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５. 令和２年度(2020 年度)環境関連審議会等の開催経過およ

び委員名簿 

○環境審議会の開催経過 

第 13 期 環境審議会委員名簿(順不同) 

令和 3年（2021年）3月末日現在 

区  分 氏  名 所 属 等 

学識経験者 

猪井 博登 
富山大学都市デザイン部 

都市・交通デザイン学科准教授 

上田 佳代 
京都大学大学院 地球環境学堂 

環境健康科学論 准教授 

上甫木 昭春 大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科教授 

小杉 隆信 立命館大学 政策科学部 教授 

小谷 真理 同志社大学 政策学部 准教授 

田中 晃代 
近畿大学 総合社会学部総合社会学科 

環境・まちづくり系専攻准教授 

花嶋 温子 大阪産業大学 デザイン工学部環境理工学科准教授 

前迫 ゆり 
大阪産業大学 人間環境学研究科 

デザイン工学部環境理工学科 教授 

事業者 

加納 栄二 豊中青年会議所副理事長 

山西 洋一 豊中商工会議所副会頭 

市民 

大橋 寛実 市民公募委員 

田中 偉夫 市民公募委員 

会 議 名 開催月日 会 議 内 容 

第 13期第 1回 環境審議会 
令 2 

9/15 

◇委員・事務局紹介 

◇職務代理者の選任について 

◇第 13期環境審議会のスケジュールについて 

◇令和 2 年度協働の取組みに関する意見交換会について 

◇その他 

第 13期第 2回 環境審議会 
令 3 

2/9 

◇第 3次豊中市環境基本計画の進行管理について 

・協働の取組みに関する意見交換会の実施結果について

(報告) 

・豊中市環境報告書「とよなかの環境～２０１９年度評価

と今後に向けて～」について(審議) 

◇令和 3 年度協働の取組みに関する意見交換会のテーマに

ついて(報告) 

◇その他 
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市民団体 

松本 敏明 日本労働組合総連合会豊中地区協議会幹事 

熊本 英子 とよなか消費者協会副会長 

廣田 学 
特定非営利活動法人 

とよなか市民環境会議アジェンダ２１事務局長 

○廃棄物減量等推進審議会の開催経過 

会 議 名 開催月日 会 議 内 容 

第 12期第 1回 

廃棄物減量等推進審議会

（WEB） 

令 2 

9/8 

◇諮問 

◇第12期豊中市廃棄物減量等推進審議会の審議日程（案）につ

いて 

◇第4次豊中市ごみ減量計画の進行管理について 

◇その他 

第 12期第 2回 

廃棄物減量等推進審議会

（WEB） 

令 3  

1/20 

◇第4次豊中市ごみ減量計画の進行管理について 

◇その他 

第 12 期 廃棄物減量等推進審議会委員名簿(順不同)            

令和 3年（2021年）3月末日現在 

区  分 氏  名 所 属 等 

学識経験者 

小島 理沙 京都経済短期大学 准教授 

花嶋 温子 
大阪産業大学 デザイン工学部環境理工学科 

准教授 

渡辺 信久 大阪工業大学 工学部環境工学科 教授 

市民 

國分 美和子 公募市民 

西村 加代子 公募市民 

日名 仁美 公募市民 

市民団体 

下村 浩 廃棄物減量等推進員 

髙島 邦子 
特定非営利活動法人 

とよなか市民環境会議アジェンダ２１ 

中澤 和子 とよなか消費者協会 

事業者 

吉田 哲平 豊中商工会議所 

遠藤 健男 大阪府生活協同組合連合会 

榊󠄀原 伸 マリンフード株式会社 

再生資源業者 米田 弘樹 大阪再生資源業界近代化協議会 

廃棄物処理業者 澤村  正良 豊中環境事業協同組合 

市長が特に必要と認める者 重長 寿典 連合大阪豊中地区協議会 
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○環境保全審査会の開催経過 

開催無し 

環境保全審査会委員名簿(順不同) 

令和 3年（2021年）3月末日現在 

区  分 氏  名 所 属 等 

学識経験者 

金﨑 正行 関西学院大学 非常勤講師 

佐山 浩 関西学院大学 総合政策学部教授 

澤木 昌典 大阪大学大学院 工学研究科教授 

中山 祐一郎 
大阪府立大学大学院  

人間社会システム科学研究科准教授 

張野 宏也 神戸女学院大学大学院人間科学研究科教授 

山村 充 兵庫県立大学環境人間学部教授 

吉田 長裕 大阪市立大学大学院工学研究科准教授 

○都市景観・屋外広告物審議会の開催経過 

会 議 名 開催月日 会 議 内 容 

第 1回 

都市景観・屋外広告物審議会 

令 2 

6/29 

◇諮問第 7 号 都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更

について 

◇諮問第 8 号 都市景観形成建築物等の指定について 

第 2回 

都市景観・屋外広告物審議会 

令 3 

1/27 

◇会長の職務を代行する者の指名について 

◇豊中市都市景観形成マスタープラン＜推進施策＞の進捗状

況について（定期報告） 

◇都市景観表彰事業の実施について 

都市景観・屋外広告物審議会名簿(順不同)                 

