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1. 報 告 

1.1 2020年度事業報告 
 
(1) 通常総会 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、4/4(土)に予定されていた2020年度通常総

会をメールによる審議・メールによる評決とした。 
 
開催状況 
2020年3月19日(木) 支部総会をメール審議で行うこととスケジュールをメール配信 
2020年4月 3日(金) 支部総会資料(議案書)の提示(支部HPからダウンロード) 
 4/8(水)正午まで質問・意見募集 
 1. 報 告 
 1.1 2019年度事業報告 
 1.2 2019年度収支報告 
 2. 議 案 
 2.1 2020年度事業計画(案) 
 2.2 支部研究発表会の変更(案) 
 2.3 2020年度役員選出(案)  
2020年4月 9日(木) 支部総会資料の一部訂正(顧問の所属の修正) 
 メール評決の開始(4/15(水)正午まで) 
2020年4月15日(水) 107名(定足数73名)から全議案についての承認を得、3議案は承

認された 
 
(2) 幹事会 

① メールによる意見聴取 
2020年度の支部研究発表会の開催方法を変更するにあたって、2020年6月22日（月）

に下記についてメールで意見を聴取し、出された意見に基づき修正を加えて確定した。 
・研究発表会論文応募規定 
・発表申込書 
・論文提出登録フォーム 
・論文書式 
・ポスター発表応募規定 
・ポスター発表申込書 

② 第132回幹事会 
日  時：2020年8月3日(月) 17:30〜19:00 
場  所：名古屋都市センター＋オンライン 
参 加 者：現地参加3名、Zoom参加22名(幹事32名、定足数16名) 
議事概要：本部総会・第2回理事会ならびに支部の各委員会の報告の後、10月に開催

予定の中部支部研究発表会、中部支部30周年記念事業、中部支部HPの更

改、2020年度全国大会、今年度の検討事項などの議事を執り行った。 

③ 第133回幹事会 
日  時：2020年11月26日(木) 20:00〜20:50 
場  所：オンライン 
参 加 者：Zoom参加22名(幹事32名、定足数16名) 
議事概要：第4回本部理事会の報告、各委員会報告、中部支部創設30周年事業の開催

結果と進捗状況報告がなされ、2021年度に向けた検討事項等について協

議した。 
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④ 第134回幹事会 
日  時：2021年2月2日(金) 18:00〜19:00 
場  所：オンライン 
参 加 者：Zoom参加25名(うち委任状2名) (幹事32名、定足数16名) 
議事概要：議事に先立ち、2020年度の研究発表会優秀講演者表彰が公益財団法人豊

田都市交通研究所鈴木雄氏に対して行われた。 
第5回本部理事会の報告に続き、次年度の正副支部長ならびに各委員会の

体制、各委員会からの報告、中部支部創設30周年記念式典・記念リレーシ

ンポジウム第一弾の開催報告、2021年度の事業計画(案)と予算(案)、2021
年度総会、今年度予算の使途などについて審議・報告した。 

⑤ 第135回幹事会 
日  時：2021年3月24日(水)～3月29日(月) 
場  所：メール審議 
参 加 者：28名(幹事32名、定足数16名) 
議事概要：第6回本部理事会の報告とともに、2021年度から活動が開始される2つの

研究小委員会の採択結果について報告された。また、支部運用規則の改定、

ミニ講演会の再開、2021年度顧問・特任幹事の選出について承認を得る

とともに、2021年度総会議案について確認してもらった。 
 

 
(3) 2020年度(第31回)支部研究発表会および研究・活動交流会 

今回から、論文報告集の製本を取り止め、発表論文はJ-Stageに掲載することにする

とともに、投稿料として2,000円を徴収することにした。 
また、支部研究発表会の活性化ならびに都市計画に携わる人たちの交流を目的とし、

学会員以外の行政担当者や実務者なども発表が可能な研究・活動交流会を、新たに開催

することになった。 
なお、例年、午後から開催している公開シンポジウムは、中部支部創設30周年記念リ

レーシンポジウムの第一弾として開催した。詳細は後述する。 
 
日 時：2020年10月9日(金) 10:00～14:00 
方 法：オンライン(Zoom) 
場 所：名古屋都市センター11 階ホールが配信会場 

①研究発表会【Zoom参加者：57名】 
発表件数 ：14件 
優秀講演者：公益財団法人豊田都市交通研究所 鈴木雄 
共 著 者：日野智(秋田大学)、高橋真央(秋田市役所) 
講演題目：「買い物施設への寄り道を考慮した保育施設送迎パターンに関する研

究－秋田県秋田市を例に－」 

②研究・活動交流会【ポスター発表へのZoom参加者：38名】 
口頭発表数： 4件(Zoomによる発表) 
ポスター数：19件(Web Pageでの公開[10月9日～10月23日]) 

