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地域活性学会 

201３年度総会資料 

 

 

司会進行（議長）本部担当理事 尾羽沢信一 

 

 

 

日時：２０１３年７月２０日（土）１０：００～１０：２０ 

会場：高崎経済大学 1 号館 111 教室（第１会場） 

 

―――  次   第 ――― 

 

１．報告事項 

２０１２年度活動報告   

 

２．決議事項 

第１号議案 ２０１２年度決算承認の件 

第２号議案 ２０１３年度予算案・事業計画案承認の件 

  第３号議案 役員の改選について 

 

３．次回開催校について   

  東京農業大学 オホーツクキャンパス 

 

 

 

 

 

※本総会上程議案は、原案通り承認されました （事務局）           
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１．活動報告 

 

（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。 

 

 ①総務・企画委員会(委員長：法政大学 岡本義行) 

学会の運営全般、研究大会、理事会等の運営を所管しています。 

  ②広報・交流委員会(委員長：農林水産省 木村俊昭) 

学会の活動内容・成果を広く国内外に発信するとともに、地域間交流、国際交流を 

推進しています。 

 ③研究推進委員会(委員長：法政大学・中嶋聞多) 

各種研究活動の推進を支援しています。 

 ④学会誌編集委員会(委員長：高崎経済大学・大宮登) 

「地域活性研究」などの学会としての刊行物の編集・発行を所管しています。 

 

 

（２）２０１２年度活動実績（前回大会以降） 

 

 ①研究大会 

  第 4回研究大会 2012年 7月 28日(土)・29日(日) 高知工科大学 

   

 

参加人数（人）

合計

一般参加者（事前申込） 43

役員 17

発表者 74

当日申込 25

講演者 7

招待参加者（地元の方） 53

報道関係者 1

合計 220
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②理事会等 

  ◆２０１２年度第３回理事会 ２０１２年１１月１３日（火）法政大学 

１．第５回研究大会（高崎経済大学）開催について 

      ・開催日程の決定（日程案：２０１３年７月２０日（土）～２１日（日）） 

      ・テーマ・企画について 

      ・集客について 

２．部会活動の活発化について 

      ・関西部会設立の件（大手前大学 藤田昌弘教授からの提案） 

      ・新部会設立の件（中嶋副会長からの提案） 

      ・既存部会の活動活発化について 

      ・中国地方での活動について（岡本副会長） 

３．「地域活性士」プログラム認定事業について 

      ・スケジュールおよび内容 

      ・実施体制および地域活性機構との連携 

      ・収支見通しについて 

４．「地域活性研究Ｖｏｌ．４」について 

      ・応募状況について 

      ・発刊スケジュール 

      ・理事への査読依頼について 

    ５．日本学術会議協力学術研究団体の指定申請の件 

    ６．その他 

      ・役員改選について 

      ・第６回大会開催地候補について 

 

◆２０１２年度第４回理事会 ２０１３年 ３月１１日（月） 法政大学 

    １．関西地区研究会について 

    ２．学会誌編集委員会 

      ・「地域域活性研究Ｖｏｌ．４」について 

      ・次号以降の学会誌について（掲載基準・掲載ジャンル等について） 

３．研究推進委員会 

      ・第５回研究大会（高崎経済大学）について 

      ・「地域活性士」プログラム認定事業について 

      ・第６回研究大会開催地について 

      ・その他 

   ４．総務企画委員会 

      ・役員改選について 

      ・日本学術会議協力学術研究団体の指定申請の件 

      ・その他 

   ５．広報交流委員会 

      ・日本青年会議所との連携について 

６．部会からの報告等 
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◆２０１３年度第１回理事会 ２０１３年５月２０日（月）法政大学 

 １．研究推進委員会 

      ・第５回研究大会（高崎経済大学）について 

      ・「地域活性士」プログラム認定事業について 

      ・第６回研究大会開催地について 

      ・その他 

２．総務企画委員会 

      ・役員改選について 

      ・その他 

    ３．広報交流委員会 

      ・日本青年会議所との連携について 

      ・その他 

４．学会誌編集委員会 

      ・学会誌掲載基準・掲載ジャンル等について 

５．新部会設立について 

・スポーツ振興部会（御園理事） 

    ６．2012年度収支報告 

    ７．理事の交替について 

      

◆役員選考委員会（会長・副会長）２０１３年６月２５日（火）法政大学 

    １．次期会長について 

    ２．その他     

 

