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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.77, October 2011 

 

 

ARSC 事務局：〒164-0003 東京都中野区東中野 3 丁目 9 番 21 号 

 ウノサワビル ㈱メッツ研究所内 

 応用地域学会事務局 文部科学省学会コード＝10023 

 会長：黒田達朗   担当：宮本成雄 

 TEL: (03)3371-6242 

 FAX: (03)3371-6247 

 E-mail: clerk@arsc.org 

 

主要項目：  第 25回研究発表大会のご案内 

        応用地域学研究への投稿論文の募集 

   

 

 

1．第 25 回応用地域学会富山大会のご案内 

                     大会実行委員長 岩田真一郎（富山大学） 

 

2011 年度ＡＲＳＣ研究発表会は、富山大学五福キャンパスにおいて、下記要項で開催い

たします。多数のご参画をお待ちしております。富山大会の最新情報については、大会ホー

ムページ(https://sites.google.com/site/arsc2011toyama/)をご覧ください。ＡＲＳＣホーム

ページ（http://www.arsc.org）からもリンクしています。 

(1) 期日 

2011年 12月 3日（土）、4日（日） 

  ※藤田先生特別講演、坂下賞受賞記念講演および総会は、3日午後（15:30～18:00）に

開催されます。 

(2) 会場 

 富山大学五福キャンパス 経済学部（講義棟 1階および 2階） 

      〒930－8555 富山市五福 3190  

■経済学部講義棟 2階（212 昼間主コース学生控室）にて受付をお済ませください。 

■藤田先生特別講演および坂下賞受賞記念講演・総会は、3日午後に別会場（黒田講堂）

にて開かれます。 

https://sites.google.com/site/arsc2011toyama/
http://www.arsc.org/


 2 

(3) プログラム 

プログラムは別紙の通りですが、直前の変更もありえますので、最新版については大会ホ

ームページをご覧下さい。 

 

(4) 参加申込および支払いについて 

 大会ホームページから参加申し込み用紙をダウンロードして必要事項をご記入の上、富山

大学経済学部 岩田研究室宛に、電子メールに添付するか、FAX、郵送でお送りください。 

 ＜参加申込書送付先＞ 

E-mail：arsc2011toyama@gmail.com 

FAX：076-445-6419 

郵送：〒930－8555 富山市五福 3190 富山大学経済学部 岩田研究室 

 ＜参加費等＞ 

■参加費 会員・学生無料 非会員 2,000円 

■懇親会費 6,000円（学生会員は 3,000円） 

  ■弁当代 1,000円（弁当 1個の値段です。飲料は含みません。） 

 懇親会およびお弁当の申し込みの受付は、11 月 21 日（月）までとさせていただきます。 

 参加費・懇親会費・お弁当代は学会当日、受付にてお支払いください。 

 

(5)  総会の委任状の提出 

総会に欠席される方は、必ず委任状を、E-mailか FAX、または郵送で、大会事務局までお

送りください。大会ホームページからもダウンロード可能です。送付先は、参加申し込み用

紙の送付先と同じです。 

 

(6) 研究発表について 

(a)発表論文の提出 

発表者は、最終原稿（PDF）を 11 月 18 日（金）までに、座長、討論者、大会事務局

（arsc2011toyama@gmail.com）までお送りください。現時点では、ホームページ上にアッ

プする予定です。したがって、原則として公開となりますので、あらかじめご了承下さい。

なお、大会終了後は論文のリンクを削除する予定です。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。 

 (b)発表会場 

 原則として、発表 20分、予定討論 10分、一般討論 10分です。座長の指示・判断にした

がって、円滑な運営にご協力ください。発表会場には Windows７のパソコン（Office 

Professional 2010、PDF に対応しています）およびプロジェクターを用意しております。

ファイルを USBメモリー等でご持参ください。なお、論文については、20部程度を発表会

場に直接ご持参いただくか大会事務局宛に事前送付してください。 

http://www.geocities.jp/arsc_nagoya/%81j%82%F0%82%B2%97%97%89%BA%82%B3%82%A2
mailto:arsc2011toyama@gmail.com
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(7) 交通案内 

会場へのアクセスは下記の通りです。大会のホームページからもご覧いただけます。 

（a）JR 富山駅からのアクセス 

富山駅に到着しましたら、富山駅正面口をご利用下さい。なお、JR 富山駅は北陸新幹線開

業に向け、駅舎の改修、周辺の整備が進められており、雑然としています。 

市内電車（富山地方鉄道株式会社が運行する路面電車のことです。） 

大学前行に乗車し、終着駅の大学前で下車します。終着駅の大学前は実際には五福公園の前

です。そのまま進行してきた方向にお進み下さい。徒歩 3－5 分で富山大学の正門に着きま

す。日中は 10 分間隔で運行しており、所要時間は 15 分です。運賃は 200 円です。 
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       (富山市内軌道線路線図) 

バス  ;運行頻度が少ないため、市内電車をお勧めします。富山地鉄・路線バス、富山大学経

由に乗車し、「富山大学前駅」バス停にて下車してください。所要時間は約 20分。バス乗

り場（③番）については前ページのマップを参照してください。路線バスの時刻表につい

てはホームページを参考にしてください。（http://www.chitetsu.co.jp/bus_a/index.html） 

タクシー ;富山駅から約 15分。 

（b）富山空港からのアクセス 

タクシー ;富山空港から約 20分。 

バス  ;富山空港－富山駅前間（富山地方鉄道）のバスに乗車し、富山駅に向ってください。

富山駅からは前ページを参照してください。運賃は 400円です。時刻表についてはホームペ

ージを参考にしてください。（http://www.chitetsu.co.jp/bus_a/airport.html） 

 

