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ARSC NEWS 
The Newsletter of the Applied Regional Science Conference 

応用地域学会ニュースレター（日本語版）, No.73, July 2010 
 
 

ARSC 事務局： 〒113-0033 東京都文京区本郷 7 丁目３番 1 号 
 東京大学経済学部 田渕研究室 
 応用地域学会事務局 文部科学省学会コード＝10023 
 会長：田渕隆俊   担当：宮本成雄 
 TEL: (03)5841-5603 
 FAX: (03)5841-5521 
 E-mail: clerk@arsc.org 
 
主要項目：  運営委員選挙の結果 

運営幹事等役員の選任 
 第 24 回研究発表大会のご案内 
        第 1 回アジア地域科学セミナーのご案内 
 2009 年度学会決算 
 2010 年度第一回運営委員会の概要 
 事務局だより 

 
１． 運営委員選挙の結果 
                    ARSC 選挙管理委員 瀬古美喜 城所幸弘 

2010-2011 年度 ARSC 運営委員選挙は、2010 年 3 月 23 日締め切りで実施されました。

以下の方々が選出されましたのでご報告いたします。(東西地区の区分け・委員数は、規約

により、2010 年３月時点の職場を基準にし、定員 20 名を地区の会員数で按分しています。) 
 

応用地域学会 2010～2011 年度運営委員(敬称略順不同) 

  東地区 （11 名）：佐々木公明、城所幸弘、赤松隆、安藤朝夫、村田安寧、浅田義久、 

           八田達夫、河野達仁、貝山道博、山崎福寿、高橋孝明 

  西地区 （ ９名）：文世一、小林潔司、松島格也、小池淳司、松澤俊雄、佐藤泰裕、 

         鄭小平、多々納裕一、山本和博 

  国 外 （ 0 名）：該当無 

                              （以上 20 名） 
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２． 運営幹事等役員の選任 
  
  新しい運営委員のもと、運営委員会が 6 月 26 日に開催され、以下のように新しく運営

幹事等の役員、委員会委員等が選任、又は任命されました。(敬称略･順不同) 
（１） 運営幹事（2010～2011 年度） 

・総務 安藤朝夫（東北大学） 

・渉外 多々納裕一（京都大学） 

・会計 河野達仁（東北大学） 

（２） 監査委員（2009～2010 年度） 

   ・吾郷貴紀（高崎経済大学）、藤原 徹（明海大学） 

     （2009 年度に引き続き） 

（３） 選挙管理委員（2010 年度） 

・高橋孝明（東京大学）、河端瑞貴（東京大学） 

   （４）2010 年度大会（名古屋大学）プログラム編集委員 

       ・委員長  赤松 隆（東北大学） 

       ・委員   小川 光（名古屋大学）、奥田隆明（名古屋大学）、 

堤 盛人（筑波大学）、森 知也（京都大学） 

（５）2010 年度坂下賞選考委員会 

・委員長 金本良嗣（東京大学） 

・委員  赤松隆（東北大学）、佐々木公明（尚絅学院大学）、 

     田渕隆俊（ARSC 会長）、黒田達朗（ARSC 副会長） 

      

3. 第 24 回研究発表大会のご案内 
                     第 24 回研究発表大会実行委員長 黒田達朗 

2010 年度大会は、名古屋大学において、下記要領で開催いたします。活発な発表と討論

を期待しております。発表の受付を開始いたします。積極的に参加していただきますようご

案内申しあげます。（大会ホームページ：http://www.geocities.jp/arsc_nagoya/） 
  
(1) 大会概要 
①期 日  2010 年 12 月 4 日（土）、5 日（日） 
②会 場  名古屋大学東山キャンパス 

       〒464－8601 名古屋市千種区不老町  
③参加費  会員・学生は無料、非会員は 2,000 円（公開シンポジウムは無料） 

(2) 発表申込 
①発表者の条件  ARSC 会員であること 

※非会員の場合は大会までに入会手続きを行ってください。 
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②下記について A4 一枚程度にご記入の上、お申し込み下さい。 
（大会ホームページから「発表申し込み用紙」がダウンロードできます）。 

a.発表者氏名・所属 
b.連名者氏名・所属 
c.発表者連絡先 住所、電話、ファックス、E-mail アドレス 
d.発表題目（和文あるいは英文） 
e.要旨（和文 200 字あるいは英文 100 語程度） 
f.発表時の使用言語（日本語または英語） 
g.希望討論者（候補者 2 名まで） 

