
ゾーン30プラス協⼒者リスト 交通⼯学研究会・⽣活道路に関 する検討⼩委員会
2021.5.24更新 アドレスの★は@に変更してください。

No. 所属 所属地域 所属名 ⽒名 専⾨分野 連絡先メールアドレス
1 ⼤学 北海道 北海道科学⼤学 道尾淳⼦ 都市計画（都

市形成、歩⾏
空間）、地域
デザイン

michio-j★hus.ac.jp

2 ⼤学 東北 秋⽥⼤学理⼯学部 システ
ム⼯学科

浜岡 秀勝 交通⼯学、交
通計画

hamaoka★ce.akita-u.ac.jp

3 ⾼専 東北 秋⽥⼯業⾼等専⾨学校創
造システム⼯学科 ⼟⽊・
建築系空間デザインコー
ス

葛⻄ 誠 交通⼯学、交
通計画

kasai★akita-nct.ac.jp

4 ⼤学 東北 福島⼤学経済経営学類 ⻑野博⼀ 都市計画・道
路管理・地域
政策・UD施策

nagano★econ.fukushima-u.ac.jp

5 ⼤学 関東 ⽇本⼤学理⼯学部交通シ
ステム⼯学科

⼩早川悟 交通計画、交
通⼯学

kobayakawa.satoru★nihon-u.ac.jp

6 ⼤学 関東 東京⼤学⽣産技術研究所 平沢隆之 交通サービス
デザイン、予
防安全型ITS

hirasawa★iis.u-tokyo.ac.jp

7 ⼤学 関東 東京理科⼤学理⼯学部 海野 遥⾹ 交通計画 unoharuka★rs.tus.ac.jp
8 ⼤学 関東 千葉商科⼤学 ⼩栗幸夫 都市計画 oguri★cuc.ac.jp
9 ⼤学 関東 ⽇本⼤学 ⽯坂哲宏 交通計画，交

通⼯学
ishizaka.tetsuhiro★nihon-u.ac.jp

10 ⼤学 関東 東京電機⼤学理⼯学部 ⾼⽥和幸 交通計画・都
市計画

takada★g.dendai.ac.jp

11 ⼤学 関東 ⽇本⼤学 理⼯学部 交
通システム⼯学科

兵頭 知 交通⼯学，交
通安全（マク
ロ）

hyoudou.satoshi★nihon-u.ac.jp

12 ⼤学 関東 ⽇本⼤学理⼯学部 吉岡慶祐 交通⼯学 yoshioka.keisuke★nihon-u.ac.jp
13 ⼤学 関東 ⽇本⼤学 泉⼭塁威 都市計画・都市デザ

