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 昨年度に引き続き、今年度の大会も Zoom（遠隔会議

システム）を使用しての完全オンライン方式で開催す

ることになりました。10月 23日午後にシンポジウム・

学会賞表彰式・総会、24日に研究報告部会を開催いた

します。今年度の大会開催担当は近畿都市学会で、尼

崎市からの後援を受けての開催となります。 

今後、大会の詳細及び最新情報を「2021年度大会特

設サイト」に掲載していきますので、大会参加者は大

会の運営や注意事項等の確認を随時お願いいたします。

大会への参加は、総会、シンポジウム、研究報告部会

への参加・出席を含めて、すべて申込フォームに従っ

た e-mailでの事前の登録が必要ですので、ご注意願い

ます。 

 

[2021年度大会特設サイト] 

 http://www.kintoshi.org/toshi2021/ 

（大会特設サイトへは、近畿都市学会および日本都市

学会の HPからアクセスできます。） 

 

 

●大会スケジュール（以下は予定です。詳細は上記大

会特設サイトをご覧ください。） 

 

【10月 23日(土)】 

13:00～13:10 開会挨拶 浦野正樹（日本都市学会

会長）、山崎健（近畿都市学会会長） 

13:10～13:50 特別講演 稲村和美（尼崎市長） 

13:50～16:20 シンポジウム 

「ラストベルト産業都市の再生と進化」 

趣旨説明・オーガナイザー  

加藤恵正（兵庫県立大学教授） 

シンポジスト 定藤博子（阪南大学准教授）、                      

今井良広（兵庫県地域創生局長）、朴延（尼崎

産業活性化機構研究員）、森山敏夫（尼崎市副

市長） 

コメンテーター 久隆浩（近畿大学教授） 

16:20～16:40 日本都市学会賞授与式 

16:40～17:20 日本都市学会総会 

 

【10月 24日(日)】 

9:30〜11:30 研究報告Ⅰ 

（A会議室、B会議室、C会議室） 

13:00〜15:00 研究報告Ⅱ 

（A会議室、B会議室、C会議室） 

15:30〜17:30 研究報告Ⅲ 

（A会議室、B会議室、C会議室） 

 

●研究報告申込と大会参加エントリーについて 

・研究報告をご希望の方は、上記「2021年度大会特設

サイト」をご覧いただき、9 月 11 日（土）必着で、

題目など申込フォームに必要な事項を記載のうえ、

e-mailにて、下記大会事務局までお申し込みくださ

い。さらに発表要旨を、9月 22日（水）必着で e-mail

にて下記大会事務局に送信して下さい。 

・総会等を含む大会行事への参加エントリーに関して

は、10 月 14 日（木）までに、参加申込フォームに

従って、e-mailにて下記大会事務局までお申し込み

下さい。会員確認をしたうえで、参加のために必要

な Zoom ホスト情報を、大会直前に e-mail にて連絡

します。 

・大会参加エントリーと研究報告申込の申込フォーム

は、「2021年度大会特設サイト」にあります。 

 

［大会事務局］ 

e-mail: toshi2021@kintoshi.org 

 日本都市学会第 68回大会も           

オンライン大会として開催します 
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2020年度第4回理事会は、2021年3月28日(日)14:00

から早稲田大学戸山キャンパスで、対面と Zoomによる

オンラインの併用で開催されました。 

理事会に先立ち、2021年度から本部事務局が関東に

移転するため、12時より近畿都市学会と関東都市学会

の関係者の間で引き継ぎが行われました。引き継ぎに

は浦野正樹会長のほか近畿から井上馨、佐野光彦、酒

井高正、関東から熊田俊郎、西野淑美、土居洋平の各

理事・常任理事が出席しました。 

 2020年度第 4回理事会の概要は次の通りです。 

 

日時:2021年 3月 28日（日）14:00～17:00 

場所:早稲田大学 戸山キャンパス 33号館 16階 第 10

会議室 

 

