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地域活性学会 

201６年度総会 

 

 

司会進行：御園慎一郎副会長 

 
日時：２０１６年９月３日（土）１３：００～１３：４５ 

会場：小布施町・北斎ホール（第 1 会場） 

 

■総会（13：00～13：25） 

１．大会実行委員長挨拶 

市村良三 小布施町長 

 

２．議長選出 

  大宮登 会長（高崎経済大学教授） 

 

３．報告事項 

２０１５年度活動報告 

 

４．審議事項 

第１号議案 ２０１５年度決算承認の件 

第２号議案 ２０１６年度予算案・事業計画案承認の件 

  第３号議案 役員補任の件 

 

５．次回開催地について   

  日程：2017年 9月 1日(金)～3日（日）※9/1はエクスカーション 

会場：島根県立大学・浜田キャンパス 

（次回実行委員長：島根県浜田市久保田章市市長より挨拶） 

 

 

■オープニングスピーチ（13：30～13：45） 

阿部守一 長野県知事 

 

以上 
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１．報告事項：2015 年度活動報告(前回大会以降) 

 

（１）地域活性学会の活動  

地域活性学会は、 

①地域活性化を担う専門的な人財の育成（教育） 

②地域活性化の理論と方法の学際的な探究（研究） 

③地域活性化に関する研究成果の地域への還元（地域貢献・政策提言） 

④地域活性化に関する国内外の研究ネットワークの構築（国内連携・国際交流） 

の４点を柱に据え、活動しております。 

 これらの活動を推進するために、下記委員会を設け、研究と交流を進めています。 

 

・総務・企画委員会 

  役 割：学会の運営全般、研究大会、理事会等の運営 

  委員長：尾羽沢信一、副委員長：上西康文  

  委 員：永松俊雄、横山典弘、池田幸應、小野寺純治、鈴木孝男、橋本行史  

  会 議：年 1 回総会前に開催 

  

・広報・交流委員会 

  役 割：①学会の活動内容・成果を広く国内外に発信 

      ②地域間交流、国際交流を推進 

      ③地方創生セミナー・会員交流会等の開催 

      ④会員増強 

  委員長：御園慎一郎 

委 員：東英弥、木村俊昭、末松広行、那須清吾、嶋野武志、関幸子、根本祐二 

      木村乃、石川 秀樹 

  会 議：年 1 回総会前に開催 

 

・研究推進委員会 

  役 割：①各種研究活動の推進 

      ②研究大会を開催校と協働で企画・推進 

  委員長：舘逸志  

  委 員：伊藤一、今瀬政司、緒方修、小野浩幸、黒瀧秀久、吉川智教 

   会 議：大会に合わせて随時開催 

  

 ・学会誌編集委員会 

  役 割：学会誌「地域活性研究」を年 1 回募集、査読、編集、発行 

  委員長：中嶋聞多  

  委 員：岡本義行、鵜飼宏成、櫻井常矢、柴田いづみ、坪井明彦、林靖人、松本敦則、 

      松本茂樹、保井俊之 

   会 議：年 2 回（編集委員会） 
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（２）２０１５年度活動実績（前回大会以降）  ※敬称略 

 

①第７回研究大会  

  日 程 ： 2015年 9月 4日（金）～6日（日） 

※9月 4日（金）はエクスカーション 

   会 場 ： 大手前大学 夙川キャンパス（兵庫県西宮市） 

   テーマ ：「健康・文化・スポーツと地方創生」 

         ～2020東京オリンピック・パラリンピック、 

          2021関西ワールドマスターズゲームズが創る日本のレジェンド～ 

   共 催：大手前大学（大手前学園創立 70周年・大手前大学創立 50周年 記念事業） 

   後 援：兵庫県、西宮市、西宮市商工会議所、西宮青年会議所 

  参加者数：220名 

  

