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【第 1号議案】
2000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 　　　　　　　　主な議事および決定事項

第１回 １．「関西まちづくり賞」選考委員長の任命
2000.4.28 ２．国際都市計画シンポジウムのための協定締結

第２回 １．本部総会報告
2000.6.13 ２．１０周年記念事業予算収入の検討

３．ウランバートル都市計画視察について

第３回 １．１０周年記念事業進捗管理
2000.9.6 ２．支部ホームページ旧ページの扱いを検討

３．国際都市計画シンポジウム報告
４．「関西まちづくり賞」公募

第４回 １．支部連携状況報告
2000.12.6 ２．環境共生学会とのシンポジウム共催企画

３．第一回都市計画講演会、第二回都市計画講演会企画承認
４．支部だよりNo.15の発行企画

第５回
2001.2.7

１．
２．
３．
４．
５．

本部理事会報告
2001年度総会議案書原稿依頼
研究助成承認
１０周年記念事業、プログラム変更承認
第一回都市計画シンポジウム企画承認

第６回
2001.3.21

１．
２．
３．
４．

「関西まちづくり賞」報告、表彰式準備
2001年度総会議案書準備
2001年度予算案構成の検討
関西支部規定細則を改訂

  
参考：【資料１】
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２）都市計画シンポジウムの開催

　　１．第 1 回都市計画シンポジウムの開催

　　　　テーマ　：高密居住のアジア都市の未来と 21 世紀のまちづくり

　　　　基調報告：康　炳基（亀尾１大学学長）

　　　　　　　　「韓国の 2000 年都市計画法を通じてみたパラダイムシフト」

　　　　　　　　陳　亮全（国立台湾大学建築・都市計画研究所副教授）

　　　　　　　　「921 集集大地震から見た台湾の住民参加型まちづくり」

　　　　　　　　竹元　忠嗣（兵庫県県土整備部長）

　　　　　　　　「震災復興と今後のまちづくり」

　　　　パネルディスカッション

　　　　コーディネーター：安田　丑作（神戸大学教授）

　　　　パネラー　　　　：梁　　在（ソウル大学環境大学院教授）

　　　　　　　　　　　　　林 建元（国立台湾大学建築・都市計画研究所教授）

　　　　　　　　　　　　　小浦　久子（大阪大学大学院助教授）

　　　　　　　　　　　　　紺谷　幸蔵（都市基盤整備公団関西支社部長）

　　　　司　　会：増田　昇（企画・事業委員長　大阪府立大学大学院教授）

　　　　日　　時：2000 年 7 月 18 日（火）13:00～17:30

　　　　場　　所：神戸国際会議場

　　　　参加者　：200 名

　　　　共催団体：兵庫県、神戸市

　　　　後援団体：都市基盤整備公団関西支社

　　２．第 2 回都市計画シンポジウムの開催

　　　　テーマ：京都市都心の活性化と交通施策

　　　　　　　　－社会実験からの今後のまちづくりを考える－

　　　　基調報告：社会実験の成果と次に向けての展望

　　　　　　　　　岡本　　晋（京都市都市計画局理事）

　　　　　　　　　斉田六史郎（河原町商店振興組合理事長）

　　　　パネルディスカッション

　　　　コーディネーター：中川　大（京都大学大学院助教授）

　　　　パネラー　　　　：小谷　通泰（神戸商船大学教授）

　　　　　　　　　　　　　宗田　好史（京都府立大学助教授）
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　　　　　　　　　　　　　田中　耕造（京都市都市計画局）

　　　　　　　　　　　　　松山　哲也（京都新聞）

　　　　　　　　　　　　　高橋亮太郎（四条繁栄会商店振興組合）

　　　　　　　　　　　　　能村　　聡（京のアジェンタ 21 ﾌｫｰﾗﾑ ）

    　　　　　　　　　　　酒井　　弘（システム科学研究所）

　　　　　　　　　　　　　西嶋　直和（本能まちづくり委員会）

　　　　司　会　：増田　昇（企画・事業委員長　大阪府立大学大学院教授）

　　　　日　時　：2001 年 3 月 21 日（水）13:30～16:45

　　　　場　所　：元京都市立龍池小学校２階講堂

　　　　参加者　：150 名

　　　　共催団体：国土交通省、京都市

　　　　後援団体：京都新聞、（社）システム科学研究所

３）都市計画講演会の開催

１． 第 1 回都市計画講演会の開催

　　　　テーマ：先達に聞く－神戸のまちづくりを振り返って

　　　　　　　　－まちづくり条例制定 20 年－

　　　　講　師：垂水英司（元神戸市住宅局長・現神戸市住宅供給公社副理事）

　　　　聞き手：中山　久憲（神戸市都市計画局計画部主幹）

　　　　司　会：山嵜　章子（神戸市都市計画局計画部アーバンデザイン室）

　　　　日　時：2001 年 1 月 15 日（月）14:00～16:00

　　　　場　所：こうべまちづくり会館２階ホール

　　　　参加者：95 名

　　２．第 2 回都市計画講演会の開催

　　　　テーマ：地域通貨とまちづくり

　　　　　　　　－滋賀県草津市の地域通貨「おうみ」の実践－

　　　　講　師：山本　正雄（地域通貨おうみ委員会事務局、（財）草津市コミ

　　　　　　　　　　　　　　ュニティ事業団）

　　　　　　　　山口　洋典（地域通貨おうみ委員会事務局、（財）大学コンソ

　　　　　　　　　　　　　　ーシアム京都事務所）
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　　　　司　会：中村　　仁（大阪市立大学）

