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日本都市学会第５４回（２００７年度）大会

開催ご案内 

 第５４回大会は、2007年10月25･26日･27日に、

愛媛県若葉町の松山市総合福祉センター（〒

790-0808 松山市若草町８番地２）を会場に、「交流

人口を活かしたまちづくり」をテーマに下記のスケ

ジュールで開催されます。課題報告・自由発表を募

集しています。 

 発表希望の方は８月３１日までに別送の官製ハ

ガキで中四国都市学会事務局までお申し込み下さ

い。 

 詳細プログラムは９月下旬頃にお手元にお届けす

る予定です。また、詳細が決まり次第ホームページ

に掲載します。多数の会員の参加をお待ちしていま

す。 

【大会スケジュール案】 

10月25日（木） 

 午後 エクスカーション 

 夕方 理事会 

10月26日（金） 

 午前 研究発表Ⅰ 

    日本都市学会総会 

 午後 市長講演 

    シンポジウム 

    日本都市学会賞授賞式 

 夕方 懇親会 

10月27日（土） 

 午前 研究発表Ⅱ 

 午後 研究発表Ⅲ 

 

２００６年度第１回常任理事会報告 
第１回常任理事会は、３月２５日（月）14時から

京都駅前のぱるるプラザ京都において、小森会長・

佐々木次期会長のほか常任理事が出席して開催され、

①2006 年度事業報告/②2007 年度事業計画(案)/③

2006年度決算報告/④2007年度予算(案)/⑤第53回

大会の報告/⑥第54回大会について/⑦第55回大会

について/⑧学術・委員会(論文審査)について/⑨年

報について/⑩日本都市学会賞について/⑪名簿発行

について/⑫日本学術会議についての方針の確認/⑬

役員の変更について討議がなされました。 

議題①については、理事会・常任理事会・学術・

編集委員会・第53回大会・総会等の開催、学会賞選

定、年報VOL.39の発行、ニュースNO.22,23の発行

とホームページメンテナンス、日本都市学会2007･8

年度会長選挙が報告され承認されました。 

議題②については、理事会・常任理事会・学術・

編集委員会・第53回大会・総会等の開催、学会賞選

定、年報VOL.40の発行計画、ニュースNO.24,25の

発行とホームページメンテナンス、日本都市学会会

員名簿の発行等が報告され承認されました。 

議題③については、若干の箇所をのぞき最終的な

決算が承認されました。 

議題④については次回理事会までに確認される

予定です。 

議題⑤「第 53 回大会」については、担当の九州

都市学会の方から最終報告がありました。 

議題⑥「第54回大会」については、2007年10月

25･26･27 日に愛媛県の松山市において大会を開催

する予定との報告があり、了承されました。 

議題⑦「第55回大会」については2008年に神戸

市で予定しているとのご報告がありました。 

議題⑧については、12月の編集委員会の開催、審

査経緯の報告がありました。 
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議題⑨については、vol.40「変革期のなかの地域

戦略」を４月刊行する予定であるというご報告があ

りました。 

議題⑩については、下記のように、常任理事に３

名を追加し、委員長に高田氏を選出しました。 

議題⑪については、近畿都市学会所属の山崎健

(新年度)常任理事が担当することになりました。 

議題⑫については、日本都市学会の参加（分野は、

経済、社会、地域研究、土木・建築の４分野）承認

の最終報告、基本的には、日本都市学会全体として

加盟・統一的に対応し、個々の地方で個別に加盟・

対応することはしない（日本都市学会全体の加盟と

矛盾する可能性があるため）との方針を確認しまし

た。 

議題⑬については、日本都市学会会長は佐々木公

明氏、支部会長理事は、東北都市学会関係で佐々木

公明氏より日野正輝氏へ、支部選出理事は、近畿都

市学会関係で長尾謙吉氏より高山正樹氏へ、常任理

事は、近畿都市学会関係で山田誠氏より山崎健氏へ

の変更を承認しました。 

 

