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【第 1号議案資料】 

2004 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 

2004.5.27 

1. 総会での役員選任を受け，今年度幹事会の方向，各役員・委員会の分

担を決定 

 2. 各委員会の課題を提示し，方向性について検討．また，事務局体制に

ついて決定 

 3. 金井前支部長より本部理事会の報告 

第 2回 1. 藤田支部長，鳴海副支部長（本部会長）より本部理事会の報告 

2004.8.5 2. 今年度の各委員会委員構成（公募委員を含む），活動方針を決定 

 3. 都市計画研究会研究助成の採択（新規 1件，継続 1件） 

 4. 特別委員会（「都市計画の内容変化とその担い手の将来」）の活動状況

報告 

第 3回 1. 都市計画研究会研究助成の追加募集決定 

2004.9.30 2. 都市計画シンポジウム３回，都市計画講演会１回の開催を決定 

 3. 海外都市計画交流会を韓国光州で開催したことを報告 

 4. 特別委員会より本部 2004年度 21世紀ビジョン実現特別委員会の研究

分科会に応募，採択内定の報告 

 5. 関西まちづくり賞選考について委員構成，今年度方針を決定 

 6. 榊原総務委員長より本部理事会の報告 

第 4回 1. 支部長懇談会（11.13）について澤木幹事より報告  

2004.12.9 2. 都市計画研究会研究助成追加募集に関し，応募１件の採択決定 

 3. 都市計画シンポジウム（11.10，11.20）について報告．都市計画講演

会開催予定について決定 

 4. 関西支部だより 19 号の発行について決定 

 5. メールマガジン活用アンケート実施について決定 

 6. 支部顧問からの要望・意見を聴取（金井顧問） 

 7. 藤田支部長より本部理事会報告 

第 5回 1. 支部だより19号について状況報告 

2005.2.3 2. 次年度研究発表会日程，広報等について報告 

 3. 公開事例研究会（2.19 開催予定），都市計画講演会（1.31 開催，3.7

開催予定）について報告，承認 

 4. メールマガジンについてのアンケート調査（会員会計委員会）につい

て報告  

 5. 関西まちづくり賞選考に関して意見交換 

 6. 鳴海副支部長（本部会長）より本部理事会報告 

 7. 「支部規定」改正等，規程・内規等の整備に関して問題提起と意見交

換 

 8. 次年度総会日程（4.26）の決定と議案書作成依頼 

第 6回 1. 2004年度総会議案書について審議，決定 

2004.3.24 2. 2004 年度予算予算案について審議，決定 

 3. 「支部規定」改正案の決定 

参考：【資料１】 
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２)都市計画シンポジウムの開催 

景観への社会的関心を高めるうえで大きな追い風となった景観法の成立を機に，景観につ

いてひろく議論の場を提供するために，連続シンポジウムを開催した． 
 

１．第１回都市計画シンポジウム  

テ ー マ ：「歴史的たたずまい保全へのアプローチ」 

コ ーデ ィ ネ ー タ ： 増田 昇 （大阪府立大学大学院） 

パ ネ リ ス ト ：奥村恵美子（クリエイティブハウスおくむら） 

生野町井筒屋改修の映像記録について 

  安井隆廣（エス・エスコンサルグループ） 
京都東山青龍苑の再整備について 

  川口良仁（平野の町づくりを考える会事務局） 

大阪・平野の町づくり活動について 

開 催 日 時 ： 2004 年 11 月 10 日（水） 14:00～16:00 

開 催 場 所 ：大阪市立大学交流センターホール 

参 加 者 ：約 50 人  

 

２．第  2 回都市計画シンポジウム 

テ ー マ ：「まちづくりのなかでの景観」 

コ ー デ ィ ネ ー タ ： 小浦久子（大阪大学大学院） 

パ ネ リ ス ト  岸田里佳子（国土交通省都市・地域整備局都市計画課） 
まちづくりの視点からの景観法 

 ： 久保光弘（久保都市計画事務所） 

新長田駅北地区のいえなみ基準を事例にまちづくりと 

まちなみについて 

開 催 日 時 ： 2004 年 11 月 20 日（土） 3：30～15：30 

開 催 場 所 ：ハートンホール ハマナスの間 

参 加 者 ：約 45 人  

  

    

３)都市計画講演会の開催 

 都市計画を広い視野から展望することを目指して，2回の講演会を開催した． 

 