　　　　日　時：2001 年 3 月 2 日（金）14:0～16:30

　　　　場  所：大阪市立大学文化交流センター

　　　　参加者：35 名

４）都市計画事例研究会の開催

　　１．「まちづくりの知恵」編集に向けての取り組み

　当委員会は支部創立１０周年記念事業の「まちづくりの知恵」編集を

担当しておりリスト作成や知恵論文選定などの打合せのため、７回の委

員会を開催した。

　　２．公開談義の会開催

　１０周年記念事業実行委員会＜１００年部会＞と＜まちづくりの知

恵部会＞の取りまとめ中間報告をもとに公募による参加者を交え談義

　テーマ：関西まちづくり１００年の知恵に学ぶ

　報　告：

（１）交通基盤、環境基盤、供給・処理基盤の３部門の年表（案）

　について

＜１００年部会＞　部会長　　榊原和彦（大阪産業大学）

　　　　　　　　　副部会長　増田　昇（大阪府立大学）

　　　　　　　　　　　　　　澤木昌典（大阪大学）

（２）まちづくりの知恵論文集リスト（案）ほかについて

＜まちづくりの知恵部会＞　副部会長　堀口浩司（アルパック）

　　　　司　会　　　：正木啓子（事例研究委員会委員長）

　　　　日　時　　　：平成 13 年 2 月 23 日（金）15 時～17 時半

　　　　場　所　　　：大阪市難波市民学習センター

　　　　参加者　　　：17 名

５）広報について

　支部だよりＮｏ．１５を２００１年１月に発行した。支部ホームページ

　　（http://www.hept.himeji-tech.ac.jp/~cpikansai/）により、支部開催行
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　　事の案内、講演会やシンポジウムの概要や活動報告など、情報発信を行っ

　　た。

６）支部研究助成について

　　１．「震災復興・実態調査ネットワーク　景観・空地調査研究会」（代表：
　　　　齋木崇人）（継続）

　　２．「新時代の都市と交通に関する研究」（代表：小谷通泰）（新規）

７）国際交流活動について

　　１．委員会の開催記録

　　　　(1)2000年4月28日　2000年度活動方針および海外都市計画交流会の

　　　　　検討

　　　　(2)2000年5月16日　海外都市計画交流会の準備・打ち合せ

　　　　(3)2000年10月5日　海外都市計画交流会の反省会の開催

　　２．海外都市計画交流会の実施

　　　　(1)視察都市　モンゴル国ウランバートル市

　　　　(2)趣旨

　社会主義国であったモンゴルは、89年末から民主化運動が起こり、

90年7月に初めての複数政党による自由選挙が行われ、新憲法が制定

され、国名もモンゴル人民共和国からモンゴル国となった。ソ連経

済の破綻の影響を受け経済は混乱したが、94年ごろから西側諸国の

投資等によって新しい経済体制に移行しつつある。

　民主化という自由経済体制への移行、遊牧の民の都市への定住な

どは、テレビ等で報道されている、ストリート・チルドレンの問題

や家畜の大量死などを引き起こしている。このようなウランバート

ルの都市状況を視察し、モンゴルの都市を理解するとともに、都市

環境改善の可能性を探る目的で、本視察は企画された。

　　　　(3)参加者

　鳴海邦碩（団長・大阪大学）／澤木昌典（大阪大学）／江川直樹

（現代計画研究所）／上甫木昭春（大阪府立大学）／土井幸平（大
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阪市立大学）／角野幸博（武庫川女子大）／岩本康男（大阪市）／

