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地域活性学会 

201５年度総会 

 
（敬称略） 

司会進行：本部担当理事 御園慎一郎 
 
 
日時：２０１５年９月５日（土）総会１２：３０～、オープニング１３：００～ 
会場：大手前大学 さくら夙川キャンパス 本館（第１会場） 
 

■総会（12：30～） 

１．報告事項 

２０１４年度活動報告 

 

２．審議事項 

第１号議案 ２０１４年度決算承認の件 

第２号議案 ２０１５年度予算案・事業計画案承認の件 

  第３号議案 役員改選の件 

 

３．次回開催地について   

  日程：2016 年 9 月 2 日(金)～4日（日） 

会場：長野県小布施町  

 

■オープニング（13：00～） 

大会実行委員長挨拶 

大手前大学・柏木隆雄学長 
 

来賓挨拶 

内閣府・西村康稔副大臣 
兵庫県・金澤和夫副知事 
西宮市・今村岳司市長 
西宮商工会議所 辰馬章夫会頭 
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１．報告事項：2014 年度活動報告 

 

（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：尾羽沢信一理事) 
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：高松和幸副会長) 
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：舘逸志副会長) 
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：中嶋聞多副会長) 
学会誌「地域活性研究」を年 1 回募集、査読、編集、発行しています。 
 

（２）２０１４年度活動実績（前回大会以降） 
 
①第６回研究大会  
  テーマ ：「地域農業の６次産業化と地域経済の活性化」 

   日 程 ： 2014 年 7 月 5 日（土）～6 日（日） 

   会 場 ： 東京農業大学オホーツクキャンパス 

         東京農業大学地域産業経営学科設立 25 周年記念 

   後 援 ： 網走市 

  参加者数：267 名 

 

②臨時総会 
  日時：2015 年 8 月 4 日（火）15：00～15：30 

会場：宣伝会議セミナールーム 

  議題：会則変更の件 

  

③理事会 
2014 年 10 月 16 日（木）事業構想大学院大学 

2015 年 2 月 5 日（木） 事業構想大学院大学 

 2015 年 4 月 21 日（火） 事業構想大学院大学 

2015 年 6 月 23 日（火） 事業構想大学院大学 
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 2015 年 8 月 4 日（火）  ※臨時 宣伝会議セミナールーム 

 2015 年 9 月 4 日（金） 大手前大学 

④地方創生セミナー 
 

第１回地方創生セミナー 

日 時：2014 年 10 月 16 日（木）18：30～20：00 

会 場：事業構想大学院大学  

テーマ：「地方におけるまち、ひと、しごとの創生」 

内 容： 

「地方創生に向けた総務省の取組」総務省 自治行政局地域政策課長  猿渡知之氏 

「アベノミクスと地方創生」国土交通省官房審議官 舘逸志氏  

「地方創生に向けた農水省の取組」農林水産省関東農政局長 末松広行氏 

 

第２回地方創生セミナー               

テーマ：「地方創生の最新状況について」                        

日時：2015 年 2 月 5 日 18：30～20：00 

場所：事業構想大学院大学 

講師：藤原 豊氏 内閣府  地方創生推進室次長 

 

第３回地方創生セミナー 

テーマ：「地域活性と事業構想」 

日時：2015 年 4 月 21 日（火） 18：30～20：00 

会場：事業構想大学院大学 

講師：中嶋聞多（事業構想大学院大学副学長・教授） 

 

第４回地方創生セミナー 

日時：2015 年 6 月 23 日（火）   

会場：事業構想大学院大学  

内容：「地方創生に資する観光立国の推進について」  

 観光庁 審議官 蝦名 邦晴氏 

「奈良県吉野町の地方創生の取組み」 

        吉野町長 北岡 篤氏、 吉野町地方創生アドバイザー 木村俊昭理事 

  

第５回地方創生セミナー（特別セミナー） 

テーマ：「地方から創生する日本の未来」 

日時：2015 年 8 月 4 日（火）16：00～18：00  

会場：宣伝会議・本社セミナールーム （地下鉄表参道駅・徒歩３分） 

内容：基調講演「地方から創生する我が国の未来」地方創生担当大臣 石破 茂 氏  

パネルディスカッション 

内閣府副大臣 平 将明氏、大宮登会長、中嶋聞多副会長 

参加：300 名 

 

⑤支部活動 
 

北海道支部 
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北海道支部研究会 
日時：2014 年 11 月 7 日(金) 16 時から     
会場：一般社団法人北海道活性化機構事務所 
  ①地方創生と地域活性化の最近の動向   木村俊昭    