 
(4) 講演会／見学会 

①講演会 
中部支部創設 30 周年記念リレーシンポジウムの一環として開催した。詳細は後

述する。 
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②見学会 
新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から今年度の開催を見送った。 

 
③公開シンポジウム 

中部支部創設 30 周年記念リレーシンポジウムの一環として開催した。詳細は後

述する。 
 

④ミニ講演会 
新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から今年度の開催を見送った。今年度

中に存廃について検討することになっていたが、幹事会のオンライン開催による参

加人数増を踏まえ、次年度から再開することにした。 
 
(5) 国際交流講演会・研究会(国際交流委員会) 

「第 7 回留学生・若手外国人研究者交流セミナー」をオンライン(Zoom)で開催した。

パキスタンとタイからの若手研究者 3 名の発表と 14 名の参加(発表者を含む)があった。 
セミナー開催後の 17:00〜17:30 にオンラインで交流会を行った。 
日時：2021 年 3 月 15 日(月) 15:00～17:00 
方法：オンライン(Zoom) 

 
(6) 都市計画行政における官学連携研究会(行政連携委員会) 

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から今年度の開催を見送った。 
 
(7) 各委員会 

①企画総務委員会 

○委員会の開催 
■4/13拡大企画総務委員会 

日 時：2020年4月13日(木) 18:00〜19:00 
場 所：Zoom会議 
出席者：12名(事務局2名を含む) 
議事概要： 2020 年度支部総会の議案承認状況の途中経過が報告され、念のため、リ

マインドメールを送ることになった。支部創設 30 周年記念事業は、直近

の新型コロナウィルスの感染状況から、さらに繰り下げて 10/9(金)の支部

研究発表会の午後の記念式典を皮切りに、記念リレーシンポジウム等を開

催することになった。記念出版については当初の予定通りに進める。支部

研究発表会論文の J-Stage 登録についての手続き進捗状況の報告がなさ

れた。支部 HP のリニューアル案の構成が提示され、承認された。 
■6/29拡大企画総務委員会 

日 時：2020年6月29日(月) 18:00〜19:30 
場 所：Zoom 会議 
出席者：10 名(事務局 1 名を含む) 
議事概要： 各委員会の活動状況・今年度の活動方針の報告がなされた。支部研究発表

会はオンラインを基本とすることに決まった。新設のポスター発表もオン

ラインとする。支部創設 30 周年記念事業は、できる範囲で今年度中に実

施することになった。アルコールの入る記念祝賀会等は無期延期とする。

中部支部 HP の更改内容が紹介され、意見を募ることになった。 
■12/3拡大企画総務委員会 

日 時：2020年12月3日(木) 18:00〜19:10 
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場 所：Zoom 会議 
出席者：9 名(事務局 1 名を含む) 
議事概要： 2021 年度の体制、2021 年度の事業と予算について協議し、2021 年度の

総会を 2021 年 4 月 3 日(土)にオンラインで開催することを決定した。30
周年記念事業の進捗状況も報告された。 

■3/24拡大企画総務委員会 
日 時：2021年3月24日(水) 18:00～19:10 
場 所：名古屋都市センター 13階 AB会議室とZoomのハイブリッド 
出席者：現地参加 3 名(事務局 1 名を含む)、Zoom 参加 3 名 
議事概要：支部運営規則の改定、ミニ講演会の開催方法、2021年度支部総会の議

案・当日運営、幹事会のメール審議での実施について協議した。 
 

○支部トピックス編集(浅野聡) 
鈴木温(名城大) 
「菱野団地再生」の取り組み、344 号 
劉 一辰（明海大学） 
「高蔵寺ニュータウン再生 －生きる遺産への取り組み」、345号 
山岡俊一（豊田工業高等専門学校） 
「市民有志による文化のまつり“杜の宮市”」、346号 
中部支部創設 30 周年記念出版編集ワーキング・グループ[浅野聡（三重大・副支部

長）、辛島一樹（豊橋技科大）、佐藤雄哉（豊田高専）、樋口恵一（大同大）、山岡

俊一（豊田高専）] 
「中部支部創設30周年記念『変革社会に対応する新しい都市計画像』の刊行」、

347号 
秀島栄三（名工大・副支部長） 
「中部支部創設30周年記念リレーシンポジウム」、348号 

 
②行政連携委員会 

今年度の「まちづくりプラットフォーム」窓口担当者について確認・修正を行い、「ま

ちづくりプラットフォーム」（有識者紹介システム）の運用を継続している。 
新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、今年度の委員会の開催は見送った。 

