日本地域学会第 59 回（2022）年次大会（麗澤大学）のお知らせ
2022.3.25
新型コロナウイルス感染症への対応を鑑みて、第 59 回(2022 年)年次大会はオンラインでのリ
アルタイム発表に加えて、現地会場での発表を融合したハイブリッド形式での大会運営を試みます。
日本や世界の各地からネットを通じて参加頂く方に、柔軟で闊達な議論の場を提供できればと考
えております。ぜひ奮ってご参加ください。

大会概要
日時：

2022 年 10 月 8 日（土）-9 日（日）

会場：

麗澤大学 校舎かえで（千葉県柏市光ヶ丘 2-1-1）

大会プログラム：

（2022.8 月下旬に公開予定）

発表論文集：

（2022.9 月下旬に公開予定）

大会事務局：
〒277-8686 千葉県柏市光ヶ丘 2-1-1 麗澤大学 経済学部 池川研究室
E-mail: jsrsai2022@gmail.com
大会 web:

作成中

大会への参加
新型コロナウイルス感染症対応の特別措置として現地会場参加は定員制とします。
会員の安全を守るための措置に、ご理解ご協力をお願い致します。
発表参加
オンライン会場

84 名

聴講参加
定員なし

（状況に応じて定員増の可能性あり）

現地会場

48 名

６４名

*新型コロナウイルス感染防止のため、発表１枠につき発
表者 1 名とします。（発表者以外については聴講参加の
枠で申し込み下さい。）
●「現地会場での発表参加」及び「現地会場での聴講参加」の登録は先着順となります。
●新型コロナ感染症の状況によっては現地会場参加での申込者もオンライン参加となる場合があります。
※特別セッションはオンラインのみでの実施となります。

＜参加費（オンライン・現地会場とも）＞
・一般会員:

5,000 円

・学生会員:

3,000 円

・非会員:

10,000 円

※含む学会登録費（5,000 円）

※参加費は銀行振込またはクレジットカード決済での事前納入のみとなります。
※納入に関わる手数料は別途ご負担をお願いします。
＜発表申込期間＞
・2022 年 3 月下旬〜4 月 25 日（月）
※申込時にオンライン発表、現地会場発表を選択ください。
※申込時に発表参加者 1 名の登録をお願い致します。
※参加費納入については申込後にお伝えします。
＜学術発表論文集用原稿提出締切＞
・2022 年８月 23 日（火）
＜聴講参加者の参加登録期間＞
・2022 年 6 月上旬〜2022 年 8 月 31 日（水）
※申込時にオンラインでの聴講参加、現地会場での聴講参加を選択ください。
※参加費納入については申込後にお伝えします。

大会スケジュール（2022 年 3 月 25 日現在）
＜2022 年 10 月 8 日（土）＞
08:00-

受付開始

08:30-08:45

開会式（オンラインで同時配信）

09:00-12:00

現地会場セッション A （4 セッション 16 名）
オンライン会場セッション A（7 セッション 28 名）

13:00-14:50

総会

15:00-18:00

シンポジウム（オンラインで同時配信）

15:00-16:30

【地域創生と都市の生産性-SDGｓと地域創生】

16:45-18:00

パネルディスカッション

18:15-20:00

懇親会（はなみずき）※オンラインの場合は中止

＜2022 年 10 月 9 日（日）＞
09:00-12:00

現地会場セッション B （4 セッション 16 名）
オンライン会場セッション B（7 セッション 28 名）

13:00-16:15

現地会場セッション C （4 セッション 16 名）
オンライン会場セッション C（7 セッション 28 名）

16:20

閉会式（オンラインで同時配信）

公開シンポジウム
・テーマ： 「地域創生と都市の生産性-SDGｓと地域創生」
・主催： 麗澤大学/日本地域学会
・日時： 2022 年 10 月 8 日（土）15:00-16:30
・場所： 麗澤大学 校舎かえで 1503 教室（オンラインで同時配信）
・趣旨：
柏市は柏の葉地域がスマートシティの認定を受け新しい都市開発手法の確立に取り組む一方
で、柏そごうの撤退に代表される柏駅周辺地域の中心市街地再生に取り組んでいる。
全く異なる 2 つの典型的な都市地域を抱える柏市において、再生を図る中心市街地のデザイン、
スマートシティの展開と中心市街地との相互作用、人的資本、環境資源、地域所得、産業政策など
との関連が注目される。
シンポジウムでは基調講演者として、都市計画家である出口敦氏（東京大学教授、日本都市計
画学会会長）を迎え都市デザインから地域創成の可能性を、柏市からは担当者（交渉中）を迎え
地方創生事業の展開と展望を紹介いただく。パネルディスカッションではさらに山川和彦氏（麗澤
大学）を交え SＤＧｓを含めて柏における地域創生の可能性を論じて頂き、福島県矢吹町から今村
氏（交渉中）を迎え農村地域の SDGs 活用事例を紹介して頂く。
SDGs の役割と農村地域との対比を交え都市の生産性まで議論を深めたい。
・内容：
基調講演：
出口 敦 氏（東京大学 教授）
柏市（調整中）
パネルディスカッション（順不同）：
座長：
小野 宏哉 氏（麗澤大学 特任教授）
パネリスト：
出口 敦 氏（東京大学 教授）
柏市（調整中）
山川 和彦 氏（麗澤大学 教授）
今村 稔 氏（福島県矢吹町地域おこし協力隊・矢吹町 SDGs 推進コーディネーター）（交渉中）

交通アクセス

l

JR 常磐線 各駅停車「南柏」駅 下車
東口より東武バス（1 番乗り場）「麗澤大学前」下車 約 4 分

l

東部アーバンパークライン「新柏」駅下車
徒歩約 15 分

大会会場： 校舎かえで（校内地図中②）

宿泊について
現地参加者の方は個人での予約をお願いします。
【南柏駅周辺】
l

グランパークホテルザ・ルクソー南柏
〒277-0075 千葉県柏市南柏中央８−８

04-7128-6111

【柏駅周辺】
l

柏プラザホテル Annex
〒277-0852 千葉県柏市旭町１丁目４−１

l

東横 INN 柏駅東口
〒277-0005 千葉県柏市柏３丁目５−５

l

04-7162-1045

ザ・クレストホテル柏
〒277-0842 千葉県柏市末広町１４−１

l

04-7147-1115

04-7146-1111

相鉄フレッサイン 千葉柏
〒277-0005 千葉県柏市柏２丁目５−１８

04-7165-0203

大会実行委員(Local Organizing Committee)
委 員 長

小野 宏哉（麗澤大学）

副委員長

池川 真里亜（麗澤大学）

委 員

大場 裕之（麗澤大学）

委 員

徳永 澄憲（麗澤大学）

委 員

國光 洋二（農業・食品産業技術総合研究機構）

委 員

沖山 充（麗澤大学国際地域開発研究センター）

