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近畿都市学会会報 
2021/8/30  NO.211 

事務局 〒577-8502 東⼤阪市⼩若江３−４−１ 近畿⼤学総合社会学部久研究室気付 

E-mail info@kintoshi.org  ホームページ http://www.kintoshi.org/  

 
 

 

2021 年度⽇本都市学会⼤会のお知らせ 
 

2021 年度日本都市学会大会を、近畿都市学会

秋季大会と共催で次の日程でリモートにて開催

します。 

10 月 23 日(土)13:00〜17:20  総会・シンポ 

10 月 24 日(日) 9:30〜17:30 研究報告部会 

 

総会、シンポジウム、研究報告部会への参加・

出席を含め、すべて申込フォームにて e-mail で

の事前登録が必要です。申込は「2021 年度大会

特設サイト」から行って下さい。会員確認をした

うえで、参加のために必要な Zoom ミーティング

情報を、大会直前に e-mail にて連絡します。 

 

研究報告申込締切 9 月 11 日（土）必着 

大会参加申込締切 10 月 14 日（木）必着 

発 表 要 旨 締 切 9 月 22 日（水）必着 

 

[2021 年度大会特設サイト]  

http://www.kintoshi.org/toshi2021/ 
(近畿都市学会および日本都市学会の HP か

らもアクセスできます。) 

[大会事務局] e-mail: toshi2021@kintoshi.org 

 

今後、大会の詳細及び最新情報を「2021 年度

大会特設サイト」に掲載していきますので、大会

の運営や注意事項等の確認を随時お願いします。 

■大会スケジュール(以下は予定です。詳細は大

会特設サイトをご覧ください。) 

 

【10 月 23 日(土)】 

13:00〜13:10 開会挨拶 

浦野正樹(日本都市学会会長) 

山崎健(近畿都市学会会長) 

13:10〜13:50 特別講演 稲村和美(尼崎市長) 

13:50〜16:20 シンポジウム 

「ラストベルト産業都市の再生と進化」 

趣旨説明・オーガナイザー  

加藤恵正(兵庫県立大学教授) 

シンポジスト 

定藤博子(阪南大学准教授) 

今井良広(兵庫県地域創生局長) 

水方秀也（竹中工務店開発計画部長） 

森山敏夫(尼崎市副市長) 

コメンテーター 久隆浩(近畿大学教授)  

16:20〜16:40 日本都市学会賞授与式 

16:40〜17:20 日本都市学会総会 

 

【10 月 24 日(日)】 

9:30〜11:30 研究報告 I 

(A 会議室、B 会議室、C 会議室) 

13:00〜15:00 研究報告 II 

(A 会議室、B 会議室、C 会議室) 

15:30〜17:30 研究報告 III 

(A 会議室、B 会議室、C 会議室) 
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2021 年度総会報告 
 

2021 年度総会を 2021 年 7 月 4 日(日)にリ

モートにて開催し、以下の事項が報告、提案・承

認されました。 

 

■新役員(任期 2021 年 6 月〜2023 年 5 月) 

【会長】山崎健 

【理事】 

・庶務委員会：久隆浩(委員長)、高橋愛典、 

中川万喜子、中西久雄 

・会計委員会：酒井高正(委員長)、田中晃代 

・集会委員会：石田信博(委員長)、稲垣稜、 

佐藤彰男 

・編集委員会：根田克彦(委員長)、後藤睦夫、 

佐野光彦、和田真理子 

【評議員】石原肇、碓井照子、小川雅司、香川 

貴志、加藤一誠、加藤恵正、小長谷一之、

坂西明子、 佐々木雅幸、長尾謙吉、中谷年

成、藤井正、三輪康一、安田孝、安田丑作 

【監査】井上馨、高山正樹 

【幹事】上田恵美子、松本麻里、村田和繁 

 

■新事務局 

〒577-8501 東大阪市小若江 3-4-1 近畿大

学総合社会学部 久隆浩 研究室内 

これに伴い会則第 2条を以下のように改正する。 

第 2条 本会の事務所は近畿大学総合社会学部 

久隆浩研究室内に置く。 

 

■名誉会員 

山田誠会員を新規に名誉会員とする。 

 

■予算・決算 

コロナ禍で 2020 年度の総会が不開催となっ

た関係で、今回は 2019 年度決算、2020 年度予

算・決算、2021 年度予算の報告・承認が行われ

ました。 

 

 
・繰越正味財産内訳 (2021 年 4 月 30 日現在) 

預金 ゆうちょ銀行 301,900 円 

PayPay 銀行 499,264 円 

現金  93,648 円 

 

■会員数(2021 年 4 月 1 日現在)  

総数 152名 (2019 年比 -13名) 

内 普通会員  129名(-14名) 

特別会員    0名 

名誉会員(日本都市学会在籍)  4名(＋1名) 

名誉会員(近畿のみ)  12名(-1名) 

近畿のみ会員(学生会員、他地域) 7名 (+1名) 

 

■編集委員会報告 

・『都市研究』16・17合併号を 2019 年 5 月 31

日に発行した。 

・『都市研究』18号は、特集テーマを「大阪湾ベ

イエリアの新たな動き」として編集中。2021 年

秋頃に発行予定。 

 