 
③国際交流委員会 

2021 年 1 月以降、メール審議を通して、「第７回留学生・若手外国人研究者交流セミ

ナー」の企画について議論を行い、内容を決定した。 
 
④情報管理委員会 

○支部研究発表会論文集の J-Stage 掲載に向けた検討・調整 
支部研究発表会論文集を今年度より J-Stage に掲載するための諸作業を進めた。

2020 年度論文集は 10 月 5 日に公開済み。これに伴い、今年度から、印刷した論文集

の配布をやめた。 
○支部新 HP 公開へ向けた準備・調整 

支部 HP の更改に向けた準備を進めた。本部サーバーの機能が古くて移設に時間が

掛かったが、年度内に新 HP が公開された。 
 
⑤研究活動委員会 
地方再生まちづくり小委員会 
■第1回研究小委員会 

2020年5月15日〜19日にかけて、メール会議として開催（全員に議案配信の上、適宜
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委員より返信をうけて審議）。「新委員の紹介」「5月29日開催予定のシンポジウム延期に

ついて」「本年度の活動について」の3点について審議した。新型コロナウィルスの感染

状況に注視しながら、当委員会主催のシンポジウムについては10月以降に開催する方向

で議論した。また、当シンポジウムについては、大幸財団から開催補助が得られること

になった旨を伝えた。 
■第2回研究小委員会 

2020年8月5日(水)〜6日（木）にかけてメール会議を行い、次ページの30周年記念リレ

ーシンポジウム関連企画を決定した。開催方式については、オンライン対応とするもの

とした。 
■第3回研究小委員会 

2021年2月18日(木) 18:00～19:30に、オンライン会議にて2020年度第3回研究小委員

会を開催した。現小委員会は2年任期の期限が3月末に切れるため、次期小委員会の体制

や活動内容について議論をし、2月22日締め切りの公募への申請案について協議した。

また、その新体制を前提とし、来年度の公開シンポジウムの企画についても議論をし、

2案程度のシーズを得た。加えて、現体制の最後の企画として、郡上市都市計画担当者を

招いての勉強会についても開催する旨の承認を得た。 
 
公共交通研究小委員会 
■第 1 回研究小委員会 

2020 年 11 月 16 日(月) 18:00～19:00 に、オンラインにて 2020 年度第 1 回研究小

委員会を開催し、2021 年 1 月 27 日に開催するシンポジウムの内容について検討した。 
シンポジウムタイトル「地方都市のコンパクト化を支える公共交通ネットワークの

あり方」 
基調講演：富山大学 中川大教授 地方都市におけるコンパクトプラスネットワー

ク －アフターコロナと 2050 年カーボンニュートラルを踏まえて－ 
話題提供：四日市市 稲垣圭二都市整備部長 都心の再編と公共交通ネットワーク

の整備に向けて 
自由討議：中川教授、稲垣部長に小委員会メンバーを加えて討議 

 
(8) 日本都市計画学会中部支部創設30周年記念事業 

■30周年記念式典 
2020年10月9日(金) 14:00～14:45 オンライン配信(Zoom、YouTube) 
挨拶：松本幸正（中部支部長） 
祝辞：出口 敦 氏（日本都市計画学会会長） 

中川喜仁氏（愛知県都市整備局長） 
藤條 聡 氏（名古屋市住宅都市局長） 

中部支部設立の経緯とこれまでの活動： 
伊豆原浩二氏(元中部支部長、ひと育て・モノづくり・まちづくり達人ネットワ

ーク理事長) 

進行：嶋田喜昭（大同大学教授） 
参加者：YouTube視聴最大83名 

 
■30周年記念リレーシンポジウム 
【第1弾】変革社会に対応する新しい都市計画像―動き始めた「コンパクト・プラ

ス・ネットワーク」型都市への取り組み― 
2020年10月9日(金) 14:45～16:15 オンライン配信(Zoom・YouTube) 
登壇者：浅野 聡 （三重大学 教授） 

浅野純一郎（豊橋技術科学大学 教授） 
樋口恵一（大同大学 講師） 



－6－ 

福島 茂 （名城大学 教授） 
秀島栄三（名古屋工業大学 教授）※コーディネータ 

参加者：YouTube視聴最大92名 
 

 
【第2弾】「コンパクトシティ推進とウィズコロナの展望～人口減少時代の都市の

持続可能性とは～」 
2020年11月25日(水) 13:30～16:50 オンライン配信(Zoom・YouTube) 
主催：日本都市計画学会中部支部（地方再生まちづくり小委員会） 
共催：名古屋都市センター 
内容：コンパクトシティの構築や人口減少下のまちづくり・さとづくりを積極的に

