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I. 日本地域学会第 45回年次大会
(平成 20年 10月 25日–27日)

平成 20年度 (2008年度)日本地域学会第 45回年次大
会 (実行委員長 長野 章 公立はこだて未来大学教授)が,

公立はこだて未来大学キャンパス研究棟において下記要
領で開催されます。

記

開催校: 公立はこだて未来大学
開催日: 2008年 10月 25日–27日
会　場: 公立はこだて未来大学キャンパス研究棟
〒 041-8655 北海道函館市亀田中野町 116番地 2

公立はこだて未来大学システム情報科学部 長野 章
Tel: 0138-34-6415, Fax: 0138-34-6301

e-mail: nagano@fun.ac.jp

本年度は,参加費,懇親会費等の登録申込を下記 JTB

ホームページにて行っております。
https://www.jtb.co.jp/shop/hakodate/info/jsrsai/

(日本地域学会学会HPにもリンクがはってあります)

参加費: 7,000円 (8月 30日以降のお申込は 10,000円)

懇親会費: 5,000円 (希望者のみ)

弁当: 1,000円
総会の出欠につきましては,同封のはがきにてご回答

下さい。(欠席される方は、委任状をお送り下さい)

それ以外 (参加登録、昼食、懇親会の参加)につきま
しては JTBにて受け付けております。日本地域学会事
務局では受付はいたしませんのでご注意下さい。
また,例年通り,10月 25日 (土)には平成 20年度総会

および平成 20年度日本地域学会賞授与式が行われます
ので,ご出席いただけますようお願い申し上げます。

II. 平成 20年度日本地域学会総会
(平成 20年 10月 25日)

日本地域学会 会員 各位
日本地域学会

会長 熊田 禎宣

本年度総会を下記要領で開催致しますのでご出席くだ
さい。なお,欠席される場合には同封のはがきにて委任
状をご提出下さい。

記

平成 20年度日本地域学会総会次第
日　時: 平成 20年 10月 25日 (土)13:00-14:00

場　所: 公立はこだて未来大学キャンパス
〒 041-8655 北海道函館市亀田中野町 116番地 2

公立はこだて未来大学システム情報科学部 長野 章
Tel: 0138-34-6415, Fax: 0138-34-6301

1. 開会の辞
2. 会長挨拶
3. 来賓挨拶 (A. Bailly元 RSAI会長,ジュネーブ大学教授)

4. 議題
1) 新入会員・退会希望者の承認
2) 平成 19年度の収支決算の承認
3) 平成 20年度の収支予算の承認
4)名誉会員 (Geo!rey J.D.Hewings, Peter W.J. Batey)

　　の承認
5) 第 46回 (2009年)年次大会の開催地,開催校等の

　　承認
6) 第 47回 (2010年)年次大会の開催地,開催校等の取

　　扱いの承認
7) その他

5. 報告
1) 新入会員キャンペーンの継続
2) 『地域学研究 (38巻)』の編集
3) RSAIの動向
4) PRSCOの動向
5) その他

6. 学会賞授与式
1) 選考経過報告
2) 学会賞授与
功績賞: なし
論文賞: 細江 守紀,三友 仁志
奨励賞: 野村 良一,鈴木 雅勝,山口 類
著作賞: なし
学位論文賞
・田中啓一賞 (博士論文賞): 前田 祐治,内田 晋,

大塚 時雄,張 鍵,張 巧雲,近藤 明子
・修士論文賞: 徐 峰,山田 文子

3) 受賞者挨拶
7. その他
8. 閉会の辞
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III. 理事会報告

平成 20年度 第 1回理事会
日　時: 平成 20年 4月 20日 (日) 13:00-15:00

場　所: 日本交通政策研究会 会議室
出席者: 熊田,藤岡,氷鉋,加賀屋,有吉,渋澤,臼井,河村,

木南,河野,近藤,斎藤,酒井,多和田,戸田,萩原,原,細江,

光多,三橋,三友,宮田の各理事 (ただし,青山,浅見,高橋,

福岡,松本の各理事より委任状付託);オブザーバとして
福井,富山監事;長野大会準備委員長;内田,櫻井,水野谷
の各幹事;坂田事務局秘書
議題:

