
神戸市総合基本計画審議会の部会（案） 

 

 

 このほか、各部会の審議状況に合わせ、適時、必要に応じて部会の設置及びその所属委

員（部会長・副部会長含む）の指名については、会長の一任とする。 

総合基本計画を検討する組織 

 

                            ○都市空間を中心に審議 

都市空間の計画、土地利用計画、 

                              水と緑からみた空間計画、 

                              総合交通体系、災害に対応した都  

                              市づくり、都市景観 など 

 

 

                            ○人権・福祉を中心に審議 

                               人権、子育て、学校教育、 

高齢者・障害者などで支援を必要 

とする人への対応、健康づくり、 

自律的な地域コミュニティづくり など

 

 

                            ○産業・観光・文化を中心に審議 

                               産業、観光、文化等の分野、 

                               次世代スーパーコンピュータ、 

医療産業都市構想を活かした 

知の集積、 

                              産学官連携による優れたもの 

                               づくりの技術開発の支援 など 

 

 

                             

                            ○各部会間の調整 

○その他他部会の審議に属さない事項 

                            ※会長並びに各部会の部会長及び副部会長  

                                により構成 

 

 

                              

 

 

（専門部会Ⅱ） 

市民生活部会 

 

 

総   会 

（会長・副会長） 

（専門部会Ⅰ） 

都市空間部会 

 

（専門部会Ⅲ） 

活力・魅力部会 

 

 

調 整 部 会 

 

神戸市総合基本計画審議会資料（別紙）



 
 

※「参与」は、国土交通省近畿地方整備局は都市空間部会、国土交通省神戸運輸監理部及び兵庫県は活力・魅力部会を基本部会とする。 

 専門部会（都市空間部会） 専門部会（市民生活部会） 専門部会（活力・魅力部会）            

事

項 

都市空間を中心に審議 

（都市空間の計画、土地利用計画、水と緑からみた空間計画、総合交通体系、災害に

対応した都市づくり、都市景観 など） 

人権・福祉を中心に審議 

（人権、子育て、学校教育、高齢者・障害者などで支援を必要とする人への対応、

健康づくり、自律的な地域コミュニティづくり など） 

産業・観光・文化を中心に審議 

（産業、観光、文化等の分野、次世代スーパーコンピュータ、医療産業都市構想を

活かした知の集積、産学官連携による優れたものづくり技術開発の支援 など） 

学

識

経

験

を

有

す

る

者 

朝倉 康夫  神戸大学大学院工学研究科教授 

沖村  孝  建設工学研究所常務理事、神戸大学名誉教授 

角野 幸博  関西学院大学総合政策学部教授 

黒田 勝彦  神戸市立工業高等専門学校校長 

小浦 久子  大阪大学大学院工学研究科准教授 

中野加都子  神戸山手大学現代社会学部教授 

林  春男  京都大学防災研究所巨大災害研究センター長・教授 

北後 明彦  神戸大学都市安全研究センター教授 

増田  昇  大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授 

盛岡  通  関西大学環境都市工学部教授 

安田 丑作  神戸大学名誉教授 

伊多波良雄  同志社大学経済学部教授 

高井 義美  神戸大学大学院医学研究科長・医学部長 

立木 茂雄  同志社大学社会学部教授 

田中 直人  摂南大学工学部教授 

中川 幾郎  帝塚山大学大学院法政策研究科教授 

長瀬 荘一  神戸女子短期大学副学長 

福田千津子  元神戸常磐短期大学教授 

牧里  毎治  関西学院大学人間福祉学部教授 

松原 一郎  関西大学社会学部教授 

 

加藤 恵正  兵庫県立大学経済学部教授                   

金井 壽宏  神戸大学大学院経営学研究科教授 

神木 哲男  神戸大学名誉教授 

齊木 崇人  神戸芸術工科大学学長 

田辺 眞人  園田学園女子大学名誉教授 

中村  千春  神戸大学理事・副学長 

新野幸次郎  神戸大学名誉教授 

西川  伸一    理化学研究所発生・再生科学総合研究センター副センター長 

西村  順二  甲南大学経営学部教授 

 