◆臨時理事会 ２０１３年７月１０日（水）法政大学 

    １．役員改選の件 

    ２．今後のビジョン、活動方針について 

 

③研究部会 

  新たに、「地域活性化メソドロジー研究部会（中嶋聞多部会長）、スポーツ振興部

会（御園慎一郎部会長）が発足し、7部会となりました。 

 

      文化観光部会、 防災研究部会、地域イノベーション部会、 

地域活性化人財教育部会、温泉部会、地域活性化メソドロジー研究部会 

   スポーツ振興部会 

 

 ④第 1 回関西研究会の開催 

日 時 2013 年３月９日（土）14:15～17:00 

会 場 キャンパスポート大阪 

  参加者 40 名     

  内容 記念講演「都心開発と地域再生－うめきた・御堂筋のまちづくり－」 

         大阪市計画局長 佐藤道彦氏 

     基調講演 「関西地域活性化のフロンティア」 

          内閣官房 地域活性化統合事務局次長  長谷川新氏 
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⑤機関誌発刊 

  「地域活性研究 Vol.4」 （ISSN-2185-0623） 

   発行日  2013 年 3 月 31 日 

   発行部数 1,000 部 

   ページ数 392 ページ 

   応募論題 68 本（前年比＋5 本） 

   掲載本数 38 本（前年比+6 本） 

内訳：論文 6 本、研究ノート 7 本、事例報告 25 本） 

※すべて査読付き   

   編集責任者 学会誌編集委員会委員長 大宮登副会長    

   

 ⑥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.49～69 まで計 21 回発行しました。 

 

（３）会員の状況 （2013年 7月 1日現在・敬称略） 

 

【会員総数（個人・団体）】                    （人） 

会員種別 今年度 昨年度 増減 一昨年度 

個人会員 420 380 40 369 

学生会員 155 139 16 89 

団体会員 20 19 1 15 

合計 595 538 73 455 

 

【うち個人会員(学生会員を含む）の属性】 
 

  今年度（人） ％ 

大学・研究者 205 35.6 

一般企業 106 18.4 

団体職員・行政関係者 93 16.2 

学生（社会人学生含む） 155 27 

その他 16 2.8 

合計 575 100 

 

【団体会員】 

 

企業 

網走信用金庫、株式会社公共ファイナンス研究所、株式会社サイモンズ、 

株式会社生活構造研究所、全国ソフトウェア協同組合連合会、株式会社宣伝会議 

ダズリング・ナイン株式会社、株式会社 談広告、株式会社 Fortune&Success 岡山 office 

株式会社ムラヤマ 
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市町村 

伊達市（北海道）、熊野町（広島県）、北杜市（山梨県）、松本市（長野県） 

公益財団法人 横浜企業経営支援財団（神奈川県） 

 

大学 

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 

 

NPO 

NPO 法人アジアクラブ        NPO 法人浅間山山麓国際自然学校 
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２．第１号議案 ２０１2 年度決算承認の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位=円