※候補者の方に事前に打診される必要はありません。プログラム編成や討論者の

ご都合によってはご希望に添えないことがあります。あらかじめご了承ください。 
h.発表区分（「一般セッション」「Early Bird セッション」「特定セッション」「シン

クタンク・セッション」の区分を記入。次項(3)を参照） 
③申込方法  「発表申し込み用紙」を E-mail に添付してお送り下さい。 
    （メールの件名に「ARSC 発表」と記入のこと。郵送または fax も可） 
④申込先      E-mail  arsc2010@gmail.com 

        住所 〒464－8601 名古屋市千種区不老町 B4-1 (780)  
             名古屋大学環境学研究科 黒田達朗研究室 

電話・Fax  052-789-4744 
⑤申込期限  2010 年９月 21 日（火）必着 

 
(3) セッション構成と企画の募集 
・例年どおり下記セッションを開催いたします。「特定セッション」と「シンクタンク・セ

ッション」については、広く会員各位からの企画提案を募集しています。 
・なお、大会実行委員会では、地元向け企画として「リニア中央新幹線と中部圏」について

のシンポジュームを検討中です。 
・ 2010 年９月 21 日（火）までに企画提案をお送りください。（送り先は上記申込先と同

じです。書式は問いません。） 

一般 
セッション 

・幅広い論題でのセッションです。下記のキーワード例に限定することなく、

ARSC にとって関連のある論題を積極的にご報告ください。 
《地域》成長と衰退、地域格差、産業構造、雇用・人口、地方分権、地方交

付税、国土計画、NEG 
《都市》土地利用、都市集積、外部経済、産業・住宅立地、空間競争、都市

化、都市財政、GIS 
《交通》都市交通、混雑税、TDM、航空・港湾、投資評価、物流、通信 
《環境》影響評価、環境税、水質・大気汚染、地球環境、電力、資源管理、

防災 
《国際》開発援助、直接投資、国際貿易・金融 
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Early Bird 
セッション 

・博士論文等を執筆している若手研究者や大学院在籍中の学生会員が単著で

申し込んだ発表から構成されます。 
・ARSC の将来を担う若手研究者による積極的な報告を期待しています。 

特定 
セッション 

・特定の論題を重点的に議論するためのセッションです。論点や方法論、対

象が共通する論文数編から構成されます（以前には GIS、ロードプライシ

ング、防災などの論題が取り上げられました）。 
・このセッションの企画を募集しております。オーガナイザーを務めていた

だける方々からの積極的な応募をお願いいたします。 

シンクタン

ク・セッシ

ョン 

・ARSC は、会員による研究成果を実務へ活用するとともに、実務の中で発

見された様々な問題を新たな研究課題として会員に紹介するという双方

向の展開が重要であるという共通認識に立っています。 
・このセッションは、会員の中で特に計画、政策立案、それに関連する調査

等の実務に携わっている方々からの報告や問題提起を基に構成されます。

・賛助会員の方々をはじめ、実務関係者の方々からの企画提案をお待ちして

おります。 
 
(4) 今後の予定 
①大会プログラム 
・10 月下旬に確定し、ARSC および大会のホームページとニュースレターを通じてお知

らせいたします。 
②発表原稿 
・最終の発表原稿を 11 月 19 日（金）までに座長、討論者、大会事務局の 3 か所にそれ

ぞれ個別にお送りください。 
※E-mail に添付して送られる場合は、必ず PDF 形式にしてください。 
※座長、討論者の連絡先が分からないときは、大会事務局にお問い合わせください。 

 ・発表会場には Windows XP のパソコンと Office Pro. 2007 を準備する予定です 

  （Office 2010 には対応できません）。 

(5) 2010 年大会実行組織 
（敬称略） 

大会実行委員会 
委員長  黒田達朗  名古屋大学 

委 員  小川 光  名古屋大学 

委 員  奥田隆明  名古屋大学 

プログラム委員会 

委員長  赤松 隆  東北大学 

委 員  小川 光  名古屋大学 

委 員  奥田隆明  名古屋大学 

委 員  堤 盛人  筑波大学 

委 員  森 知也  京都大学 

大会事務局・ 
お問い合わせ 

〒464－8601 名古屋市千種区不老町 B4-1 (780)  
      名古屋大学環境学研究科 黒田達朗研究室 

電話・Fax  052-789-4744 
        E-mail  arsc2010@gmail.com 
                 （予備：tkuroda@cc.nagoya-u.ac.jp） 
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4. 第 1 回アジア地域科学セミナーのご案内 
                 第 1 回アジア地域科学セミナー実行委員長 田渕隆俊 
 