宇津  寬  神戸市自治会連絡協議会会長 

中西  均  神戸商工会議所専務理事 

中山 辰己  神戸市地域改善まちづくり協議会会長 

原  仁美  神戸市婦人団体協議会会長  

三谷 悦雄  兵庫県港運協会会長 

祢木 和明  神戸市消防協会会長 

大辻 正忠  神戸市老人クラブ連合会理事長 

大森 綏子  兵庫県看護協会会長 

奥本 一夫  社会福祉法人神戸市身体障害者団体連合会理事長 

川島 龍一  神戸市医師会会長 

霧嶋 明美  神戸市手をつなぐ育成会会長 

黒川 恭眞  神戸市私立保育園連盟会長 

清水 政子  兵庫県ＬＤ親の会「たつの子」副代表 

田川  智  神戸市私立幼稚園連盟理事長 

三木 秀美  神戸市ＰＴＡ協議会会長 

吉岡 正勝  神戸市老人福祉施設連盟理事長 

三條 正豊  神戸市商店街連合会会長 

立花 政弘  兵庫六甲農業協同組合代表理事副組合長 

松村 英洋  連合兵庫県連合会神戸地域協議会議長 

村元 四郎  神戸市機械金属工業会会長 

山田 隆義  神戸市水産会会長 

渡辺 智教  神戸労働者福祉協議会会長 

久利 計一  ＫＯＢＥ三宮・ひと街創り協議会会長 

黒谷 静佳  環境カウンセラー 

曹    英生  神戸南京町景観形成協議会代表委員 

田中 まこ  神戸フィルムオフィス代表 

南部真知子   神戸旅客船協会理事、株式会社神戸クルーザー・コンチェルト代表取

締役社長 

野崎 隆一  ＮＰＯ法人神戸まちづくり研究所理事・事務局長 

服部 孝司  株式会社神戸新聞社地域活動局長 

森﨑 清登  長田区ユニバーサルデザイン研究会会長、 

近畿タクシー株式会社代表取締役 

伊東 浩司  甲南大学スポーツ・健康科学教育研究センター准教授 

坂本津留代  ＮＰＯ法人｢ニューいぶき」理事長 

妹尾美智子  神戸市消費者協会専務理事 

竹中 ナミ  社会福祉法人プロップ・ステーション理事長 

車 得 龍  在日本大韓民国民団兵庫県地方本部団長 

中村 順子  ＮＰＯ法人コミュニティ・サポートセンター神戸理事長 

古河 憲子  生活協同組合コープこうべ理事 

F.E.レオンハート マリスト国際学校理事長 

山口 淑美  ＮＰＯ法人こうべユースネット理事長  

岩田 弘三  Feel KOBE観光推進協議会会長、株式会社ロック・フィールド代表取締役

社長 

植村 武雄  神戸経済同友会顧問、小泉製麻株式会社取締役社長 

加藤 隆久  神戸芸術文化会議議長 

高崎 邦子  株式会社ＪＴＢ西日本広報室長 

高橋 英行  日本銀行神戸支店長 

中島 幸男  シスメックス株式会社取締役常務執行役員 

永吉 一郎  地域ＩＣＴ推進協議会副会長、株式会社神戸デジタル・ラボ代表取締役 

西河 芳樹  日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社取締役神戸医薬研究所長 

村田 泰男  神戸経済同友会代表幹事 

矢崎 和彦  デザイン都市・神戸推進会議チェアマン、株式会社フェリシモ代表取締役

社長 

民

間

各

種

団
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者
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 加野 有美  第10期市政アドバイザー 福田 正人  第10期市政アドバイザー 

槇本久仁子  第10期市政アドバイザー 

市会

議員 

前島 浩一  神戸市会議員 

 

松本  修  神戸市会議員 平野 昌司  神戸市会議員 

松本のり子  神戸市会議員 
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