進める自治体を事例に、施策推進の現状や課題を議論し、ウィズコロナの影

響と今後を展望する。 
講師：基調講演 松川寿也氏（長岡技術科学大学） 

事例報告 藤本敦氏（北九州市都市計画課） 
矢谷明也氏（舞鶴市建設部） 
宮島俊明氏（下條村副村長） 

話題提供 浅野純一郎氏（豊橋技術科学大学） 
パネルディスカッション 

コーディネータ：浅野純一郎氏 
パネリスト：松川寿也氏、藤本敦氏、矢谷明也氏、宮島俊明氏 

事前参加希望者：153名、You Tube視聴者最大時106名 
 
【第3弾】「地方都市のコンパクト化を支える公共交通ネットワークのあり方」 
2021年1月27日(水) 14:00～16:40 オンライン配信(Zoom・YouTube) 
主催：日本都市計画学会中部支部（地方再生まちづくり公共交通研究小委員会） 
共催：名古屋都市センター四日市市 
内容：コンパクトシティの構築や人口減少下のまちづくり・さとづくりを積極的に

進める自治体を事例に、施策推進の現状や課題を議論し、ウィズコロナの影

響と今後を展望した。基調講演ではコンパクトプラスネットワークに本気で

取り組んでいる例が見られないことが指摘され、話題提供では四日市市の都

市交通の変遷と現在の取組等について紹介された。 
基調講演 中川大氏（富山大学・教授） 

地方都市におけるコンパクトプラスネットワーク 
－アフターコロナと 2050 年カーボンニュートラルを踏まえて－ 

話題提供 稲垣圭二氏（四日市市・都市整備部長） 
都心の再編と公共交通ネットワークの整備に向けて 

自由討議：中川大氏、稲垣圭二氏に小委員会メンバーを加えて討議 
事前参加希望者：168名、You Tube視聴者最大時140名 

 
■30周年記念出版 
日本都市計画学会中部支部編：変革社会に対応する新しい都市計画像―動き始めた

「コンパクト・プラス・ネットワーク」型都市への取り組み―、中日出版株式会社 
 

■30周年記念誌の発行 
・ 記念誌の内容は2001.4～2021.3の20年間の活動について記録性を重視 
・ 30周年記念事業(記念式典、リレー行事、記念出版等)の結果を記録 
・ 中部支部創設後10年間の活動や経緯についてはごく簡潔に整理 
・ 完成は2020年度末(2021年3月)とし、完成後に中部支部のホームページで公開する

とともに、冊子として取りまとめ、2021年度の総会(2021年4月)で配布。 



－7－ 

1.2 2020年度収支報告 

 (事業項目別)   
  自 2020 年 4 月 1 日     至 2021 年 3 月 31 日 

収入の部                                (単位:円) 
 予算額 決算額 差額 備考 

支部交付金 1,602,000 1,602,000 0  
文献収入 375,700 228,430 147,270 送料含む 

論文審査料収入 40,000 28,000 12,000 2,000 円/件 

積立金取り崩し 400,000 400,000 0  
受取利息 0 2 ▲2 預金利息 

雑収入 0 9,656 ▲9,656 源泉税預り金 

収入合計 2,417,700 2,268,088 149,612  
 
 
支出の部                                (単位:円) 

  予算額 決算額 差額 備考 

事業費 

国際交流委員会費 60,000 0 60,000  

行政連携委員会費 80,000 0 80,000  

研究活動費 120,000 7,920 112,080 旅費交通費 

研究発表会費 174,000 11,995 
 

162,005 
 

消耗品費、表彰費 

創立周年記念 1,350,700 1,207,344 143,356 諸謝金、印刷製本費、等 

講演会費 20,000 0 20,000  

幹事会費 153,000 8,400 144,600 
 

旅費交通費 
共通経費 430,000 923,067 ▲493,067 消耗品費、通信運搬費、等  

管理費 支部総会費 30,000 0 30,000  

支出合計 2,417,700 2,158,726 258,974  

2020 年度残額 = 収入合計 － 支出合計 
=2,268,088 円 － 2,158,726 円 = 109,362 円 
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2. 議 案 

 
2.1 2021 年度事業計画(案) 
 

(1) 支部通常総会 

日 時：2021年4月3日(土) 13:30～14:15 
場 所：名古屋都市センター14階 特別会議室 (愛知県名古屋市中区) 
方 法：会場とZoomのハイブリッド 
※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、Zoom参加を推奨 

 
 

(2) 幹事会 

第 136 回 幹事会(7 月頃) シンポジウム開催時もしくは別開催 
第 137 回 幹事会(10 月頃) 支部研究発表会開催時もしくは別開催 
第 138 回 幹事会(2 月頃) 官学連携研究会開催時もしくは別開催 
臨時幹事会・メール審議等 随時 

本部理事会の報告、各委員会の活動状況報告、次年度予算などの議決事項、次年

度事業計画(案)の作成などを行う。 
 
 

(3) 2021 年度(第 32 回)支部研究発表会・研究活動交流会 

日 時：2021 年 10 月 8 日(金) 
午前 研究発表会 
午後 研究活動交流会、公開シンポジウム等 

会 場：大学コンソーシアム富山 (富山市) 
方 法：未定 

 
 