（THE FIRST ASIAN SEMINAR IN REGIONAL SCIENCE ） 
 

応用地域学会では、日本と中国、およびアジア諸国における地域科学の研究交流を促進す 
るために、中国地域学会（RSAC Regional Science Association of China）と共催で、 
第 1 回アジア地域科学セミナーを北京大学にて開催することとなりました。ちなみに、今 
まで 3 年行ってきた日中共同セミナーをアジア諸国に拡大したために、セミナーの名称が 
変わりました。セミナーの詳細は添付の Call for Papers をご覧ください。皆さま、奮ってご

参加くださいますようお願い申し上げます。（ARSC ホームページにも掲載されています 

http://www.arsc.org） 
  
（１）セミナー概要 
   ○日程：2010 年 9 月 11 日(土)~12 日(日) 
   ○場所：中国北京大学 
   ○懇親会：9 月 11 日夜 
   ○セミナー参加費  正会員 800 元(学生会員 500 元)の予定 
        ただし、昼食 2 回と懇親会費を含みますが、旅費・宿泊費は含みません。 
 
（２）論文発表の申込 
 申し込まれる方は、clerk@arsc.org（応用地域学会事務局 宮本）まで、別添の参加申込

票と報告論文(英文)をお送りください。申し込み締め切りは、2010 年 7 月 25 日(日)厳守で

お願いします。(英文の Call for Papers には異なる締切日が記載されていますが、ARSC 事

務局でとりまとめ作業がありますので、7 月 25 日(日)までにお願いいたします。) 
 
（３）セミナーの参加申し込み 
 研究論文を発表せずにセミナーに参加される方も大歓迎です。ただ、事前に参加人数を把

握する必要がありますので、研究論文を発表せずに参加される予定の方々は、別添の参加申

込票の上段に氏名、所属、住所、Tel、Fax、E-mail を記入し、2010 年 7 月 25 日（日）ま

でに、clerk@arsc.org （応用地域学会事務局 宮本）までお送り下さい。 
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５．ARSC 事務局変更について 
事務局担当：宮本成雄 

 
 2010 年 4 月 1 日より、応用地域学会の事務局が変更されました。ご連絡等は、次にお願

いいたします。 
 新しい ARSC 事務局 
 
 
 
 
 
 
 
         （ARSC 事務局の E-mail アドレスには、変更ありません） 
 
６．メーリングリストの更新と配信について 

事務局担当：宮本成雄 
 
（1）メーリングリスト(arsc-ml)の更新 
 この度、メーリングリストを更新しました。この間、リスト登録には若干不備があり、一

部の会員の皆様には大変ご迷惑をおかけしておりました。リストを新しくし、リストに登録

されている方々には、リストを通じて、既にご案内しておりますが、arsc-ml からの配信を

受けていない方で、登録を希望される方はお申し出ください。（アドレスの登録ミスで、配

信されていない場合もありますので、ご連絡ください。） arsc-ml への登録、変更、削除等

は。clerk@arsc.org までご連絡ください。 
 arsc-ml に登録されますと、ARSC 事務局からのお知らせ、会員からの情報提供などが、

登録アドレスに配信されます。 
 
（２）メーリングリストへの配信について 
 arsc-ml は、会員の皆様の相互の情報交換や情報共有の場としてご活用いただければと思

います。arsc-ml への配信は、ARSC ホームページ（http://www.arsc.org ）からできます。

arsc-ml に配信されますと、リスト登録された会員のアドレスに情報が配信されます。会員

への共通の案内、お知らせ、有益な情報提供など、有効に活用していただきたいと思います。 
 
 
 

〒113-0033 
   東京都文京区本郷 7 丁目 3 番 1 号 
     東京大学経済学部 田渕研究室内 
          応用地域学会 
       Tel;03-5841-5603  Fax;03-5841-5521  

   E-mail; clerk@arsc.org 
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７．2009 年度決算(案)について 
                              事務局担当：宮本成雄 