②理事会 

2015年度第 4回：2015年 12月 1日（火）事業構想大学院大学 

・新体制に伴う基本方針について（大宮会長） 

 ・新体制における各委員会、支部、部会組織と役割について 

 ・本年度予算執行について                  

 ・研究誌「地域活性研究 Vol.7」進行状況について（報告）  

・2016年度第 8回研究大会（小布施町）について  

・「地域おこし研究部会」設立の件 

 

2015年度第 5回：2016年 1月 26日（火）事業構想大学院大学 

・研究誌「地域活性研究 Vol.7」進行状況について（報告） 

・2016年度第 8回研究大会（小布施町）について  

 ・支部役員変更について（九州・沖縄支部）   

 ・支部・部会活動について 

 ・スポーツ振興部会（御園部会長） 

ホストシティ・タウン構想の推進を日本スポーツコミッションと協力して推進   

 ・理事候補者の承認 

   木村乃氏（明治大学特任准教授、ビズデザイン代表取締役） 

 

2016年度第 1回：2016年 5月 17日（火）事業構想大学院大学 

 ・第 8回研究大会（小布施）について  

・研究誌「地域活性研究 Vol.7」発刊について（報告） 

・「官民パートナーシップ研究部会」の設立について 

・来年度大会開催候補地について 

2017年 9月 1日（金）～3日（日）島根県立大学浜田キャンパス 

・2015 年度決算報告、2016 年度予算案について 

 ・会員の状況について（報告） 資料６ 

・ニュースレター原稿執筆について 

・委員会、支部、部会からの報告事項  

・地域活性機構の現状について（報告） 

  



4 

 

2016年度第 2回：2016年 7月 19日（火）事業構想大学院大学 

   ・第 8 回研究大会（小布施）について  

   ・「公益資本主義推進研究部会」設立の件 

・内閣府人事異動に伴う理事の交替について 

内閣官房地方創生推進室 諸戸修二次長→澤田史朗参事官 

麦島健志次長→青柳一郎次長 

・第 10 回（2018 年度）研究大会について 

 

2016年度第 3回：2016年 9月 2 日（金）小布施町公民館・講堂 

・総会への上程議題について 

・今後の活動内容について（意見交換） 

・次々回（第 10 回）研究大会について 

・向こう 1 年間の日程について   

 

③地方創生セミナー 

 

第６回地方創生セミナー 

日時：２０１５年１２月１日（火）１８：３０～２０：００ 

会場：事業構想大学院大学 

   テーマ：「経済産業省の地方創生関連政策について」 

   講師：経済産業省地域経済産業審議官 井内摂男氏 

 

第７回地方創生セミナー 

日時：２０１６年１月２６日（火）１８：３０～２０：００ 

会場：事業構想大学院大学 

テーマ：「ホテル再生による地方創生」 

   講師：安達精治氏（株式会社シャンテ代表取締役・地域活性学会評議員） 

 

第８回地方創生セミナー 

日時：２０１６年５月１７日（火）１８：３０～２０：００ 

会場：事業構想大学院大学 

テーマ：「食」と「農」から発想する地域活性化」 

   講師：金丸 弘美氏（食総合プロデューサー、地域活性化伝道師） 

 

第９回地方創生セミナー 

日時：２０１６年７月１９日（火）１８：１５～２０：００ 

会場：事業構想大学院大学 

テーマ：「地方創生の今」 

   講師：斉藤俊幸氏（本学会評議員。イング総合計画株式会社代表取締役） 

関幸子氏（本学会理事。ローカルファースト研究所 所長） 
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④支部活動 

 

・北海道支部 

 担当地域：北海道 

支部代表：（支部長）木村俊昭、支部担当理事：伊藤一、黒瀧秀久 

 

北海道支部会議 

 日時：2016 年 3 月 12 日(土) 16 時 30 分～  16 時 50 分 

 会場：小樽花嫁センター2 階 

 議題：今後の活動について  ほか 

 