佐藤道彦（大阪市）／池田順一（都市工学情報センター）／田中雅

人（大阪ガス）

　　　　(4)日程

　　　　　出発　2000年8月12日（第一陣）

　　　　　出発　2000年8月16日（第二陣）

　　　　　帰国　2000年8月20日

　　　　(5)主な交流会

◆2000年8月14日　青年海外協力隊（建築、都市計画関連隊員）との

懇談会、参加者：塩月恵里（横浜市所属、配属先、モンゴル建設建

築事業団）他

◆2000年8月15日　モンゴル建設建築事業団　副局長Gombo Myagmar

氏からレクチャーを受け、意見交換

◆2000年 8月18日　ウランバートル市都市計画関連担当者

B.Tumurkhuyag氏およびNarangerel.G氏からレクチャーを受け、意見

交換

　　３．都市計画国際交流会の実施

　　　　(1)テーマ　：モンゴル都市の近年の状況

　　　　(2)話題提供：松村茂久（日建設計・東京）

　　　　(3)日　時　：２０００年５月１６日（火）

　　　　　　　　　　　　１８：００～２０：００

　　　　(4)場　所　：大阪大学工業会館　会議室　電話：06-6344-6171

　　　　　　　　　　　　大阪市北区堂島２丁目２－２　近鉄堂島ビル２０階

８）2000 年国際都市計画シンポジウム報告

　　１．経緯とテーマ

　日・韓・台３国の都市計画学会が持ち回りで主催する標記シンポジウ

ムは，2000 年は日本の担当となり，関西支部が主体となって神戸市で

開催された．

(1) 全体テーマ：Prospect for City Planning in 21st Century「21世紀

　 の都市計画の展望」
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(2) 具体的分野：

　　　1.Creation of Safe and Reliable City against Disaster

　　　2.Creation of the New Attraction of the City

　　　3.Creation of Sustainable City

　　　4.Citizen Participation in City Planning

　　２．開催要領

主　催：（社）日本都市計画学会，同関西支部

共　催：兵庫県，神戸市

後　援：都市基盤整備公団関西支社

開催地：神戸市ポートアイランド国際会議場

期　日：2000年 7月 17日（月）－19日（水）

　　３．シンポジウムの概要

2000 年 7 月 16 日（日）

18:30〜20:00 ウェルカムパーティー（ホテルサンルートソプラ神戸）

2000 年 7 月 17 日（月）

9:30〜10:30 オープニングセッション（国際会議室）

11:00〜12:00 基調講演（国際会議室）　　新野　幸次郎（神戸大学名

誉教授）

13:00〜17:00 論文発表（国際会議室，会議室 501，502）

2000 年 7 月 18 日（火）

9:20〜12:00 論文発表（国際会議室，会議室 501，502）

13:00〜17:00 公開シンポジウム（国際会議室）

17:00〜17:30 クロージングセッション（国際会議室）

18:00〜20:00 レセプション（レセプションホール）

2000 年 7 月 19 日（水）

9:30〜17:00 テクニカルツアー（淡路花と緑の博覧会会場，震災復興地

区等）

　　４．参加者数と講演数

(1)参加者数：会議参加者 223 名（韓国 42 名，台湾 38 名，日本 143 名）
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　　　　　　公開シンポジウム参加者　約 200 名

　　　　　　テクニカルツアー参加者　　112 名

(2)講演数：会議　基調講演：1件（日本），一般論文：48 件（日本 22　件，

　　　　　 韓国 16 件，台湾 10 件）

　　　　　 公開シンポジウム　基調報告：3件（日本，韓国，台湾各 1

　　　　　 名）パネルディスカッション

　　５．実行組織

(1)組織委員会

　　委員長：森　康男（日本都市計画学会関西支部前支部長　大阪大学

　　　　　　大学院教授）

　　委　員：海老澤一博（都市基盤整備公団関西支社都市整備第二部部

　　　　　　長　前任）

　　　　　　井守　博（都市基盤整備公団関西支社都市整備第二部部長

　　　　　　後任）

　　　　　　鳴海邦碩（大阪大学大学院教授）

　　　　　　南部隆秋（兵庫県理事）

　　　　　　松下綽宏（神戸市都市計画局長）

　　　　　　安田丑作（神戸大学教授）

　　　　　　横田耕司（近畿地方建設局企画部長）

　　監　事：金井萬造（地域計画建築研究所社長）

　　　　　　村田武一郎（奈良県立商科大学教授）

(2)実行委員会

　　委員長：森　康男（大阪大学大学院）

　　副委員長：鳴海　邦碩（大阪大学大学院），安田　丑作（神戸大学）

　　総務部会：鳴海　邦碩（大阪大学大学院）

　　会計部会：新田　保次，飯田　克弘，松村　暢彦（大阪大学大学院）

　　公開シンポ部会：増田　昇（大阪府立大学），田原　直樹（姫路工

　　　　　　　業大学）

　　会場運営部会：浅野　誠（（株）日建設計），末包　伸吾（神戸大学）

　　広報部会：福島　徹（姫路工業大学），堀口　浩司（（株）地域計画

　　　　　　　建築研究所）



9

　　視察部会：難波　健（兵庫県），山本　隆（神戸市），稲田　進（都

　　　　　　　市基盤整備公団）

　　　　　　　池脇　司郎（前任），佛坂　隆雄（後任）

　　学術部会：藤田　壮，澤木　昌典（大阪大学大学院）

　　事務局　：池田　順一（日本都市計画学会関西支部事務局）

６．決算

　　収入決算：日本都市計画学会　　　 ¥1,560,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本部¥1,260,000，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西支部¥300,000）

　　　　共催・後援団体負担金　¥7,500,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兵庫県，神戸市，都市基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盤整備公団各¥2,500,000）

　　　　登録料収入　　　　　　 ¥1,378,000

　　　　その他収入　　　 　　  ¥396,147

　　　　　　　　　計　　　　　　　　 ¥10,834,147

　　支出決算：会議運営費 　　　　 ¥6,875,620

　　　　　　　　　　　パーティー費　　　　　 ¥819,710

　　　　論文集作成費　　　　　 ¥2,814,797

　　　　　　　テクニカルツアー費     ¥324,020

　　　　　　計　　　　　　　　 ¥10,834,147

９）関西まちづくり賞について

　　１．2000 年 11 月６日：第１回委員会の開催

　　　　　2000 年度関西まちづくり賞募集要項の検討

　　２．2001 年２月 19 日：第２回委員会の開催

　　　　　2000 年度関西まちづくり賞の審査

　　３．2001 年３月 21 日：幹事会の開催

　　　　　2000 年度関西まちづくり賞の決定
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10）関西支部創立 10 周年記念事業実行委員会の活動について

