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会議室において、戸所会長のほか常任理事が出席し

日本都市学会第５９回（２０１２年度）大会
開催ご案内

て、①2011 年度事業報告・決算見込み/②2012 年度
事業予定・予算案/③第５８回大会の報告/④第５９

日本都市学会第５９回大会は、2012 年１０月２６

回大会について/⑤第６０回大会について/⑥編集・

日・２７日・２８日に、福岡県北九州市の西日本工

学術委員会（論文審査）について/⑦年報発行予定に

業大学小倉キャンパス本館（北九州市小倉北区室町

ついて/⑧学会賞選考予定について/⑨会長選挙につ

1-2-11）を会場に、
「都市の進化」をテーマに下記

いて/⑩その他について討議がなされました。

のスケジュールで開催されます。課題報告・自由発

議題①については、理事会、常任理事会、学会賞

表を募集しています。

選定、編集・学術委員会、第５８回大会・総会等の

発表希望の方は、８月５日（必着）で、同封の

開催、
年報 VOL.44 の発行等の事業報告が行われ承認

ハガキで、大会開催事務局（九州都市学会事務局）

されました。
また、
事業収支の中間報告については、

まで、お申し込み下さい。

一部修正が指摘され、承認されました。

詳細プログラムは８月下旬頃にお手元にお届けす

議題②については、理事会、常任理事会、学会賞

る予定です。また、詳細が決まり次第ホームページ

選定予定、編集・学術委員会、第５９回大会・総会

に掲載します。会員のみなさまの多数の参加をお待

等の開催、
年報 VOL.45 の発行予定等の事業計画が報

ちしています。

告され承認されました。また、予算案は、一部修正

【大会スケジュール案】

が指摘され、承認されました。

［１０月２６日（金）
］

議題③「第５８回大会」については、担当の東北

午後 エクスカーション（
「環境モデル都市北九

都市学会より、実施報告がありました。

州」
）

議題④「第５９回大会」については、担当の九州

［１０月２７日（土）
］

都市学会より、2012 年 10 月 26～28 日に福岡県北九

午前 研究発表Ⅰ

州市で予定されている大会開催概要の報告がありま

午後 基調講演・シンポジウム

した。

日本都市学会賞授賞式

議題⑤「第６０回大会」については、担当の中四

日本都市学会総会

国都市学会より、2013 年に香川県での開催に向け調

夕方 懇親会

整中との報告がありました。

［１０月２８日（日）
］

議題⑥については、編集・学術委員会より、現在

午前 研究発表Ⅱ

の審査経緯の報告がありました。
議題⑦については、年報担当事務局より、vol.45

２０１１年度常任理事会報告

「震災と持続可能な都市づくり」の刊行予定と収支

日本都市学会２０１１年度常任理事会は、2011 年

が報告されました。

３月２５日（土）13 時から東京駅八重洲口近くの貸

議題⑧については、学会賞担当事務局より、奥井
1

記念賞・論文賞・特別賞（学術共同研究賞・まちづ

選定、編集・学術委員会、第５８回大会・総会等の

くり賞）の推薦方法及び選考委員会についての報告

開催、
年報 VOL.44 の発行等の事業報告が行われ承認

がありました。

されました。また、事業収支の決算報告案について
は原案のまま承認された。

議題⑨については、本部事務局より、2013-14 年

議題③については、理事会、常任理事会、学会賞

度会長選挙の予定を報告しました。

選考予定、編集・学術委員会、第５９回大会・総会
等の開催、
年報 VOL.45 の発行予定等の事業計画が報

日本都市学会賞選考委員会が設置されました

告され承認されました。また、予算案については原

２０１２年度日本都市学会奥井賞選考委員会の

案のまま承認されました。

委員について、規約に従い、常任理事および常任理

議題④「第５８回大会」については、担当の東北

事の指名する役員である以下の１０人の方々が理事

都市学会より、実施報告がありました。

会により承認されました。

議題⑤「第５９回大会」については、担当の九州

越澤明（北海道）
、松本行真（東北）
、熊田俊郎（関

都市学会より、2012 年 10 月 26～28 日に福岡県北九

東）
、吉川忠寛（関東）
、土居洋平（関東）
、磯部友彦

州市で予定されている大会開催概要・趣意書等の報

（中部）
、小長谷一之（近畿）
、山崎健（近畿）
、由井

告があり、承認されました。

義通（中四国）
、堤昌文（九州）
。

議題⑥「第６０回大会」については、担当の中四

２０１２年度日本都市学会論文賞選考委員会の

国都市学会より、2013 年に香川県高松市での開催予

委員について、規約に従い、理事および理事会の指

定案の報告がありました。

名する役員である以下の１１人の方々が理事会によ

議題⑦については、編集・学術委員会より、現在

り承認されました。

の審査経緯の報告がありました。

森 傑（北海道）
、日野正輝（東北）
、吉野英岐（東

議題⑧については、年報担当事務局より、vol.45

北）
、井上 繁（関東）
、浦野正樹（関東）
、林 上（中

「震災と持続可能な都市づくり」の刊行予定と収支

部）
、高田弘子（中部）
、久隆浩（近畿）
、山田浩之（近

が報告されました。

畿）
、山下博樹（中四国）
、外井哲志（九州）
。

議題⑨については、学会賞担当事務局より、奥井
