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議事 

議案１. ２００５年度事業報告（案） 

議案２. ２００５年度決算（案） 

議案３. ２００６年度事業計画（案） 

議案４. ２００６年度予算（案） 

議案５．２００７・８年度会長・監事の承認 

議案６．理事の承認 

議案７．会則の改定 

議案８．事務局担当支部の決定 

報告事項 

報告１．２００６年度日本都市学会賞（奥井記念賞）について 

報告２. 日本都市学会第５４回大会について 

報告３．内規の改定 

報告４．編集・学術委員 

 



2006年度日本都市学会総会 

議案１ ２００５年度事業報告（案） 

 

（１）日本都市学会理事会の開催 

第１回 2005 年６月５日（2004 年度事業報告・決算、2005 年度事業計画・予算案、

第 52 回大会予定、論文審査・年報・学会賞事務局からの確認事項、会則のあり方に関し

て等） 

第２回  2005 年９月４日（2005 年度事業計画・予算案、2005 年度日本都市学会賞

の決定、会長特別表彰の決定、会費納入内規等、第 52 回大会予定、論文審査・年報事務

局からの確認事項、その他） 

第３回  2005 年 10 月 13 日（第 52 回大会直前確認事項、総会議案の決定、第 53・

54 回大会企画案、会費納入内規等） 

 

（２）日本都市学会常任理事会の開催 

第１回  2005 年７月 18 日（会則のあり方等の検討（第１回理事会を受けて）、会

費納入内規等） 

第２回  2006 年３月 21 日（2005 年度事業報告案・決算見込み、2006 年度事業計

画等、第 53・54 回大会企画案、2006 年度日本都市学会賞の募集その他） 

 

（３）2005 年度日本都市学会賞（奥井記念賞）の選定 

2005 年４月 30 日 推薦締め切り 

2005 年９月４日 選考委員会開催、第２回理事会において決定 

2005 年 10 月 14 日 大会において授賞式 

 

（４）編集・学術委員会の開催 

第１回 2005 年 12 月４日 担当委員および査読者の決定等 

 

（５）日本都市学会第５２回大会の開催 

開催日時  2005 年 10 月 13・14・15 日 

開催学会 東北都市学会 

開催都市 盛岡市（岩手教育会館） 

開催テーマ 地域ブランドを目指したまちづくり 

 

（６）日本都市学会総会の開催 

2005 年 10 月 14 日 

 

（７）日本都市学会年報の発行 

VOL.38 大学と地域社会（2005 年５月 20 日発行） 

 

（８）日本都市学会ニュース・大会プログラムの発行とホームページのメンテナンス 

ニュース NO.20 2005 年７月 

第 52 回大会プログラム 2005 年９月 
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2006年度日本都市学会総会 

ニュース N0.21 2006 年１月 

 

（９）日本都市学会 50 周年記念誌の発行 

2006 年３月 31 日発行 

 

議案２ ２００５年度決算（案） 

（自 2005 年 4 月 1 日 至 2006 年 3 月 31 日） 

＜一般会計＞    

収入の部    （金額単位 円）

科  目 予算 決算 2004 年度決算 

学会会費（当該年度分） 2,040,000 2,055,000 1,760,000 

学会会費（過年度分） 364,000 396,000 0

雑収入 500,000 522,260 632,146

前年度繰越金 611,085 611,085 952,103

計 3,515,085 3,584,345 3,344,249

     

支出の部    （金額単位 円）

科  目 予算 決算 2004 年度決算 

大会関係費 336,000 288,531 320,140

理事会・常任理事会関係費 950,000 635,178 729,874

編集・学術委員会関係費 200,000 112,440 85,275

年報関係費 1,100,000 1,006,600 1,043,631

(VOL.38) (950,000) (909,565)

(VOL.39) (150,000) (97,035)

学会賞関係費 150,000 166,039 146,032

事務局経費 400,000 278,110 400,002

備品費 50,000 0 0 

支払利息 0 0 0 

雑費 30,000 4,830 8,210

50 周年記念事業基金 繰出 0 0 0 

予備費 281,085 0 0 

合計 3,511,085 2,491,728 2,733,164

収入－支出＝3,584,345 円－2,491,728 円＝ 1,092,617 円（次年度繰越） 
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2006年度日本都市学会総会 

＜一般会計正味資産＞ 

資産（2006 年 3 月 31 日現在残高） （金額単位 円）

三井住友銀行梅田支店 812,360  

郵便口座 218,930  

手持ち現金 61,327  

計 1,092,617  

 

＜50 周年記念事業基金特別会計決算＞ 

収入の部   （金額単位 円）

科  目 予算 決算 2004 年度決算 

一般会計からの繰入 0 0 0 

寄付金等 0 0 0 

前年度繰越金 750,000 750,000 750,000 

合計 750,000 750,000   750,000 

    

