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N003 中部都市学会通信 2007.9.28

事務局 460-0008 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

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

2007年度総会報告

2007年度総会は8月11日、愛知県芸術文化センター・
アートスペース会議室において開催され、以下の議案が

審議され、原案通り可決・承認されました。

議題１ 2006年度事業報告

(1) 研究会

第1回研究会
日 時 7月15日（土）
場 所 愛知芸術文化センター12階アートスペース

第2回研究会（都市視察研究会）
日 時 3月3日（土）
場 所 岐阜市金華・川原地区（木造建築物郡保存

事業視察等）

(2) 総会

日 時 7月15日（土）
場 所 愛知芸術文化センター12階アートスペース
議 題 ①2005年度事業報告

②2005年度収支決算
③2006年度事業計画
④2006年度収支予算
⑤会則の改正について

⑥会則第8条第3項の議決について
(3) 理事会

①第1回理事会 7月 3日（月）
総会議案等

②第2回理事会 10月14日（日）
第2回研究会について他

(4) 機関誌その他刊行物の発行

①中部都市学会ニュースの発行

②中部都市学会ホームページのメンテナンス

(5) 2006年度日本都市学会賞の推薦

募集したが、応募なし

(6) 日本都市学会年報担当事務局の事務

①日本都市学会年報VOL.39の発行および会員への送
付

②日本都市学会年報VOL.40の編集

議題２ 2005年度収支決算

一般会計

収入の部 円

事項 予算 決算

前年度繰越 314,272 314,272
正会員会費（2006年度分） 396,000 426,000
団体会員会費（2006年度分） 90,000 70,000
正会員会費（過年度分） 143,000 126,000
団体会員会費（過年度分） 10,000 10,000
雑収入 728 486
合計 954,000 946,758

支出の部 円

事項 予算 決算

会議費（理事会・総会費） 60,000 48,080
研究会費（大会・研究会費） 100,000 56,680
通信費（案内送付・発表募集） 80,000 30,290
事務費（事務費用・名簿発行） 100,000 80,840
本部納入会費（2006年度分） 320,000 316,000
財政調整基金へ繰り出し 100,000 100,000
予備費 194,000 0
合計 954,000 631,890

収入－支出＝946,758円－631,890円＝314,868円は次年
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

前年度より繰越 800,000 800,000
一般会計より繰入 100,000 100,000
合計 900,000 900,000

支出の部 円

事項 予算 決算

一般会計へ繰り出し 0 0
次年度繰越 900,000 900,000
合計 900,000 900,000

議題３ 2007年度事業計画

(1) 研究会および総会

第1回研究会および総会
日 時 8月11日（土）
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場 所 愛知県芸術文化センター12階アートスペー
ス

第2回研究会（都市視察研究会）
日 時 11月予定
場 所 未定

(2) 理事会

①第1回理事会 4月
理事選挙、収支決算、収支予算、第1回研究会等に
ついて

②第2回理事会 5月
理事選挙開票

③第3回理事会10月
第2回研究会について

④第4回理事会 3月
2008年度事業計画等

(3) 機関誌その他刊行物の発行等

①中部都市学会通信の発行

②ホームページのメンテナンス

(4) 日本都市学会賞の推薦（2007年4月15日締切）

(5) 理事選挙の実施

(6) 日本都市学会年報担当事務局の事務

①日本都市学会年報VOL.40の発行および送付
②日本都市学会年報VOL.41の編集

議題４ 2007年度収支予算

一般会計

収入の部 円

事項 2006年度 2007年度
前年度繰越 314,272 314,868
正会員会費（2007年度分） 396,000 373,000
団体会員会費（2007年度分） 90,000 80,000
正会員会費（過年度分） 143,000 127,000
団体会員会費（過年度分） 10,000 20,000
雑収入 728 132
合計 954,000 915,000

支出の部 円

事項 2006年度 2007年度
会議費（理事会・総会費） 60,000 60,000
研究会費（大会・研究会費） 100,000 100,000
通信費（案内送付・発表募集） 80,000 80,000
事務費（事務費用・名簿発行） 100,000 100,000
本部納入会費（2007年度分） 320,000 300,000
財政調整基金へ繰り出し 100,000 100,000
予備費 194,000 175,000
合計 954,000 915,000

財政調整基金会計

収入の部 円

事項 2006年度 2007年度
前年度より繰越 800,000 900,000
一般会計より繰入 100,000 100,000
合計 900,000 1,000,000

支出の部 円

事項 2006年度 2007年度
一般会計へ繰り出し 0 0
次年度繰越 900,000 1,000,000
合計 900,000 1,000,000

議題５ 2007・2008年度役員の承認

2007・2008年度役員については以下のように承認され
ました。

会長 杉野尚夫

理事 阿部和俊、伊豆原浩二、井澤知旦、瀬口哲夫、

高田弘子、竹内伝史、林上、平松道夫

監査 磯部友彦、大塚俊幸

2006年度都市視察研究会開催報告

2006年度都市視察研究会は、2007年3月3日（土）、岐
阜県岐阜市内の金華・川原町地区の視察を行いました。

13時30分から金華地区の町家を利用してデザイン事務所
としている「ORGANデザイン室」で岐阜大学地域科学部
の富樫先生、井奈波かいわい町づくり会長の川島さんか