日本都市学会賞選考委員会が設置されました 

2007 年度日本都市学会賞選考委員会の委員とし

て規約に従い、常任理事および常任理事指名による

追加３名（杉野氏、井澤氏、堂前氏）の計１３人の

以下の方々が理事会・常任理事会により承認されま

した。 

越澤明(北海道)、佐藤直由(東北）、戸所隆(関東)、

井上繁(関東）、井澤知旦(中部)、杉野尚夫(中部)、

高田弘子(中部)、碓井照子(近畿)、小長谷一之(近畿)、

山崎健(近畿)、由井義通(中四国）、堤昌文(九州)、

堂前亮平(九州) 

 

２００７年度第１回理事会報告 
新年度第１回理事会は、６月２４日（日）午後２

時から大阪駅前の新阪急ビル１２階会議室で開催さ

れ、佐々木新会長はじめ理事、常任理事が出席し、

次の議案について審議を行いました。①2006年度事

業報告/②2007年度事業計画(案)/③2006年度決算/

④2007 年度予算(案)/⑤名簿の発行について/⑥第

53回大会について/⑦第54回大会について/⑧第55

回大会について/⑨年報について/⑩日本都市学会賞

について/⑪日本学術会議についての基本方針/⑫役

員の変更/⑬「会長特別賞」について審議がなされま

した。 

議題②については、理事会のお知らせを早めに行

うようにしていくため、次回第２回理事会・学会賞

選考委員会を9月2日（日）としました。第３回理

事会は、大会前日の10月25日（木）を予定してお

りますので役員各位はよろしくお願いいたします。 

議題①～議題④については、常任理事会で出され

ました案が修正・確認の上承認されました。 

議題⑤については担当の山崎常任理事より計画

の説明があり、確認フォームを送ることが決められ

ました。 

議題⑦「第 54 回大会」については、大会事務局

（中四国）より、大会プログラムと大会テーマにつ

いて報告があり、了承されました。 

議題⑧「第 55 回大会」については、大会事務局

（近畿）より、2008 年 10 月に神戸市で行う予定が

示され、了承されました。 

議題⑨については、vol.40「変革期のなかの地域

戦略」を５月刊行したとのご報告がありました。 

議題⑩については、上記のような選考委員会の承

認をおこない、学会賞事務局（九州）より学会賞候

補（下記）の報告がありました。 

議題⑪については、以下の基本方針を確認しまし

た。＜１＞日本学術会議等、学会を代表して行うよ

り高次の学会間調整・交流・連携等の対外的活動に

ついては、日本都市学会を代表窓口とし、できるだ

け統一的におこなうこと、また多くの分野を含む学

際性があることふまえて対応することを原則とする。

＜２＞日本都市学会の存在意義は、「経済」「社会」

「地理」「土木・建築」の４分野等からなる、学際的

「都市学」の追求にあることを鑑みて、特定の分野

に偏ることなく、日本都市学会の特色としての学際

的・総合的性格を保持することを原則とする。 
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議題⑫については、常任理事会で用意した原案に

加えて、関東都市学会関係で、支部会長理事は藤田

弘夫氏より浦野正樹氏へ、支部選出理事は井上繁氏

より藤田弘夫氏へ、常任理事は檜槇貢氏から井上繁

氏への変更を了承しました。 

議題⑬については、慣例であった「会長特別表彰」

（個人著作でない団体著作・支部プロジェクト成果

等）を「賞」という名称として規約化しようという

もので、今後検討を続けてまいります。 

 

年報ＶＯＬ．４０をお届けしました 
日本都市学会年報VOL.40「変革期のなかの地域戦

略」（掲載論文数29、総ページ数248頁）は5月15

日発行されました。順次、会員のお手元にお届けし

ておりますが、宛先不明で返送されるケースがかな

りあります。まだ届いていない方は事務局へお問い

合わせ下さい。また、住所変更された方はすみやか

に本部事務局までご連絡をお願いします。 

 