１． 実行委員会の開催

(1)2000 年 4 月 28 日　第５回委員会

　　各部会の進捗状況の報告と今後のスケジュール確認

　　　　(2)2000 年 6 月 30 日　第 6回委員会

　　　　　　「１００年の歩み」と「まちづくりの知恵」の成果を合本編集す

　　　　　　ることに。

　　　　(3)2000 年 8 月 4 日　第７回委員会

　　　　　　１０周年記念事業実行計画原案の検討

　　　　(4)2000 年 12 月 6 日　第８回委員会

　　　　　　１０周年記念事業実行計画案の確定（１月末発行の支部だよりに

　　　　　　掲載）

　　　　　　実行予算の再検討

　　　　(5)2001 年 2 月 7 日　第９回委員会

　　　　　　記念論文集部会の設置（部会長中川大、副部会長三輪康一）

　　２．１０周年記念事業実行計画案の内容

　　　　《趣旨》

　10 周年を期して関西都市計画の 100 年をふりかえるとともに、新世

紀・新世代の都市計画を展望して支部活動の今後をみつめることを記

念事業のねらいとし、先達・中堅・若手の交流を図る。とくに次世代

を担う若手の参画を得て行いたい。

　　　《記念行事日程》

 　　　日時    2001 年（平成 13 年）10 月 10 日（水）

         午前　9：30～研究発表会（若手研究者・技術者からの論文を中心に）

         午後 12：00～研究交流会（研究発表会に引き続き行う）

         午後 13：00～記念講演（企画中）

         午後 15：00～記念フォーラム（企画中）

         午後 18：00～記念式典及び記念懇親会

 　　　場所    大阪市内

　　　《テーマ（仮）》次世代の都市計画――関西からの発信
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　　　《記念事業》

(1)「関西支部 10 年の歩み」（支部 10 年間の活動記録を小冊子にま

とめる。）

(2)「関西都市計画の知恵 100 年」（関西の 100 年をふりかえり各府

県・主要都市の都市計画年表一覧とまちづくりの知恵事例集を冊

子・CD 版にまとめる。）

(3)「都市計画の将来展望論集」（都市計画の専門・専門外の中堅メ

ンバーをスピーカーとするディベートを記録し冊子にまとめまる。）

(4)「記念論文集」（大学の若手研究者、民間・行政の若手技術者か

ら学術研究論文・技術報告論文を募集し論文集として刊行、研究発

表会の資料とする。）

(5)「会員プロフィール集」（賛助会員から原稿を募って支部ホーム

ページに掲載する。）
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【第 2号議案】
2000 年度日本都市計画学会関西支部　決算（案）

収入の部（一般会計）
大科目 中科目 予算額 決算額 増減 摘　要

会費 4,851,000 4,940,800 89,800

支部交付金(1) 100,000 100,000 0 基本額

支部交付金(2) 1,079,000 1,060,800 ▲18,200 正会員交付金

支部交付金(3) 3,672,000 3,780,000 108,000 賛助会員交付金

支部交付金(4) 0 0 0 受託研究事務費

事業収入 事業参加費 300,000 76,000 ▲224,000 講演会・シンポジウム参加費

繰入収入 繰入金収入 92,806 92,806 0

その他収入 利息等雑収入 194 1,675 1,481 銀行利息，手数料払戻し等

収　入　合　計 5,244,000 5,111,281 ▲132,719

支出の部（一般会計）
大科目 中科目 予算額 決算額 増減 摘　要

管理費 2,210,000 1,947,399 ▲262,601

給与手当等 400,000 387,940 ▲12,060 事務局ｱﾙﾊﾞｲﾄ給与，日当等

会議費 250,000 41,180 ▲208,820 会場費，会議諸経費等

旅費交通費 400,000 308,290 ▲91,710 会議出席交通費等

通信運搬費 10,000 17,810 7,810 会議通知郵送料，振込手数料等

消耗品費 50,000 92,179 42,179 フロッピー，文具等

事務局運営費 1,100,000 1,100,000 0 事務局使用経費，事務員給与，事務経費

事業費 2,258,000 1,801,044 ▲456,956

支部便り作成 445,000 401,065 ▲43,935 広報（支部便り１号分：給与(執筆謝礼・ｱﾙﾊﾞｲ

ﾄ代)，印刷，郵送，複写，現像，焼付等）

講演会等企画

事業

760,000 524,672 ▲235,328 企画（講演会3回，シンポ2回(含国際シンポ)：

給与 (講師謝礼，ｱﾙﾊﾞｲﾄ代)，会場，印刷，

郵送費等）

総会開催 253,000 198,520 ▲54,480 総務（2000年度総会関連費：給与(ｱﾙﾊﾞｲﾄ

代)，会場，印刷，郵送費等）

事 例 研 究 会 100,000 92,402 ▲7,598 事例（ワークショップ１回：給与 (講師謝礼・交

通費)，印刷,会場等）

国際事業 140,000 130,185 ▲9,815 国際（交通費、資料収集等）

インターネット 260,000 254,200 ▲5,800 広報（ＨＰ更新、サーバー管理等）

研究助成 300,000 200,000 ▲100,000 総務（研究助成）

            受託研究事務費 0 0 0

予備費 予備費 751,000 0 ▲751,000 新規事業等

繰越金 次年度繰越 25,000 1,362,838 1,337,838

支　出　合　計 5,244,000 5,111,281 ▲132,719
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日本都市計画学会関西支部創立１０周年記念事業特別会計決算（案）

収入の部
大科目 中科目 予算額

('99～'01)
決算額
('99～'00)