金額 備　考

　普通預金（三菱東京UFJ) 1,679,438

流動資産合計　 1,679,438

1,679,438

　未払費用 2,072,090

流動負債合計　 2,072,090

2,072,090

正　味　財　産　の　部　 -392,652

（うち当期収支差額） 4,970

負債及正味財産合計　　 1,679,438

負
債
の
部

流
動
負
債

負　債　合　計　

地域活性学会　2012年度決算報告書

貸借対照表

2013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 2011年度（参考） 備考

年会費収入 5,300,000 4,712,500 -587,500 4,568,000

大会参加費 1,000,000 1,163,000 163,000 1,293,000

研究誌掲載・冊子収入 350,000 501,000 151,000 320,000

利息収入・雑収入 30,000 330 -29,670 354

合計 6,680,000 6,376,830 -303,170 6,181,354

支出の部

予算 決算 差額 2011年度（参考） 備考

大会開催費　※ 2,200,000 2,145,994 -54,006 2,173,053
第4回研究大会（高知工科大学）開催費（内訳別

掲）

学会誌出版費　 2,000,000 1,986,810 -13,190 2,064,510 「地域活性研究」第4号発刊印刷費、発送費

印刷費 900,000 1,120,350 220,350 840,000 第4回研究大会論文集発刊

部会費 300,000 56,140 -243,860 19,100 部会開催費用

送料 100,000 65,990 -34,010 46,830 会員への各種送付物

会合費 50,000 77,700 27,700 43,560 理事会、委員会開催費用

消耗品費 50,000 113,820 63,820 114,975 封筒、事務局用消耗品

支払手数料 150,000 123,376 -26,624 150,067
自動引落システム（三菱ＵＦＪﾌｧｸﾀ）使用手数

料、振込手数料

広告宣伝費 100,000 0 -100,000 0

事務委託費 630,000 630,000 0 630,000 月52,500×12か月

旅費交通費 0 51,680 51,680 6,780
関西研究会開催に伴う事前打ち合わせ、研究
会当日

合計 6,480,000 6,371,860 -108,140 6,088,875

収支

予算 決算 差額 2011年度（参考）

当期収支 200,000 4,970 -195,030 92,479

※大会開催費内訳【大会論文集は印刷費より支出】

大会関係支出

費目 金額 備考

謝金 99,999 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ3名

旅費 607,762 特別講演者・事務局旅費等

懇親会費 338,600 交流懇親会

弁当代 25,200 役員・スタッフ他

学生アルバイト 323,000 21名

運営費 367,500 HUへの委託費・看板等作成費を含む

印刷費 298,725 大会PR用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷費

送料 85,208 大会資料・事務局備品等送付

小計 2,145,994

地域活性学会　2012年度収支報告書

2012年4月1日～2013年3月31日
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※事務局註 

熊谷監事は、正式には本総会の承認をもって就任となりますが、前任の桑田監事が内閣

官房の人事異動のため 2013 年 6 月末日をもってすでに辞任され、後任の熊谷監事は理事

会で選出されていることから本監査につきましては、熊谷氏が行いました。 
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３. 第２号議案 ２０１3 年度予算案・事業計画案承認の件 

（１）予算案 

 

 

 

 

 

 

収入の部
2013年度予算 2012年度決算 増減 備考

年会費収入 5,300,000 4,712,500 587,500
正会員@10,000×400名＝400万

学生会員@3,000×100名＝30万

団体会員@50,000×20団体＝100万

大会参加費 1,200,000 1,163,000 37,000

研究誌掲載料 350,000 501,000 -151,000

利息収入・雑収入 1,000 330 670

合計 6,851,000 6,376,830 474,170

支出の部
2013年度予算 2012年度決算 増減 増減

大会開催費 2,200,000 2,145,994 54,006 第5回研究大会（高崎経済大学）開催費

学会誌出版費 2,000,000 1,986,810 13,190 「地域活性研究」第4号発刊

印刷費 1,200,000 1,120,350 79,650 第4回研究大会論文集発刊、その他印刷物

部会費・支部活動費 300,000 56,140 243,860

送料 100,000 65,990 34,010
会員への各種送付物運賃、自治体・大学・商

工会議所等への郵送物

会合費 50,000 77,700 -27,700 理事会、委員会開催費用

消耗品費 50,000 113,820 -63,820 封筒、事務局用消耗品

支払手数料 150,000 123,376 26,624
自動引落システム（三菱ＵＦＪﾌｧｸﾀ）使用手数

料、振込手数料

事務委託費 630,000 630,000 0 月52,500×12か月

旅費交通費 100,000 51,680 48,320

合計 6,780,000 6,371,860 408,140

収支
2013年度予算 2012年度決算 増減 増減

当期収支 71,000 4,970 66,030

昨年度繰越 -392,652 -397,622 4,970

翌年度繰越 -321,652 -392,652

地域活性学会　2013年度予算（案）
2013年4月1日～2014年3月31日
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（２）事業計画案（2012~2013 年度重点課題） 

 

 地域活性学会は、2008年に設立総会を行い、2009年に第1回の全国研究大会を法政大学で

開催し、現在に至っています。その間、会員の熱心な研究活動により、5回の全国研究大会

開催、4冊の研究論集発刊を実現してきました。会員も確実に増加してきています。 

 2013年度は組織の人心一新を図り、更なる充実・発展に向けて、会員一丸となって邁進

したいと考えています。 

 

１．組織改革による学会の活性化 

（1）理事会の改革 

 ・理事の役割交代と理事の増強 

（2）支部組織の設立 

・北海道支部（代表 木村） 

・東北支部（代表 小野） 

・関東支部（代表 岡本） 

・中部・北陸支部（代表 中森） 

・近畿支部（代表 橋本） 

・中国・四国支部（代表 那須） 

・九州・沖縄支部（代表 永松） 

（3）支部研究大会の開催 

 ・年1回以上の支部研究大会の開催 

（4）会員の拡充 

 ・支部の活性化による新会員獲得 

（5）政策提言の実施 

 