1. 新入会員・退会希望者の承認
　前回理事会以降,申込のあった 11名の正会員 (個人会
員)の入会と,24名の正会員の退会希望を審議し,次回総
会に諮る事を諒承。
2. 平成 19年度決算 (案)の審議と承認
　これに関して氷鉋総務担当常任理事より報告と説明が
あり,富山監事からの監査報告の後,次回総会に諮る事を
諒承。
3. 平成 20年度予算 (案)の審議と承認
　これに関して氷鉋総務担当常任理事より報告と説明が
あり,審議の後,次回総会に諮る事を諒承。
4. 第 45回年次大会予算の件
　これに関して長野大会準備委員長より年次大会予算案
について説明があり,これを諒承。
5. 第 46回年次大会の開催地及び開催機関
　これに関して氷鉋総務担当常任理事より開催地を中国
地方とする提案があり,戸田理事より広島大学の開催に
ついて調整中である旨報告があり,これを諒承。
6. 平成 21・22年期理事選挙の件
　これに関して氷鉋総務担当常任理事より,例年通り実
施する予定である旨説明があり,これを諒承。
7. 会員名簿の件
　これに関して氷鉋総務担当常任理事より,会員名簿の
作成について説明があり,これを諒承。
8. 日本地域学会学会賞優秀発表賞規程の件
　これに関して酒井学会賞推薦委員会委員長より,第 45

回年次大会から実施する旨説明があり,これを諒承。
9. 『地域学研究』セット販売の推進
　氷鉋総務担当常任理事より,各理事の本務校図書館等

への販売協力の要請があり,これを諒承。
10. 新入会員勧誘キャンペーンの推進
　入会勧誘キャンペーン担当者の変更について説明があ
り,これを諒承。
11. 日本地域学会機関誌審査料に関する細則の件
　これに関して氷鉋総務担当常任理事より,審査料に関
する細則の改正について説明があり,審査料を 20,000円
とすることを諒承。
12. その他
報告事項
1. 機関誌編集委員会報告
2. 第 17回学会賞選考委員会報告
3. RSAIの動向
4. PRSCOの動向
5. その他

平成 20年度 第 2回理事会 (持ち回り)

日　時: 平成 19年 20年 6月 10日 (火) 17:00

議題 1. 日本地域学会『地域学研究』掲載論文等の執筆
要綱を定める規程を改定する規程の件
　上記規程改定の件につき審議に付し,承認が得られた。

平成 20年度 第 3回理事会
日　時: 平成 20年 7月 13日 (日) 13:00-15:00

場　所: 日本交通政策研究会 会議室
出席者: 熊田,藤岡,加賀屋,氷鉋,有吉,渋澤,臼井,木南,

河野,酒井,高橋,多和田,戸田,富川,萩原,原,細江,光多,

三友,宮城の各理事 (ただし,青山,浅見,近藤,斎藤,松本,

三橋,宮田の各理事より委任状付託);オブザーバとして
長野大会準備委員長;内田,小林,櫻井,水野谷の各幹事;

坂田事務局秘書
議題:

1. 新入会員・退会希望者の承認
　前回理事会以降,申込のあった 38名の正会員 (個人会
員)及び法人会員 3団体の入会と 7名の正会員の退会希
望を審議し,総会に諮る事を諒承。
2. 第 45回年次大会並行セッション及びシンポジウムの
プログラム編成
　これに関して長野大会準備委員長より年次大会の進捗
状況及び予算案について説明があり,これを諒承。氷鉋
総務担当常任理事よりプログラム編成の現況について説
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明があり,今後の編成については事務局に一任すること
で,これを諒承。
3. 第 46回年次大会の開催地及び開催機関
　戸田理事より,広島大学で開催する予定である旨報告
があり,総会に諮ることを諒承。
4. 第 17回学会賞の承認
　酒井学会賞選考委員長より,学会賞及び学位論文賞の
選考結果について説明があり,これを諒承。
5. 『地域学研究』セット販売の推進
　これに関して氷鉋総務担当常任理事より,各理事の本
務校図書館等への販売協力の要請があり,これを諒承。
6. 新入会員勧誘キャンペーンの推進
7. その他
報告事項
1. 機関誌編集委員会報告
2. 名誉会員推薦委員会報告
3. 平成 20年度第 2回理事会 (持ち回り)

4．RSAIの動向
5. PRSCOの動向
6. その他

IV. 委員会報告

1. 学会賞選考委員会
学会賞選考委員会 (委員長 酒井泰弘 滋賀大学 教授)

では,慎重な審議の上,下記の会員の方々に平成 20年度
(第 17回)日本地域学会学会賞を授与する事を決定しま
したので報告致します。

功績賞: なし
論文賞:

細江 守紀 (九州大学大学院経済学研究院 教授)

主題: 情報公開と廃棄物不法投棄対策の経済分析
三友 仁志 (早稲田大学大学院国際情報通信研究科 教授)