(8) 特別講演 

大会初日の 15:30 から、藤田昌久先生の日本学士院会員選定を記念して、藤田先生に特別

講演していただくことになりました。こちらにも奮ってご参加ください。 

日時：12月 3日（土）15：30～16：30 

場所：富山大学五福キャンパス 黒田講堂 

 タイトル：「東日本大震災と復興政策－空間経済学の視点から」 

 

(9) 懇親会 

    日 時：2011 年 12 月 3 日（土）19：00～ 

    場 所：富山電気ビルディング（通称 富山電気ビル）5 階 大ホール 

       （ホームページ http://denkibuil.com/） 

http://denkibuil.com/
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（10）キャンパスマップ、受付・一般会場、黒田講堂                五福キャンパス 

 

受付、一般会場は経済学部棟④に進んでください。藤田先生特別講演、坂下賞受賞記念講演・

総会は黒田講堂㉓に進んでください。 
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２． 応用地域学研究への投稿論文の募集 

「応用地域学研究」編集委員長：奥村 誠（東北大学） 

現在、「応用地域学研究」編集部では論文投稿を随時受け付けていますが、一応、年２回

の雑誌刊行の予定に合わせて、１月２０日と７月２０日の２つの締め切り日を設けておりま

す。投稿論文は編集委員会の指名する複数の査読者により査読が行われます。雑誌は年２回

の刊行を心がけております。奮ってご投稿下さい。(ホームページ http://www.arsc.org/を

参照ください。) 

 １．論文投稿希望の方は、論文はできるだけ word 形式のファイルを電子メールの添付フ

ァイルでお送り下さい。宛先は、編集委員長です。LaTexで作成された原稿で pdfファイル

でも結構ですが、印刷時の編集の都合で最終原稿は wordでお願いすることがあります。 

２．受付の確認を電子メールで送付いたしますので、投稿後一ヶ月を過ぎても連絡が無い

場合は、下記までお問い合わせ下さい。 

  ３． 掲載論文の著作権は学会に帰属します。また、応用地域学研究発行1ヶ月後に学会

ＨＰにて公開します。 

 

応用地域学研究編集委員長 

  奥村 誠 

  東北大学東北アジア研究センター 

TEL 022(795)7571  FAX 022(795)7477 

E-Mail mokmr@cneas.tohoku.ac.jp 

 

３．事務局業務システム化について        

          応用地域学会事務局 担当 宮本成雄 

 

  事務局業務のシステム化につきましては、鋭意その整備を進めてきております。データ

整備に時間がかかってしまいましたが、間もなく、会員の皆様に、ID(会員番号)とパスワー

ドをお配りし、実際に運用していきたいと思っております。システムの概要につきましては、

7月のニューズレターでもお知らせしましたが、以下に再掲しておきます。 

（１） 会員の皆様 

ARSC ホームページから、ID（会員番号）とパスワード(後日送付)で、会員のページ

にアクセスし、自己の登録情報の確認や修正ができます。登録情報に変更・修正（所

属、住所変更など）がある場合は、この会員ページから各自で変更申請していただ

くようになります。会員ページでは以下のようなことができます。 

http://www.arsc.org/
mailto:mokmr@cneas.tohoku.ac.jp
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 ・登録情報の確認、登録情報の変更など各種手続き 

 ・会費納入状況の確認 

 ・会員名簿の閲覧 

      ＊会員登録情報のうち、所属先とその住所・電話・Fax 番号・メールアドレス 

のみを掲載し、閲覧可とします。(登録されている情報が反映されます。) 

      ＊名簿閲覧は、会員のみの閲覧ですが、公開不可とする情報やご質問がありま 

したら、事務局(clerk@arsc.org)まで、ご連絡ください。 

（なお、ここに掲載されるメールアドレスは、メーリングリスト登録とは連動しま

せん。メーリングリストへの登録の有無にかかわらず、掲載されますので、不可の

場合はご連絡ください。） 

（２） 入会希望者 

ARSC ホームページから入会案内にアクセスし、必要事項を記し、送信。 

（３） 事務局 

事務局 ID とパスワードで管理画面にアクセスし、会員情報を管理する。 

 ・会員からの変更情報の確認と受付 

 ・入金記録の更新 

 ・新規入会者の申請受付 

 ・会員の登録情報に基づく各種集計、ジャーナル等送付ラベル、会費請求書作成

など 

 

３．事務局より        

          応用地域学会事務局 担当 宮本成雄 

 

○第 25 回 ARSC 大会準備には、富山大学の岩田真一郎先生(大会委員長)、唐渡広志先生、

を中心に着々と準備が進められております。プログラム編成では、城所幸弘先生(政策研究

大学院大学)を委員長としたプログラム委員会の各先生方に大変なご苦労をおかけし、まと

め上げていただきました。今大会には、64 編の研究発表と、藤田先生の特別講演などが組

まれております。大会実行員会、プログラム編集委員会の皆さんのご尽力により、魅力と盛

り上がりのある大会になることと思います。 

ご多忙とは思いますが多数のご参加をお待ちしております。 

 

○研究発表大会の参加申込書、総会欠席の際の委任状を添付しております。早めのご提出を

お願いいたします。 

  

 


