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会長就任あいさつ

杉 野 尚 夫

年間の長きにわたって会長を務められた加藤晃15
前会長のあとを受けて、第 代中部都市学会会長の5
重責を担うことになりました。大学人ではない私ごとき

が、このような伝統ある学会の会長になってよいのだ

ろうかとの危惧を抱きつつ、皆様のご推挙に応えられ

るようせいいっぱい職責を果たすつもりでございます

ので、よろしくご支援いただきますようお願い申し上

げます。

本年 月までの 年間、中部都市学会は日本都市3 15
学会事務局の重責を担ってまいりました。この重圧が

中部都市学会の活動にいささかの停滞を招いていた

ことは否定できません。しかし、本年度から本部事務

局が近畿都市学会へ移管され、中部都市学会は、な

お年報発行事務を担当するとはいえ、本来の中部都

市学会の活動を再開できることになりました。

本年度は、 月に総会を開催し、同時に名古屋港6
11イタリア村をテーマに研究会を行いました。また、

月には恒例の都市視察研究会を静岡県新居町にお

いて開催します。来年度以降には、研究発表会も企

画して行きたいと考えております。

中部都市学会は、現在会員数 名の小さな学会91
です。人数が少ない分アットホームな雰囲気があり、

研究会のあとの「飲み会」でコミュニケーションを図り、

そこで培われた知識や人脈が、その後の研究活動や

仕事に生かせるというメリットを大切にしている会員も

おられます。

学会に何を求めるかは、各人それぞれでしょうが、

中部都市学会そして日本都市学会の最大の特徴は、

総合学会であり学際学会であることにあります。異分

野の研究者の研究内容や研究方法を直接知り、あま

り接触する機会のない研究者相互のふれ合いを持つ

ことができる貴重な学会だと思います。

今後も、このような中部都市学会の特徴を最大限

に発揮できるような活動を企画して行きたいと考えて

おります。皆様のご協力をお願い申し上げます。

2005年度総会報告

年度総会は 月 日、名古屋港ポートビル会2005 6 11
議室において開催され、以下の議案が審議され、す

べて原案通り可決・承認されました。

１ 2004年度事業報告議題

( ) 中部都市学会研究会1
日時 月 日（土）3 5
場所 藤岡町役場および藤岡町内一円

( ) 総会2
日 時 月 日（土）3 5
場 所 藤岡町役場会議室

議 題 ① 年度事業報告2003
② 年度収支決算2003
③ 年度事業計画2004
④ 年度収支予算2004
⑤ ・ 年度会長について2005 2006
⑥中部都市学会会則の改正について