支出の部   （金額単位 円）

科  目 予算 決算 2004 年度決算 

50 周年記念事業費 750,000 6,640   0 

次年度繰越 0 743,360 750,000 

合計 750,000 750,000 1,000,000 

＜50 周年記念事業基金特別会計正味資産＞ 

資産（2006 年 3 月 31 日現在残高） （金額単位 円）

みずほ銀行名古屋中央支店 620,994  

手持ち現金 122,366  

計 743,360  

    

負債    

負債なし    

    

 以上の通りご報告申し上げます 

 平成 18 年 10 月 10 日 

 
日本都市学会本部事務局 

会計担当常任理事 碓井照子 

    

 

（※）監査資料は最終頁に添付いたします。 
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議案３ ２００６年度事業計画（案） 

 

（１）日本都市学会理事会の開催 

   第１回 2006 年６月 25 日（2005 年度決算、2006 年度事業計画・予算案、第 53・

54 回大会予定、論文審査・年報・学会賞事務局からの確認事項、その他） 

   第２回  2006 年９月３日（2005 年度事業報告・決算、2006 年度事業計画・予算案、

会則・内規変更（顧問条項、編集・学術委員分野追加）、会長選挙、2006 年度日本都市

学会賞の決定、第 53・54 回大会予定、論文審査・年報事務局からの確認事項、その他） 

   第３回  2006 年 10 月 26 日（第 53 回大会直前確認事項、総会議案の決定、第 54

回大会予定、会長選挙結果、その他） 

 

（２）日本都市学会常任理事会の開催 

   第１回  2007 年３月（予定）（2006 年度事業報告案・決算見込み、2007 年度事業

計画・予算案等） 

 

（３）日本都市学会賞（奥井記念賞）の選定 

   2006 年４月 30 日 推薦締め切り 

    2006 年９月３日 選考委員会開催、同日第２回理事会において決定 

   2006 年 10 月 27 日 大会において授賞式 

 

（４）編集・学術委員会の開催 

   第１回 2006 年 12 月（予定） 担当委員および査読者の決定等 

 

（５）日本都市学会第５３回大会の開催 

   開催日時  2006 年 10 月 27・28 日 

   開催学会 九州都市学会 

   開催都市 苅田町（西日本工業大学） 

   開催テーマ 変革期のなかの地域戦略 

 

（６）日本都市学会総会の開催 

   2006 年 10 月 27 日 

 

（７）日本都市学会年報の発行 

   VOL.39 地域ブランドを目指したまちづくり（2006 年４月 30 日発行） 

 

（８）日本都市学会ニュース・大会プログラムの発行とホームページのメンテナンス 

   NO.22 2006 年７月 

   第 53 回大会プログラム 2006 年 10 月 

   N0.23 2007 年１月 
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2006年度日本都市学会総会 

（９）日本都市学会 2007･8 年度会長選挙 

 

議案４ ２００６年度予算（案） 

（自 2006 年 4 月 1 日 至 2007 年 3 月 31 日） 

＜一般会計＞    

収入の部   （金額単位 円）

科  目 2005 年度 2006 年度 備考 

学会会費（当該年度分） 2,040,000 2,040,000 600 人×4,000 円×0.85 

学会会費（過年度分） 364,000 0  

雑収入 500,000 500,000 年報販売、抜刷負担金等  

前年度繰越金 611,085 1,092,617   

計 3,515,085 3,632,617   

    

支出の部   （金額単位 円）

科  目 2005 年度 2006 年度 備考 

大会関係費 336,000 336,000 印刷費、通信費、交通費、消耗品等 

理事会・常任理事会関係費 950,000 700,000 会議費、通信費、交通費、消耗品等 

編集・学術委員会関係費 200,000 200,000 会議費、通信費、交通費、消耗品等 

年報関係費 1,100,000 1,206,463 印刷費、通信費、委託料、消耗品等 

(VOL.39) (950,000) (1,056,463)   

(VOL.40) (150,000) (150,000)   

学会賞関係費 150,000 170,000 記念品、消耗品等 

事務局経費 400,000 400,000 印刷費、通信費、消耗品等 

備品費 50,000 50,000   

支払利息 0 0 一時借入に対する利息 

雑費 30,000 20,000   

50 周年記念事業基金 繰出 0 0   

予備費 281,085 550,154   

合計 3,515,085 3,632,617   

 

＜50 周年記念事業基金特別会計＞ 

収入の部   （金額単位 円）

科  目 2005 年度 2006 年度 備考 

一般会計からの繰入 0 0  

寄付金等 0 0  

前年度繰越金 750,000 743,360  
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2006年度日本都市学会総会 

合計 750,000 743,360  

    

支出の部   （金額単位 円）

科  目 2005 年度 2006 年度 備考 

50 周年記念事業費 750,000 743,360  

次年度繰越 0 0  

合計 750,000 743,360  

 

