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N004 中部都市学会通信 2008.9.11

2008年度総会報告

2008年度総会は8月16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 2007年度事業報告

(1) 研究会

第1回研究会

日時 8月11日（土）

場所 愛知芸術文化センター12階アートスペース

テーマ 人口減少社会における都市の課題Ⅱ

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

研究会出席者数 20人、懇親会出席者数 14人
第2回研究会（都市視察研究会）

日時 3月20日（木・祝日）

場所 犬山市歴史的町並み保存地区

参加者 18人
(2) 総会

日時 8月11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 ①2006年度事業報告

②2006年度収支決算

③2007年度事業計画

④2007年度収支予算

⑤2007・2008年度役員について

(3) 理事会

①第1回理事会 4月28日（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31日（木）

理事選挙開票

③第3回理事会 1月23日（水）

都市視察研究会について

(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) 2007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.40の発行および会員への送

付

②日本都市学会年報VOL.41の編集

議題２ 2007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 314,868 314,868
正会員会費（2007年度分） 373,000 406,000
団体会員会費（2007年度分） 80,000 60,000
正会員会費（過年度分） 127,000 36,000
団体会員会費（過年度分） 20,000 20,000
雑収入 132 6,616
合計 915,000 643,484

支出の部 円

事項 予算 決算

会議費（理事会・総会費） 60,000 35,160
研究会費（大会・研究会費） 100,000 67,754
通信費（案内送付・発表募集） 80,000 66,668
事務費（事務費用・名簿発行） 100,000 88,715
本部納入会費（2007年度分） 300,000 304,000
財政調整基金へ繰り出し 100,000 100,000
予備費 175,000 0
合計 915,000 662,297

収入－支出＝843,484円－662,297円＝181,187円は次年

度へ繰り越します。
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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 900,000 900,000
一般会計より繰入 100,000 100,000
合計 1,000,000 1,000,000

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 1,000,000 1,000,000
合計 1,000,000 1,000,000

議題３ 2008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16日
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 6月
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 10月
第2回研究会について

④第3回理事会 3月
理事選挙、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（2008年4月15日締切）

長谷川明子著「地球と暮らすまちづくり」を推薦

(5) 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.41の発行および送付

②日本都市学会年報VOL.42の編集

議題４ 2008年度収支予算

一般会計

収入の部 円

事項 2007年度 2008年度

前年度繰越 314,868 181,187
正会員会費（2008年度分） 373,000 364,500
団体会員会費（2008年度分） 80,000 60,000
正会員会費（過年度分） 127,000 130,000
団体会員会費（過年度分） 20,000 0
雑収入 132 313
合計 915,000 736,000

支出の部 円

事項 2007年度 2008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（2008年度分） 300,000 292,000
財政調整基金へ繰り出し 100,000 0
予備費 175,000 104,000
合計 915,000 736,000

財政調整基金会計

収入の部 円

事項 2007年度 2008年度

前年度より繰越 900,000 1,000,000
一般会計より繰入 100,000 0
合計 1,000,000 1,000,000

支出の部 円

事項 2007年度 2008年度

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

2008年度第1回研究会開催報告

2008年度第1回研究会は、2008年8月16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、23名の会員が出席し、「人口減少社会における

都市の課題Ⅲ」をテーマに、高田弘子理事による基調講

演をはじめ4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「ウルフギ

ャング・パック」で懇親会が行われ、15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。

基調講演

「人口減少社会におけるアーバンライフ」

都市調査室 高田 弘子

研究発表

1 「鉄道流域論－試論」

OASIS都市研究所 杉野 尚夫

2 「シドニーの都市構造とサービス空間」

中部大学 林 上

3 「美濃加茂市コミュニティバス『あい愛バス』の

現状とボランティア活動」

岐阜医療科学大学 渥美 龍男
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4 「COP10を迎える名古屋の街づくり」