北海道支部主催地域創生セミナー 

 日時：2016 年 3 月 12 日(土) 17 時～19 時 

 会場：小樽花嫁センター 2 階 会議室 

 テーマ「地方創生の動向と実践のあり方」 

内閣官房シティマネージャー(特別参与) 東京農業大学 教授 木村俊昭 

 テーマ「地域の雇用対策 実効力ある国施策の活用法」 

   厚生労働省職業安定局  公共職業安定所 運営企画室長 中村かおり 

  

・東北支部 

 担当地域：青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島 

支部代表：（支部長）小野浩幸、支部担当理事：小野寺純治、鈴木孝男  

  

・関東支部 

担当地域：新潟、栃木、群馬、山梨、茨城、埼玉、東京、千葉、神奈川 

支部代表：（支部長）岡本義行、 

支部担当理事：上西康文、尾羽沢信一、末松広行、横山典弘、今瀬政司、櫻井常矢  

柴田いづみ、関幸子、坪井明彦、松本敦則、根本祐二  

佐藤公俊、村岡元司、安達精治、斉藤俊幸、小野寺純治、鈴木孝男 

 

地域活性学会関東部会 

日時：２０１６年６月２５日（土）１３：００～１７：００ 

場所：法政大学ボアソナードタワー２５階 B 会議室 

  プログラム： 

第１報告 藤波匠（日本総合研究所調査部）「人口減が地方を強くする」 

第２報告 山本祐子（法政大学地域研究センター客員研究員）    

      「地域活性化における道の駅の役割」 

第３報告 鳥丸知子（名古屋市立大学非常勤講師） 

「地域活性の鍵は日常生活の中にある～中国・貴州省・苗民族の染織を事例に」 

 

・中部・北陸支部 

担当地域：静岡、愛知、長野、岐阜、富山、石川、福井  

支部代表：（支部長）池田幸應 

支部担当理事：鵜飼宏成、林靖人、市村良三 
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・関西支部 

 担当地域：和歌山、三重、滋賀、京都、大阪、奈良、兵庫 

支部代表：（支部長）橋本行史、支部担当理事：松本茂樹近 

 

関西支部研究会 

「クラウドファンディングの機能と可能性」 

日時:平成 27 年 12 月 11 日(金)17:20-20:00 

場所:「関大うめきたラボラトリ」グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーＣ棟 

 「クラウドファンディングによる地方公立美術館＜集客力アップ＞の可能性」 

大阪学院大学教授 鎌苅宏司 

「クラウドファンディングとは？」 

サイバーエージェント・クラウドファンディング取締役 坊垣 佳奈  

「クラウドファンディング効果について」関西国際大学 松本茂樹 

  

地域活性学会第４回 関西支部研究会 

「Act locally, Think globally .―世界につながる地域活性―」 

日時：2016 年 2 月 26 日(金) 13:30-16:30 

場所：「関大うめきたラボラトリ」 グランフロント大阪 

趣旨説明 関 隆晴（大阪教育大学名誉教授） 

報告１「上勝町の現在と未来—上勝への移住にあたって-」 

        杉本勇二（クリエイティブオフィス Trees 代表）  

報告２ 「天橋立わくわくキッズガイドの取り組み」宮津青年会議所有志 

報告３ 「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭の事業スキーム」橋本行史（関西大）     

   

・中国・四国支部 

担当地域： 岡山、広島、山口、鳥取、島根、香川、愛媛、徳島、高知 

支部代表：（支部長）那須清吾 

 

中国四国支部 研究会 

  日時：2015 年１０月３１日（土） 

場所：高知工科大学（永国寺キャンパス） 

基調講演：大宮登会長（高崎経済大学教授） 

研究発表 

 

中国四国支部研究部会 

日時 2016 年 3 月 4 日（金）14:00～18:00 

場所 広島経済大学立町キャンパス 141 教室 

   講演会 演題「アベノミクスと地方創生」 講師：舘 逸志副会長 

 