記念賞・論文賞・まちづくり賞の選考委員及び選考

２０１２年度第１回理事会報告

方法等についての報告があり、承認されました。

２０１２年度第１回理事会は、2012 年６月１７日

議題⑩については、本部事務局より、2013-14 年

（日）午後１時から東京都港区芝浦のキャンパス・

度会長選挙の依頼文案と予定が示され、第 1 回投票

イノベーションセンターにおいて開催され、戸所会

時期を 7 月下旬頃として、承認されました。

長はじめ理事、常任理事が出席して開催され、①役

議題⑪については、新しい都市学を考えるﾜｰｷﾝｸﾞ

員の確認/②2011 年度事業報告・決算案について/③

ｸﾞﾙｰﾌﾟより、
大会での PR と資料準備への協力依頼が

2012 年度事業予定・予算案について/④第５８回大

ありました。

会について/⑤第５９回大会について/⑥第６０回大
会について/⑦学術・編集委員会（論文審査）につい

年報ＶＯＬ．４５をお届けします

て/⑧年報発行予定について/⑨学会賞選考予定につ

日本都市学会年報 VOL.45「震災と持続可能な都市

いて/⑩会長選挙について/⑪その他（新しい都市学

づくり」
（掲載論文数 24、研究報告 4）を発行いたし

を考えるﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）の審議がなされました。

ます。順次、会員のお手元にお届けしますが、宛先

議題①については、交代となった支部選出理事の

不明で返送されるケースがかなりあります。届かな

名前が報告されました。

い方は事務局へお問い合わせ下さい。また、住所変

議題②については、理事会、常任理事会、学会賞
２

更された方はすみやかに本部事務局までご連絡をお

居洋平(関東)、
吉川忠寛(関東)、
熊田俊郎(関東)、

願いします。

磯部友彦(中部)、小長谷一之(近畿)、山崎健(近
畿)、由井義通(中四国)、堤昌文(九州)

２０１２年度日本都市学会年間スケジュール

【監事】井澤知旦（中部）
、佐藤直由（東北）

４月 ○都市学会賞の応募締切（30 日）

地域都市学会事務局一覧

６月 ○第１回理事会（17 日）

【北海道都市地域学会(連絡先)】

７月 ○ニュース NO.34 の発行

〒062-8520 札幌市豊平区西岡３条７丁目 3-1

○大会案内送付

札幌大学女子短期大学部経営学科小山研究室内

○年報 VOL.45 送付

TEL＆FAX 011-852-9342
<e-mail> koyama-s@sapporo-u.ac.jp

８月 ○大会プログラム送付（下旬）

【東北都市学会】

９月 ○日本都市学会賞選考委員会（９日）

〒970-8034 福島県いわき市平上荒川字長尾 30

○第２回理事会（９日）

福島工業高等専門学校コミュニケーション情報
学科松本行真研究室内

10 月 ○第３回理事会（26 日）

TEL 0246-46-0850

○大会・総会（27・28 日）

<e-mail> matsumoto.m@fukushima-nct.ac.jp

11 月 ○年報査読付き審査論文締切（30 日）

【関東都市学会】

１月 ○ニュース NO.35 の発行

〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20

２月 ○年報無審査論文原稿締切（28 日）

東洋大学社会学部社会学科 西野淑美研究室内
Tel/Fax 03-3945-7453

３月 ○常任理事会

<e-mail> y_nishino@toyo.jp
【中部都市学会】 （８月中旬以降）
〒487-8501 春日井市松本町 1200

日本都市学会第６０回（２０１３年度）大会
の予定

中部大学人文学部大塚俊幸研究室内
TEL 0568-51-9107

第６０回大会は、中四国都市学会の担当で、２０

<e-mail> chubutoshi@isc.chubu.ac.jp

１３年秋に、香川県高松市を会場として、
「地方都市

【近畿都市学会】

と国際化・国際交流」
（案）をテーマに開催される予

〒631-8502 奈良市山陵町 1500

定です。

奈良大学文学部地理学教室（酒井研究室）内
TEL＆FAX 074-241-9539

２０１２年度日本都市学会役員

<e-mail> info@kintoshi.org
【中四国都市学会】

【会長】戸所 隆（関東）

〒739-8524 東広島市鏡山 1-1-1

【支部会長理事】日野正輝(東北)、井上繁(関東)、

広島大学大学院教育学研究科社会認識教育学

林上(中部)、
山田浩之(近畿)、
寺谷亮司(中四国)、

研究室内 TEL＆FAX 082-424-6804

北村速雄(九州)

<e-mail> yyui@hiroshima-u.ac.jp

【支部選出理事】森傑(北海道)、吉野英岐(東北)、

【九州都市学会】

大内田鶴子(関東)、浦野正樹(関東) 、高田弘子

〒800-0394 福岡県京都郡苅田町新津 1-11

(中部)、高山正樹(近畿)、久隆弘(近畿)、山下

西日本工業大学環境都市デザイン工学科内

博樹(中四国)、外井哲志(九州)

TEL 0930-23-1491/FAX 0930-24-7900
<e-mail> hayakawa@nishitech.ac.jp

【常任理事】越沢明(北海道)、松本行真(東北)、土
３
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