名古屋大学 長谷川 明子

2007年度都市視察研究会開催報告

2007年度都市視察研究会は、2008年3月20日（木・春

分の日）、愛知県犬山市中心部の視察を行いました。犬

山市中心部には古いまちなみを残っていますが、これを

保存するために中心部を通る予定の都市計画道路を廃

止するなどの思い切った施策を展開しているまちです。

13時、犬山駅前に集合した参加者は、犬山市の担当者

の案内で、城下町を視察しながら「しみんてい」（犬山市市

民活動支援センター）へ向かい、ここで、市の担当課長さ

ん達からまちなみの保存・整備についてお話を聞き、活発

な討議が行われました。その後、町家視察、犬山城見学を

行い、犬山駅前で懇親会を行い、意見交換をしました。参

加者は18名でした。

会員の入退会のご案内

2007年8月11日～2008年8月16日分

①入会

石田 修二

河村 浩良（名古屋市総務局企画部企画課主事）

②退会

春日井市

小川 英明

小林 修 関東都市学会へ移籍

片田 敏孝 会則第8条第2項による退会

川合 吉雄 同上

鷲見 雅一 同上

日本都市学会第55回大会のご案内

１．日時 2008年10月24日(金)・25日(土)・26日（日）

２．場所 神戸国際会館（三宮駅前）

３．主催 日本都市学会・近畿都市学会

４．大会テーマ 都市と観光－日本におけるアーバンツー

リズムの可能性－

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24日（金）

13:00～ エクスカーション(16:40解散）

神戸のウォーターフロントと医療産業都市構想（船に

よるクルーズ含む）－要事前申込

18:00～ 理事会

10月25日（土）

9:00 受付開始

9:30 研究発表Ⅰ(～12:00）
13:00 開会挨拶

13:10 日本都市学会賞授賞式

13:20 市長講演「神戸市の観光政策について」

神戸市長 矢田立郎

14:00 シンポジウム「都市と観光－日本におけるアー

バンツーリズムの可能性」

16:30 日本都市学会総会

18:30 懇親会

10月26日（日）

9:00 研究発表Ⅱ(～12:20)
６．問い合わせ先

〒631-8502 奈良市山陵町1500
奈良大学文学部地理学教室内 近畿都市学会事務局

・日本都市学会大会担当 酒井高正

TEL&FAX 0742-41-9539
＜e-mail＞ kinkitoshi＠mbn.nifty.com

この大会で研究発表の申し込みをされた中部都市学会

会員は次のとおり

①三井 栄 東海北陸自動車道全通による経済効果

②林 上 美術館を拠点とする観光サービス化による

窯業産地の活性化

③渥美龍男 名鉄美濃町線廃止の背景と沿線東部地域
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の学生・生徒輸送に対する影響

④平松道夫 変貌する高齢社会のアーバンライフ

日本都市学会第56回大会（来年のことです）

日本都市学会第56回大会を中部都市学会が担当して開

催することになりました。概略は以下のようですが、詳細は、

今後本部事務局と協議しながら詰めていくことになります。

会員の皆様のご協力をよろしくお願いします。

日程 2009年10月24日（土）・25日（日）

会場 名古屋都市センター

大会テーマ 人口減少社会における都市の課題

主催 日本都市学会・中部都市学会

共催 名古屋都市センター 後援 名古屋市他(予定)

プログラム（案）

10月24日（土）

9:30 受付

10:00 開会挨拶（日本都市学会会長・中部都市学

会会長）

10:20 日本都市学会賞授賞式

10:30 基調講演「人口減少社会における都市の課

題（仮題）」

11:30 日本都市学会総会

12:00 休憩

13:00～17:00 研究発表Ⅰ（第1会場、第2会場、第3
会場）

17:30～20:00 懇親会（2階「オーキッドガーデン」）

10月25日（日）

9:00～12:00 研究発表Ⅱ（第1会場、第2会場、第3
会場）

13:00～17:00 研究発表Ⅲ（第1会場、第2会場、第3
会場）

2008年度中部都市学会都市視察研究会

2008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。

日本都市学会活性化および若手会員

増加策に関する中間答申

日本都市学会では、学会の活性化策および若い会員

増加策を検討するため、ワーキンググループ（委員長 戸

所隆）を設置して検討を重ねてきましたが、9月7日の理事

会において中間報告が提出され、次の３点の提案がなさ

れました。詳細については、引き続き検討を継続していく

ことになっています。中部都市学会としては、基本的に賛

成の立場で対応していきたいと考えておりますが、ご意見

があれば遠慮なく事務局へお寄せ下さい。

1 研究奨励賞の創設

従来の日本都市学会賞（奥井記念賞）のほかに次の表

彰制度を新設する。

①論文賞

日本都市学会年報および地域都市学会の学会誌に掲

載された論文を対象

39歳以下の若手研究者を対象

②特別賞（まちづくり賞）

個人的業績にならない新しい考え方を示したシンクタン

クや行政の報告書・まちづくり実績を対象

2 日本都市学会と地域都市学会の連携・共同化の促進

地域都市学会での口頭発表内容を日本都市学会年報

に投稿可能とする

各地域都市学会相互間における口頭発表と地域学会

誌への投稿の自由化・相互乗り入れを図る。

3 団体会員の増加策

自治体内シンクタンクの団体会員としての加入を積極

的によびかける。

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 中部大学教授

理事 平松 道夫 名古屋女子大学准教授

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

編集メモ

中部都市学会は、若手会員の入会を積極的に進

めたいと考えています。会員の我々は若手だと思っ

ていましたが、いつのまにか中高年層になっていまし

た。積極的に入会を勧誘しないと「都市学会」が「歳
と し と し

学会」と言われます。会員の皆様のご協力をおねが

いします。 （高）