・九州・沖縄支部 

担当地域：福岡、大分、佐賀、長崎、宮崎、熊本、鹿児島、沖縄 

支部代表：（支部長）嶋野武志理事、支部担当理事：緒方修、永松俊雄 
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⑤研究部会   

温泉・健康サービス部会 

部会長：舘逸志副会長 

 

月例勉強会 共催（健康と温泉フォーラムと共催） 

「温泉地再生の現状を探る」地方から全国へ温泉療養保健制度大分県竹田市の挑戦 

 講演者：首藤勝次（大分県竹田市長） 

 ほか毎月開催。 

 

離島振興部会 

部会長：小島愛之助（公益財団法人日本離島センター専務理事） 

 

神津島創生シンポジウム「～もったいない資源の繋ぎ合わせからの創生～」 

日時：2016 年 3 月 19 日（土）・ 20 日（日） 

会場：東京都神津島村 

基調講演 「離島における地域資源の活用」舘 逸志（副会長・離島振興部会副部会長） 

基調報告 「今後の離島振興のあり方離島振興のあり方検討委員会での検討内容～」 

小島愛之助 部会長 

参加型円卓会議 

 

地域活性化メソドロジー研究部会 

部会長：村瀬博昭（新潟薬科大学） 

 

 第 6 回公開研究会「映像を通じた地域活性化の方法論」 

～福井県あわら市の観光ショートムービーから考える～ 

日時 8 月 5 日（金）19：00－21：00 

会場 慶應義塾大学協生館 3 階「C3S10」教室 

上映会（ショートムービー）、ショートムービーの解説 

議論「地域活性化における映像の役割」 

       前野隆司（慶應 SDM 研究科 教授・委員長） 

       奥山睦（株式会社ウィル 代表取締役／慶應 SDM 後期博士課程） 

       武田正彦（福井県あわら市観光協会 事務局長） 

総括：村瀬博昭（地域活性化メソドロジー研究部会長）、津田かゆき（あわら市観光協会） 

 

スポーツ振興部会 

部会長：御園慎一郎副会長 

 

地域おこし研究部会 

部会長：中嶋聞多副会長 

 

公益資本主義推進研究部会 

部会長：舘逸志副会長 

 

官民パートナーシップ研究部会 

部会長：根本 祐二監事   
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⑥機関誌発刊 

「地域活性研究 Vol.7」（ISSN-2185-0623） 

   発行日  2016 年 3 月 31 日 

   発行形式 Web 版で発行、紙媒体は国立国会図書館および希望の執筆者に頒布 

   応募論題 42 本 

   掲載論題 30 本 

   応募および審査結果 

  応募 一次審査 掲載 昨年度掲載 

研究論文【査読付】 15 3 3 3 

研究ノート【査読付】 14 6 6 10 

事例研究報告【査読付】 13 12 11 17 

事例紹介【査読なし】 0 12 10 5 

計 42 33 30 35 

   

 編集責任者 学会誌編集委員会委員長 中嶋聞多副会長    

   

⑦ニュースレター 

  電子メールにて全会員に配信しております。 

   No.127～167 まで計 51 回発行しました。 
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（２）会員の状況 （2016年 8月 31日現在・敬称略） 

   

会員種別 

 

今年度 

 

昨年度 
増減 

（今年度・昨年度比） 

個人会員 703 669 34 

学生会員 91 46 45 

団体会員 20 19 1 

合計 814 734 80 

 

【団体会員】20 団体 

 

企業・団体 

株式会社アサツーディ・ケイ 

株式会社エムシージャパン 

近畿日本ツーリスト株式会社 

一般社団法人公益資本主義推進協議会 

株式会社サイモンズ 

株式会社生活構造研究所 

せたがや自治政策研究所 

全国ソフトウェア協同組合連合会 

株式会社髙取測量設計事務所 

ダズリング・ナイン株式会社 

株式会社 Fortune&Success 岡山 office 

医療法人和陽会 

 

市町村 

伊達市（北海道） 

熊野町（広島県） 

北杜市（山梨県） 

 

