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パネリスト：東京、神戸、兵庫等の観光
関係者他専門家

第５５回大会は、２００８年１０月２４日・２５

日本都市学会総会

日・２６日に、神戸市三宮駅前の神戸国際会館（〒

夕方 懇親会

651‑0087 神戸市中央区御幸通８−１−６）
を会場に、

［１０月２６日（日）
］

「都市と観光−日本におけるアーバンツーリズム

午前 研究発表Ⅱ

の可能性」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。

２００７年度常任理事会報告

発表希望の方は、８月２０日（必着）で、
同封のハガキで近畿都市学会事務局まで、

２００７年度常任理事会は、３月２３日（日）14

お申し込み下さい。またエクスカーションは、

時から京都駅前のキャンパスプラザ京都において、

本年度は船によるクルーズを予定しております。

佐々木会長のほか常任理事が出席して開催され、①
2007 年度事業報告/②2007 年度決算見込み報告/③

必ず参加ご希望をお知らせください！
詳細プログラムは９月下旬頃にお手元にお届けす

2008 年度事業計画（案）/④2008 年度予算（案）/

る予定です。また、詳細が決まり次第ホームページ

⑤第 54 回大会の報告/⑥第 55 回大会について/⑦第

に掲載します。会員のみなさまの多数の参加をお待

56 回大会について/⑧学術・編集委員会（論文審査）

ちしています。

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学会活性化および若手会

【大会スケジュール案】

員増加検討ＷＧについての中間報告について討議が

［１０月２４日（金）
］

なされました。

午後 エクスカーション「神戸のウォーターフロ

議題①については、理事会・常任理事会・学術・

ントと医療産業都市構想」
（船によるク

編集委員会・第 54 回大会・総会等の開催、学会賞、

ルーズ含む）

年報 VOL.40 の発行について、ニュース NO.24/25 の

夕方 理事会
［１０月２５日（土）
］

発行とホームページメンテナンス、学会活性化およ

午前 研究発表Ⅰ

び若手会員増加検討ＷＧ、が報告され承認されまし

午後 開会挨拶

た。
議題②については、素案を確認し、理事会で最終

日本都市学会賞授賞式

的に承認される予定です。

市長講演「神戸市の観光政策について

議題③については、理事会・常任理事会・学術・

（仮）
」矢田立郎 神戸市長
シンポジウム「都市と観光−日本における

編集委員会・第 55 回/56 回大会・総会等の開催、学

アーバンツーリズムの可能性」コーディ

会賞選定予定、年報 VOL.41 の発行計画、ニュース
1

NO.26/27 の発行とホームページメンテナンス、日本

学会活性化および若手会員増加策検討ＷＧ
委員会を開催しております。

都市学会会長選挙、学会活性化および若手会員増加
検討ＷＧ等が報告され承認されました。

前ニューズレターでもお知らせしましたが、２０

議題④については次回理事会までに確認される

０７年度第３回理事会（10 月 25 日理事会）におい

予定です。

て提案されました、学会活性化策（協同研究、協同

議題⑤「第 54 回大会」については、担当の中四

調査、協同まちづくり、特定プロジェクト設定など

国都市学会の方から最終報告がありました。

を含む）および若手会員増加策（若手奨励賞等）に

議題⑥「第 55 回大会」については、担当の近畿

ついて検討していただく表記ＷＧ（戸所隆委員長、

都市学会より、2008 年 10 月 24･25･26 日に神戸市に

日野、高田、高山、由井、堤、小長谷）が設置され、

おいて大会を開催する予定との報告があり、了承さ

３月２３日（常任理事会同日）に第１回、６月２９

れました。

日（理事会同日）に第２回と２回開催され、１）Ｈ

議題⑦「第 56 回大会」については、担当の中部

Ｐの充実、２）日本都市学会名の有効活用、３）若

都市学会より 2009 年に名古屋市で予定していると

手会員対象の研究奨励賞創設、４）大学院生の論文

の報告がありました。

投稿機会の増大、などの基本的な内容について検討

議題⑧については、編集委員会より、現在の審査

を重ねております。

経緯の報告がありました。
議題⑨については、年報事務局より、vol.41「交

２００８年度第１回理事会報告

流人口を活かしたまちづくり」を５月刊行する予定

２００８年度第１回理事会は、６月２９日（日）

であることが報告されました。

午後２時から京都駅前のキャンパスプラザ京都で開

議題⑩については、学会賞事務局より、審査スケ

催され、
佐々木会長はじめ理事、
常任理事が出席し、

ジュールの報告がありました。

次の議案について審議を行いました。①2007 年度事

議題⑪については、担当の山崎健委員長より発行

業報告/②2007 年度決算/③2008 年度事業計画（案）

の報告がありました。

/④2008 年度決算/⑤日本都市学会会長選挙につい

議題⑫については、戸所隆委員長より、１）ＨＰ

て/⑥第54回大会について/⑦第55回大会について/