２００７年度日本都市学会賞候補 

2007 年度の日本都市学会賞は４月30日までに各

地域都市学会からの推薦応募を受け付け、次の１点

がノミネートされました。９月に選考委員会が開催

され同月の理事会において決定、松山市で開催され

る日本都市学会第 54 回大会において授賞式が行わ

れます。 

「麦倉哲著『ホームレス自立支援システムの研

究』第一書林、2006 年 5月 20 日発行、価格3,619

円＋税」。 

 

２００７年度日本都市学会年間スケジュール 

４月 ○都市学会賞の応募締切（30日） 

５月 ○年報VOL.40送付（15日） 

６月 ○第１回理事会（24日） 

７月 ○大会案内送付 

   ○ニュースNO.24の発行 

９月 ○日本都市学会賞選考委員会（2日） 

   ○第２回理事会（2日） 

   ○大会プログラム送付 

10月 ○第３回理事会（25日） 

   ○大会・総会（26・27日） 

11月 ○ニュースNO.25の発行 

２月 ○年報原稿締切（２月下旬） 

３月 ○第１回常任理事会 

 

日本都市学会第５５回（２００８年度）大会

の予定 

 第５５回大会は、近畿都市学会の担当で、2008年

10月に、神戸市を会場として、「（仮）都市と観光」

をテーマに開催される予定です。 

 

２００７年度日本都市学会役員 

【会長】 佐々木公明(東北) 

【理事】 中鉢令兒(北海道)、日野正輝(東北）、吉

原直樹(東北)、浦野正樹(関東)、熊田俊郎(関東）、

藤田弘夫(関東）、阿部和俊(中部)、杉野尚夫(中部)、

高山正樹(近畿)、久隆浩(近畿)、実清隆(近畿)、豊

田哲也(中四国）、藤目節夫(中四国）、北村速雄(九州）、

堂前亮平(九州） 

【常任理事】 越沢明(北海道）、佐藤直由(東北）、

戸所隆(関東)、井上繁(関東）、高田弘子(中部)、碓

井照子(近畿)、小長谷一之(近畿)、山崎健(近畿)、

由井義通（中四国）、堤昌文(九州) 

【監事】 中村實（関東）、井澤知旦(中部) 

 

地域都市学会事務局一覧 

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 

札幌大学女子短期大学部経営学科小山研究室内 

TEL 011-852-9342 

<e-mail> koyama-s@sapporo-u.ac.jp 

東北都市学会 

〒981-8551 仙台市青葉区国見6-45-1 

東北文化学園大学医療福祉学部保健福祉学科内 

TEL 022-233-3987/ FAX 022-233-6299 

<e-mail> snao@tbgu.ac.jp 
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関東都市学会 

〒357-8555 飯能市阿須698 

駿河台大学法学部熊田俊郎研究室内 

TEL 042-974-7001/FAX 042-972-1139 

<e-mail> tkumada@surugadai.ac.jp 

中部都市学会 

〒460-0005 名古屋市中区栄4-12-26 

栄ＣＤビル５Ａ 都市調査室内 

TEL 052-242-3507/FAX 052-251-5058 

<e-mail> chubu-toshigakkai@kusanone.jp 

近畿都市学会 

〒631-8502 奈良市山陵町1500 

奈良大学文学部地理学教室(酒井研)内 

TEL＆FAX 0742-41-9539 

<e-mail> kinkitoshi@mbn.nifty.com 

中四国都市学会 

〒739-8524 東広島市鏡山1-1-1 

広島大学大学院教育学研究科社会認識教教育学 

研究室内 TEL＆FAX 0824-24-6804 

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

九州都市学会 

〒800-0394 福岡県京都郡苅田町新津1-11 

西日本工業大学環境都市デザイン工学科内 

TEL 0930-23-1491/FAX 0930-24-7900 

<e-mail> hayakawa@nishitech.ac.jp 

 