主題: 情報通信基盤整備の経済効果と利用の高度化
に関する研究

奨励賞:

野村 良一 (立命館大学 BKC社系研究機構 研究員)

主題: Feasibility of FTA/EPA and Timing of Trade

Policy

鈴木 雅勝 (名古屋市立大学大学院経済学研究科 研究員)

主題: 中国の三地域・二領域・二部門分割による人

口移動を含む計量経済学的分析
山口 類 (東京大学医学研究所 特任講師)

主題: ベイジアンネットによる店舗間回遊行動の確
率的推論

著作賞: 該当なし
学位論文賞:

田中啓一賞 (博士論文賞)

前田 祐治 (滋賀大学国際センター 特任准教授)

主題: An Empirical Analysis of Captive Insur-

ance Companies and Risk Management (滋賀大
学提出,平成 18年 3月 17日,博士 (経営学))

内田 晋 ((独)農業・食品産業技術総合研究機構 特
別研究員)

主題: 循環型社会に適したエネルギー技術とその
普及政策の最適化モデルシミュレーションによる
評価 (筑波大学提出,平成 20年 3月 25日,博士 (学
術))

大塚 時雄 (早稲田大学デジタル・ソサイエティ研究所)

主題: 情報化が消費者の選択行動に与える影響に
関する実証的研究 -表明選好データに基づく選択
確立モデルの適用- (早稲田大学提出,平成 17年 8

月 24日,博士 (国際情報通信学))

張 鍵 ((株)マクシス第一業務部 社員)

主題: 環境共生型都市形成可能性に関する経済的
評価分析 (豊橋技術科学大学提出,平成 18年 7月
20日,博士 (工学))

張巧雲 (中国人民大学農業与農村発展学院専任講師)

主題: Study on Land Degradation and Rural Poverty

in China (筑波大学提出,平成 18年 3月 24日,博
士 (農学))

近藤 明子 (四国大学 助教)

主題: 地域間交流および人口移動モデルの構築に
関する研究 (徳島大学提出,平成 20年 3月 24日,

博士 (工学))

修士論文賞
徐 峰 (筑波大学生命環境科学研究科)

主題: 中国河北省秦皇島市の洋河貯水池における
水質改善政策の総合評価 (筑波大学提出,平成 19

年 3月 23日,修士 (環境科学))

山田 文子 ((株)サピエンス研究所 研究員)

主題: 首都圏食品製造業における産業集積の経済
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効果に関する実証分析 (筑波大学提出,平成 20年
3月 25日,修士 (学術))

なお,授与式は先にご案内致しました今年度総会の席
上とりおこなわれます。

2. 機関誌編集委員会
第 17回 機関誌編集委員会
日　時: 平成 20年 4月 20日 (日) 11:00-12:30

場　所: 日本交通政策研究会 会議室
出席者: 多和田,氷鉋,有吉,加賀屋,木南,斎藤,渋澤,原,

藤岡,光多,三友の各編集委員 (ただし,木谷,高橋委員よ
り委任状付託);内田,櫻井,水野谷の各幹事;坂田事務局
秘書
議題:

1) 『地域学研究』第 38巻掲載候補論文の選考
　レフェリー評価に基づき第 38巻の掲載論文の選考が
行われた。
2) 同上機関誌印刷方針
　これに関して氷鉋総務担当常任理事より,第 39巻の印
刷業者入札について,昨年と同様実施予定であるとの報
告があった。
3) 同上機関誌書評応募図書の取扱い
　これに関して氷鉋総務担当常任理事より 4件の書評対

象図書について報告があり,その取扱を編集委員長に一
任することを諒承。
4) その他
　氷鉋総務担当常任理事より,第39号第1号を8th World

Congress of RSAI(開催地:サンパウロ)の特別号として
企画中であるとの報告があった。
報告事項
1) 第 16回持ち回り編集委員会の件

第 18回機関誌編集委員会
日　時: 平成 20年 7月 13日 (日) 11:00-12:30

場　所: 日本交通政策研究会 会議室
出席者: 多和田,氷鉋,有吉,加賀屋,木南,斎藤,渋澤,高
橋,中川,原,藤岡,光多,三友,熊田,長野の各編集委員 (た
だし,木谷委員より委任状付託);内田,小林,櫻井,水野谷
の各幹事;坂田事務局秘書
議題:

1) 『地域学研究』第 38巻掲載候補論文の選考
　レフェリー評価に基づき第 38巻の掲載論文の選考が
行われた。
2) 同上機関誌印刷方針
3) 同上機関誌書評欄応募図書の取扱い
4) その他

5