議案５ ２００７・８年度会長・監事の承認 

日本都市学会会則第１３条「会長および監事は理事会において推薦し、総会の承認を受

ける。」および内規３「日本都市学会会長の選出方法について」に基づき、日本都市学会

理事（会長、常任理事、監事を除く）を選挙人とし、日本都市学会個人会員を被選挙人と

する選挙を実施した結果にもとづき次期 2007・8 年度日本都市学会会長の候補者を、また

同期監事候補者を、2006 年度第３回理事会において以下の通り決定したので推薦する。 

会長 佐々木 公明（東北）  

監事 井澤 知旦 （中部）  

監事 中村 實  （関東）  

 

議案６ 理事の承認 

 支部会長理事 佐々木公明（東北）、藤田弘夫（関東）、杉野尚夫（中部）、實清隆（近

畿）、藤目節夫（中四国）、北村速雄（九州） 

 支部選出理事 中鉢令兒（北海道）、日野正輝（東北）、吉原直樹（東北）、井上繁（関

東）、熊田俊郎（関東）、阿部和俊（中部）、高山正樹（近畿）、久隆

浩（近畿）、豊田哲也（中四国）、堂前亮平（九州・学会賞事務） 

 

（参考） 

 常任理事    越沢明（北海道）、佐藤直由（東北・論文審査事務）、戸所隆（関東）、

檜槇貢（関東）、高田弘子（中部・年報発行事務）、碓井照子（近畿・

本部事務）、小長谷一之（近畿・本部事務）、山田誠（近畿）、由井義

通（中四国・第５４回大会事務）、堤昌文（九州・第５３回大会事務） 

 

議案７ 会則の改正（顧問関連条項箇所） 

１）「会則」第５章第１５条第６項において、以下の文章「顧問については、第９条の

規定に関わらず、会費を免除する。」を付加する。２）附則を追加する。「５ 本会則の

改正（第 15 条）は 2006 年 10 月 27 日から施行する。」 

 

議案８ 事務局担当支部の決定 

会則第３条に定める本会の事務局は、2007 年４月から 2009 年３月まで、近畿都市学会

が担当する。（参考）年報事務（中部）、論文審査事務（東北）、学会賞事務（九州）。 
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報告１ ２００６年度日本都市学会賞（奥井記念賞）について 

 内規５「日本都市学会賞（奥井記念賞）内規」の第７条「受賞対象の決定は、日本都市

学会賞（奥井記念賞）選考委員会の報告に基づき、日本都市学会理事会において決定する。」

に基づき、2006 年９月３日開催の選考委員会および同日開催の 2006 年度第２回理事会に

おいて以下のように決定した。 

No. 推薦学会 著者 書名 出版年月日 出版社 価格 

 1  

  

九州 

 

越澤明 復興都市－幕末・明

治の大火から阪神

・淡路大震災まで 

2005年8月26日

 

中央公論新

社 

882円 

 

 

報告２ 日本都市学会第５４回大会について 

開催学会 中四国都市学会 

開催都市 愛媛県松山市 

開催時期 ２００７年１０月２５日～２７日（予定） 

開催テーマ 交流人口の拡大に向けた都市づくり（案） 

 

報告３ 内規の改定 

2006 年度第２回理事会で以下の改正をおこなった。 

（１）内規７「日本都市学会会費納入について」の改正 

 １）第３条「搭載」→「登載」に変更。２）第４条「搭載」→「登載」に変更。３）第

４条の「地域都市学会名簿に登載された会員数の」の次の箇所に、「うち、会費免除者を

除く数の」の字句を挿入する。４）附則を追加する。「付則 この「会費納入について」

は 2006 年９月３日から施行する。」５）但し書きを追加する。（2006 年９月３日理事会決

定） 

（２）内規８「日本都市学会編集・学術委員会設置要項」の改正 

 １）第２条「委員会の委員の定数は５名とし」→「委員会の委員の定数は６名とし」に

変更。２）附則を追加する。「付則 この「日本都市学会編集・学術委員会設置要項」は

2006 年９月３日から施行する。」３）但し書きを追加する。（2006 年９月３日理事会決定） 

 
報告４ 編集・学術委員 

2006 年度第２回理事会で改正された、内規８「日本都市学会編集・学術委員会設置要項」

に基づき、2006 年度第３回理事会で以下のように選任された。 

豊田哲也（都市地理学、中四国・理事）、實清隆（都市経済地理学(経済地理)、近畿・

理事）、北村速雄（都市計画、九州・理事）、藤目節夫（都市計画・交通政策、中四国・

理事）、藤田弘夫（都市社会学、関東・理事）、小長谷一之（都市経済学、近畿・常任理

事） 

 
（以下 資料） 
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