１．第 1 回都市計画講演会 

テ ー マ ： 「都市計画と防犯」  －安全・安心のまちづくりに向けて－

講 師 ： 山本俊哉 （マヌ都市建築研究所取締役兼主席研究員） 

開 催 日 時 ： 2005 年 1 月 31 日（月）15:00～17:00 

開 催 場 所 ： 大阪市立大学交流センターホール 

参 加 者 ： 約 50 人  
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２．第  2 回都市計画講演会 

テ ー マ ： スルッとＫＡＮＳＡＩが拓く関西の公共交通の未来 

講   演 ： 横江友則  （(株)スルッとＫＡＮＳＡＩ代表取締役専務） 

開 催 日 時 ： 2005 年 3 月 7 日（月）15:00～17:00 

開 催 場 所 ： ぱるるプラザ京都 第５研修室 

参 加 者 ： 約 40 人  

 

 

４)都市計画事例研究会の開催 

１．第１回 公開事例研究会 

テ ー マ ： 「高槻ジャズストリートについて」（座談会） 

日  時 ： 2004 年 6 月 26 日（土）14:00～16:00 

場  所 ： アルパック （株）地域計画建築研究所 大阪事務所会議室 

ゲ ス ト 

 

司 会 

： 北川 潤一郎 高槻ジャズストリート実行委員会 実行委員 

平野 重子 高槻市市民協働部 理事兼市民参画室長 

梶山 善弘 都市計画学会関西支部事例研究委員会 委員長 

参 加 者 ： 22 人  

 

２．第２回 公開事例研究会 

テ ー マ ： 「伝統と文化の源 灘五郷を廻る」 

日  時 ： 2005 年 2 月 19 日（土）12:30～まち歩き（灘五郷） 

18:30～交歓会 

場  所 ： 阪神石屋川駅～阪神魚崎駅～西宮駅 

案 内 役 

お 話 

： 山本俊貞 ㈱ 地域問題研究所 

辰馬寿満子 白鷹禄水苑 

参 加 者 ： 13 人  

 

 

５) 「都市計画研究会」シンポジウムの開催 

 研究助成「都市計画研究会」『新時代の都市と交通に関する研究』（2000～2001年度）

の研究成果に基づき「都市計画研究会」シンポジウム「新時代の都市と交通に関するシン

ポジウム」を9 月17日に開催した． 
 

 

６）広報について 

１．支部だよりの発行 

 「日本都市計画学会関西支部だより」No.１９（2005 年２月，Ａ４版 20 ページ，
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約 1000 部）を発行し，支部会員に発送した． 

 

２．支部ホームページの管理･運用 

 支部ホームページ(http://www.cpij-kansai.jp/)により支部活動の案内や報告を

中心に広報活動を行った． 

 
３．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」における関西支部の活動報告，都市計画情報の掲載ページ

（支部たよりなど）に関する企画編集を行った． 

 

 

７)支部研究助成について 

支部研究助成 3件を実施した． 

(1) 継続 「路面公共交通のための都市交通空間デザイ

ン研究会」 

代表：塚本直幸 

(2) 新規 「コラボレーションによる地域資産の発掘と

価値の利活用に関する研究会」 

代表：岡田昌彰 

(3) 新規（追

加募集）

「歴史的まち資源を有する地方都市中心部の

活 性 化 に 関 す る 実 践 的 研 究 ～ 和

歌山市中心部をケーススタディとして」 

代表：林田大作 

 

 

８)国際交流活動について 

１．委員会の開催記録 

(1) 2004 年 5月  6日（木） 2004 年度の活動内容の検討 

(2) 2004 年 6 月 30 日（水） 海外都市計画交流会の検討 

(3) 2004 年 10月 14日（木） 海外都市計画交流会の報告会の開催 

(4) 2005 年 2月 25日（金） 次年度の活動方針の検討および講演会の開催 

 

２．海外都市計画交流会の実施 

(1) 視 察 都 市 ：韓国の済州島，光州市，麗水市，ソウル 

(2) 趣   旨 ：韓国の光州広域市の都市計画家との交流および周辺地域の固

有な自然，歴史，文化の探索 

(3) 参 加 者 ：計 10 名 

   鳴海邦硯，李映娥（以上大阪大学大学院），岩本康男，佐藤道

彦，田中利光（以上大阪市），上甫木昭春（大阪府立大学大学

院），田原直樹（兵庫県立大学），金澤成保（大阪産業大学），

島田昌寛（株式会社ジャス），有田昌義（大阪ガス株式会社）
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(4) 日   程 ：2004 年 8 月 19 日～22 日 