②北海道農業の課題解決の具体的方策   
     NPO 法人ファーミングサポート北海道 代表理事  原田勝男氏 

③複数ロボット間の情報共有と共同作業に関する研究      
      北海道大学大学院 博士課程    田邊龍彦氏 
 
北海道支部研修会 
日時：2015 年 3 月 18 日(水)  14 時〜16 時 10 分 
会場   札幌市中央区南 2 西 2・富樫ビル 6 階 
      一般社団法人北海道活性化機構事務所・会議室 
開会挨拶    地域活性学会理事  伊藤一(小樽商科大学教授) 
「ニッポンの地域力」地域活性学会理事・北海道支部長 木村俊昭(東京農業大学教授) 
「地域活性化の動向」  地域活性化統合事務局  総括参事官  松藤保孝氏 
 

東北支部 
東北支部設立総会、記念セミナー 
日時：2014 年 9 月 30 日（火）12:00～19:30 
会場：山形大学工学部米沢街中サテライトキャンパス 

  
関東支部 
関東支部研究会 
日時：２０１５年５月２３日（土曜日）１３：３０～ 
場所：早稲田大学 早稲田キャンパス １１号館１１０５教室 
テーマ：「縮小都市の経済活性化に向けて」 
報告者：山本尚史氏（拓殖大学教授）他１名予定 
討論者：吉川智教氏（早稲田大学教授） 

 
近畿支部     
近畿支部研究会 

  日時：2014 年 10 月 4 日（土）10 時～12 時 30 分 
場所：大阪大学中之島センター 

  研究発表 
  (1) 地域振興政策における地域金融機関の役割 
    鎌苅宏司（大阪学院大学 経済学部 教授） 
  (2)地域活性における人材育成―子ども起業体験スクールを通して― 
    關 隆晴（大阪教育大学 教職教育センター 教授） 
  
中国・四国支部 

中国四国支部 設立会合  
日時：2014 年 10 月 5 日（日） 13:20～17:40 
場所：高知県立大学 永国寺キャンパス（高知県高知市永国寺町） 
基調講演 「地域域活性化と人材育成」（大宮会長） 
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九州・沖縄支部 
⑥研究部会 

部会活動は、部会長を中心に研究会の主催、共催、後援、他団体との連携・協力して活

動しております。また研究大会で成果報告を行っています。 
   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・健康サービス部会 
地域活性化メソドロジー研究部会 

   スポーツ振興部会 
離島振興部会 

   
 主な活動 

温泉・健康サービス部会 
月例勉強会 共催（健康と温泉フォーラムと共催） 

離島振興部会 
    部会 2015 年 7 月 17 日（金）18 時～ 

スポーツ振興部会 
第２回 ヘルスコミュニティ勉強会「ヘルスコミュニティ形成に向けて」 
日時：2014 年 12 月 3 日（水）13:30～17:00 
場所：TKP 虎ノ門ビジネスセンター 

   地域活性化メソドロジー研究部会 
地域活性化メソドロジー研究部会 
日時:2015 年 2 月 19 日（木）19:30～21:30 
場所:慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館 3 階「C3N14」教室    
内容:「地域活性化に資するデザインのあり方」 
講師：山内 敏功 氏 ビンデザインオフィス代表、愛媛大学客員准教授 

   
⑦機関誌発刊 
「地域活性研究 Vol.6」（ISSN-2185-0623） 
   発行日  2015 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 49 本 
   掲載本数 35 本（うち査読付き 30 本） 

内訳：論文 3 本、研究ノート 10 本、事例報告 17 本、事例紹介 5 本） 
※事例紹介は査読なし   

   編集責任者 学会誌編集委員会委員長 中嶋聞多副会長    
   
⑧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.100～126 まで計 27 回発行しました。 
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（２）会員の状況 （2015 年 9 月 3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 669 473 196

学生会員 46 158 △112

団体会員 19 20 △１

合計 734 651 83

 

【団体会員】19 団体 

 
企業・団体 
網走信用金庫、株式会社エムシージャパン、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）、松本市（長野県） 
 
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 
 
NPO 
NPO 法人浅間山山麓国際自然学校 

 

 



7 
 

 

 

2．第１号議案 ２０１4 年度決算承認の件 

 

単位=円

金額 備　考

　普通預金（三菱東京UFJ) 1,884,827

流動資産合計　 1,884,827

1,884,827

　未払金 654,000 未払事務委託費

　預り金 19,329

流動負債合計　 673,329

673,329

正　味　財　産　の　部　 1,211,498

（うち当期収支差額） 318,393

負債及正味財産合計　　 1,884,827

負
債
の
部

流

動

負

債

負　債　合　計　

地域活性学会　2014年度決算報告書

貸借対照表

2015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 6,000,000 5,820,500 -179,500