摘要

繰入収入 繰入金収入 3,121,703 3,121,703
事業収入 冊子等販売収入 2,200,000 0
その他収入 利子等雑収入 0 2,815 銀行利子
収入合計 5,321,703 3,124,518

支出の部
大科目 中科目 予算額

('99～'01)
決算額
('99～'00)

摘要

１０周年記念事
業

会議開催費 1,400,000 165,265 実行委員会・部会の開催
に伴う交通費・事務経費
等

記念誌発行費 2,550,000 144,400 執筆者打合せ経費、原稿
料、印刷費等

シンポジウム開催費 340,000 22,106 会議費、講師謝金等
記念式典費 300,000 0 会場費等
予備費 731,703 0
次年度繰越 0 2,792,747

支出合計 5,321,703 3,124,518

2000 年度まちづくり賞基金決算（案）

収入の部
大科目 中科目 決算額 摘要

繰入収入 繰入金収入 275,378
その他収入 利子等雑収入 128 銀行利子
収入合計 275,506

支出の部
大科目 中科目 決算額 摘要

まちづくり賞 給与手当等 5,000 アルバイト給与
印刷費 20,637 チラシ印刷費等
通信運搬費 25,815 郵送費、振込手数料
消耗品費 56,490 まちづくり賞賞状、盾等
次年度繰越 167,564

支出合計 275,506
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【第 3号議案】

2001年度日本都市計画学会関西支部活動方針(案)

１）事務局体制の整備

　支部活動の円滑化を図るために，支部ホームページ等を活用して，事務の
合理化を行い，事務局体制の整備に努める．

２）会員サービスの改善と会員の募集活動

　賛助会員及び学会員に対して、会員サービスを改善して会員の募集の活動

を前進させるために、支部創立 10 周年の記念事業と関連させて「会員プロ

フィール」を募集し、支部のホームページに掲載する。学生会員を対象とし

て、記念行事日に研究交流会を企画し、学会学生会員と社会人（行政、企業、

コンサルタント）との交流を実施する。

　今後、賛助会員や学会員の意向を把握しつつ、会員サービスの改善に取り

組み、会員の拡大をはかる。

３）都市計画シンポジウムの開催

都市計画シンポジウムを２回開催する．

４）都市計画講演会の開催

都市計画講演会を２回開催する．

５）都市計画事例研究会の開催

　関西支部創立１０周年記念事業の「まちづくりの知恵」の編集作業及び

広く一般に配布することを目的とする小規模なワークショップを開催する。

６）広報について(支部だより，支部ホームページ)

　支部だよりＮｏ．１６を２００２年１月に発行予定。支部ホームページ



15

を活用した、支部開催行事の案内、講演会やシンポジウムの概要や活動紹

介などなど、情報発信・サービスの充実を図る。

７）支部研究助成について

　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２】

８）国際交流の推進

　年１回、都市計画国際交流会を開催し、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を行なう。さらに、東アジア、東南アジア等

に都市計画視察団を派遣し、交流を深める。また、関西と関連が深い国際

的な都市計画専門家の人的ネットワーク形成を推進する。

９）関西まちづくり賞について

　関西で実施された顕著なまちづくり事業ならびに活動の成果を顕彰する
ために関西まちづくり賞の表彰を行う．　　　　　　　　参考：【資料３】

10）関西支部創立 10周年記念事業の推進

　いよいよ今年が本番です。実行計画案に基づき６つの部会を中心に事業

の充実を推進します。若手会員、賛助会員をはじめ、今後より多くの会員

の積極的な参画を求めて進める予定にしています。
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【第 4号議案】

2001年度日本都市計画学会関西支部予算(案)
収入の部(一般会計)
大科目 中科目 予算額 摘　要

4,730,800
支部交付金(1) 100,000 基本額
支部交付金(2) 1,099,800 正会員交付金

会費

支部交付金(3) 3,531,000 賛助会員交付金
事業収入 事業参加費 150,000 講演会・シンポジウム参加費
繰入収入 繰入金収入 1,362,838
その他収入 利息等雑収入 162 銀行利息，手数料払戻し等

収　入　合　計 6,243,800

支出の部(一般会計)
大科目 中科目 予算額 摘　要

2,322,800
給与手当等 432,800 事務局ｱﾙﾊﾞｲﾄ給与，日当等
会議費 230,000 会場費，会議諸経費等
旅費交通費 400,000 会議出席交通費等
通信運搬費 10,000 会議通知郵送料，振込手数料等
消耗品費 50,000 フロッピー，文具等

管理費

事務局運営費 1,200,000 事務局使用経費，事務員給与，事務経費

1,912,000
支部便り作成 438,000 広報（支部便り１号分：給与(執筆謝礼・ｱﾙﾊﾞｲﾄ代)，

　　　印刷，郵送，複写，現像，焼付等）
講演会等企画事業 535,000 企画（講演会２回，シンポ１回：給与 (講師謝礼，

　　　ｱﾙﾊﾞｲﾄ代)，会場，印刷，郵送費等）
総会開催 253,000 総務（2000年度総会関連費：給与(ｱﾙﾊﾞｲﾄ代)，会場，

　　　印刷，郵送費等）
事例研究会 100,000 事例（ワークショップ１～２回：給与 (講師謝礼

　　　・交通費)，印刷,会場等）
国際事業 140,000 国際（交通費，資料収集等）
インターネット 246,000 広報（ＨＰ更新、サーバー管理等）

事業費

研究助成 200,000 総務（研究助成）

予備費 予備費 1,200,000 10周年記念事業事業収入の一時的な立て替え等

繰越金 次年度繰越 809,000
支　出　合　計 6,243,800

補 1　関西まちづくり賞の基金を増額していく．

現在の「まちづくり賞基金」残高　167,564 円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　参考：【資料４】
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日本都市計画学会関西支部創立 10周年記念事業特別会計予算（案）