(5) 主な交流会 ：光州廣域市では，視察団を代表して大阪市都市計画局長の岩

本康男氏が「大阪市の都市計画の現状と課題」と題して関西

の都市計画の現状を講演し，これをもとに，金應模氏（光州

廣域市都市交通局長）をはじめとした光州廣域市都市計画課

の約 30 名の行政職員および朝鮮大學校，東亜人材大學，國立

木浦大學の研究者などと都市計画行政に関する意見交換を行

った．さらに，光州市周辺域の典型的な文化景観として，高

麗時代からの名刹である松廣寺，韓国農村の姿を保ち続ける

楽安邑城民俗村を訪問し，伝統的な風景に対する理解を深め

た．ソウルでは，高速道路を撤去し，その跡に清流を回復し，

周辺部の再開発を進めようとしている｢Cheonggyecheon 

Restoration｣のプロジェクトを現地視察した． 

 

３．講演会の実施 

(1) テーマ ： アメリカ合衆国の環境影響評価システムについて－特にワシ

ントン州の取り組みから－ 

(2) 講演者 ： Ms.Marsh Tolon（兵庫県淡路景観園芸学校客員教員） 

(3) 日 時 ： 2005 年 2 月 25 日(金)18:00～19:30 

(4) 参加者 ： 計 10 名 

(5) 場 所 ： 大阪市都市工学情報センター 会議室 

 

 

９) 関西まちづくり賞について 

１．2005 年 1 月 19 日：第１回委員会の開催 

  関西まちづくり賞応募「要綱」について 

 

２．2005 年 3 月 4日：第２回委員会の開催 

   2004 年度関西まちづくり賞の審査 

受賞業績名： ・四番町スクエアのまちづくり 

            （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！ 

（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 

（寝屋川市） 

 
 

10) 学術研究論文発表会について 
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研究発表委員会は，2004 年度には第２次体制に移行し，2004 年７月 13 日(火) に大

阪市立大学文化交流センター・ホールを会場として第２回の研究発表会を開催した．第

１回と同様，大学・行政・企業の若手研究者からの投稿を得て，最終的に 20 編の研究

発表論文集としてとりまとめた． 

発表会直後に開催された表彰式兼交流会では，鳴海会長はじめ 30 名近くの参加の中，

３名に研究奨励賞が贈呈された．また，受賞者を中心に参加者の交流会が開かれ，活発

な議論が行われた．今後，若手研究者の発表と議論の場として，また，都市計画に携わ

る多様な人々の交流サロンとして，さらに定着させるために，会員各位の一層の支援が

必要である． 

 

 

11) 会員への情報提供に関するアンケート実施 

会員への情報提供の利便性・迅速性を向上するため，eメールによる情報提供の可能

性を検討中である．メールマガジンと連動した支部ホームページの充実などを想定した，

会員向けメールマガジンに関するアンケートを実施した． 

 

 

12)委員会への会員公募参加について 

2004 年度総会議案書，お知らせ（郵送）および支部ＨＰで各種委員会の公募を行い，

４名（企画事業委員会１名，関西まちづくり賞選考委員会１名，事例研究会１名，国際

交流委員会１名）の参加を得た． 

 

 

13) 特別委員会活動について 

特別委員会は「今後の都市計画教育と都市計画に関わる人材育成について」をテーマ

に，委員長と副委員長（6 名）を中心として 2004 年 5 月から活動を開始し，月１回程

度の頻度で，委員会の活動内容について検討した．主な内容は，①委員会の活動基盤を

確保するための学会本部の「２１世紀学会ビジョン実現のための研究分科会活動」第１

期公募への応募，②本テーマについての現状や課題の把握と委員募集を兼ねたアンケー

ト調査の実施，③新メンバーを加えての現状や課題について討議する会合の開催である． 

①については採択され，2004 度から３年間で 50 万円の助成を受けることになった．

②についてはアンケート調査を 2005 年 1 月に実施し，大学関係者 12 名，行政関係者

11 名，コンサルト等民間企業関係者 10 名の計 33 名から回答を得た．③については，
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②の回答者を中心に約 20 名の委員を迎え，2005 年 3 月に２度の検討会合を開き，本格

的な検討作業に着手した． 
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【第 2号議案】 

 

2003 年度日本都市計画学会関西支部 決算(案) 
収入の部      

大科目 中科目 予算額 決算額 増減 摘 要 

 会費    3,819,600 3,793,100 ▲ 26,500   

   支部交付金（１）  100,000 100,000 0  基本額  

   支部交付金（２）  1,055,600 1,062,100 6,500  正会員交付金  

   支部交付金（３）  2,664,000 2,631,000 ▲ 33,000  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    154,000 536,500 382,500   

  
 事業参加費（１）  154,000 142,000 ▲ 12,000

 研究発表(研究発表会申込費・概要

集販売費)  

