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ARSC NEWS 
The Newsletter of the Applied Regional Science Conference 

応用地域学会ニュースレター（日本語版）, No.65, October 2007 

 
 

ARSC 事務局： 〒162-0485 東京都新宿区市ヶ谷本村町 2-9 
 （財）計量計画研究所 
 応用地域学会事務局 文部省学会コード＝10023 
 会長：小林潔司   担当：宮本成雄 
 TEL: (03)3268-9692 
 FAX: (03)3268-9919 
 E-mail: clerk@arsc.org 
 
主要項目：  第 21 回研究発表大会のご案内 

         応用地域学研究への投稿論文の募集 

 

   
１.  第 2１回研究発表大会のご案内 

大会委員長：小池淳司（鳥取大学） 

 

 本年度ＡＲＳＣ研究発表大会を下記要領で開催いたします。多数のご参加をお待ち申しあ

げております。 

(1) 期日 

 研究発表  2007年12月８日（土）、９日（日） 

 総  会  2007年12月８日（土）17:20～18:00 

(2) 会場 

 鳥取県立県民文化会館会議室（鳥取県鳥取市尚徳町101-5） 

  ※後出の案内図をご参照ください。 

(3) 参加費 

 会 員   無料 

 非会員   3,000円 

(4) 懇親会 

 日 時   2007年12月８日（土）18:30～ 

 会 場   ホテルモナーク鳥取 ２Ｆ 仁風の間 

   ※後出の案内図をご参照ください。鳥取駅から徒歩5分です。 
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  会 費   一般・非会員 5,000円  学生 2,000円 

 

(5) 大会プログラム 

 別紙 

  ※一部未確定です。ＡＲＳＣまたは大会事務局のホームページ（下記）で更新

状況をご確認ください。 

 

(6) 発表論文 

11月30日（金）までに大会事務局に提出された論文については、下記ウエブサイトでご

覧になることができます。必要な論文をダウンロードして、大会にご持参ください。 

 

＜応用地域学会 第21回研究発表会のページ＞ 

http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-koukyou/arsc2007 

 
  (7) 参加申込 

・同封の「参加申込票」を11月30日（金）までに fax または電子メールで大会事務局に

お送りください。 

    E-mail    kondo@zim.tottori.ac.jp 

電話    0857-31-5319       fax     0857-31-0882 

 

(8) その他 

①主要ホテルのご案内 

 鳥取駅集周辺のホテル情報です。各自で予約をお願い致します。 

ホテルモナーク鳥取、ビジネスホテルやよい館、スーパーホテル鳥取駅前、 

ホテルアルファーワン鳥取、鳥取グリーンホテルモーリス、ホテル太平、 

ニュー鳥取ホテル、鳥取シティホテル、鳥取ワシントンプラザホテル、 

ホテルニューオータニ 

 

②昼食 

・県民文化会館に併設のレストラン“GREEN HOUSE”で、イタリアンバイキングの

ランチ（\1,370）があります。また周辺にもレストランが数軒あります。 

・時間が限られている方は弁当をご持参ください。なお、会場近くにコンビニエン

スストアがあります。 
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【発表者の方へのお願い】 

①発表論文 

・最終の発表原稿を11月8日（木）までに座長、討論者、大会事務局の3か所にそれぞれ個別

にお送りください。 
※E-mail に添付して送られる場合は、必ず PDF 形式にしてください。ファイルが重た

くなって関係先にご迷惑をおかけすることがあります。 

※座長、討論者の連絡先が分からないときは、大会事務局または学会事務局に電子メー

ルなどでお問い合わせください。 

※事前に送った原稿に変更が生じた場合などは、座長、討論者の方に各自で事情をご説

明ください。 

・大会事務局に11月30日（金）までに提出された論文については、前述のウエブサイトで公

開いたします。 

②セッションの運営 

・ 原則として発表20分、予定討論10分、一般討論10分です。座長の指示、判断にしたがっ

て、円滑な運営にご協力ください。 

・ 発表者はセッション開始5分前に各会議場において，座長と打ち合わせをしてください。 

③OＡ機器 

・セッション会場にはパソコン（Windows OS、Office 2003）、プロジェクタを用意しており

ます。発表や討論のときに OA 機器を使用される方は、ファイルを USB メモリなどでご持

参ください。 

④当日持参 

・会場で配付するための論文を各自で40部持参して、各セッションの指定場所に置いてくだ

さい（11月30日までに大会事務局に送られ、ウエブサイトに掲載されている方は、10部程

度ご持参ください）。 

 