の充実、２）日本都市学会名の有効活用、３）若手

⑧第 56 回大会について/⑨日本都市学会賞について

会員対象の研究奨励賞創設、４）大学院生の論文投

/⑩論文審査について/⑪年報発行について/⑫学会

稿機会の増大、など基本的な内容について中間報告

活性化および若手会員増加検討ＷＧについての中間

があり、
継続的に検討いただくことを確認しました。

報告/等について審議がなされました。
議題①〜議題④については、常任理事会でも確認

日本都市学会賞選考委員会が設置されました

された案が修正・確認の上承認されました。2007 年

２００８年度日本都市学会賞選考委員会の委員

度の事業としては特に名簿発行、2008 年度は学会活

として規約に従い、常任理事および常任理事指名に

性化等ＷＧの活動および選挙の事業がありますが、

よる追加２名（杉野氏、堂前氏）の計１１人の以下

名簿事業につきましては、担当の山崎健委員長（常

の方々が理事会・常任理事会により承認されました。

任理事）より報告がありました。

越澤明（北海道）
、佐藤直由（東北）
、戸所隆（関

議題⑤については、本部において選挙管理委員会

東）
、杉野尚夫（中部）
、高田弘子（中部）
、碓井照子

を設置し、例年通り行うことがきまりました。

（近畿）
、小長谷一之（近畿）
、山崎健（近畿）
、由井

議題⑥「第 54 回大会」については、担当の中四

義通（中四国）
、堤昌文（九州）
、堂前亮平（九州）
。

国都市学会より、報告がありました。議題⑦「第 55
２

回大会」については、大会事務局（近畿）より、神

2007 年 11 月 16 日発行、価格 2,200 円＋税。井上繁

戸市で行う予定が示され、了承されました。議題⑧

著『世界まちづくり事典』丸善、2007 年 7 月 15 日

「第 56 回大会」については、担当の中部都市学会よ

発行、価格 15,000 円＋税。田中傑著『帝都復興と生

り、2009 年 10 月に名古屋市で行う旨報告がありま

活空間―関東大震災後の市街地形成の論理―』東京

した。

大学出版会、2006 年 11 月 17 日発行、価格 9,800 円
＋税。

議題⑨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。

２００８年度日本都市学会年間スケジュール

議題⑩については、vol.41「交流人口を活かした

４月 ○都市学会賞の応募締切（30 日）

まちづくり」
を５月刊行したとの報告がありました。

５月 ○年報 VOL.41 送付（31 日）

不採択論文の扱いについておよび年報送付方法につ

６月 ○第１回理事会（29 日）

いての提案は継続審議となりました。

７月 ○大会案内送付

議題⑪については、戸所隆委員長より、１）ＨＰ

○ニュース NO.26 の発行

の充実、２）日本都市学会名の有効活用、３）若手

９月 ○日本都市学会賞選考委員会（7 日）

会員対象の研究奨励賞創設、４）大学院生の論文投

○第２回理事会（7 日）

稿機会の増大、など基本的な内容について中間報告

○大会プログラム送付

があり、
継続的に検討いただくことを確認しました。

10 月 ○第３回理事会（24 日）
○大会・総会（25・26 日）

年報ＶＯＬ．４１をお届けしました

11 月 ○年報査読付き審査論文締切（30 日）
12〜1 月 ○ニュース NO.27 の発行

日本都市学会年報 VOL.41「交流人口を活かしたま
ちづくり」
（掲載論文数 22、総ページ数 224 頁）は 5

２月 ○年報無審査論文原稿締切（２月下旬）

月 31 日発行されました。順次、会員のお手元にお届

３月 ○常任理事会

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

日本都市学会第５６回（２００９年度）大会
の予定

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。

第５６回大会は、中部都市学会の担当で、２００
９年 10 月に、名古屋市を会場として、
「人口減少社

日本都市学会名簿をお届けしました

会における都市の課題」をテーマに開催される予定
です。

日本都市学会名簿は３月 25 日発行されました。

２００８年度日本都市学会賞候補

２００８年度日本都市学会役員

２００８年度の日本都市学会賞は４月 30 日まで

【会長】 佐々木公明（東北）

に各地域都市学会からの推薦応募を受け付け、次の

【理事】 中鉢令兒（北海道）
、日野正輝（東北）
、

３点がノミネートされました。９月に選考委員会が

吉原直樹（東北）
、浦野正樹（関東）
、熊田俊郎（関

開催され同月の理事会において決定、神戸市で開催

東）
、藤田弘夫（関東）
、阿部和俊（中部）
、杉野尚夫

される日本都市学会第 55 回大会において授賞式が

（中部）
、高山正樹（近畿）
、久隆浩（近畿）
、実清隆

行われる予定です。

（近畿）
、豊田哲也（中四国）
、藤目節夫（中四国）
、

長谷川明子著『地球と暮らすまちづくり』山海堂、

北村速雄（九州）
、堂前亮平（九州）
３
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