：事務局  

第２回 

1999年度 

「大阪府災害に強い都市づくりガイドライン」の策定と普及、活用 
＜大阪府＞ 

大阪府建築都市部 

御坊市営島団地再生事業に関する取り組みとその成果 

＜和歌山県 御坊市＞ 

御坊市島団地対策室／神戸大学発達
科学部人間環境科学科平山研究室／
㈱現代計画研究所 大阪事務所 

第１回 

1998年度 

官民共同の新しいまちづくり活動支援 

＜兵庫県＞ 

阪神大震災復興市民まちづくり支援
ネットワーク 

官民協同の新しいまちづくり：西宮マリーナパークシティー 
＜兵庫県 西宮市＞ 

西宮浜地区事業者連絡調整会 
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【資料７】 
「第９回 関西支部研究発表会」 開催案内および発表の募集 

研究発表委員会 

 
支部の活動をより活発なものとし、会員の輪を広げることを目的として、若手研究者や行政、コ

ンサルタント等支部会員の皆様の研究発表・事例報告や交流の場として、「第９回関西支部研究発表
会」を下記の要領で開催します。 
 

（１）開催時期等今後のスケジュールと概要 
１）発表申込締切：2011 年 05 月 16 日（月） 
申込みは下記宛メールにより受け付けます。メールには、①論文題目、②発表者名（ふりがな）、
連名者名（ふりがな）、③会員番号（会員のみ）、④所属、⑤連絡先情報（電話、Fax、メールアド
レス）を明記下さい。 
２）原稿締切：2011 年 06 月 22 日（水） 
メールに原稿ファイルを添付して上記締め切り日までに送付下さい。 
原稿は「原稿執筆要領(下記 URL)」に従って作成し、Word と PDFファイル形式との両方を提出下
さい。 
（http://www.cpij-kansai.jp/commit/kenhap/2011/form.pdf） 
３）研究発表会：2011 年 07 月 23 日（土）10:00～17:00（表彰式・交流会 18:00～20:00） 
発表時間は一人あたり 8～10 分を予定しています。 
注）：発表申込み件数により少し変更が生じる可能性もあります。 
４）会 場：大阪市立大学文化交流センター・ホール（大阪駅前第２ビル６階） 
注)：申込者は後日編成するプログラムにそって、必ず発表ください。 

（２）応募資格 
発表者、連名者のいずれかが会員であること。 
（連名者が会員であれば発表者は非会員でも可。賛助会員による発表も歓迎します。） 

（３）研究発表内容について 
研究発表会では、都市計画、まちづくりに関する萌芽的研究の紹介、各地の先端的、ユニークな
都市計画事例報告等、関西支部会員の都市計画活動に参考になる研究発表を歓迎します。研究発表
の場での座長からの講評やフロアとのディスカッションをもとに、完成された研究論文に仕上げて
行かれることも期待します。 
なお、内容は関西支部研究発表会に相応しい内容を備えたものとし、その採否は研究発表委員会
に一任されることとします。 

（４）研究発表概要集 
発表者によって作成された A4 サイズ 4 ページの原稿を用い、研究発表概要集として冊子を作
成します。 
また、発表会後にＨＰ上にも掲載します。 

（５）発表申込料 
発表は１件 3,000 円で、発表会当日に徴収させていただきます。 

（６）奨励賞表彰 
すぐれた発表に奨励賞を授与します。 

（７）申込先・問合せ先（予定） 
〒574-8530 
大阪府大東市中垣内 3-1-1 
大阪産業大学工学部建築・環境デザイン学科 川口将武（編集担当） 
TEL：072-875-3001（内線 4301） FAX：072-870-7857 
E-Mail：masa@edd.osaka-sandai.ac.jp 
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【資料８】 
各種委員会委員の公募 

募集要領 
 
下記のような要領で、各種委員会の委員を公募します。 
委員会活動に加わり、学会活動を通じて、経験や学識を深めるとともに、ネットワークを広げた

いという意向をお持ちの方は、奮って応募ください。 
 
１.委員公募委員会(HP 掲載の常置委員会の業務参照のこと) 
・企画委員会    
・編集・広報委員会 
・国際交流委員会   
・研究発表委員会 
 (注：総務委員、会員会計委員、関西まちづくり賞委員は、支部委員としての経験者が望ましいと