(4) 講演会／見学会 

①講演会(総会終了後) 
日時：2021年4月3日(土)  14:30～15:30 
場所：名古屋都市センター 14階 特別会議室 
方法：会場とZoomとのハイブリッド 
講師：奥野 信宏 氏(名古屋都市センター長) 

「スーパーメガリージョンと街づくり」 
 

②見学会 
日 時：(未定) 
見学先：(未定) 

 
③公開シンポジウム 

日 時：2021 年 7 月頃(予定) 
場 所：（未定） 
実 施：地域再生まちづくり研究小委員会 

 
④ミニ講演会 

日 時：未 定(幹事会終了後など) 
場 所：名古屋都市センター会議室とオンライン(Zoom) 
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講師等：未 定 
 
 

(5) 国際交流講演会・研究会(国際交流委員会) 

日 時：令和 4 年 3 月(予定) 
場 所：名古屋都市センター 11 階ホール(予定) 
講師等：未 定 

 
 

(6) 都市計画行政における官学連携研究会(行政連携委員会) 

日 時：令和 4 年 2 月(予定） 
場 所：名古屋都市センター 11 階ホール(予定) 

 
 

(7) 各委員会 

①企画総務委員会 
・構成メンバー：支部長、副支部長、各委員会委員長、支部研究発表会前年度開催担当

校委員(7 月委員会まで)・今年度開催担当校委員 
・開催場所：名古屋都市センター13 階 AB 会議室、開催日：未定 
・開催時期：5 月、7 月、12 月、3 月頃を予定 
・内容：中部支部の企画･運営全般、及び会計・総務などの事務的作業を行う。幹事会

の運営を行う。 
・本部発行の機関誌『都市計画』の「支部トピックス」を通じて、支部活動や支部管内

の都市計画事情について広報する。 
 
②行政連携委員会 
・開催場所：名古屋都市センター 会議室、開催日：未定 
・2007 年度に運用を開始した、有識者活用のための「まちづくりプラットフォーム」

の運用方法を継続するとともに、中部 7 県、3 政令市および中部地方整備局の都市計

画担当者と行政連携委員会委員等による「都市計画行政に関する官学連携研究会」の

開催内容等を検討する。 
 

③国際交流委員会 
・開催場所：未定、開催日：未定 
・海外都市計画研究者を招いた講演会・研究会、もしくは留学生等の国際交流セミナー

の開催内容等を検討する。 
 

④研究活動委員会 
「集約型都市構造への転換とそのプロセス・プランニングの構築に向けて」をテー

マとして、以下の 2 つの小委員会が研究活動を実施する。その成果に基づきシンポジ

ウム等の開催の検討、報告書の発行を行う。 
 

地域再生まちづくり小委員会 
・開催場所：未定、開催日：未定 
・内容：研究活動内容の検討、進捗状況の報告等 
・公開シンポジウムの企画・運営について検討する。 
公共交通研究小委員会 
・開催場所：未定、開催日：未定 
・内容：研究活動内容の検討、進捗状況の報告等 
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⑤情報管理委員会 

・開催場所：未定、開催日：未定 
・支部 HP を更新する 
・支部研究発表会論文の J-Stage 登録を行う 
・過去の発表会論文のデジタル化・公開方法の検討  
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2.2 2021 年度役員選出(案) 

 
(※幹事は五十音順) 

支 部 長 ： 浅野 聡 (三重大学大学院工学研究科 教授) 
副支部長 ： 秀島 栄三(名古屋工業大学大学院工学研究科 教授) 
副支部長 ： 浅野純一郎(豊橋技術科学大学建築・都市システム学系 教授) 
幹  事 ： 猪井 博登(富山大学都市デザイン学部 准教授) 
幹  事 ： 今村 洋一(椙山女学園大学文化情報学部 准教授) 
幹  事 ： 牛山健太朗(㈱テイコク 主査) 
幹  事 ： 小倉 俊臣(玉野総合コンサルタント㈱ 技術課長) 
幹  事 ： 小野 悠(豊橋技術科学大学建築・都市システム学系 講師) 
幹  事 ： 川口 暢子(愛知工業大学工学部 講師) 
幹  事 ： 川本 義海(福井大学大学院工学研究科 教授) 
幹  事 ： 倉内 文孝(岐阜大学工学部 教授) 
幹  事 ： 佐藤 雄哉(豊田工業高等専門学校環境都市工学科 准教授) 
幹  事 ： 塩士 圭介((株)日本海コンサルタント グループ長) 
幹  事 ： 嶋田 喜昭(大同大学工学部 教授) 
幹  事 ： 鈴木 温 (名城大学理工学部 教授) 
幹  事 ： 玉木 利幸(㈱中村組 顧問) 
幹  事 ： 沈 振江 (金沢大学理工研究域 教授) 
幹  事 ： 鶴田 佳子(岐阜工業高等専門学校建築学科 教授) 
幹  事 ： 出村 嘉史(岐阜大学工学部社会システム経営学環 准教授) 
幹  事 ： 中村 一樹(名城大学理工学部 准教授) 
幹  事 ： 樋口 恵一(大同大学工学部 准教授) 
幹  事 ： 福島 茂 (名城大学都市情報学部 教授) 
幹  事 ： 福本 雅之(名古屋大学 客員准教授) 
幹  事 ： 眞島 俊光((株)日本海コンサルタント 担当グループ長) 
幹  事 ： 益尾 孝祐(愛知工業大学工学部 講師） 
幹  事 ： 松尾幸二郎(豊橋技術科学大学建築・都市システム学系 准教授) 
幹  事 ： 松本 幸正(名城大学理工学部 教授) 
幹  事 ： 三寺 潤(福井工業大学環境情報学部 教授) 
幹  事 ： 三村 泰広(豊田都市交通研究所 主幹研究員) 
幹  事 ： 山岡 俊一(豊田工業高等専門学校環境都市工学科 教授) 
幹  事 ： 吉村 輝彦(日本福祉大学国際福祉開発学部 教授) 
幹  事 ： 吉村 朋矩(福井工業大学工学部 准教授) 