２．国や他団体と連携した地域活性化セミナーの連続開催 

（1）国の施策に関する東京ミニセミナー＆ワークショップの開催 

  ・年４～５回程度 

  ・50人～100人程度の小講義とワークショップ 

  ・日本地域政策学会、日本公共政策学会、地域活性化機構、地域公共人材開発機構、

公立大学協会、全国大学実務教育協会、ＪＣなどとの連携事業の開催 

（2）地方でのミニセミナー＆ワークショップの開催 

・支部からの要望に応じて開催 

 

３．地域活性機構との連携強化 

（1）地域活性機構の人的支援 

  ・中嶋教授の理事長就任（予定） 

  ・スタッフの拡充 

（2）地域活性機構との連携事業の創出 

・東京ミニセミナー＆ワークショップの学会との共催 
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４．第 3 号議案 役員改選の件（案） 

 

 役職 名前（所属） 委員会／役職 備考 

 特別顧問 清成忠男（法政大学）   

１ 会長・理事 大宮登（高崎経済大学）   

２ 副会長・理事 高松和幸（獨協大学） 広報交流委員会① 委員長 

３ 副会長・理事 舘逸志（内閣府） 研究推進委員会① 委員長 

４ 副会長・理事 野中資博（島根大学） 学会誌編集委員会① 委員長 

５ 理事 東英弥（宣伝会議･事業構想大学院大学） 広報交流委員会②  

６ 理事 伊藤一（小樽商科大学） 研究推進委員会②  

７ 理事 上西康文（白百合女子大学） 総務企画委員会①  

８ 理事 緒方修（沖縄大学） 研究推進委員会③ 新 

９ 理事 岡本義行（法政大学） 学会誌編集委員会② 関東支部代表 

10 理事 小野浩幸（山形大学） 研究推進委員会④ 東北支部代表 新 

11 理事 尾羽沢信一（法政大学） 総務企画委員会② 委員長 

12 理事 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 

13 理事 櫻井常矢（高崎経済大学） 広報交流委員会④ 新 

14 理事 柴田いずみ（滋賀県立大学） 学会誌編集委員会③ 新 

15 理事 末松広行（農林水産省） 広報交流委員会⑤  

16 理事 鈴木孝男（宮城大学） 総務企画委員会③ 新 

17 理事 園田正彦（学習院大学） 学会誌編集委員会④  

18 理事 滝本徹（観光庁） 広報交流委員会⑥ 新 

19 理事 坪井明彦（高崎経済大学） 学会誌編集委員会⑤ 新 

20 理事 中嶋聞多（法政大学） 総務企画委員会④  

21 理事 永松俊雄（崇城大学） 総務企画委員会⑤ 九州・沖縄支部代表 

22 理事 中森義輝（北陸先端科学技術大学） 総務企画委員会⑥ 中部・北陸支部代表 

23 理事 那須清吾（高知工科大学） 学会誌編集委員会⑥ 中国・四国支部代表 

24 理事 根本祐二（東洋大学） 広報交流委員会⑦  

25 理事 橋本行史（関西大学） 総務企画委員会⑦ 近畿支部代表 新 

26 理事 藤田昌弘（大手前大学） 研究推進委員会⑤ 新 

27 理事 村岡元司（早稲田大学） 学会誌編集委員会⑦  

28 理事 福浦裕介（内閣官房） 研究推進委員会⑥  

29 理事 横山典弘（日本政策金融公庫） 学会誌編集委員会⑧  

30 

31 

監事 熊谷敏一（内閣官房） 研究推進委員会⑦  

佐藤公俊（高崎経済大学） 広報交流委員⑧ 新 

32 本部理事 御園慎一郎（愛知東邦大学） 事務局長  

 

○広報交流委員会委員長  高松和幸（獨協大学）  委員 8名（委員長含む）  

○研究推進委員会委員長  舘逸志（内閣府）    委員 7名（委員長含む）  

○学会誌編集委員会委員長 野中資博（島根大学）  委員 8名（委員長含む）  

○総務企画委員会委員長  尾羽沢信一（法政大学）  委員 7名（委員長含む）   
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地 域 活 性 学 会  
 

事務局 

〒102-8160  

東京都千代田区富士見 2-17-1 法政大学 内 

TEL 03-3264-9541 FAX 03-3264-9568 

メール chiiki@hosei-web.jp 

ＵＲＬ http://www.hosei-web.jp/chiiki 