考えられるため、募集の対象外とします。) 
 
２.応募資格および審査 
・本学会の会員であり、関西支部に所属する方。 
(応募時に非会員の方は、決定後入会することを原則とします。) 

・資格ではありませんが、コンサルタントや行政に勤務の方および学生の方の応募を期待します。 
・支部幹事会において応募内容を審議し、決定後直ちに、応募者に結果を報告します。 

   
３.応募方法 
・応募書類 

A4 用紙 1 枚に、応募する委員会名、氏名、連絡先、年齢、会員種別、略歴(学歴、職歴)、
これまでの業績の概要、学会活動に関する抱負をまとめ、支部長宛て提出してください。 

・応募時期 
毎年 7月末締め切り 

・提出先 
「応募書類」は、郵便またはファックスで下記にお送り下さい。 
(社)日本都市計画学会関西支部事務局 
〒540-6591 大阪市中央区大手前１丁目７番 31号 

大阪マーチャンダイズ・マートビル（ＯＭＭビル）13 階 
(財)大阪市都市工学情報センター内 
Tel: 06-6949-1950  Fax: 06-6949-1925 
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【資料９】 

日本都市計画学会関西支部役員および委員（2011 年 3 月 1 日現在） 

顧 問 天野 光三 三輪 泰司 森  康男 平峯  悠 

 土井 幸平 飯田 恭敬 浅野  誠 青山 吉隆 

 金井 萬造 藤田 健二 岩本 康男 安田 丑作 

 鳴海 邦碩 正木 啓子 千葉 桂司 榊原 和彦 

 杉原 五郎    

 

支部長 上原 正裕 兵庫県建築士事務所協会 2010 年国際シンポジウム実行特別委員会委員長 

副支部長 福島  徹 兵庫県立大学 会員・会計委員会委員長 

副支部長 増田  昇 大阪府立大学 創立 20周年記念事業実行委員会委員長 

副支部長 宮前 保子 スペースビジョン研究所 企画委員会委員長、2010 年国際シンポジウム実行

特別委員会副委員長 

幹事 一宮 大祐 兵庫県 企画委員会副委員長 

 加我 宏之 大阪府立大学 総務委員会副委員長 

 嘉名 光市 大阪市立大学 企画委員会副委員長 

 久保 光弘 久保都市計画事務所 関西まちづくり賞委員会副委員長 

 小浦 久子 大阪大学 創立 20周年記念事業実行委員会副委員長 

 柴田  祐 大阪大学 国際交流委員会委員長、2010 年国際シンポジウム

実行特別委員会副委員長、新しい都市計画教程研

究会副委員長 

 下村 泰彦 大阪府立大学 研究発表委員会委員長、 

 壽崎かすみ 龍谷大学 編集・広報委員会副委員長 

 髙谷 基彦 京都市 関西まちづくり賞委員会副委員長 

 田谷 孝壽 神戸市 企画委員会副委員長 

 田中 利光 大阪市 研究発表委員会副委員長 

 塚本 直幸 大阪産業大学 情報・ウェブ委員会委員長 

 久  隆浩 近畿大学 編集・広報委員会委員長、新しい都市計画教程

研究会委員長 

 平田富士男 兵庫県立大学 関西まちづくり賞委員会委員長 

 堀口 浩司 地域計画建築研究所 総務委員会委員長 

 松島 格也 京都大学 会員・会計委員会副委員長 

 三谷 哲雄 流通科学大学 情報・ウェブ委員会副委員長 

 山崎 義人 兵庫県立大学 国際交流委員会副委員長 

 渡瀬  誠 都市再生機構 関西社会連携交流特別委員会委員長、創立 20 周

年記念事業実行委員会副委員長 

 

 