出席者: (会場における対面出席者)浦野正樹会長、熊

田俊郎、西野淑美(以上理事)、土居洋平、井上馨、佐

野光彦、酒井高正(以上常任理事) 

(Zoomによるオンライン出席者) 増田聡、松村茂、大

矢根淳、井澤知旦、磯部友彦、佐藤彰男、石田信博、

山崎健、平篤志、川瀬正樹、外井哲志、浅見良露(以上

理事)、森傑、田渕義英、大塚俊幸、川田力、石川雄一

(以上常任理事) 

 

■議題 1 2020年度事業報告案 

 本部事務局から、2020年度事業報告の説明がありま

した。 

■議題 2 2020年度決算見込 

 本部事務局から、2020年度決算見込について説明が

ありました。理事会が遠隔会議併用となったため、理

事会費の交通費や事務局経費等の削減がなされました。

また、本部事務局の引継ぎの関係で、次回理事会まで

近畿の方で決算確定を行うことで承認されました。 

■議題 3 2021年度事業計画案 

 本部事務局から、2021年度事業計画の説明がありま

した。 

(2)日本都市学会年報の発行について、一部資料修正 

VOL.54「新型コロナ感染状況に生きる」（2021年 5月

発行）→大会テーマの副題「―都市／大学（教育研究）

／市民生活―」は省くことが前理事会で確認されたと

して、資料の修正をしました。 

(5)日本都市学会総会の開催について、一部資料修正 

→開催日を 2021年 10月 23日（土）に資料を修正しま

した。 

■議題 4 2021年度予算案 

 本部事務局から、2021年度予算について説明があり

ました。2020年度決算の削減効果で、前年度繰越金が

増えました。その結果支出の部の予備費が増えました。 

■議題 5 学会賞事務局報告 

 九州都市学会から、学会賞事務局会計報告と学会

賞・論文賞候補の選出についての説明がありました。

また、2021年度の予定について説明がありました。 

■議題 6 年報事務局報告 

 中部都市学会から、2020年度年報事務局収支見込の

説明がありました。また、年報 54号についての状況の

説明がありました。検討課題である、発行から 4 年を

経過した号で、20冊を超えるものについては、年報事

務局の交代の際に処分することが、理事会で承認され

ました。新年度の理事会で、年報の在庫管理方法（電

子化等を含め）を検討する提案がされました。 

■議題 7 論文審査事務局報告 

 東北都市学会から、審査委員会の概要と論文の審査

状況の説明がされました。 

■議題 8 第 67大会報告 

 近畿都市学会より、オンライン形式で行われた大会

について報告が行われました。大会参加者は 81 名で、

研究報告者数は 35名で、例年に比べ少ない状況でした。 

■議題 9 第 68回大会予定 

 担当の近畿都市学会より、第 68回大会の概略の説明

がなされました。日時は、2021月 10月 22日（金）〜

10 月 24 日（日）開催地は、兵庫県尼崎市で、会場は

「アルカイックホール」を予定しています。今後もコ

ロナ感染の経過を注視していきたいと思います。 

■議題 10 その他 

・規約改正に伴い、新年度から、常任理事が会務担当

理事になります。会務担当理事は、分担事務局の担当

になります。それぞれの担当者が決まり次第、新旧で

連絡をなされるようにお願いしました。 

・東北都市学会の田渕義英常任理事が、4月 1日から、

齊藤綾美会務担当理事（所属は東北文化学園大学）に

変更になります。 

・各分担事務局の引継状況について説明がありました。 

 2020年度第 4回理事会報告 
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2021年度第 1回理事会は、2021年 7月 4日(日)16:40

から Zoomによるオンライン会議で開催されました。 

理事会に先立ち、地域都市学会会長懇談会が開かれ、

各地域都市学会の現状と課題について意見交換しまし

た。 

2021年度第 1回理事会の概要は次の通りです。 

 

日時：2021年 7月 4日(日) 16:40～18:30 

場所：Zoomによるオンライン会議 

 