収入の部
大科目 中科目 予算額

('０１～)
繰入収入 繰入金収入 2,792,747
事業収入 冊子等販売収入 1,200,000
登録料収入 論文登録料収入 200,000
その他収入 利子等雑収入 2,253
収入合計 4,195,000

支出の部
大科目 中科目 　　　予算額

　　('99～'01)

１０周年記念事業 会議開催費 365,000
記念誌発行費 2,650,000
シンポジウム開催費 200,000
記念式典費 300,000
予備費 180,000
まちづくり賞基金へ 500,000

支出合計 4,195,000
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【第 5号議案】
2001～2002年度日本都市計画学会関西支部役員選出について

　支部規定第 5条，第 6条および第 8条の規程により，2001年度の支部長
および 2001～2002年度の役員を選出する．　　　　　　参考：【資料５】

【参考】

日本都市計画学会関西支部規程（関連部分の抜粋）

［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 若干名
(4) 監　事 ２　名

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　前条に定める支部役員は，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条および第7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する．

２　 (省略)
［支部役員の任期］
第 8 条　支部役員の任期は 2 年とし，再任をさまたげない．ただし，支部長の

任期は原則として 1年とする．
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．
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【資料１】
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・事業委員会
(3)会員・会計委員会
(4)編集・広報委員会
(5)事例研究委員会
(6)国際交流委員会
(7)関西まちづくり賞選考委員会
(8)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・事業委員会は，支部の行う学術活動，および事業の企画，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　事例研究委員会は，都市計画の実施事例の調査研究を行う．
６　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．

７　関西まちづくり賞選考委員会の事務分担は，別に定める「関西まちづく
り賞選考委員会要項」による．

８．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，委員若干名によって構成する．
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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　委員長は，幹事の中から支部長が委嘱する．
４　委員は，支部会員の中から支部長が委嘱する．
５　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．

［補足］
この細則は 1991年 12月 3日から施行する．
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【資料２】
調査研究会応募要領(2001年度)

1．対象研究 支部会員のグループによる都市計画に関するあらゆる分野の研
究

2．助成額 本年度は 1調査研究会あたり年 10万円までの助成を予定してい
ます．

3．応募要領 支部会員 3名以上の発起人の連名で，次の事項を明記した「研究
計画書」を添えた「調査研究会設立願い」(いずれも，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．なお，支部
研究助成のうち少なくとも一件は若手研究者に優先的に割り当
てる．

1)研究会の名称
2)研究の目的
3)研究会構成員(10名程度)の名簿
4)研究会代表者(研究会委員長)の氏名
5)研究予定期間
6)予算
7)研究計画の概要

4．送付先 （社）日本都市計画学会関西支部事務局
〒556-0017　大阪市浪速区湊町１丁目４番１号
OCAT ビル 4階（財）大阪市都市工学情報センター内
Tel.:06-6647-1910   Fax.:06-6647-1920 へ，郵便またはファッ
クスでお送り下さい．

5．応募締切 2001年 7月末日
6．その他 支部幹事会で審議の後，研究会設置と助成の可否を発起人あてに

8月中に連絡します．なお，研究会の設置期間は 2年間を越えな
いものとし，研究成果は適切な方法で会員に発表していただきま
す．
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【資料３】
　　　　2001200120012001年度年度年度年度

　関西まちづくり賞候補募集のお知らせ　関西まちづくり賞候補募集のお知らせ　関西まちづくり賞候補募集のお知らせ　関西まちづくり賞候補募集のお知らせ（予定）（予定）（予定）（予定）

関西まちづくり賞の候補を募集します。

都市計画学会関西支部では、毎年関西におけるまちづくりに関する顕著な業績の表彰を行っ

ております。表彰の対象は、まちづくりに関連する調査・研究の成果、計画・設計・事業の成果、

および、まちづくり活動などの業績を通じて、都市計画の進歩・発展に著しい貢献をしたものと

します。規模は小さくても他の範になり、志に溢れたもの、未来を切り開く豊かな着想のもの、

地味だが緻密で着実なもの、種種の困難を乗り越えたもの、などで自薦、他薦を問いません。

募集要項募集要項募集要項募集要項

１． 授賞対象：　まちづくりに関する調査・研究、計画、設計、事業の成果などの業績、および、まちづ

くり活動の業績などを通じて、都市計画の進歩・発展に顕著な貢献をしたもの、または、すぐれた特

色を有する画期的な業績であると認められるもので、支部会員が直接関与したものとする。

２． 応募範囲：　1999 年１月１日から 2001 年 12 月 31 日までに行われたまちづくりに関する業績

３． 応募もしくは推薦資格：

2001 年 12 月現在、応募者は（社）日本都市計画学会関西支部に所属する会員または賛助会員で

あること。ただし、本会員の推薦があればこの限りでない。

４． 応募方法：

　支部会員の自薦または他薦とし、支部所定の様式で提出して下さい。様式はインターネットで支部

のホームページ（http://www.hept.himeji-tech.ac.jp/~cpikansai/）をご覧ください。

５． 応募期限：　2002 年 1 月 20 日必着

６． 選考と表彰：　（社）日本都市計画学会関西支部内に設置された選考委員会（委員長：青山吉隆）

が行い、2002 年度（社）日本都市計画学会関西支部通常総会（４月予定）にて表彰します。表彰に

あたってはプレゼンテーションをお願いいたします。

７． 提出先・応募に関する問い合わせ先：

（社）　日本都市計画学会　関西支部　事務局

〒556-0017　　大阪市浪速区湊町１丁目４番１号

大阪シティエアターミナルビル４階(OCAT ビル４階)