 
事 務 局： 公益財団法人名古屋まちづくり公社名古屋都市センター
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<<参 考>> 
 
以下の顧問・特任幹事は、幹事会において選出。会長アドバイザリー会議中部支部メンバ

ーは支部長による本部への推薦。 
 
■顧問 

伊豆原浩二(NPO 法人ひと育て・モノづくり・まちづくり達人ネットワーク理事長) 
磯部 友彦(中部大学工学部教授) 
市橋 忠幸(大同コンサルタンツ㈱名古屋支店長) 
浦山 益郎(三重大学名誉教授) 
片木 篤 (名古屋大学名誉教授) 
瀬口 哲夫(名古屋市立大学名誉教授)  
竹内 伝史(岐阜大学名誉教授) 
田部井伸夫(玉野総合コンサルタント㈱取締役会長) 
廣畠 康裕(豊橋技術科学大学名誉教授) 

(以上、五十音順) 
 
 
■特任幹事 

與語 智之(愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課主査) 
倉知 正行(名古屋市住宅都市局都市計画課総括係長) 
矢野 孝幸(名古屋まちづくり公社名古屋都市センター調査課研究員) 

 
 
■2021 年度 会長アドバイザリー会議 中部支部メンバー 

浅野 聡 (三重大学大学院工学研究科教授) 
浅野純一郎(豊橋技術科学大学建築・都市システム学系教授) 
倉内 文孝(岐阜大学工学部教授) 
嶋田 喜昭(大同大学工学部教授) 
秀島 栄三(名古屋工業大学大学院工学研究科教授) 
福島 茂 (名城大学都市情報学部教授) 
松本 幸正(名城大学理工学部教授) 
吉村 輝彦(日本福祉大学国際福祉開発学部教授) 

 
(以上、五十音順) 
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<<参 考>> 2021 年度 収支計画(案) (事業項目別) 
 
  自 2021 年 4 月 1 日     至 2022 年 3 月 31 日 
 
収入の部                               (単位：円) 

項目 2021 年度予算額 2020 年度予算額 備考 
支部交付金 997,000 1,602,000  
文献収入 60,000 375,700  
論文審査料収入 40,000 40,000  
積立金取り崩し 0 400,000 30 周年記念事業 
収入合計 1,097,000 2,417,700  

 
支出の部                               (単位：円) 

項目 2021 年度予算額 2020 年度予算額 備考 
国際交流委員会費 80,000 60,000 諸謝金、旅費交通費、等 
行政連携委員会費 80,000 80,000 諸謝金、旅費交通費、等 
研究活動費 230,000 120,000 旅費交通費、会議費、等 
研究発表会費 225,000 174,000 委託費、会議費、等 
創立周年記念 0 1,350,700 諸謝金、印刷製本費、等 

T   
 

講演会費 30,000 20,000 諸謝金、旅費交通費、等 
幹事会費 200,000 153,000 旅費交通費、会議費、等 
共通経費 132,000 430,000 消耗品費、通信運搬費、等  
支部総会費 20,000 30,000 旅費交通費、印刷製本費 
支出合計 997,000 2,417,700  

 
 
※特定費用準備金(35 周年記念事業の積立) 

活動事業の名称・事業番号 35 周年記念事業 
当該事業の担当委員会等 中部支部 
当該活動内容 令和 7年度に中部支部創立 35周年を迎え、記念事業として

「コンパクト・プラス・ネットワーク型都市の検証」に関す

るシンポジウムを開催する。 
当該活動の開始年度 2021 年度 

〃 終了年度(予定) 2024 年度 
積立限度額の算定方法 【開催費用】400,000 円 

内訳：シンポジウム（会場費、講師謝金等） 15 万円 
シンポジウム配布小冊子（印刷費等） 25 万円 

 
【積立限度額】400,000 円 

積立計画 2021 年度予算  100,000 円積立 
2022 年度予算  100,000 円積立 
2023 年度予算  100,000 円積立 
2024 年度予算  100,000 円積立 
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<<参 考>> 
〇2021 年度委員会名簿                    ◎：委員長、〇：委員 