大学 

大谷大学図書館 

沖縄大学地域研究所 

法政大学地域研究センター 

松本大学 

九州女子大学・九州女子短期大学 
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2．第１号議案 ２０１5 年度決算承認の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位=円

金額 備　考

　普通預金（三菱東京UFJ) 3,766,482

流動資産合計　 3,766,482

3,766,482

　未払金 855,000

　預り金 6,242

流動負債合計　 861,242

861,242

正　味　財　産　の　部　 2,905,240

（うち当期収支差額） 1,693,742

負債及正味財産合計　　 3,766,482

負
債
の
部

流
動
負
債

負　債　合　計　

地域活性学会　2015年度決算報告書

貸借対照表

2016年3月31日現在

資産･負債別／科目

資
産
の
部

流
動
資
産

資　産　合　計　
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収入の部 単位=円

予算 決算 差額 備考

年会費収入 7,000,000 6,620,500 -379,500

大会参加費 1,500,000 1,272,000 -228,000 第7回研究大会（大手前大学）

セミナー参加費 309,000 309,000 地方創生セミナー（石破大臣）懇親会費

研究誌掲載・冊子収入 0 104,500 104,500 研究誌販売収入

利息収入・雑収入 1,000 826 -174 預金利息

合計 8,501,000 8,306,826 -194,174

支出の部

予算 決算 差額 備考

大会開催費　※ 3,000,000 2,162,494 -837,506 第7回研究大会（大手前大学）

学会誌出版費　 300,000 280,800 -19,200 「地域活性研究」第7号発刊（オンデマンド版製作費）

印刷費・通信費 300,000 284,359 -15,641 ｻｰﾊﾞｰ費用ほか

ｾﾐﾅｰ部会費・支部活動費 1,000,000 814,564 -185,436 地方創生セミナー開催費、支部活動、部会活動への補助

送料 200,000 185,921 -14,079 会員への各種送付物

会合費 100,000 3,620 -96,380 会議費

消耗品費 100,000 116,990 16,990 封筒、事務局用消耗品

支払手数料 150,000 225,827 75,827 自動引落システム手数料、振込手数料等

事務委託費 2,550,000 2,491,800 -58,200 年間収入×30％

旅費交通費 500,000 46,709 -453,291

合計 8,200,000 6,613,084 -1,586,916

収支

予算 決算 差額

当期収支 301,000 1,693,742 1,392,742

※大会関係支出

費目 金額 備考

謝金 100,896 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ5名

旅費交通費 139,490 特別講演者・パネリスト・事務局

懇親会費 843,627 交流懇親会

運営費 322,076 会場看板制作費、備品レンタル、スタッフ弁当代

学生アルバイト 466,295 大手前大学運営スタッフのべ49名

消耗品費 52,310

印刷費 237,800 広報用ﾁﾗｼ等印刷費ほか

計 2,162,494

地域活性学会　2015年度収支報告書

2015年4月1日～2016年3月31日
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3. 第２号議案 2016 年度予算案・事業計画案承認の件 

（１）予算案 

 
  