令和 3年（2021年）3月末日現在 

区  分 氏  名 所 属 等 

学識経験者 

岡 絵理子 関西大学 環境都市工学部教授 

加我 宏之 大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科教授 

加藤 晃規 関西学院大学 名誉教授 

田中 一成 大阪工業大学工学部教授 

林 倫子 関西大学環境都市工学部准教授 

福田 知弘 大阪大学大学院 工学研究科准教授 

水野 優子 武庫川女子大学 生活環境学部准教授 

若本 和仁 大阪大学大学院 工学研究科准教授 
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事業者 

石川 哲朗 大阪屋外広告美術協同組合副理事長 

加藤 精一 社団法人 大阪府建築士事務所協会 

材寄 法子 公益社団法人 大阪府建築士会 

山西 洋一 豊中商工会議所副会頭 

市民 
岡田 健吾 公募市民 

森田 昇司 公募市民 

市長が必要と認める委員 板田 昌彦 大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築企画課長 

○環境委員会の開催経過 

会 議 名 開催月日 会 議 内 容 

第 1回 環境委員会幹事会 
令 2 

6/3 
◇令和元年度（2019年度）年次報告及び令和２年度（2020
年度）年次計画（案）について 

環境委員会名簿(順不同)                               

令和 3年（2021年）3月末日現在 

職   名 委 員 名 

副市長 菊池 秀彦 

副市長 足立 佐知子 

教育長 岩元 義継 

市立豊中病院事業管理者 本荘 泰司 

上下水道事業管理者 吉田 久芳 

危機管理監 森 純一 

人権文化政策監 山本 弥生 

総務部長 籔床 和弘 

都市経営部長 榎本 弘志 

都市活力部長 長坂 吉忠 

環境部長 糸井 達也 

財務部長 直川 俊彦 

市民協働部長 高橋 明 

福祉部長 宮城 節子 

健康医療部長 松岡 太郎 

こども未来部長 山口 太一 

都市計画推進部長 上野山 雅也 

都市基盤部長 上北 隆之 

会計管理者 福田 雅至 

市立豊中病院看護部長 藤田 幸恵 
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市立豊中病院事務局長 大東 幹彦 

上下水道局経営部長 土井 清治 

上下水道局技術部長 河本 圭司 

消防局長 小倉 博 

教育委員会事務局長 小野 雄慈 

教育委員会事務局教育監 道上 博行 

市議会事務局長 明石 治美 

豊中市伊丹市クリーンランド事務局長 野口 幸雄 

環境委員会幹事会(順不同) 

令和 3年（2021年）3月末日現在 

所  属 職  名 幹事会委員名 

総務部 行政総務課長 武市 彰史 

都市経営部 経営計画課長 寺田 光一 

都市活力部 
空港課長（次長） 藤家 寛 

産業振興課 高島 健司 

環境部 

資源循環長 道端 昭次 

環境政策課長（次長） 甫立 浩三 

環境政策課主幹（環境保全担当） 安好 明男 

環境政策課主幹（計画推進担当） 山本 眞人 

公園みどり推進課長 楢橋 幹三 

減量計画課長 吉村 光章 

美化推進課長 中川 義彦 

市民協働部 
コミュニティ政策課長（次長） 松永 啓太 

くらし支援課長（参事） 濵政 宏司 

都市計画推進部 都市計画課長 今中 義晃 

都市基盤部 交通政策課長（次長） 福山 隆志 

上下水道局 経営部 総務課長（次長） 南 岳彦 

教育委員会事務局 
教育総務課長（次長） 森田 宏人 

学校教育課長 寺田 泰子 

農業委員会事務局 事務局長 山野 純 

豊中市伊丹市クリーンランド 総務課長（次長） 山田 隆史 

（環境委員会設置要綱別表 3に掲げる委員）    

 
 

危機管理課 危機管理課長 安井 茂高 

都市活力部 魅力創造課長（次長） 小原 美紀 

財務部 財政課長 長尾 元明 
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福祉部 地域共生課長 佐野 健二 

こども未来部 こども政策課長（次長） 蓬莱 秀夫 

都市計画推進部 住宅課長（次長） 別所 貴美子 

市立豊中病院事務局 総務企画課長（次長） 加嶋 隆 

消防局 消防総務課長（次長） 片岡 邦恭 

  