   事業参加費（２）  0 6,500 6,500  企画事業（講演会参加費）  

   事業参加費（３）  0 388,000 388,000  総務（シンポジウム後援協力金等） 

 繰入収入   繰入金収入  1,387,171 1,387,171 0   

 その他収入   利息  229 30 ▲ 199  銀行利息  

収 入 合 計 5,361,000 5,716,801 355,801   

      

支出の部      

大科目 中科目 予算額 決算額 増減 摘 要 

 管理費    2,139,000 1,964,438 ▲ 174,562   

   給与手当等  465,000 207,870 ▲ 257,130
 事務局アルバイト給与，振込手数

料  

   会議費  0 0 0  会場費，会議諸経費等  

   旅費交通費  604,000 604,000 0  会議出席交通費等  

   通信運搬費  190,000 270,330 80,330  会議通知郵送料，振込手数料等  

   消耗品費  100,000 102,238 2,238  フロッピー，文具等  

   事務局運営費  780,000 780,000 0
 事務局使用経費，事務員給与，事

務経費  

 事業費    2,366,000 2,120,395 ▲ 245,605   

   総会開催費  240,000 228,902 ▲ 11,098
 総務（2004 年度総会関連費：会場

費・印刷費等）  

   シンポジウム開催費  0 388,614 388,614
 総務（シンポジウム１回：講師謝

礼・印刷費等）  

   支部だより作成費  362,000 201,470 ▲ 160,530
 編集広報（支部だより１号分：執

筆謝礼・印刷費等）  

   会員サービス事業費  150,000 36,505 ▲ 113,495
 会員会計（会員アンケート１回

分：アルバイト給与・印刷費等） 

   講演会等企画事業費  530,000 435,303 ▲ 94,697

 企画事業（講演会２回，シンポジ

ウム２回：講師謝礼・会場費・印刷

費等）  

   事例研究会費  40,000 36,275 ▲ 3,725
 事例研究（公開事例研究会２回：

講師謝礼・会場費等）  

   国際事業費  70,000 64,740 ▲ 5,260
 国際交流（国際交流１回：通訳料・

郵送費等）  

   研究発表会費  244,000 207,057 ▲ 36,943
 研究発表（研究発表会１回：会場

費・印刷費等）  

   まちづくり賞  100,000 67,029 ▲ 32,971
 関西まちづくり賞（盾制作費・賞

状・印刷費等）  

   特別研究費  50,000 48,000 ▲ 2,000  特別（委員会開催費）  

   総務（サーバー管理費）  

  
 ＨＰ維持管理費  180,000 106,500 ▲ 73,500

 編集広報（ＨＰ更新費）  

   研究助成  400,000 300,000 ▲ 100,000
 総務（研究助成３件：岡田・林田・

塚本）  

 受託研究事務費  0 0 0   

 予備費   予備費  356,000 0 ▲ 356,000   

 繰越金   次年度繰越  500,000 1,631,968 1,131,968   

支 出 合 計 5,361,000 5,716,801 355,801   
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【第 3号議案】 

 

2005 年度日本都市計画学会関西支部活動方針(案) 

 

１)主な事業の日程概要 

2005 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) 

 

7～9 月 ○都市計画シンポジウム 

 (第１回)(企) 

○研究助成募集の締切(総) 

○都市計画講演会(第１回)(企) 

○研究発表会の開催(研) 

○若手・実務者交流会(会) 

○国際交流使節団派遣(国) 

10～12 月 ○海外都市計画交流会(国) 

○公開事例研究会(第１回)(事) 

○都市計画シンポジウム 

 (第２回)(企) 

 

1～3 月 ○支部便りの発行(編) 

○公開事例研究会(第２回)(事) 

○都市計画講演会(第２回)(企) 

○関西まちづくり賞締切・選考 

 (ま) 

 
委員会名称：(総)総務委員会，(企)企画事業委員会，(事)事例研究委員会，(会)会員会計委員会，

(編)編集広報委員会，(ま)関西まちづくり賞選考委員会，(研)研究発表委員会， 
(国)国際交流委員会 

 

 

２)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，さらなる円滑化，活性化を図る必要がある.そのために，

以下の実現に努める. 

(1) 情報発信手段としての支部ホームページのさらなる活用を図る. 