収入の部 単位=円

２０１６年度予算 昨年度実績 差額 備考

年会費収入 7,000,000 6,620,500 379,500

大会参加費 1,500,000 1,272,000 228,000 第8回研究大会（小布施）

セミナー参加費 100,000 309,000 -209,000

研究誌掲載・冊子収入 100,000 104,500 -4,500 研究誌販売収入

利息収入・雑収入 1,000 826 174 預金利息

合計 8,701,000 8,306,826 394,174

支出の部

２０１６年度予算 昨年度実績 差額 備考

大会開催費　 2,800,000 2,162,494 637,506 第8回研究大会（長野県小布施町）

学会誌出版費　 300,000 280,800 19,200 「地域活性研究」第8号発刊（オンデマンド版製作費）

印刷費・通信費 300,000 284,359 15,641 ｻｰﾊﾞｰ費用ほか

ｾﾐﾅｰ部会費・支部活動費 1,300,000 814,564 485,436 地方創生セミナー開催費、支部活動、部会活動への補助

送料 200,000 185,921 14,079 会員への各種送付物

会合費 50,000 3,620 46,380 会議費

消耗品費 150,000 116,990 33,010 封筒、事務局用消耗品

支払手数料 250,000 225,827 24,173 自動引落システム手数料、振込手数料等

事務委託費 2,610,000 2,491,800 118,200 年間収入×30％

旅費交通費 300,000 46,709 253,291

合計 8,260,000 6,613,084 1,646,916

収支

決算 決算

当期収支 441,000 1,693,742

地域活性学会　2016年度予算（案）

2016年4月1日～2017年3月31日
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（２）事業計画案 

 

１．研究大会の開催 

  第 8 回研究大会の開催（長野県小布施町） 

 

２．研究誌の発刊 

  「地域活性研究 Vol.8」の発刊 （2017 年 3 月発刊） 

   

３．支部活動 

・北海道支部 

・東北支部 

・関東支部 

・中部・北陸支部 

・近畿支部 

・中国・四国支部 

・九州・沖縄支部 

 

４．地方創生セミナーの開催 

 

５．部会活動 

 

６．その他 
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4．第 3 号議案 役員補任の件（案） 

（敬称略） 

 

任期は現役員の残任期間（2017年 9月 2日まで）とする。 

 

・理事の補任 

  新任理事 

木村乃（明治大学特任准教授、ビズデザイン代表取締役） 

   保井俊之（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特別招聘教授、 

米州開発銀行理事） 

久保田章市（島根県浜田市長、島根県立大学・法政大学講師、次回大会実行委員長） 

   吉川智教（早稲田大学ビジネススクール教授） 

 

  内閣官房地方創生推進室の人事異動による理事補任 

   青柳一郎次長（麦島健志次長の異動に伴う交替）   

澤田史朗参事官（諸戸修二次長の異動に伴う交替） 

 

 

・監事の補任 

  石川 秀樹（ＳＢＩ大学院大学研究科長、教授） 
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（参考）地域活性学会役員一覧 任期：2015 年 9 月 5日～2017 年 9月 2日まで（敬称略） 