【大会会場までの交通】 

鳥取空港 - 鳥取県民文化会館 

①� 空港連絡バス 

・ 飛行機到着時刻の約10分後に出発、「県庁日赤前」下車すぐ 

・ 所要時間15分、運賃450円 

②タクシー 

・ 鳥取空港から20分程度，運賃約2,000円 

鳥取駅 - 鳥取県民文化会館 

①路線バス 
・ 鳥取駅前バスターミナル（JR 鳥取駅横）から湖山・鳥大線・賀露線等、「県庁日赤前」

（所要時間・約５分，運賃100円）下車すぐ 
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②100円循環バス「くる梨」 
・ 鳥取駅前バスターミナル（JR 鳥取駅横）から20分おきに運行 
・ 赤コース「16 県民文化会館」、青コース「18 県民文化会館」（所要時間・約15分）下車

すぐ 

③タクシー 
・ 所要時間5分程度 
・ おおよそワンメータの運賃で乗車可能です 

④徒歩 
・ 若桜街道を県庁方向へ約20分 
 
【案内図】 

① 発表大会会場周辺地図 

 
出典：Yahoo!地図情報 

 

ＪＲ鳥取駅 
バスターミナル 

＜大会会場＞ 

鳥取県立県民文化会館

＜懇親会会場＞ 

ホテルモナーク鳥取 

若狭街道 
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② 大会会場内案内図 

 

会場１階 

 

 

会場２階 

 

出典：鳥取県立県民文化会館 HP 

 

レストラン 

“GREEN HOUSE”

階段により 

２階へ 

Ａ会場 

（第２会議室） 

Ｃ会場 

（第５・６会議室） 

Ｂ会場 

（第４会議室） 
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２． 応用地域学研究への投稿論文の募集 
「応用地域学研究」編集委員長：中村良平（岡山大学） 

現在、「応用地域学研究」編集部では論文投稿を随時受け付けています。投稿論文は編集

委員会の指名する複数の査読者により査読が行われます。年１～２回の刊行です。奮ってご

投稿下さい。 

１．論文投稿希望の方は、論文の PDF ファイルもしくは word 形式のファイルを下記まで電子

メールの添付ファイルでお送り下さい。PDF ファイルの作成に当たっては、Acrobat Distiller

のジョブオプションを「Print ジョブオプション」とし、印刷可能な形式としてください。

（Distiller の初期設定は「CJKScreen ジョブオプション」、「印刷可能」となっています）。 

２．受付の確認を電子メールで送付いたしますので、投稿後一ヶ月を過ぎても連絡が無い場合

は、下記までお問い合わせ下さい。 

なお、投稿要項や原稿見本は応用地域学会のホームページからご覧頂けます。  

（http://www.arsc.org/ ） 

 

中村良平 岡山大学経済学部  

  TEL 086(251)7544 FAX 086(251)7571  

   E-Mail ubbz0252@cc.okayama-u.ac.jp  

 
３．事務局だより        

応用地域学会事務局 担当 宮本成雄（(財)計量計画研究所） 
○ 第 21 回 ARSC 大会準備には、鳥取大学の小池淳司先生(大会委員長)を中心に着々と準備

が進められております。プログラム委員会の各先生方にも、プログラム編成に大変なご

苦労をおかけしております。多くの方々の参加により、盛大なる大会とし、ご苦労に報

いられればと思います。 
○ ARSC 北京大会の速報です。大会は、10 月 20 日(土)、21 日(日)の 2 日間、中国北京市

にある北京大学政府管理学院で、応用地域学に関する日中共催セミナー（Japan-China 
Joint Seminar on Applied Regional Science）として開催されました。大会 1
日目は、オープニングセレモニーに続き、日中各 3 名による Key Note Speech と総

括、第 2 日目は、3 つのセッションに別れ、発表と討論が展開されました。日本側から

の参加者 34 名、発表論文は、日本、中国各 24 本で、各セッションとも活発な議論が展

開されていました。 
北京では、中国共産党大会の最中、また、北京マラソンの開催日にも当たりました。

2008 年北京五輪へとまい進する北京ですが、交通、大気と、澄みきった北京の秋を満喫

するには、少し遠い気がしました。 


