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関西支部役員および委員（2020年８月１日現在） 

 

支部長 川田 均 南海電気鉄道        

副支部長 岡 絵理子 関西大学  

 嘉名 光市 大阪市立大学  

 田中 康 ヘッズ  

幹事 泉 英明 ハートビートプラン 編集・広報委員会副委員長 

 大庭 哲治 京都大学 国際・交流委員会副委員長 

 岡井 有佳 立命館大学 企画委員会委員長 

 川口 将武 大阪産業大学 研究発表委員会副委員長 

木下 光 関西大学 国際・交流委員会委員長 

 小浦 久子 神戸芸術工科大学 関西支部 30周年特別委員会委員長 

 越山 健治 関西大学 復興検証・知識継承特別委員会委員長 

 酒本 恭聖 川西市 関西まちづくり賞委員会副委員長 

 佐久間 康富 和歌山大学 研究発表委員会委員長、関西支部 30周年特別

委員会副委員長 

 澤田 雅浩 兵庫県立大学 関西まちづくり賞委員会副委員長 

 武田 重昭 大阪府立大学 関西支部 30周年特別委員会副委員長 

 田中 みさ子 大阪産業大学 関西支部 30周年特別委員会副委員長 

 西江 誠 大阪市 企画委員会副委員長 

 波床 正敏 大阪産業大学 企画委員会副委員長 

 牧 紀男 京都大学防災研究所 関西まちづくり賞委員会委員長 

 松本 邦彦 大阪大学 総務委員会副委員長（総務担当） 

 三崎 信顕 大阪府 総務委員会副委員長（会計担当） 

 山口 敬太 京都大学 編集・広報委員会委員長 

 渡瀬 誠 大阪市 総務委員会委員長 

 

【常置委員会 委員】 

総務委員 大庭 矩文 市浦ハウジング＆プランニング  

 中井 翔太 地域計画建築研究所  

 東野 由起子 大阪市  

 松﨑 富士子 大阪市  

企画委員 麻生 美希 同志社女子大学 

 石野 理絵  大阪ガス  

顧 問 天野 光三 三輪 泰司 青山 吉隆 金井 萬造 

 岩本 康男 安田 丑作 鳴海 邦碩 正木 啓子 

 上原 正裕 福島  徹 宮前 保子 増田  昇 

 小谷 通泰 佐藤 道彦 日野 泰雄  
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 大塚 康央 大阪成蹊大学 

 大西 卓  竹中工務店  

 岸本 しおり ハートビートプラン  

 前田 陽子 ランドウォッチ研究所  

 茗荷 拓馬 神戸市  

 森 喜彦 兵庫県  

 矢野 勝史 大阪市  

 吉田 長裕 大阪市立大学  

 和田野 美久仁 京都市  

編集・広報委員 加登 遼 武庫川女子大学 

 木村 優介 京都大学  

 中山 哲也 都市再生機構  

 平山 淳基 大阪府 

 松下 藍子 地域計画建築研究所  

 南 愛 生駒市  

国際交流委員 大島 洋一 ジョーンズラングラサール  

 岡 絵理子 関西大学  

 栗山 尚子 神戸大学  

 沈 悦 兵庫県立大学  

 土屋 真一 竹中工務店  

 中野 雅弘 近畿建設協会  

 森田 恭平 市浦ハウジング＆プランニング  

 水野 優子 武庫川女子大学  

 坊農 曜志男 大阪ターミナルビル  

 本塚 智貴 明石工業高等専門学校  

 森吉 裕志 大阪ガス  

 山本 弘美   

関西まちづくり賞委員 泉 英明 ハートビートプラン  

 臼田 利之 大阪市 

 澤田 純一 兵庫県  

 高谷 和代 京都市 

 竹田 和真 東京ランドスケープ研究所大阪事務所  

 中野 茂夫 大阪市立大学 

 二宮 優子 神戸市 

 松田 麻里 総合計画機構 

研究発表委員 有田 義隆 パシフィックコンサルタンツ  

 清水 裕子 畿央大学  

 蕭 閎偉 大阪市立大学  

 田中 利光 大阪市  
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 徳勢 貴彦 スペースビジョン研究所  

 中野 光治 地域未来研究所 

 山口 行一 大阪工業大学  

 吉積 巳貴 立命館大学  

【特別委員会】 

復興検証・知識継承特別委員会 

 委員長 越山 健治 関西大学  

 副委員長 紅谷 昇平 兵庫県立大学  

 委員 石原 凌河 龍谷大学  

  大平 和弘 兵庫県立人と自然の博物館  

  木作 尚子 人と防災未来センター  

  中舎 翔 京都市  

  花田 真理 神戸市  

  安永 恒平 大阪市 

関西支部 30周年特別委員会 

 委員長 小浦 久子 神戸芸術工科大学  

 副委員長 田中 みさ子 大阪産業大学  

 副委員長 佐久間 康富 和歌山大学  

 副委員長 武田 重昭 大阪府立大学  

 委員 阿部 俊彦 立命館大学 

  石原 凌河 龍谷大学 

  大庭 哲治 京都大学 

  木村 優介 京都大学 

  笹尾 和宏 大林組 

  蕭 閎偉 大阪市立大学 

  白石 将生 昭和株式会社 

  野村 はな ヘッズ 

  橋本 晋輔 地域計画建築研究所 

  福本 優 兵庫県立人と自然の博物館 

  松尾 薫 大阪府大立学 

  松本 邦彦 大阪大学 

  矢吹 剣一 神戸芸術工科大学 

  山口 敬太 京都大学 

 