(2) 支部情報インフラであるＨＰサーバ・サービスの活用を図る（メール・マガジン,メー

リング・リスト，チャット，情報ダウンロード……）． 

(3) 事務局体制の整備（業務分担・スケジュールの明確化，円滑化）． 

(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（委員の公募，勧

誘……）． 

(5) 会員デマンドの把握とそれに応じた活動の拡充（各委員会活動，特別委員会設置……）． 

 

 

３）会員サービスの改善と会員の募集活動 
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会則の改定により，学生会員が自動的に正会員への移行する仕組みがなくなる．正会員増加のた

め，学生および卒業者向けの勧誘イベントを検討する． 

また，会員サービスの向上のため，メールマガジンやインターネットによる情報提供の強化策を推

進する．支部の主催する各種イベントへの受講証の発行を検討する． 

 

 

４)都市計画シンポジウムの開催 

関西の固有性や独自性のある発想に基づく特色あるまちづくりや，時代性のあるテーマをとりあ

げ，新たな取り組みや課題を多角的に考える機会とするとともに，参加者相互の交流機会を提供す

るため，都市計画シンポジウムを２回開催する． 

 

 

５)都市計画講演会の開催 

関西の都市計画の歩みや新たな都市計画関連の動向について学ぶ機会や，周辺領域から都市をみ

る視点を提示いただき自由な議論の場を提供するために，都市計画講演会を２回開催する． 

 

 

６)都市計画事例研究会の開催 

学者・行政・コンサルタント等の立場を超えた協働のもとに，都市の活性化，関西の地位向上に

つながる都市計画先進事例の調査・検証を行う． 

2004 年度は「まちのブランディング」によるまちの活性化をテーマにしたが今年度も引き続き

同テーマとさらにタイムリーなものも含め検討を行い，公開事例研究会の開催と成果の公表を行う

予定． 

 

 

７)広報について 

「日本都市計画学会関西支部だより」No.20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，本部機関紙「都市計画」に毎号掲載される「支

部たより」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． 

支部ホームページを管理･運用し，支部の活動案内，活動報告等について情報発信を行う． 

 

 

８)研究助成「都市計画研究会」について 
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新規･継続合わせて４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． 

「都市計画研究会」シンポジウムを開催する． 

参考：【資料２】 

 

 

９)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

交換を行う．さらに，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．また，関西と関

連が深い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． 

 

 

10) 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に関する調査，計画，設計，事業，およびまちづくり活動の

成果または実績を表彰するため関西まちづくり賞の表彰を行う． 

参考:【資料 3】 

 

 

11)学術研究論文発表会について 

今年度も，7月 20 日（水）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，第３回研究発表会を開催する．なお，申込締切は 5 月 16 日（月），原稿締切は 6 月 17

日（金）であり，多くの投稿を期待している． 

 今年度，研究発表委員会では，「研究発表会の普及と活性化を図るとともに，若手研究者の育成

を図るため，奨励賞の表彰等論文評価につながる工夫の実現に努める」ことを目標にしており，会

員各位の支援をお願いする． 

 

 

12)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． 

 

 

13)特別委員会について 
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2005 年度は，「今後の都市計画教育と都市計画に関わる人材育成について」をテーマに，委員の

属する組織の実態，すなわち大学では教育の変化や学生の就職先など，行政や民間企業では都市計

画分野の業務の変化や人材確保・育成の実態などについての情報交換をベースに，グループに分か

れて都市計画やプランナーについての概念の再整理や職能とその拡充，さらに人材育成の方向性な

どについて議論を重ねていく予定である． 

そして，これと平行して，1)全国会員向け調査の実施や 2)学会研究発表大会でのワークショップ

の開催，3)シンポジウム等の開催などに取り組んでいく． 

これらを通じて広く会員各位からの活発な意見や情報を収集し，今後の都市計画教育や人材育成に

ついて関西から全国へと提言していくので，会員各位の支援をお願いする． 

参考：【資料４】 
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【第 4号議案資料】 

2004 年度日本都市計画学会関西支部 予算(案) 

 
収入の部    

大科目 中科目 予算額 摘 要 

会費          3,611,800    

  支部交付金(1)          100,000   基本額  

  支部交付金(2)        1,060,800   正会員交付金  

  支部交付金(3)        2,451,000   賛助会員交付金  

  支部交付金(4)                -   受託研究事務費  

事業収入 事業参加費          180,000   参加料、論文集販売費（研究発表会）  

繰入収入 繰入金収入        2,020,582    

その他収入 利息等雑収入                -   銀行利息、手数料払戻し等  

収 入 合 計        5,813,000    

    