ら、金華・川原町地区の保存活動についてのお話しを聞

き、富樫先生の先導で現地視察を行いました。川原町地

区では、町家を利用した喫茶店「川原町屋」でお茶を飲み、

町家の雰囲気を味わいました。好天に恵まれ、参加者14
名にとっては、運動不足を解消しながら楽しい半日となり

ました。

終了後、有志で、やはり金華地区内の町家を改造した

和食店「布武」で懇親会を行い、活発な意見交換を行って

岐阜を後にしました。
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2007年度第1回研究会開催報告

2007年度第1回研究会は、2007年8月11日、愛知県芸
術文化センター12階アートスペースE・F会議室において
開催され、20名の会員が出席し、「人口減少社会における
都市の課題Ⅱ」をテーマに、竹内伝史理事による基調講

演をはじめ3本の研究発表が行われ、熱心な討議がなさ
れました。

研究会終了後、愛知芸術文化センター10階「ガーデン
レストラン華」で懇親会が行われ、14名の出席がありました。
研究会のプログラムは以下の通りです。

基調講演

「成熟社会の社会資本整備のあり方」

岐阜大学 竹内 伝史

研究発表

1 「名古屋は大阪を追い越すか？」

愛知教育大学 阿部 和俊

2 「自治体による法定外公共物（道路）の管理実態

調査－道路法による道路に含まれない道路の

研究（その1）」
中部大学 磯部 友彦

3 「相生山施工ワーキングにおける『環境に配慮し

た道づくり』の試み」

名古屋大学 長谷川 明子

会員の入退会のご案内

2006年7月15日～2007年9月27日分
①入会

長谷川明子（名古屋大学大学院生命農学研究科動物

生産科学第1研究室）
渥美 龍男（岐阜医療科学大学保健科学部衛生技術

学科准教授）

神谷真弓子（東海女子短期大学学長）

石田 修二

②退会

櫻井 俊和（岐阜大学大学院）

中村 豊（市村学園短期大学）

原田 裕保（豊田市森林課課長）

丹羽 弘行（米国イオンド大学日本校大学院教授）

丸木 恵祐（金城学院大学文学部社会学科）

渡部 栄

渡部千賀恵（九州東海大学工学部都市工学科教授）

各務原市

日本都市学会第54回大会のご案内

１．日時 2007年10月25日(木)・26日(金)・27日（土）
２．場所 松山市総合福祉センター

３．主催 日本都市学会・中四国都市学会

４．大会テーマ 交流人口を活かしたまちづくり

５．プログラム（変更の可能性があります。ホームページ等で

ご確認下さい。）

10月25日（木）
13:30～17:00 エクスカーション

13:30ロープウェイ駅舎集合、「坂の上の雲まち構想」
説明、ロープウェイ街からミュージアムへ、ミュージア

ムについて説明、ミュージアム見学、路面電車で道後

へ移動、道後温泉周辺整備等の説明

18:00～20:00 理事会（愛媛大学内）

10月26日（金）
9:30～12:00 研究発表Ⅰ

13:00～13:10 日本都市学会賞授与式

13:10～13:20 開会挨拶（学会会長）

13:20～14:50 市長講演 松山市長 中村時広

14:00～17:00 シンポジウム

17:00～17:30 日本都市学会総会

19:00～20:30 懇親会（道後温泉山の手ホテル）

10月28日（土）
09:30～13:00 研究発表Ⅱ

６．問い合わせ先

〒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育学研究室

内 中四国都市学会事務局 由井義通

TEL 0824-24-6804 FAX 0824-24-5083
＜e-mail＞ yyui＠hiroshima-u.ac.jp

[大会テーマ]

交流人口を活かしたまちづくり

日本都市学会会長 佐々木公明

中四国都市学会会長 藤目 節夫

地方分権が叫ばれるなか、地域自らの主体的な取組に

よる地域振興が緊急の課題となっている。国から自治体へ

の補助金が大幅に削減され、定住人口の増加も企業誘致

もほとんど見込めない地方の多くの地域では、交流人口

の増加による地域活性化が強く意識され、かつ模索される

ようになってきた。かつては交流人口と言えば観光による

ものが中心であったが、近年の特徴はこれ以外に多様な

交流人口を発生させる試みがなされていることである。たと

えば、テーマ性を持ったまちづくり、コンベンション、各種イ

ベント等はその一例である。

観光は交流人口の創出に依然として重要であるが、国
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民が観光に求めるものは名所旧跡の物見遊山一辺倒から、