出席者：浦野正樹会長、増田聡、松村茂、熊田俊郎、

大矢根淳、西野淑美、井澤知旦、磯部友彦、石田信博、

佐藤彰男、山崎健、平篤志、川瀬正樹、外井哲志、山

下宗利（以上理事）、森傑、齊藤綾美、土居洋平、大

塚俊幸、佐野光彦、川田力、石川雄一（以上会務担当

理事） 

 

■議題 1 理事および会務担当理事の変更、2021 年度

からの体制について 

各地域都市学会からの報告に基づき、新年度の理事

会構成員の確認をしました。 

■議題 2 2020年度事業報告案および決算報告案 

近畿都市学会(2020年度本部事務局)より、2020年度

事業報告案および決算案が報告され、監事による監査

が終了したことが報告されました。 

■議題 3 2021年度事業計画案および予算案 

近畿都市学会(同)より 2021 年度事業計画案および

予算案について、2020年度第 4回理事会における報告

からとくに変更のないことが報告されました。 

■議題 4 学会賞事務局報告 

東北都市学会から、奥井記念賞 1件、特別賞(まちづ

くり賞)1件の推薦があったこと、論文賞の候補として

12本の論文が審査対象となること、各賞の選考委員会

委員、今後の審査スケジュールについて報告がありま

した。 

■議題 5 学会賞への外国語文献等の推薦について 

2020年度から検討してきた学会賞への外国語文献の

推薦について、これまでの検討を踏まえ、浦野会長よ

り 3点からなる提案がありました。①学会賞(奥井記念

賞)の枠組みで評価することは難しいので、特別賞とし

て別枠のカテゴリーを設ける。②推薦書の対象期間を

現在の学会賞(2 年)より長い期間の刊行物とする。③

審査委員会は、従来の委員に地域都市学会会長が指名

する指名委員を加えて構成する。指名委員は非会員を

含めて選考する。 

審議の結果会長提案を了承し、会長、新旧学会賞事

務局および本部事務局が、2022年度からの実施を目指

して規程案の作成などを行うことになりました。 

■議題 6 年報事務局報告 

中部都市学会から、年報第 54号の発行準備状況につ

いて報告がありました。 

■議題 7 論文審査事務局報告 

中四国都市学会から、年報第 54号掲載の論文審査に

ついて、21編の投稿があり、掲載に至った採択率は 81%

だったことが報告されました。あわせて 2022年度に論

文審査委員の改選が行われることも報告されました。 

■議題 8 第 68回大会について 

山崎近畿都市学会会長より、第 68回大会の開催概要

について説明がありました。大会テーマを「ラストベ

ルト産業都市の再生と進化｣とし、尼崎市共催で開催し

ます。大会は完全オンラインで 10月 23日(土)、24日

(日)の 2 日間行います。詳しくは大会案内をご覧くだ

さい。 

あわせて今後準備のため第 68 回大会に関するすべ

ての権限を浦野会長および近畿都市学会に委任するこ

とを決定しました。 

■議題 9 第 69回大会について 

井澤中部都市学会会長より、2022 年度第 69 回大会

を名古屋市で開催し、大会シンポジウムのテーマを「グ

ローバル社会における都市の脆弱性と“新常態”の模

索」（案）とする予定であるとの報告がありました。 

■議題 10 その他 

(1)本部事務局から、今後国立国会図書館のインターネ

ット資料保存事業で日本都市学会のウェブサイト情報

が収集保存されることが報告されました。 

(2)日本都市学会運営課題調査委員会から残っている

課題について説明がありました。 

(3)次回理事会の日程が9月26日(日)に決まりました。 

 

 

 

 

 2021年度第 1回理事会報告 
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①日本都市学会賞（奥井記念賞）および日本都市学会

特別賞（まちづくり賞）選考委員会 

森傑（北海道）、齊藤綾美（東北）、土居洋平（関東）、

大塚俊幸（中部）、佐野光彦（近畿）、川田力（中四

国）、石川雄一（九州） 

②日本都市学会論文賞選考委員 

松村茂（東北）、大矢根淳（関東）、西野淑美（関東）、

磯部友彦（中部）、石田信博（近畿）、佐藤彰男（近

畿）、川瀬正樹（中四国）、外井哲志（九州） 

 