2009 年度学会決算（案）を以下のようにご報告します。監査委員による監査後、本年度

大会での総会にて会員の皆様への報告がなされ、最終承認される予定です。なお監査委員は、

昨年に引き続き、吾郷貴紀（高崎経済大学）及び藤原 徹（明海大学）の両先生にお願いす

ることになりました（前掲）。概要を以下に示します。（詳細の報告は、監査終了後、次回の

ニューズレターに掲載します。） 
  2009 年度決算（案）概要                   （万円） 

     収  入         支   出 
繰越金 852 RURDS 購読    270 
会費（国内、国際、賛助） 555 年報刊行     78 
大会（年次、日中） 188 大会開催（年次、日中） 270 
その他（助成金等） 42 国際会費     20 
  その他事務費等    142 
収入合計  1,637 支出合計    780 
  繰越金    857 

  
８．2010 年度第１回運営委員会報告（概要） 

事務局担当：宮本成雄 
 
2010 年度第一回運営委員会が 6 月 26 日(土)に行われました。議事録等の詳細が必要な方

は事務局までお知らせ下さい。以下に、議事の要点をご紹介致します。 
・運営委員選挙結果報告(前掲） 
・運営幹事等選任（前掲） 
・2009 年度決算（案）報告（前掲） 
・第 24 回研究発表大会の開催について（前掲） 
・第 1 回アジア地域科学セミナーの開催について(前掲) 
・坂下賞について 
   坂下賞選考委員会は、規約により、藤田昌久先生（甲南大学）が退任し、前掲のよ

うに 2010 年度の新しい委員に佐々木公明先生(尚絅学院大学)を選任し、委員長に

は金本良嗣先生（東京大学）が指名されました。新しいメンバーのもと、2010 年

度の坂下賞受賞者が選考されます。 
・RURDS 出版関係 

黒田編集委員長から RURDS の編集状況の報告がありました。発刊の遅れの時期が

あったが、回復し、今後も国際学会誌として年 3 巻の発行は継続していく旨報告さ

れました。 
・応用地域学研究出版関係 

応用地域学研究に関し、奥村誠編集委員長からの第 15 号の編集状況(2010 年 11
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月に発刊予定)の報告の紹介がありました。 
会員サービスや若手育成を考え、邦文の学会誌の一層の充実を望む意見がありま

した。 
 ・ARSC 事務局運営について 

          ARSC の事務局が変更されたこと(前掲)の報告と事務局運営の効率化に向けた議 
論がされました。 
事務局業務の効率化については、会員管理を中心としたシステム化を具体に図る 
こととし、業務のアウトソーシングも含めて検討するなどの意見があり、検討を 
進め、12 月の総会で結論が出せるようにする。 
手間と費用の節約では、ニューズレターのメール配信(コピーの郵送は希望者の 
み)も検討することになりました。 

・ARSC ホームページ、メーリングリストについて 
    大橋忠宏先生より、ホームページとメーリングリスト管理について報告があり、管

理体制が確認されました。 
          ＊ホームページ管理；ホームページの更新、書き換えについては、今後、大橋先生 
                    が担当していきます。 
          ＊メーリングリスト管理；メーリングリスト管理は、事務局で対応していきます。 
         

 
 ９． 事務局だより 
                             事務局  宮本成雄 
□ARSC 会員現勢 

2010 年 5 月末日現在の会員数(昨年度総会以降の入退会者を含む)は以下の通りです。 
 個人会員 428 名(内、一般会員 374 名、学生会員 45 名、海外会員９名) 
 賛助会員 10 団体(総口数 14 口)。 
□地域科学に関連する分野の研究に興味を持たれている個人または団体が周囲に居られま

したら、是非入会をお勧め頂くようにお願い致します。個人会員用の入会申込書は ARSC
のホームページ(http://www.arsc.org/)より入手可能です。また、E－mail によるお申し込

みも受け付けておりますので、記入事項を ARSC ホームページにてご確認の上、必要事

項を記入して clerk@arsc.org 宛て E－mail でお申し込み下さい。 
 
□事務局やニューズレター等に対しまして、ご意見や新しい企画等ございましたら、お知ら

せいただきたいと思います。 

◆ホームページの更新等に関する情報提供・問い合せ；ohashi@cc.hirosaki-u.ac.jp  (大橋)
◆メーリングリストに関する問い合わせ；clerk@arsc.org   (宮本) 