2021年度
収⼊の部 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額

会費 1,200,000 1,212,000 1,200,000 604,000 1,200,000
寄付・その他 200 0 200 0 0
積⽴⾦ 200,000 200,000 0 0 0
前年度繰越⾦ 911,937 911,937 969,243 969,243 894,812

計 2,312,137 2,323,937 2,169,443 1,573,243 2,094,812

⽀出の部 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額
⽇本都市学会費 550,000 465,800 550,000 469,200 550,000
⼤会運営費 150,000 60,000 150,000 0 150,000
会議費 10,000 0 10,000 0 10,000
印刷費 700,000 436,197 400,000 0 700,000
⼈件費 30,000 0 30,000 0 30,000
業務委託費 180,000 179,732 180,000 181,104 180,000
通信費 150,000 90,758 150,000 25,110 150,000
運搬交通費 160,000 120,000 160,000 0 160,000
消耗品費 40,000 0 40,000 2,687 40,000
雑費 10,000 2,207 10,000 330 10,000
積⽴⾦ 0 0 0 0 0
予備費 332,137 0 489,493 0 114,812
次年度繰越⾦ 0 969,243 0 894,812 0

計 2,312,137 2,323,937 2,169,493 1,573,243 2,094,812

2019年度 2020年度
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・『都市研究』19号は、特集テーマ「アフターコ

ロナの都市・地域政策」で 2022 年に発行予定。 

・査読論文の投稿条件を、近畿都市学会大会で発

表したものだけでなく、日本都市学会大会で発表

したものにも広げる。 

 

■集会委員会報告 

・2019 年度秋季大会を、2019 年 11 月 24 日

(日)に富田林市きらめき創造館にて開催した。 

・2020 年度春季大会は、コロナ禍のため中止。 

・2020 年度秋季大会を、日本都市学会第 67回

大会と共催で、2020 年 10 月 31 日(土)、11 月

1 日(日)にリモートで開催した。 

・2021 年春季大会を、2021 年 7 月 4 日(日)に

リモートで開催した。 

 

2021 年度春季⼤会報告 
 

2021 年度春季大会を、2021 年 7 月 4 日(日)

にリモートで開催しました。以下の 7件の一般研

究報告が行われ、活発な討論がなされました。 

 

[発表 1]「食による西宮市の地域価値創造」  

小川雅司(大阪産業大学経済学部教授) 

[発表 2]「コロナ禍におけるオンライン配信を用

いた地域活性化音楽イベント開催の意義-大阪

市城東区の「がもよんフェス 2020-2021」を

題材として-」石原肇(近畿大学教授)  

[発表 3]「post/withコロナ時代の都市構造と産

業・環境」小長谷一之(大阪市立大学大学院都市

経営研究科教授)  

[発表 4]「ネットワーク社会に対応した都市・地

域の変化-コロナ禍の変化を考える-」久隆浩

(近畿大学教授) 

[発表 5]「ソーシャルビジネスの連鎖的展開-静

岡県松崎町を事例に-」牛場智(静岡大学学術院

人文社会科学領域経済・経営系列准教授) 

[発表 6]「外郊外における空き家の動向-名張市

桔梗ケ丘のその後-」山田正人(未来都市・モビ

リティ研究所代表) 

[発表 7]「情報誌に見る大正から戦後の上七軒花

街の暮らし」中原逸郎 

 

事務局より 
 

■年会費納⼊のお願い 
会費未納の方は、以下の口座まで振込をお願い

します。普通会員は 8,000 円、学生会員等近畿

都市学会のみ会員は 4,000円です。 

 

・ゆうちょ銀行振替口座 

00990-7-86235 近畿都市学会  

・ゆうちょ銀行〇九九店(ゼロキユウキユウ店) 

当座 0086235 キンキトシガツカイ 

 

■『都市研究』論⽂投稿について 
『都市研究』への査読論文の投稿を募集してい

ます。今後は年 1 回の定期的な刊行をめざしま

す。執筆要項は以下のホームページをご覧下さい。

（近畿都市学会 HP からもアクセスできます。） 

http://kintoshi.g3.xrea.com/data/shippitsu

2015.pdf 

 

原稿は、編集委員会委員長・根田克彦（奈良教育

大学）までメールでお送り下さい。 

neda@cc.nara-edu.ac.jp 

 

■会員情報変更について 
会員情報の確認や変更は、「会員管理システム」

によって会員の皆様がご自分で行えます。「会員

管理システム」の URLは以下のとおりです。（近

畿都市学会 HP からもアクセスできます。）［会員

ID］は会報等の宛名ラベルに記載しています。（不

明の際は事務局までお問合せ下さい） 

https://www.mmb-sys.jp/pacmmb/USER/ 

personal/login.aspx 
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■会員異動 
退会 鯵坂 学 

 

■お問い合わせ 
入退会の申込等、お問い合わせは E メール

(info@kintoshi.org)等でお願いします。 

 

近畿都市学会事務局 
〒577-8502 東⼤阪市⼩若江３−４−１ 

近畿⼤学総合社会学部久研究室気付 
E-mail: info@kintoshi.org 
ホームページ http://www.kintoshi.org/ 