 

 

 

会長 浦野正樹(関東) 

理事 増田聡(東北)、松村茂(東北)、熊田俊郎(関東)、

大矢根淳(関東)、西野淑美(関東)、井澤知旦(中部)、

磯部友彦(中部)、石田信博(近畿)、佐藤彰男(近畿)、

山崎健(近畿)、平篤志(中四国)、川瀬正樹(中四国)、

外井哲志(九州)、山下宗利(九州) 

会務担当理事 森傑(北海道)、齊藤綾美(東北)、土居

洋平(関東)、大塚俊幸(中部)、佐野光彦(近畿)、川田

力(中四国)、石川雄一(九州) 

監事 松山明(中部)、吉本勇(中四国) 

 

 

   

 

 

■■本部事務局（関東都市学会） 

〒112-8606 文京区白山 5-28-20 東洋大学社会学部 

西野淑美研究室内 

事務局長：熊田俊郎 e-mail：info@toshigaku.org 

■年報担当事務局（近畿都市学会） 

〒651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬 518  

神戸学院大学総合リハビリテーション学部  

佐野光彦研究室内 TEL&FAX：078-974-1868 

e-mail：micco.sano@gmail.com 

 

■学会賞担当事務局（東北都市学会） 

〒981-8551 仙台市青葉区国見 6-45-1  

東北文化学園大学現代社会学部 齊藤綾美研究室内  

TEL：022-233-6096 

e-mail：tohoku.toshi@gmail.com 

■論文審査担当事務局（中四国都市学会） 

〒700-8530 岡山市北区津島中 3-1-1 

岡山大学大学院教育学研究科 川田力研究室内 

TEL：086-251-7617   

e-mail：tkawada@okayama-u.ac.jp 

■大会担当事務局（近畿都市学会） 

〒577-8502 東大阪市小若江 3-4-1  

近畿大学総合社会学部 久隆浩研究室内 

e-mail：toshi2021@kintoshi.org 

 

   

 

 

◎北海道都市地域学会 〒062-8520 札幌市豊平区西

岡 3条 7丁目 3-1 札幌大学 平井貴幸研究室内 

TEL：011-852-1181 

e-mail：hirai@sapporo-u.ac.jp 

◎東北都市学会 〒981-8551 仙台市青葉区国見

6-45-1 東北文化学園大学現代社会学部  

齊藤綾美研究室内 TEL：022-233-6096 

e-mail：tohoku.toshi@gmail.com 

◎関東都市学会 〒236-8502 横浜市金沢区釜利谷南

3-22-1 関東学院大学社会学部 小山弘美研究室内 

TEL：045-786-9369 

e-mail：info@kanto-toshigakkai.com 

◎中部都市学会 〒487-8501 春日井市松本町 1200

番地 中部大学人文学部 大塚俊幸研究室内 

TEL：0568-51-9107／FAX：0568-52-0622 

e-mail：chubutoshi@isc.chubu.ac.jp 

◎近畿都市学会 〒577-8502 東大阪市小若江 3-4-1 

近畿大学総合社会学部 久隆浩研究室内 

e-mail：info@kintoshi.org 

◎中四国都市学会 〒700-8530 岡山市津島中 3-1-1 

岡山大学教育学部 川田力研究室内  

TEL：086-251-7617 

e-mail：tkawada@okayama-u.ac.jp 

◎九州都市学会 〒840-8502 佐賀市本庄町１  

佐賀大学芸術地域デザイン学部 山下・有馬・山口研

究室気付 TEL：0952-28-8577 

e-mail：ktoshigaku@gmail.com 

 分担事務局 

 

 地域都市学会事務局 

 

2021年度日本都市学会役員(7.4現在) 

 

 学会賞等選考委員が決まりました 

 