( ) 理事会3
①第１回理事会 月 日（土） 研究会および総会2 12
議案、長期滞納者の退会処分、次期会長の選任に

ついて等

( ) 日本都市学会賞の推薦4
年４月 日締切で募集したところ、佐藤圭二・2004 15

杉野尚夫著「新都市計画総論」の応募があり、本部

へ推薦した結果、学会賞を受賞した。

議題２ 2004年度収支決算

一般会計

収入の部 円

事項 予算 決算

256,613 256,613前年度繰越

2004 369,000 262,000正会員会費（ 年度分）

2004 120,000 120,000団体会員会費（ 年度分）

172,000 246,000正会員会費（過年度分）

0 0団体会員会費（過年度分）

387 8,000雑収入

918,000 892,613合計

中部都市学会通信N001



2

支出の部 円

事項 予算 決算

20,000 1,050会議費（理事会・総会費）

100,000 71,259研究会費（大会・研究会費）

80,000 8,280通信費（案内送付・発表募集）

100,000 96,800事務費（事務費用・名簿発行）

2005 304,000 300,000本部納入会費（ 年度分）

200,000 200,000財政調整基金へ繰り出し

114,000 0予備費

918,000 677,389合計

収入－支出＝ 円－ 円＝ 円は892,613 677,389 215,224
次年度へ繰り越します。

財政調整基金会計

収入の部 円

事項 予算 決算

500,000 500,000前年度より繰越

200,000 200,000一般会計より繰入

700,000 700,000合計

支出の部 円

事項 予算 決算

0 0一般会計へ繰り出し

700,000 700,000次年度繰越

700,000 700,000合計

議題３ 2005年度事業計画

( ) 研究会および総会1
①第 回研究会および総会1
日時 月 日（土）6 11
場所 名古屋港ポートビル会議室およびイタリア村

②第 回研究会（都市視察研究会）2
日時 月11
場所 静岡県浜名郡新居町（新居関保存事業視察）

( ) 理事会2
①第 回理事会 月 理事選挙、収支決算、収支1 4
予算、第 回研究会等について1
②第 回理事会 月 理事選挙開票、総会議案に2 5
ついて

③第 回理事会 月 第 回研究会について3 10 2
( ) 機関誌その他刊行物の発行3
①中部都市学会通信の発行

( ) 日本都市学会賞の推薦（ 年 月 日締切）4 2005 4 15
次の 点を本部へ推薦した。3

①加藤晃・竹内伝史「新・都市計画概論」 発2004.2.5
行

②瀬口哲夫「名古屋をつくった建築家 鈴木禎次」

発行2004.11.6

③瀬口哲夫「わが街 ビルヂング物語」 発2004.12.7
行

( ) 理事選挙の実施5

議題４ 2005年度収支予算

一般会計

収入の部 円

事項 年度 年度2004 2005
256,613 215,224前年度繰越

2004 369,000 369,000正会員会費（ 年度分）

2004 120,000 120,000団体会員会費（ 年度分）

172,000 159,000正会員会費（過年度分）

0 0団体会員会費（過年度分）

387 276雑収入

918,000 863,500合計

支出の部 円

事項 年度 年度2004 2005
20,000 60,000会議費（理事会・総会費）

100,000 100,000研究会費（大会・研究会費）

80,000 80,000通信費（案内送付・発表募集）

100,000 100,000事務費（事務費用・名簿発行）

2005 304,000 304,000本部納入会費（ 年度分）

200,000 100,000財政調整基金へ繰り出し

114,000 119,500予備費

918,000 863,500合計

財政調整基金会計

収入の部 円

事項 年度 年度2004 2005
500,000 700,000前年度より繰越

200,000 100,000一般会計より繰入

700,000 800,000合計

支出の部 円

事項 年度 年度2004 2005
0 0一般会計へ繰り出し

700,000 800,000次年度繰越

700,000 800,000合計

議題５ 顧問の推薦について

次の２会員を中部都市学会会則第 条( )に定め10 5
る顧問に推薦する。

①牛島 正（中部都市学会会長（ ～ 年） 日1987 1992 /
本都市学会会長（ ～ 年））1990 1992
②加藤 晃（中部都市学会会長（ ～ 年） 日1992 2005 /
本都市学会会長（ ～ 年））1992 1997
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議題６ 2005・2006年度役員について