大会参加費 1,500,000 1,431,500 -68,500 東京農大ｵﾎｰﾂｸｷｬﾝﾊﾟｽ

研究誌掲載・冊子収入 500,000 261,500 -238,500 研究誌販売収入

利息収入・雑収入 500 348 -152 預金利息

合計 8,000,500 7,513,848 -486,652

支出の部

予算 決算 差額 備考

大会開催費　※ 2,000,000 3,627,986 1,627,986 第6回研究大会（東京農大ｵﾎｰﾂｸｷｬﾝﾊﾟｽ）開催費

学会誌出版費　 500,000 295,920 -204,080 「地域活性研究」第6号発刊

印刷費・通信費 800,000 260,280 -539,720 ｻｰﾊﾞｰ費用ほか

部会費・支部活動費 1,000,000 211,877 -788,123 東北支部・四国支部活動費、助成金ほか

送料 200,000 210,704 10,704 会員への各種送付物

会合費 100,000 16,044 -83,956 地域創生ｾﾐﾅｰほか

消耗品費 100,000 89,140 -10,860 封筒、事務局用消耗品

支払手数料 150,000 157,044 7,044 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 2,400,000 2,254,000 -146,000 年間収入×30％

旅費交通費 500,000 72,460 -427,540

合計 7,750,000 7,195,455 -554,545

収支

予算 決算 差額

当期収支 250,500 318,393 67,893

※大会関係支出

費目 金額 備考

謝金 182,218 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ13名

旅費交通費 1,651,527 特別講演者・パネリスト・事務局

懇親会費 533,512 交流懇親会

弁当代 138,993

運営費 400,841 会場看板制作費・備品レンタルほか

学生アルバイト 421,965 27名

消耗品費 25,890

印刷費 273,040 広報用ﾁﾗｼ等印刷費ほか

計 3,627,986

地域活性学会　2014年度収支報告書

2014年4月1日～2015年3月31日
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監 査 報 告 書 

 

 

 

地域活性学会 

会長 大宮 登 殿 

 

 

当学会の２０１４年４月１日から２０１５年３月３１日までの収支報告書及び、 

２０１５年３月３１日現在の貸借対照表は、当学会の状況を正しく示しているものと

認めます。 

 

 

 

 

２０１５年９月１日 

 

                   監事 佐藤公俊（高崎経済大学）㊞ 

 
 監事 川原英典（内閣府）㊞ 

 
                   公認会計士・税理士 平野毅 ㊞ 
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3. 第２号議案 ２０１5 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

2015年度予算 2014年度決算 差額 備考

年会費収入 7,000,000 5,820,500 1,179,500

大会参加費 1,500,000 1,431,500 68,500 第7回研究大会（大手前大学）

研究誌掲載・冊子収入 0 261,500 -261,500 研究誌販売収入

利息収入・雑収入 1,000 348 652 預金利息

合計 8,501,000 7,513,848 987,152

支出の部

2015年度予算 決算 差額 備考

大会開催費 3,000,000 3,627,986 -627,986 第7回研究大会（大手前大学）

学会誌出版費　 300,000 295,920 4,080 「地域活性研究」第7号発刊

印刷費・通信費 300,000 260,280 39,720 ｻｰﾊﾞｰ費用ほか

部会費・支部活動費 1,000,000 211,877 788,123 支部活動、部会活動への補助

送料 200,000 210,704 -10,704 会員への各種送付物

会合費 100,000 16,044 83,956

消耗品費 100,000 89,140 10,860 封筒、事務局用消耗品

支払手数料 150,000 157,044 -7,044 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 2,550,000 2,254,000 296,000 年間収入×30％

旅費交通費 500,000 72,460 427,540 研究誌編集委員への交通費計上

合計 8,200,000 7,195,455 1,004,545

収支

予算 決算 差額

当期収支 301,000 318,393 -17,393

地域活性学会　2015年度予算（案）

2015年4月1日～2016年3月31日
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（２）事業計画案 
 
１．研究大会の開催 
  第 7 回研究大会の開催（大手前大学） 
 
２．研究誌の発刊 
  「地域活性研究 Vol.7」の発刊 （2016 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 
  会員データベースの整備 
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4．第 3 号議案 役員改選の件（案） 

 

地域活性学会 役員（理事・監事・評議員）案 

  任期：2015 年 9 月 5日～2017 年総会まで 

 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（事業構想大学院大学） 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（白百合女子大学） 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（農林水産省） 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 九州・沖縄支部代表 

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 甲信越・北陸支部代表 

16 理事② 今瀬政司（長岡大学） 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  

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 近畿支部代表  

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 麦島健志（内閣官房地方創生推進室） 研究推進委員会⑦  

33 理事⑲ 諸戸修二（内閣官房地方創生推進室） 研究推進委員会⑧  

34 監事① 根本祐二（東洋大学） 広報交流委員⑧  
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35 監事② 川原 英典（内閣官房地方創生推進室） 広報交流委員⑨  

35 本部理事 白石史郎（事業構想大学院大学） 事務局長  

評議員 

 役職 名前（所属） 備考 

１ 評議員 村岡元司（早稲田大学） 前理事 

２ 評議員 斉藤俊幸（イング総合計画） 地域再生マネージャー 

３ 評議員 市村良三（小布施町） 次年度開催地の町長 

４ 評議員 安達精治（株式会社シャンテ） ホテル・旅館再生事業取締役 

５ 評議員 佐藤公俊（高崎経済大学） 前監事 

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 
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5．次回開催地について 
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