支出の部    

大科目 中科目 予算額 摘 要 

管理費          2,129,000    

  給与手当等          225,000   事務局アルバイト給与、日当等  

  会議費                -   会場費、会議諸経費等  

  旅費交通費          744,000   会議出席交通費等  

  通信運搬費          290,000   会議通知郵送料、振込手数料等  

  消耗品費           90,000   フロッピー、文具等  

  事務局運営費          780,000   事務局使用経費、事務員給与、事務経費  

事業費          2,254,000    

  支部だより作成          363,000   広報（支部だより１号分：給与(執筆謝礼)等）  

  講演会等企画事業          530,000   企画（講演会２回、シンポ２回：講師謝礼等）  

  会員サービス事業          140,000   会員（会員サービス事業費：会場費，講師謝礼等）  

  総会開催          240,000   総務（2004 年度総会関連費：会場費等）  

  事例研究会           60,000   事例（公開研究会２回：講師謝礼等）  

  国際事業           70,000   国際（交通費、資料収集等）  

  まちづくり賞          100,000    

  インターネット          180,000   広報（ＨＰ更新），総務（サーバー管理）  

  研究発表会          221,000   研究発表委員会（研究発表会）  

  研究助成          300,000   総務（研究助成 新規２件・継続１件）  

  特別委員会           50,000   特別委員会  

  受託研究事務費                -    

予備費 予備費          630,000    

繰越金 次年度繰越          800,000    

支 出 合 計        5,813,000    

 

                     参考：【資料５】 
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【第 5号議案資料】日本都市計画学会関西支部規程（改正案）規程新旧対照表（改訂部分のみ） 

 改正前(旧)  改正後(新) 

                1991年10月3日制定 

               （1997年10月７日改訂）

 

 【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条及び第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、本支部の会務を議決し、処理 

     する。 

 

 

 

 

 

 

 

 【附則】 

 （施行期日） 

  １．この規程は、１９９１年１０月３日から施 

   行する。 

                           1991年10月3日制定 

                          （1997年10月７日改訂） 

              （2005年 4月26日改訂） 

 【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 

     （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 幹事、監事及び顧問は、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．（省略） 

 【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。 

    ４．監事は、支部財産状況および幹事の業 

     務執行状況を監査し、これらについて不 

     整の事実を発見したときはこれを幹事会、 

     総会に報告する。このため、必要に応じ 

     て臨時幹事会、臨時総会を招集する。な 

     お、監事は幹事会に出席し、意見を述べ 

     ることができるが議決には加わらない。 

 【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。 
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【参考】 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） 

【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。 

大阪市浪速区湊町１－４－１大阪シテイエアターミナルビル４Ｆ 
 (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   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条及

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．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、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、支部長が召集して開催する。 

 
【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） 事業計画及び収支予算に関する事項 
（２） 事業報告、収支決算及び財産目録に関する項目 
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（３） 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  本支部の経費は、支部交付金、事業から生ずる収入、および寄付金をもって支弁する。 

２． 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。 
 

【会計年度】 
第１９条  本支部の会計年度は、毎年４月にはじまり翌年３月に終わる。 
 

【予算の作成と承認】 
第２０条  本支部の予算は支部長が作成し、幹事会の議決を経、総会の承認によって決する。 
 

【決算の作成と承認】 
第２１条  本支部の収支決算は支部長が作成し、事業報告および幹事の監査報告とともに幹事会の議決を

経、総会の承認を受けなければならない。 
 

【規程の改正と変更】 
第２２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２３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。  
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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, 2003年3月19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)研究発表委員会 

(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・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 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.  

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，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 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】 

研究助成「都市計画研究会」の募集 

応募要領(2005 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 10 名程度とし，その 2/3 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． 

2) うち少なくとも 1件は，若手研究者による研究会に優先的に割り当てます． 

3) 1 研究会あたり年 10 万円までの助成を行ないます． 

4) 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３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 

・2005 年 7 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． 
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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 

〒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 

 

 

 

【資料３】 

2005 年度 関西まちづくり賞募集要項(案) 

１．授賞対象 

まちづくりに関する調査・研究，計画，設計，事業および，まちづくり活動を通じて，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成果また

は実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，もしくは推薦するものとす

る． 

 

２．応募範囲 

2002 年 7月 1日から 2005 年 6月 30日までに行なわれたまちづくりに関する成果または実績 

※上記期間に行われた「まちづくり活動（NPO 等の取り組みを含む）」，「調査・研究」，「計

画・設計」さらには，「事業完成後の取り組み」なども対象となる成果・実績とします． 

 

３．応募資格 

(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(応募時に会員申し込みも可

能とします)，もしくは本会員の推薦があるもの 

※応募資格について，お問い合わせください 

 

４．応募方法 

支部所定の様式(別添参照）で提出して下さい． 

・応募趣旨（200 字程度 1枚） 

・業績説明（表紙，写真図等を含み A4 ６枚以内） 

※基本的には，応募書類のみによる審査としますが，審査の都合上必要な場合は追加資料を

求めることがあります． 

 