会長 杉野 尚夫

理事 阿部和俊 井澤知旦 佐藤圭二 瀬口哲夫

高田弘子 竹内伝史 林 上 平松道夫

監査 伊豆原浩二 伊藤都万

第1回研究会開催報告

第 回研究会は、 月 日（土） から 余名が1 6 11 14:30 20
参加して、名古屋港ポートビル 階 会議室で開催さ6 E
れました。

最初に、名古屋港管理組合建設部総合開発室再

開発担当の鈴木泰治課長より「名古屋港ガーデンふ

頭の再開発およびイタリア村の開発手法について」

講演をいただきました。 の具体例としてイタリア村PFI
の開発事例の説明は、分かり易く、よい勉強をさせて

いただきました。講演の後、活発な質問、討議が行わ

れ、参加者はさらに理解を深めることができました。

引き続き、鈴木課長の案内で、イタリア村の視察を

行いました。また、視察終了後、希望者はイタリア村

の 階にあるレストランで懇親会を行いました。この懇3
親会には、前日本都市学会会長の北川建次氏が飛

び入りで参加され、「中部都市学会は活発な活動をし

ていてうらやましい」との感想を漏らしておられました。

この研究会は、名古屋港管理組合およびイタリア

村の全面的なご協力を得て開催することができました。

あらためて厚くお礼申し上げます。

第1回理事会報告

第 回理事会は、 月 日（土） 時から「さろんオアシス」1 4 30 14
で開催され以下の事項について審議しました。

① 年度事業報告案について2004
② 年度決算案について2004
③ 年度予算案について2005
④ 年度予算案について2005
⑤理事選挙について

⑥ 年度総会および第 回研究会について2005 1
⑦会員の入退会について

⑧顧問の推薦について

事務局は、この理事会の決定に基づいて、この後理事

の選挙を実施しました。

第2回理事会報告

第 回理事会は、 月 日（土） 時から「さろんオアシ2 5 28 14
ス」開催され、次の事項について審議しました。

①理事選挙規則の改正について

②理事選挙開票

③監事の推薦について

④会員の入退会の承認について

⑤総会議案について

⑥第 回研究会について1
⑦第 回研究会について2

第3回理事会報告

第 回理事会は、 月 日（日） 時から「さろんオアシ3 9 25 14
ス」で次の議案について審議しました。

①都市視察研究会について

②会員の入退会の承認について

③本部会費納入システムの変更について

④新入会員の勧誘について

⑤その他 中部都市学会通信の発行、ホームページの

開設、日本都市学会賞の選考結果について等の報告

都市視察研究会のご案内

中部都市学会都市視察研究会を次のように開催し

ます。今回は、静岡県新居町役場のご好意により、新

居関所等の保存事業に取り組んでいる新居町につ

いて勉強し、関連の施設等を視察します。

出欠について、出欠票（ホームページからダウンロ

ードできます）を、 までにご返送下さい。10月20日
会員以外の方もお誘いください。

年 月 日（土）日 時 2005 11 5
静岡県浜名郡新居町場 所

円（当日ご持参ください）参 加 費 1,000
東海道線新居町駅前集合場所 JR
時（厳守）集合時刻 13

プログラム

新居町駅前出発13:00
新居関所および新居宿旅籠視察

町並みを視察しながら新居町役場へ

新居町役場会議室にて担当者より新居町15:00
の概要、まちづくり、史跡保存事業等につ

いて説明・質疑

ごろ 新居町役場または新居町駅前にて解16:00
散

（町内の移動はすべて徒歩となります）

視察終了後、希望者は新居町駅付近で、新居町

の職員を含めて懇親会を行います。場所、会費未定

です。参加の可否をご連絡ください。
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中部都市学会ホームページ開設のご案内

OASIS中部都市学会ホームページを開設しました。

都市研究所ホームページの一部をお借りして開設さ

せていただいたものです。「中部都市学会通信」は年

回程度の発行なので、最新の情報はホームページ2
に掲載してまいりますので、こまめにチェックしていた

だければ幸いです。

また、会員の皆様から掲載内容についてのご要望

や掲載希望がありましたら、ご遠慮なく事務局までお

申し出ください。

URLホームページの

http://www15.plala.or.jp/oasis-toshi/chubu.html

会員の入退会のご案内

年 月 日～ 月 日分2005 3 5 9 25
①入 会

今井 健一 近畿大学工業高等専門学校建設シ

ステム工学科教授

勝野 一城 豊田市都市計画課主査

服部貴佐代 ㈱服部不動産代表取締役

笠島 舞 岐阜大学大学院修士課程１年

小山 雄二 名古屋市立大学大学院工学研究科

博士課程

②退 会

永松 浩二 前豊明市助役

梅原浩次郎 名古屋市立向陽高等学校教諭

古谷 泰三 三重県立津工業高等学校教諭

西山八重子 金城学院大学現代文化学部教授

会費の納入についてお願い

日本都市学会本部が近畿都市学会へ移転したこ

とに伴い、新事務局より「事務局の資金ショートをカバ

ーするために各地域都市学会から本部への会費納

入の時期を、 月に半分、残りを 月にしてほしい」と9 3
の要請があり、日本都市学会第２回理事会で基本的

に了承し、規程の詳細は第３回理事会で決定するこ

とになりました。

これまで中部都市学会は、会員への会費請求は

年度末に近い 月ごろに行っておりましたが、本部へ2
の納入時期の変更に伴い、中部の会員への請求も

時期を早めることにしました。本年度は 月の請求とな9
りますが、来年度からさらに早め、総会の終了後すぐ

に会費請求を行いってゆきたいと思います。ご協力を

お願いします。

2006年度総会と研究会の予定

年度は、 月または 月に、総会と研究会を開催し2006 5 6
たいと理事会で話し合っています。この研究会は、研究発

表会として、希望者に研究報告をお願いしたいと考えてい

ます。中部都市学会では久しく個人の研究発表の機会が

ありませんでしたので、発表者を募集して研究会を開催し

たいと思います。

市町村合併が日々続き、都市の姿が大きく変貌するな

かにあって、これからの都市学について緊急の対応が求

められています。会員の皆様の活発な論議をお願いした

いと思います。

また、この機会に若い方達の入会を呼びかけたいと思

います。ご協力ください。

入会案内のリーフレットを作成しました

中部都市学会もやや高齢化が進行しています。そのた

め、若い会員の増加を図りたく、入会案内のリーフレットを

作成しました。まわりの方にお渡しいただき、入会をすす

めていただければ幸いです。

リーフレットは、事務局にお申し出いただけばすぐにお

送りします。

編集メモ

久しぶりの中部都市学会通信発行となりました。冒

頭の会長あいさつにありますように、日本都市学会事

務局の事務処理に追われて中部都市学会の事務に

手抜きをしていた結果が、「通信」の長期休刊となっ

ていたものですが、ようやく復活しました。休刊となる

前の最後の「通信」の号数を引き継ぐことを考えたの

ですが、心機一転、新しい番号で再開したいと

「 」としました。N001
ホームページと同じような内容のものをお送りする

ことになりますが、インターネット時代といっても、常時

的にいくつものホームページをチェックするなど、凡

人にはなかなかできないことで、「郵便で送りつけられ

てきたものなら、時には眺めてみようか」ということを期

待しての広報手段としての意味は十分あると思いま

す。

とりあえず発行することでいそぎましたので、内容、

紙面の構成等につきましては今後改善してゆきたい

と思っております。皆様からご意見をいただければ幸

いです。（高）