イン・パブリックス
ペース・エリアマネ
ジメント・タクティ
カルアーバニズム・
プレイスメイキン
グ・ウォーカブル

rui★sotonoba.place

14 ⼤学 関東 ⽇本⼥⼦⼤学 家政学部
住居学科

薬袋奈美⼦ 住環境計画 minain★fc.jwu.ac.jp

15 ⼤学 関東 埼⽟⼤学⼤学院理⼯学研
究科

久保⽥尚 交通⼯学、交
通計画

hisashi★mail.saitama-u.ac.jp

16 ⼤学 関東 国⼠舘⼤学理⼯学部 理⼯
学科

寺内 義典 交通⼯学、交
通計画

terauchi★kokushikan.ac.jp



17 ⼤学 関東 埼⽟⼤学⼤学院理⼯学研
究科

⼩嶋 ⽂ 交通⼯学、交
通計画

akojima★mail.saitama-u.ac.jp

18 ⼤学 関東 中央⼤学 研究開発機構 稲垣 具志 交通⼯学、交
通計画

inagaki.24c★g.chuo-u.ac.jp

19 ⼤学 関東 宇都宮⼤学地域デザイン
科学部

⼤森 宣暁 都市交通計
画、⼈の活
動・交通⾏動
分析、バリア
フリーのまち
づくり

nobuaki★cc.utsunomiya-u.ac.jp

20 ⼤学 北陸 ⾦沢⼤学 融合研究域 融
合科学系

藤⽣ 慎 交通計画 fujiu★se.kanazawa-u.ac.jp

21 ⼤学 北陸 福井⼤学学術研究院⼯学
系部⾨ 建築建設⼯学講
座

川本義海 交通計画、交
通⼯学、都市
計画

yoshimi★u-fukui.ac.jp

22 ⼤学 北陸 富⼭⼤学 都市デザイン学
部 都市・交通デザイン
学科

猪井 博登 inoi★sus.u-toyama.ac.jp

23 ⼤学 北陸 富⼭⼤学 都市デザイン学
部 都市・交通デザイン
学科

⾼柳 百合⼦ 都市計画、街
路空間計画

（ウェブでの公開なし）

24 ⼤学 中部 豊橋技術科学⼤学 松尾幸⼆郎 交通⼯学，交
通安全マネジ
メント

k-matsuo★ace.tut.ac.jp

25 ⼤学 中部 ⼤同⼤学 嶋⽥喜昭 地区交通計
画、⾃転⾞交
通等

shimada★daido-it.ac.jp

26 ⼤学 中部 名城⼤学 都市情報学部 杉浦伸 shinsu★meijo-u.ac.jp
27 ⼤学 中部 名古屋⼤学⼤学院 中村英樹 交通⼯学 nakamura★genv.nagoya-u.ac.jp
28 ⾼専 中部 豊⽥⼯業⾼等専⾨学校 ⼭岡 俊⼀ 交通計画、都

市計画（⽣活
道路の交通安
全、福祉のま
ちづくりな
ど）

yamaoka★toyota-ct.ac.jp

29 ⼤学 中部 中部⼤学 ⼯学部 都市
建設⼯学科

磯部友彦 交通計画 tomohiko★isc.chubu.ac.jp

30 ⼤学 関⻄ 帝塚⼭⼤学⼼理学部 蓮花⼀⼰ 交通⼼理学 renge★tezukayama-u.ac.jp
31 ⼤学 関⻄ 関⻄⼤学 環境都市⼯学部 井ノ⼝ 弘昭 都市交通シス

テム
hiroaki★inokuchi.jp

32 ⼤学 関⻄ 京都⼥⼦⼤学 諏訪亜紀 環境政策 suwa★kyoto-wu.ac.jp



33 ⼤学 関⻄ ⼤阪市⽴⼤学 ⼤学院⼯学
研究科 都市系専攻 都市
基盤計画

吉⽥ ⻑裕 交通⼯学、交
通計画

yoshida★eng.osaka-cu.ac.jp

34 ⼤学 中国 岡⼭⼤学 ⼤学院環境⽣命
科学研究科

橋本 成仁 交通⼯学、交
通計画

seiji★okayama-u.ac.jp

35 ⼤学 四国 ⾹川⼤学 創造⼯学部
建築・都市環境コース

紀伊 雅敦 都市計画 kii.masanobu★kagawa-u.ac.jp

36 ⼤学 四国 徳島⼤学⼤学院社会産業
理⼯学研究部

⼭中英⽣ yamanaka.hideo★tokushima-u.ac.jp

37 ⾼専 四国 ⾹川⾼等専⾨学校 建設
環境⼯学科

今岡 芳⼦ 地域福祉、環
境計画

imaoka★t.kagawa-nct.ac.jp

38 ⾼専 四国 ⾹川⾼等専⾨学校 建設
環境⼯学科

宮崎 耕輔 交通計画 miyazaki★t.kagawa-nct.ac.jp

39 ⼤学 四国 ⾼知⼯科⼤学 ⻄内裕晶 交通⼯学 nishiuchi.hiroaki★kochi-tech.ac.jp
40 ⼤学 四国 愛媛⼤学 ⼤学院理⼯学研

究科
吉井 稔雄 ⼟⽊計画学、

交通⼯学
yoshii★cee.ehime-u.ac.jp

41 ⼤学 四国 愛媛⼤学 ⼤学院 倉内 慎也 ⼟⽊計画学、
交通⼯学

kurauchi★cee.ehime-u.ac.jp

42 ⼤学 四国 愛媛⼤学社会共創学部環
境デザイン学科

松村 暢彦 ⼟⽊計画学、
交通⼯学

matsumura★cee.ehime-u.ac.jp

43 ⼤学 九州 福岡⼥⼦⼤学国際⽂理学
部環境科学科

松永千晶 交通計画学、
都市計画学、
⼟⽊計画学

matsunaga★fwu.ac.jp

44 ⼤学 九州 福岡⼤学⼯学部  社会デ
ザイン⼯学科

⾠⺒ 浩 道路計画、公
共交通、⾃転
⾞、歩⾏者

tatsumi★fukuoka-u.ac.jp

45 ⼤学 九州 福岡⼤学⼯学部  社会デ
ザイン⼯学科

吉城秀治 ⾃転⾞・歩⾏
者交通、交通
安全、公共交
通計画

syoshiki★fukuoka-u.ac.jp

46 ⼤学 沖縄 琉球⼤学 神⾕⼤介 ⼟⽊計画学 d-kamiya★tec.u-ryukyu.ac.jp