５．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が行い，2006 年度通常総会（2006

年 4 月予定）にて表彰します．授賞にあたってはプレゼンテーションをお願いいたします． 

 

  

注：上記は現時点での予告です．正式な要綱は本年７月頃支部のホームページ等で広報いたし

ますので，ご確認のうえご応募ください． 
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受賞実績 

1998 年度 

○官民共同の新しいまちづくり活動支援 

(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 

(西宮浜地区事業者連絡調整会) 

 

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 

(大阪府建築都市部) 

○御坊市島団地事業に関する取り組みとその成果 

(御坊市島団地対策室・神戸大学平山研究所・現代計画研究所) 

 

2000 年度 

○震災復興新長田駅北地区東部のまちづくり 

(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) 

○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 

(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) 

 

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 

(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) 

○門真市末広南地区における魅力的なまちづくりの取り組み 

(門真市・門真市末広南土地区画整理組合・有限会社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 

(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)

 

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 

(地域共生の土地利用検討会： 

姉小路界隈を考える会 市古 和弘，㈱アーバネックス 牧野 忠廣，（財）京都市景観・

まちづくりセンター 理事長 西島 安則，京都大学大学院工学研究科 高田光雄，㈱地

域計画建築研究所 石本 幸良，現代計画研究所 大阪事務所 江川 直樹，京・まち・

ねっと 石本 智子） 

 

2003 年度 

○社会実験『リバーカフェ SUNSET37』 

(「都市大阪創生研究会 IKINA 水辺チーム」： 

飯田 忠篤（近鉄不動産株式会社），泉 英明（環境整備センター），高見 恒祐（IAO 竹

田設計），田中 利光（大阪市都市工学センター），森山 秀二（IAO 竹田設計），湯谷 里
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恵（近鉄不動産株式会社） ) 

 

2004 年度 

四番町スクエアのまちづくり 

（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！ 

（雲雀丘山手緑化推進委員会： 

篠原 悌三（委員長），佐野 行俊（副委員長），嶋津 良一（ 同 ），山内 由里（事

務局），三宅 毅 （顧問：ｱｰﾊﾞﾝ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ研究所），大西 章（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：宝塚市役所），

水川 元（ 同 ：豊中市役所）） 

市民協働による寝屋川親水空間整備事業 

（寝屋川市） 

 

 

(関西まちづくり賞選考委員名簿) 

委員長  正木 啓子（大阪府）  

副委員長 難波 健（兵庫県）  

委 員   内田 敬（大阪市立大学） 

岡村 隆（大阪府道路公社） 

北村 英和（大阪市） 

富田 雄二（吹田市） 

藤本 真里（兵庫県立大学） 

宮前 保子（㈱スペースビジョン研究所） 

宗田 好史（京都府立大学） 
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【資料４】 

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・事業委員会  ・編集・広報委員会 

・事例研究委員会  ・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会は，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 

〒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 
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【資料５】 

日本都市計画学会(関西支部)会員数 

各 

年度末 ’04 ’03 ’02 ’01 ’00 ’99 ’98 ’97 ’96 ’95 ’94 ’93 ’92 ’91
支部

発足時

 05.3.09 04.3.12 03.2.6 02.3.8 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 2 2 1 2 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1

顧 問 － － － － 2 2 2 1 － － － － － －    －

正会員 807 787 833 811 850 835 817 786 759 757 723 701 641 649 648
外国人

会 員 14 23 25 20 29 31 35 34 30 39 32 26 21 17 14
学 生 

会 員 23 30 27 6 13 23 31 40 27 14 9 21 23 34 35
賛 助 

会 員 75 84 91 94 104 111 113 118 118 119 119 119 105 95 44

合 計 921 926 977 933 998 1002 1000 981 935 930 884 868 791 796 742
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【資料６】 

 

日本都市計画学会関西支部役員および委員(2005 年 3 月 1 日現在) 