Tel．：06-6647-1910／Fax．：06-6647-1920／E-MAIL kansai@cp-n.com

注：上記は現時点での予告です．正式な要項は，本年９月頃広報いたしますの

で，それまで推薦候補を吟味頂き，インターネットで支部のホームページをご

確認の上，ご応募下さい．

mailto:kansai@cp-n.com
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８．受賞実績事例（参考）

　　○阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク

　　　　（対象事業　神戸市における住民主体のまちづくり活動支援）

　　○西宮浜地区事業者連絡調整会

　　　　（対象事業　官民協同の新しいまちづくり：西宮マリナパークシティ）

　　○大阪府建築都市部

　　　　（対象事業　「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）

　　○御坊市島団地対策室・神戸大学平山研究室・現代計画研究所

　　　　（対象事業　御坊市島団地事業に関する取り組みとその成果）

　　○震災復興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

　　　　（対象事業　震災復興新長田駅北地区東部のまちづくり）

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

　　　　（対象事業　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）

提出先・応募に関する問い合わせ先：

（社）　日本都市計画学会　関西支部　事務局

〒556-0017　　大阪市浪速区湊町１丁目４番１号

大阪シティエアターミナルビル４階(OCAT ビル４階)

Tel．：06-6647-1910／Fax．：06-6647-1920／E-MAIL kansai@cp-n.com

注：上記は，現時点での予告です．正式な要項は，9月頃広報致しますので，そ

れまで，推薦候補を吟味いただき，インターネットページで確認の上，ご

応募ください．

関西まちづくり賞の選考委員名簿（2000 年度）

委員長　青山　吉隆　京都大学大学院工学研究科土木システム専攻教授

委員　　鳴海　邦碩　大阪大学大学院工学研究科環境工学専攻教授

　　　　浅野　誠　　（株）日建設計大阪本社理事代表付

　　　　上甫木昭春　大阪府立大学大学院農学生命科学研究科農学環境科学専

　　　　　　　　　　攻助教授

　　　　正木　啓子　大阪府都市整備推進センター審議役

　　　　橋本　孝正　（株）ニュージェック大阪本社顧問

　　　　山崎　靖生　兵庫県県土整備部参事

　　　　田中　尚人　京都大学大学院工学研究科環境地球工学専攻助手

mailto:kansai@cp-n.com


24

【資料４】

日本都市計画学会（関西支部）会員数

各年度末 ’００年 ’９９年 ’９８年 ’９７年 ’９６年 ’９５年 ’９４年 ’９３年 ’９２年 ’９１年 支部発足時

'01.3.16 '00.1.21 '99.2.17 '98.3.31 '97.3.31 '96.3.31 '95.3.31 '94.3.31 '93.3.31 '92.3.31 '91.9.2

名誉会員 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1

顧問 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0

正会員 850 835 817 786 759 757 723 701 641 649 648

外国人会員 29 31 35 34 30 39 32 26 21 17 14

学生会員 13 23 31 40 27 14 9 21 23 34 35

賛助会員 104 111 113 118 118 119 119 119 105 95 44

合計 998 1002 1000 981 935 930 884 868 791 796 742

  
(支部交付金 交付書にもとづいて算出)
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【資料５】

日本都市計画学会関西支部役員および委員（2001年 3月 31日現在）

氏名 勤務先
顧問 天野光三 大阪産業大学

紙野桂人 帝塚山大学
西村　昂 大阪市立大学
三輪泰司 （株）地域計画建築研究所

2000年都市計画
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ組織委員長 森　康男 大阪大学
支部長 平峯　悠 大阪高速鉄道㈱
副支部長 土井幸平 大阪市立大学（10周年記念事業実行委員長）

郡山正久 NPO大阪湾研究ｾﾝﾀｰ
青山吉隆 京都大学（関西まちづくり賞選考委員長）

幹事 飯田恭敬 京都大学
安田丑作 神戸大学
藤田健二 大阪府
岩本康男 大阪市
浅野　誠 ㈱日建設計（総務委員長）
金井萬造 （株）地域計画建築研究所（会員・会計委

員長）
　 増田　昇 大阪府立大学（企画・事業委員長）

鳴海邦碩 大阪大学（国際交流委員長）
福島　徹 姫路工業大学（編集・広報委員長）
正木啓子 ㈱都市整備推進センター（事例研究委員長）
中川　大 京都大学（企画・事業副委員長）
小浦久子 大阪大学（企画・事業副委員長）
上甫木昭春 大阪府立大学
堀口浩司 （株）地域計画建築研究所（事例研究副委