地域
再生ま
ちづくり

公共
交通
研究

前年
度

今年
度

1 支部長 浅野　聡 三重大学 教授 ◎ ○

2 副支部長 秀島栄三 名古屋工業大学 教授 ○ ○ ○ ◎

3 副支部長 浅野純一郎 豊橋技術科学大学 教授 ○ ○

4 幹事 嶋田喜昭 大同大学 教授 ○ ◎ ○

5 幹事 吉村輝彦 日本福祉大学 教授 ○ ◎

6 幹事 佐藤雄哉 豊田工業高等専門学校 准教授 ○ ◎ ○

7 幹事 鶴田佳子 岐阜工業高等専門学校 教授 ○ ◎

8 幹事 倉内文孝 岐阜大学 教授 ○ ◎

9 幹事 猪井博登 富山大学 准教授 ○ ○ ◎

10 幹事 今村洋一 椙山女学園大学 准教授 ○

11 幹事 牛山健太朗 ㈱テイコク 主査 ○

12 幹事 小倉俊臣 玉野総合コンサルタント㈱ 技術課長 ○

13 幹事 小野　悠 豊橋技術科学大学 講師 ○ ○

14 幹事 川口暢子 愛知工業大学 講師 ○

15 幹事 川本義海 福井大学 教授 ○

16 幹事 塩士圭介 (株)日本海コンサルタント グループ長 ○

17 幹事 鈴木　温 名城大学 教授 ○

18 幹事 玉木利幸 ㈱中村組 顧問 ○

19 幹事 沈　振江 金沢大学 教授 ○

20 幹事 出村嘉史 岐阜大学 教授 ○

21 幹事 中村一樹 名城大学 准教授 〇

22 幹事 樋口恵一 大同大学 准教授 ○ ○

23 幹事 福島　茂 名城大学 教授 ○

24 幹事 福本雅之 名古屋大学 客員准教授 ○

25 幹事 眞島俊光 ㈱日本海コンサルタント リーダー ○

26 幹事 益尾　孝祐 愛知工業大学 講師 ○

27 幹事 松尾幸二郎 豊橋技術科学大学 准教授 ○

28 幹事 松本幸正 名城大学 教授 ○

29 幹事 三寺　潤 福井工業大学 教授 〇 ○

30 幹事 三村泰広 豊田都市交通研究所 主幹研究員 ○ ○

31 幹事 山岡俊一 豊田工業高等専門学校 教授 ○

32 幹事 吉村朋矩 福井工業大学 准教授 ○

33 特任幹事 與語智之 愛知県都市計画課 主査 ○

34 特任幹事 倉知正行 名古屋市都市計画課 総括係長 ○

35 特任幹事 矢野孝幸 名古屋都市センター 研究員 ○

36 顧問 竹内伝史 地域問題研究所 理事 ○

37 協力委員 神谷貴浩 中央コンサルタンツ㈱ 主任 ○

38 協力委員 坪井志朗 豊田都市交通研究所 研究員 ○

39 協力委員 野嶋慎二 福井大学 教授 ○

行政
連携

委員会

支部発表会

番号 役職 氏名 所属 所属役職
企画
総務

委員会

国際
交流

委員会

情報
管理委
員会

研究活動
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<<参 考>> 
 

○委員会の人員構成ならびに定員の考え方 
・ 各委員会の委員の定員を、下表のように定める。ただし、定員は目安であり、多少
の増減を認める。 

・ 各委員会の委員は、同時に支部幹事となる。ただし、幹事にならない委員(協力委員)
を若干名認める。なお、支部幹事は幹事会への出席義務が生じる。 

・ 行政連携委員会には、行政職の特任幹事を認める。 
 

表 各委員会の定員 
委員会 定員※1 現員数※1、※2 

企画総務委員会 

支部長、副支部長、

各委員会委員長、

前年度開催担当校

委員、今年度開催

担当校委員 

9 名 

行政連携委員会 3 名程度 4 名+[5 名] 
国際交流委員会 3 名程度 4 名 
情報管理委員会 1 名程度 2 名 
研究活動委員会 

地域再生まちづくり小委員会 8 名程度 5 名+[2 名] 

研究活動委員会 
公共交通研究小委員会 8 名程度 8 名 

※1：委員会を兼務する場合は、この表の上方にある委員会で定員に数える。 
※2：2021 年 4 月 3 日現在。[ ]内の数字は、協力委員・特任幹事の数 
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〇年度別 中部支部研究発表会・研究活動交流会 開催場所(予定) 
 