 役職 名前（所属） 委員会／役職 備考 

 特別顧問 清成忠男（事業構想大学院大学）   

１ 会長 大宮登（高崎経済大学）   

２ 副会長 舘逸志（国土交通省） 研究推進委員会① 委員長 

３ 副会長 中嶋聞多（地域活性機構） 学会誌編集委員会①  委員長 

４ 副会長 御園慎一郎（大阪大学） 広報交流委員会① 委員長 

５ 常任理事① 東英弥（事業構想大学院大学） 広報交流委員会②  

６ 常任理事② 伊藤一（小樽商科大学） 研究推進委員会②  

７ 常任理事③ 上西康文（損保ジャパン日本興亜） 総務企画委員会①  

８ 常任理事④ 岡本義行（法政大学） 学会誌編集委員会② 関東支部代表 

９ 常任理事⑤ 尾羽沢信一（法政大学） 総務企画委員会② 委員長 

10 常任理事⑥ 木村俊昭（東京農業大学） 広報交流委員会③ 北海道支部代表 

11 常任理事⑦ 末松広行（経済産業省） 広報交流委員会④  

12 常任理事⑧ 永松俊雄（崇城大学） 総務企画委員会③  

13 常任理事⑨ 那須清吾（高知工科大学） 広報交流委員会⑤ 中国・四国支部代表 

14 常任理事⑩ 横山典弘（日本政策金融公庫） 総務企画委員会④  

15 理事① 池田幸應（金沢星稜大学） 総務企画委員会⑤ 中部・北陸支部代表 

16 理事② 今瀬政司（京都経済短期大学） 研究推進委員会③  

17 理事③ 鵜飼宏成（愛知学院大学） 学会誌編集委員会③  

18 理事④ 緒方修（NPO法人アジアクラブ） 研究推進委員会④  

19 理事⑤ 小野浩幸（山形大学） 研究推進委員会⑤  

20 理事⑥ 小野寺純治（岩手大学） 総務企画委員会⑥ 東北支部代表 

21 理事⑦ 黒瀧秀久（東京農業大学） 研究推進委員会⑥  

22 理事⑧ 櫻井常矢（高崎経済大学） 学会誌編集委員④  

23 理事⑨ 柴田いづみ（結のまちづくり研究所） 学会誌編集委員会⑤  

24 理事⑩ 嶋野武志（長崎大学） 広報交流委員⑥ 九州・沖縄支部代表 

25 理事⑪ 鈴木孝男（宮城大学） 総務企画委員会⑦  

26 理事⑫ 関幸子（ローカルファースト研究所） 広報交流委員会⑦  

27 理事⑬ 坪井明彦（高崎経済大学） 学会誌編集委員会⑥  

28 理事⑭ 橋本行史（関西大学） 総務企画委員会⑧ 関西支部代表  

29 理事⑮ 林靖人（信州大学） 学会誌編集委員会⑦  

30 理事⑯ 松本敦則（法政大学） 学会誌編集委員会⑧  

31 理事⑰ 松本茂樹（神戸国際大学） 学会誌編集委員会⑨  

32 理事⑱ 青柳一郎（内閣官房地方創生推進室） 研究推進委員会⑦  

33 理事⑲ 澤田史朗（内閣官房地方創生推進室） 研究推進委員会⑧  

34 理事⑳ 久保田章市（浜田市長） 研究推進委員会⑨  

35 理事㉑ 木村乃（明治大学特任准教授） 学会誌編集委員会⑩  

36 理事㉑ 保井俊之（慶應義塾大学） 学会誌編集委員会⑪  

37 理事㉑ 吉川智教（早稲田大学） 研究推進委員会⑩  

38 監事① 根本祐二（東洋大学） 広報交流委員⑧  

39 監事② 石川秀樹（ＳＢＩ大学院大学） 広報交流委員⑨  

40 本部理事 白石史郎（事業構想大学院大学） 事務局長  
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評議員 

 役職 名前（所属） 

１ 評議員 村岡元司（早稲田大学） 

２ 評議員 斉藤俊幸（イング総合計画） 

３ 評議員 市村良三（小布施町） 

４ 評議員 安達精治（株式会社シャンテ） 

５ 評議員 佐藤公俊（高崎経済大学） 

評議員の活動内容：学会の在り方等について、会長に提言してもらう 

 

 

以上 

 

（参考）学会規約 

第 9 条 本会の次の役員を置く。 

１．会長    1 名 

２．副会長   3 名 

３．常任理事  10 名以内 

４．理事    30 名以内（会長、副会長、常任理事、本部理事を除く） 

５．本部理事  1 名 

６．監事    2 名 

 

（評議員）  

第 14 条 本会に評議員をおく。評議員は理事会で会長が推薦し総会の承認を受けて会長が

委嘱する。 

 2 評議員の構成、運営等必要事項は別に定める。 

 3 評議員は、評議員会の構成員として理事会の諮問を受けてこれに答申する。 

 4 委嘱期間は２年とし再任を妨げないが、連続して３期までしか留まることは出来ない。 

 

※下線部は、2015 年 8 月 4 日臨時総会で改正 

 

 

5．次回開催地について 

 

第 9回研究大会・総会 

日程：2017年 9月 1日(金)～3日（日）※9/1はエクスカーション 

会場：島根県立大学・浜田キャンパス 

次回実行委員長：島根県浜田市・久保田章市 市長 
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地 域 活 性 学 会  
 

事務局 

〒107-8411  

東京都港区南青山 3-13-16 

事業構想大学院大学内 

TEL 03-3284-8411 

メール chiiki@mpd.ac.jp 

ＵＲＬ http://www.hosei-web.jp/chiiki 

    

 文中敬称略 