グリーンツーリズムに代表されるような「田舎のあるがまま

の姿」へと次第に重心を移しつつある。象徴的に言えば、

「はっとする観光地」よりも「ほっとする観光地」が指向され

るようになり、個別の観光資源よりも地域住民をも含めたト

ータルな地域の魅力が重要な意味を持つようになった。そ

れゆえ、観光振興はまちづくりの中で位置づけられるよう

になり、「観光まちづくり」や「まちづくり型観光」のタームが

使用されるようになってきた。

コンベンションや各種のイベントは当初から交流人口の

増加を目的とした活動であるが、まちの課題解決やアイデ

ンティティの確立を目的としたテーマ性を持ったまちづくり

が結果的に交流人口を飛躍的に増加させる場合がある。

たとえば熊本県の水俣市は、水俣病を契機とする地域内

の対立を解消する過程で地元に学ぶ地元学の方法論を

確立し、全国から水俣のまちづくりと地元学を学ぶ多数の

交流人口を生み出した。また福岡県の柳川市は、埋め立

て予定であった掘り割りの保存という地域アイデンティティ

の確立の運動が、結果的に多数の観光客の来訪を招くこ

ととなった。

交流人口を活かしたまちづくりの内容と同時に考慮す

べきことは、活動の主体である。これまで長い間、まちづく

りは行政がやるものと多くの人が考えてきたが、次第に住

民と行政の協働でなされるものとの認識が高まりつつある。

たとえば、観光振興はこれまで行政と観光関係団体が中

心になり進められ、地域住民への配慮はきわめてわずか

であった。しかしグリーンツーリズムが台頭してくる状況で

は、「田舎のあるがままの姿」を形作る主役は地域住民で

あり、観光の持続可能性の視点からも住民、行政、関係団

体の協働による観光振興が展開される必要がある。

協働のまちづくりは平成の大合併を一つの契機として

世に喧伝されているが、全国のまちづくりの主流は行政主

導の状態に留まっている場合が多い。しかし、著名なまち

づくりで交流人口の増加を達成しているまちでは、例外な

くまちづくりは協働でなされており、地域住民が中心的役

割を果たしている場合が多い。住民主体のまちづくりで住

民が自らと地域に誇りを持ち、それが新たなまちの魅力と

なってさらなる交流人口を生んでいるのである。残念なが

ら、このような住民主体のまちづくりの事例は全国的に少

なく、実証的研究も未だ蓄積が十分ではない。大会では

まちづくりにおける交流人口の役割に関する理論的、実

証的考察に加え、新しいまちづくりの形態としての交流に

よる住民主体の活動の具体例や可能性を検討し、かかる

テーマに関する研究成果の発表と活発な議論が期待され

るところである。

この大会で研究発表を申し込まれた中部都市学会会

員の発表は以下の通り（申込時のもの）。順不同

三井 栄 岐阜県における東海環状自動車道による経

済効果－企業の意識構造分析－

林 上 都市における産業観光の成立条件

竹内伝史・劉嘉茵 「城市規劃編製方法」の改定からみ

た中国都市計画理念の変化－日中都市計画

変遷の試み－

長谷川明子 相生山施工ワーキングにおける「環境に配

慮した道づくり」の試み

伊藤悟・西村瞳 金沢市中心部における時間貸駐車場

利用の日変化

兼子良夫 震災と住宅支援

笠島 舞 成熟社会における観光交流活動と地域づくり

森田優己 持続可能な観光の仕組みづくり－「環境愛知/
旅のハイブリッド」実現化調査をふまえて－

原田晃樹 パートナーシップ政策をめぐる政府間関係

2007年度中部都市学会都市視察研究会

2007年度の都市視察研究会は11月または3月に予定し
ております。土曜日の午後半日ぐらいの日程で、中部圏

内のどこかの都市を訪問して、特色あるまちづくりの状況

を勉強したいと考えております。訪問したいまち、行ってみ

たい都市がありましたら事務局へご一報下さい。

中部都市学会役員

会長 杉野 尚夫 OASIS都市研究所代表
理事 阿部 和俊 愛知教育大学教授

理事 井澤 知旦 （株）スペーシア代表取締役

理事 伊豆原浩二 名古屋産業大学教授

理事 瀬口 哲夫 名古屋市立大学教授

理事 高田 弘子 都市調査室代表

理事 竹内 伝史 岐阜大学教授

理事 林 上 名古屋大学教授

理事 平松 道夫 名古屋女子大学助教授

監査 磯部 友彦 中部大学教授

監査 大塚 俊幸 中部大学准教授

顧問 牛嶋 正 名城大学教授

顧問 加藤 晃 (財)名古屋都市センター企画委員

編集メモ

激動の現代社会にあって、都市の規模も、農村・

漁村・山村の様相も変化している。学会としては、変

化を後追いするだけではなく、先行的に未来論を再

び展開する時期の到来といえる。会員相互の情報交

流、議論の場づくりを、中部地域から、大いに起こし

たいと思う今日この頃。（高）