※2022年以降の開催担当校は変更の可能性あり。ただし開催県は、原則としてこの表に従う。 

 
  

和暦 西暦 回 開催地 開催場所 開催担当校 開催県
H12 2000 第11回 愛知県豊田市 名鉄トヨタホテル 愛知工業大学 愛知
H13 2001 第12回 岐阜県可児市 可児市福祉センター 名城大学 岐阜
H14 2002 第13回 愛知県春日井市 ホテルプラザ勝川、ルネック 中部大学 愛知
H15 2003 第14回 石川県金沢市 金沢市文化ホール 金沢大学 石川
H16 2004 第15回 愛知県名古屋市 大同工業大学滝春キャンパス 大同工業大学 愛知
H17 2005 第16回 福井県福井市 福井県国際交流会館 福井大学 福井
H18 2006 第17回 愛知県尾張旭市 名古屋産業大学文化センター 名古屋産業大学 愛知
H19 2007 第18回 岐阜県岐阜市 岐阜市生涯学習拠点施設ハートフルスクエアＧ 岐阜大学 岐阜
H20 2008 第19回 愛知県名古屋市 名古屋工業大学 名古屋工業大学 愛知
H21 2009 第20回 愛知県豊橋市 豊橋商工会議所 豊橋技術科学大学 豊橋・浜松
H22 2010 第21回 愛知県名古屋市 名城大学天白キャンパス 名城大学 愛知
H23 2011 第22回 三重県四日市市 じばさん三重 四日市大学 三重
H24 2012 第23回 愛知県名古屋市 中部大学名古屋キャンパス 中部大学 愛知
H25 2013 第24回 石川県鳳珠郡穴水町 穴水さわやか交流館プルート 金沢大学 石川
H26 2014 第25回 愛知県名古屋市 名古屋学院大学名古屋キャンパス　白鳥学舎 名古屋学院大学 愛知
H27 2015 第26回 岐阜県岐阜市 岐阜大学サテライトキャンパス 岐阜大学 岐阜
H28 2016 第27回 福井県福井市 福井市地域交流プラザAOSSA 福井大学 福井
H29 2017 第28回 愛知県豊田市 豊田産業文化センター 豊田工業高等専門学校 愛知
H30 2018 第29回 愛知県東海市 東海市市民活動センター 大同大学 愛知
R1 2019 第30回 静岡県浜松市 静岡文化芸術大学 静岡文化芸術大学 豊橋・浜松
R2 2020 第31回 愛知県名古屋市 名古屋都市センター(Covid-19のため) 名古屋工業大学 愛知
R3 2021 第32回 富山県富山市 大学コンソーシアム富山 富山大学 富山
R4 2022 第33回 中部大学 愛知
R5 2023 第34回 三重大学 三重
R6 2024 第35回 名古屋大学 愛知
R7 2025 第36回 金沢大学 石川
R8 2026 第37回 日本福祉大学 愛知
R9 2027 第38回 岐阜大学・岐阜高専 岐阜
R10 2028 第39回 椙山女学園大学 愛知
R11 2029 第40回 福井工業大学 福井
R12 2030 第41回 名城大学 愛知
R13 2031 第42回 豊橋技術科学大学 豊橋・浜松
R14 2032 第43回 豊田工業高等専門学校 愛知
R15 2033 第44回 富山大学 富山
R16 2034 第45回 大同大学 愛知
R17 2035 第46回 三重大学 三重
R18 2036 第47回 名古屋工業大学 愛知
R19 2037 第48回 金沢大学 石川
R20 2038 第49回 中部大学 愛知
R21 2039 第50回 岐阜大学・岐阜高専 岐阜
R22 2040 第51回 名古屋大学 愛知
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〇研究活動委員会(2021 年度～2022 年度) 活動の目的 
 
地域再生まちづくり小委員会 

・都市縮小と持続可能な発展に加え、災害の頻発、コロナ禍等への早急な対応が求め

られていることを踏まえ、適正な集約化の計画とその実行性について、自治体職員

や市民を交えた議論を通して追求する。現場主義に基づき、視察や見学会の場を通

して知見を蓄積するとともに、各自治体が抱える地域課題解決に向けた支援も視野

に入れた活動を行う。 

・地域の都市計画遺産の発掘や学習を通し、歴史的地物の継承のあり方と知見の共有

化を進める。 
 
 
公共交通研究小委員会 

交通 IC カードデータや GNSS，Wi-Fi，Bluetooth 技術を活用したデータ収集などい

わゆる「交通ビッグデータ」の蓄積・整備が進みつつあることを踏まえ、公共交通ネ

ットワークの維持／形成／評価／改善に向けた交通ビッグデータの活用方法につい

て学術・実務の両面から検討するとともに、分析技術の普及に向けた取り組みを行う。 

 