員長）
監事 榊原和彦 大阪産業大学

村田武一郎 奈良県立商科大学
総務委員 神吉紀世子 和歌山大学

山本　聡 姫路工業大学
波床正敏 大阪産業大学
三谷哲雄 流通科学大学
松中亮治 京都大学

企画・事業委員 澤木昌典 大阪大学
中村　仁 大阪市立大学
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上原正裕 兵庫県
高橋　徹 大阪市
山嵜　章子 神戸市
河端　秀直 （株）日建設計
寺田　高久 （株）環境開発研究所
濱口和雄 （株）総合計画機構

会員・会計委員 渡瀬　誠 大阪市
田中尚人 京都大学
田口智弘 （株）地域計画研究所

編集・広報委員 飯田克弘 大阪大学
大塚毅彦 明石工業高等専門学校
坂井信行 （株）地域計画建築研究所
田中　康 ㈱ヘッズ
久　隆浩 近畿大学
前田裕資 ㈱学芸出版社
増田昌彦 大阪府
松村秀弦 都市基盤整備公団
名倉重晴 神戸市
若井富美代 大阪市
和田真理子 神戸商科大学

事例研究委員 梶山善弘 大阪府
佐藤道彦 大阪市
高田剛司 ㈱地域計画建築研究所
高谷基彦 京都市
谷口一朗 京都市
寺本　譲 大阪市
中井　豊 中井都市研究室
難波　健 兵庫県
橋本宗明 神戸市
林　倫子 兵庫県
春名誠治 （財）神戸市開発管理事業団
松村暢彦 大阪大学
三崎信顕 寝屋川市
山本　清 日本キリスト教会神学校

国際交流委員 田原直樹 姫路工業大学
藤田　壮 大阪大学
宗田好史 京都府立大学
末包伸吾 神戸大学
宮前保子 京都造形芸術大学
佐藤道彦 大阪市
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特別委員会：

10 周年記念事業実行委員会名簿

　（2001 年 3 月 31 日現在、順不同、敬称略）

　岩本　康男　（副委員長）

　金井　萬造

　神吉　紀世子

　小浦　久子

　正木　啓子

　榊原　和彦

　土井　幸平　（委員長）

　福島　徹

　堀口　浩司

　増田　昇

　山本　清

　池田　順一　（事務局）

＜式典部会＞

　岩本　康男　大阪市　（部会長）

　金井　萬造　アルパック　（副部会長）

　渡瀬　誠　　大阪市

　阿部　正和　大阪市

　高田　剛司　アルパック

　田中　尚人　京都大学

　池田　順一　（事務局）

＜100 年部会＞

　榊原　和彦　大阪産業大学　（部会長）

　増田　昇　　大阪府立大学（副部会長）

　塚本　直幸　大阪産業大学

　波床　正敏　大阪産業大学

　澤木　昌典　大阪大学

　加我　宏之　大阪府立大学

　平野　浩　　大阪府

　浅井　敏彦　大阪府

　上原　正裕　兵庫県

　川崎　正信　兵庫県

　井上　達夫　奈良県

　福森　正則　奈良県

　石田　勉　　滋賀県

　藤田　靖男　和歌山県

　坊農　曜志男　大阪市

　熊田　典彦　神戸市

　秋山　智則　京都市

＜まちづくりの知恵部会＞

　池田　順一　(財）大阪市都市工学情報

　　　　　　　センター

　梶山　善弘　大阪府

　佐藤　道彦　大阪市

　高田　剛司　㈱地域計画建築研究所

　髙谷　基彦　京都市

　谷口　一郎　京都市

　寺本　譲　　大阪市

　中井　豊　　中井都市研究室

　難波　健　　兵庫県

　橋本　宗明　神戸市

　春名　誠治　(財)神戸市開発管理事

　　　　　　　業団

　堀口　浩司　㈱地域計画建築研究所

　　　　　　（副部会長）

　正木　啓子　㈱都市整備推進センター

　　　　　　（部会長）

　松村　暢彦　大阪大学

　三崎　信顕　寝屋川市

　山本　清　　日本キリスト教会神学校
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＜将来展望部会＞

　小浦　久子　大阪大学　（部会長）

　神吉　紀世子　和歌山大学（副部会長）

　上甫木　昭春　大阪府立大学

　松村　暢彦　大阪大学

　橋爪　伸也　大阪市立大学

＜支部 10年の歩み部会＞

　福島　徹　　姫路工業大学（副部会長）

　土井　幸平　大阪市立大学　（部会長）

　日野　泰雄　大阪市立大学

　赤崎　弘平　大阪市立大学

　吉田　長裕　大阪市立大学

＜記念論文集部会＞

　中川　大　　京都大学　（部会長）

　三輪　康一　神戸大学　（副部会長）

　下村　泰彦　大阪府立大学

　三谷　哲雄　流通科学大学

　藤田　忍　　大阪市立大学

　藤本　真理　姫路工業大学

　金井　文宏　都市文化研究所

　近藤　隆二郎　滋賀県立大学

＜環境共生学会との共催事業連絡＞

　青山　吉隆　京都大学

　鳴海　邦碩　大阪大学

　土井　幸平　大阪市立大学
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社団法人　日本都市計画学会関西支部
http://www.hept.himeji-tech.ac.jp/~cpikansai/

〒556-0017　大阪市浪速区湊町 1丁目 4番 1号
OCATビル 4階

(財)大阪市都市工学情報センター内
Tel ： 06-6647-1910
Fax ： 06-6647-1920

http://www.hept.himeji-tech.ac.jp/~cpikansai/