- 26 - 

【常置委員会 委員】 

総務委員 佐久間康富 大阪市立大学 

 清水 紀行 地域計画建築研究所 

 中野真由美 ＵＲサポート 

 三宅 雅樹 都市・計画・設計研究所 

企画委員 臼田 利之 大阪市 

 大庭 哲治 京都大学 

 小川 雅司 羽衣国際大学 

 北口 昇 堺市 

 木戸 政視 兵庫県県土整備部 

 佐々木礼子 アイ・ディー・ビー 

 鈴木 正和 京都府河川課 

 高田 剛司 地域計画建築研究所 

 竹沢 宣之 大阪市 

 谷口 一朗 京都市 

 野坂 由佳 神戸市 

 重久 遼子 こうべまちづくりセンター 

 樋口 清士 地域未来研究所 

 紅谷 昇平 ひょうご震災記念 21世紀研究機構 

 水野 優子 武庫川女子大学 

 三宅 正弘 武庫川女子大学 

 渡瀬  誠 都市再生機構 

会員・会計委員 泉  英明 ハートビートプラン 

 牧野 純子 市浦ハウジング＆プランニング 

 松崎富士子 大阪市 

 松島 格也 京都大学 

 三崎 信顕 大阪府 

 山本 弘美 大阪市 

編集・広報委員 大塚 毅彦 明石工業高等専門学校 

 岡本 壮平 地域計画建築研究所 

 織田 敦史 神戸市 

 笹井  浩 総合調査設計 

 田中  康 ヘッズ 

 畠  仁志 兵庫県 

 前田 裕資 学芸出版社 

 山崎 寿一 神戸大学 

 山本 洋之 都市再生機構 

 吉田 長裕 大阪市立大学 

 古田 順正 大阪市 
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国際交流委員 荒谷 一平 兵庫県 

 大島 洋一 日本生命 

 金澤 成保 大阪産業大学 

 島田 昌寛 ジャス 

 田原 直樹 兵庫県立大学 

 沈   悦 兵庫県立大学 

 坊農曜志男 大阪市 

関西まちづくり賞委員 伊藤 裕文 兵庫県 

 木多 道宏 大阪大学 

 田中  康 ヘッズ 

 千葉 桂司 ＵＲサポート 

 西江  誠 大阪市 

 渡部 章郎 大林組 

研究発表委員 嘉名 光市 大阪市立大学 

 川口 将武 大阪産業大学 

 栗山 尚子 神戸大学 

 徳勢 貴彦 スペースビジョン研究所 

 吉積 巳貴 京都大学 

情報・Web 委員会 塚本 直幸 大阪産業大学  

 三谷 哲雄 流通科学大学 

 

【特別委員会】 

関西社会連携交流特別委員会 

         委員長  渡瀬  誠 都市再生機構 

         副委員長 寿崎かすみ 龍谷大学 

 豊嶋 慎治 兵庫まちづくり技術センター 

 中塚  一 地域計画建築研究所 

 難波  健 兵庫県 

 松崎富士子 大阪市 

 宮本三恵子 関西総合研究所 

新しい都市計画教程研究委員会 

         委員長  久  隆浩 近畿大学 

         副委員長 柴田  祐 大阪大学 

 岡田 昌彰 近畿大学 

 嘉名 光市 大阪市立大学 

 神吉紀世子 京都大学 

 坂井 信行 地域計画建築研究所 

 榊原 和彦 大阪産業大学 

 篠原  祥 大阪ガス 
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 下村 泰彦 大阪府立大学 

 瀬田 史彦 大阪市立大学 

 田谷 孝壽 神戸市 

 田中 利光 大阪市 

 波床 正敏 大阪産業大学 

 林田 大作 大阪工業大学 

 松村 暢彦 大阪大学 

創立 20周年記念事業実行委員会 

         委員長  増田  昇 大阪府立大学 

         副委員長 小浦 久子 大阪大学 

         副委員長 澤木 昌典 大阪大学 

         副委員長 渡瀬  誠 都市再生機構 

 泉  英明 ハートビートプラン 

 大庭 哲司 京都大学 

 加我 宏之 大阪府立大学 

 篠原  祥 大阪ガス 

 柴田  祐 大阪大学 

 武田 重昭 兵庫県立人と自然の博物館 

 堀口 浩司 地域計画建築研究所 

 山崎 義人 兵庫県立大学 

2010 年国際シンポジウム実行特別委員会 

         委員長  上原 正裕 兵庫県建築士事務所協会 

         副委員長 宮前 保子 スペースビジョン研究所 

         副委員長 中山  徹 奈良女子大学 

         副委員長 柴田  祐 大阪大学 

 嘉名 光市 大阪市立大学 

 栗山 尚子 神戸大学 

 柴田  祐 大阪大学 

 福永 真一 奈良県 

 山崎 義人 兵庫県立大学 

 湯浅 起人 奈良市 

 横井 昌彦 奈良県 
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