顧 問 天野 光三 大阪産業大学  

 西村 昂   

 三輪 泰司 (株)地域計画建築研究所  

 森  康男 福井工業大学  

 平峯 悠 地域デザイン研究会  

 土井 幸平 大東文化大学  

 飯田 恭敬 京都大学  

 浅野 誠 (株)日建設計  

 青山 吉隆 京都大学  

 金井 萬造 (株)地域計画建築研究所  

支部長 藤田 健二 (財)大阪府都市整備推進センター  

副支部長 岩本 康男 大阪市  

副支部長 安田 丑作 神戸大学  

副支部長      鳴海 邦碩 大阪大学 特別委員会委員長 

幹事 榊原 和彦 大阪産業大学 総務委員長 

 中川 大 京都大学 企画・事業委員長 

 堀口 浩司 (株)地域計画建築研究所 
会員・会計委員長，特別委員会副

委員長 

 三輪 康一 神戸大学 
編集・広報委員長，特別委員会副

委員長 

 梶山 善弘 大阪府 事例研究委員長 

 上甫木 昭春 大阪府立大学 国際交流委員長 

 正木 啓子 大阪府 関西まちづくり賞選考委員長

 日野 泰夫 大阪市立大学 研究発表委員長 

 神吉 紀世子 京都大学 総務副委員長 

 小浦 久子 大阪大学 企画・事業副委員長 

 澤木 昌典 大阪大学 
企画・事業副委員長，特別委員会

副委員長 

 小谷 通秦 神戸大学 編集・広報副委員長 

 佐藤 道彦 大阪市 
国際交流副委員長，特別委員会副

委員長 

 難波 健 兵庫県 関西まちづくり賞選考副委員長

 川崎 雅史 京都大学 研究発表副委員長 

 上原 正裕 兵庫県 特別委員会副委員長 
 塚本 直幸 大阪産業大学 特別委員会副委員長 
 高谷 基彦 京都市 事例研究副委員長 

監事 増田 昇 大阪府立大学  

 塚口 博司 立命館大学  

総務委員 坂井 信行 （株）地域計画建築研究所  

 田中 みさ子 大阪産業大学  

 波床 正敏 大阪産業大学  
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 山本 聡 姫路工業大学  

 吉田 長裕 大阪市立大学  

企画・事業委員 赤澤 宏樹 姫路工業大学  

 一岡 泰子 神戸市  

 上原 正裕 兵庫県  

 柄谷 友香 京都大学大学院  

 竹沢 宣之 大阪市  

 永田 宏和 ｉｏｐ都市文化創造研究所  

 中村 仁 大阪市立大学 ＨＰ担当 

 濱口 和雄 （株）総合計画機構  

 村尾 俊道 京都府  

 藪本 和法 兵庫県  

 鷲尾 真弓  神戸市  

 渡瀬 誠  大阪市  

 北村 幸定  長岡京市  

会員・会計委員 松崎 富士子 大阪市  

 松島 格也 京都大学  

 三崎 信顕 大阪府  

 渡瀬  誠 大阪市  

編集・広報委員 馬詰 建 地域計画建築研究所  

 大塚 毅彦 明石工業高等専門学校  

 岡本 壮平 （株）地域計画建築研究所  

 片岡 利博 大阪市  

 笹井 浩 総合調査設計  

 田中  康 ヘッズ  

 田中 宏樹 神戸市 都市計画総局  

 前田 裕資 （株）学芸出版社  

 増田 昌彦 大阪府  

 松村 暢彦 大阪大学  

 三谷 哲雄 流通科学大学  

 森  和子 都市基盤整備公団  

 薮本 和法 兵庫県  

 山崎 寿一 神戸大学  

 吉田 長裕 大阪市立大学  

 和田 真理子 神戸商科大学  

事例研究委員 河端 秀直 （株）日建設計  

 佐々木 礼子 （有）アイ・ディービー  

 寿崎 かすみ 龍谷大学  

 高田 剛司 （株）地域計画建築研究所  

 立岡  浩 花園大学  

 田中 みさ子 大阪産業大学  

 谷口 一郎 京都市  
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 田谷 孝壽 神戸市都市計画総局  

 橋田 雅弘 大阪市計画調整局  

 久光 弘記 兵庫県 県土整備部  

 樋口 清士 地域未来研究所  

 松村 暢彦 大阪大学  

 南  健志 大阪府  

国際交流委員 金澤 成保 大阪産業大学  

 近藤 隆二郎 滋賀県立大学  

 島田 昌寛 （株）ジャス  

 沈  悦 兵庫県立大学  

 田原 直樹 兵庫県立大学  

関西まちづくり賞選考委員 内田 敬 大阪市立大学  

 岡村 隆 大阪府道路公社  

 北村 英和 大阪市  

 富田 雄二 吹田市  

 藤本 真里 兵庫県立大学  

 宮前 保子 ㈱スペースビジョン研究所  

 宗田 好史 京都府立大学  

研究発表委員 川崎 雅史 京都大学  

 澤木 昌典 大阪大学  

 下村 泰彦 大阪府立大学  

 内田  敬 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.cpij-kansai.jp/ 

 

〒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 

 

 


