◇経済地理学会総会および第 66 回大会のお知らせ【第４報】◇
【2019 年 5 月 10 日更新】
・一般研究発表の座長を掲載しました．
・一般研究発表「202」は都合により発表中止となりました．他の一般研究発表の時間や会場に変更はありません．
2019 年度経済地理学会総会および第 66 回大会は下記の要領で開催されます．
◆日程：
2019 年 5 月 24 日（金）常任幹事会
5 月 25 日（土）評議会，共通論題シンポジウム，懇親会
5 月 26 日（日）フロンティアセッション，総会，一般研究発表
5 月 27 日（月）エクスカーション
◆会場：名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 南館 （名古屋市東区矢田南 4-102-9）
◆受付：DS102 教室（南館１階）
5 月 25 日（土）11：45 より
5 月 26 日（日）9：00 より
◆常任幹事会
5 月 24 日（金）15：00〜18：00 DS401 教室（南館４階）
◆評議会
5 月 25 日（土）10：30〜11：30 DS401 教室（南館４階）
◆共通論題シンポジウム
5 月 25 日（土）13：00〜17：00，DS101：DS ホール（南館１階）
テーマ：現代日本における労働・雇用の経済地理学
趣旨説明：富樫幸一（岐阜大学）
報告者・題目：
久木元美琴（大分大学）
：保育とケア労働をめぐる地理学的課題
加茂浩靖（日本福祉大学）
：日本の介護サービス業における外国人介護職員の受入れ

―経済連携協定（EPA）に基づく外国人介護福祉士候補者を中心として―
鹿嶋洋（熊本大学）
：日本における工業雇用の地域的変動と地方圏工業の人材獲得戦略
コメンテーター：末吉健治（福島大学）
，中澤高志（明治大学）
座長：伊藤健司（名城大学）
，加藤幸治（国士舘大学）
◆懇親会：5 月 25 日（土）17：30〜19：30
MU GARDEN TERRACE（ムー ガーデンテラス）
（北館１階）
参加費：一般 5,000 円，学生・大学院生 3,000 円．当日受付．
◆フロンティアセッション：5 月 26 日（日）9：30〜11：45，DS101：DS ホール（南館１階）
9：30〜10：30 佐竹泰和（高知大学）
条件不利地域におけるブロードバンドの整備とデジタル・デバイドに関する地理学的研究
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〔座長：鍬塚賢太郎（龍谷大学）
〕
10：35〜11：35 上村博昭（尚美学園大学）
縁辺地域における食品加工事業の展開と産業振興政策
〔座長：柳井雅也（東北学院大学）
〕
◆総会：5 月 26 日（日）12：45〜13：45，DS101：DS ホール（南館１階）
◆一般研究発表：5 月 26 日（日）14：00〜16：00
※発表：20 分，質疑応答：15 分
【第１会場】DS201 教室（南館２階）
101．14：00〜14：35 鈴木洋太郎（大阪市立大学）
日系多国籍企業のアジア立地行動のダイナミズム
〔座長：宮町良広（大分大学）
〕
102．14：35〜15：10 阿部康久（九州大学）
・徐楽（九州大学・院）
中国黄山市における人文観光資源の開発と地名をめぐる住民の意識に関する研究
〔座長：小松原尚（奈良県立大学）
〕
103．15：10〜15：45 藤原直樹（追手門学院大学）
国際的な都市間連携の推進による地域イノベーションと都市ネットワークの変容
〔座長：久保隆行（立命館アジア太平洋大学）
〕
【第２会場】DS203 教室（南館２階）
201．14：00〜14：35 石原肇（大阪産業大学）
移動販売にみる地方自治体とコンビニエンスストアとの連携の現状
〔座長：兼子純（愛媛大学）
〕
202．14：35〜15：10 （都合により発表中止となりました．
）
203．15：10〜15：45 西原純（静岡大学・名誉）
東海地方自治体における人口ビジョン・地方創生政策の特徴
〔座長：小泉諒（神奈川大学）
〕
◆エクスカーション テーマ：愛知県の航空宇宙産業と地方空港
日 時：2019 年 5 月 27 日（月）8：30〜17：00
集 合：午前 8 時 30 分（予定）
，JR 名古屋駅周辺（予定）
（※集合場所等の詳細については，別途，参加者に直接ご連絡いたします）
解 散：午後 5 時頃，JR 名古屋駅前で解散予定（午後 4 時 30 頃，県営名古屋空港で一次解散可）
主な訪問先：①株式会社エアロ（航空機部品組立工場の見学と説明）
②エアポートウォーク名古屋（名古屋空港旧国際線ターミナルを再利用したショッピングセンターにて，各自で昼食）
③三菱重工 MRJ ミュージアム（MRJ が生産体制に入っていれば，最終組立現場も見学できるかもしれません）
④愛知県名古屋空港事務所（地方空港の運営状況等の説明と見学）
参加費：4,000 円（貸切バス代，入館料，保険料を含む）
案内者：大塚俊幸（中部大学）
，岡田英幸（愛知県庁）
，近藤暁夫（愛知大学）
，林琢也（北海道大学）
参加申し込み：氏名，所属，連絡先（メールアドレス）に加えて，MRJ ミュージアムの見学の際に必要となる氏名のフリガ
ナ，生年月日，性別，国籍（外国籍の方はパスポート，在留カード，特別永住者証明書等の番号）を明記の上，5 月 7 日
（火）までに，下記のエクスカーション申し込み先まで電子メールかハガキにてお申し込みください．氏名，所属を記載
した名簿につきましては，
（株）エアロならびに名古屋空港事務所にも提出させていただきますので，ご了承ください．
なお，メールの件名は必ず「経済地理学会エクスカーション申し込み」としてください．
定員：30 名（先着順）
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※MRJ ミュージアムの団体見学のシステム上，定員を超えての見学ができませんので，ご了承ください．お早目の申し込
みをお勧めします．
当日ご持参いただくもの：MRJ ミュージアムの見学にあたっては，参加者全員の身分証明書の提示が求められます．詳細に
つきましては，別途，参加者に直接ご連絡いたします．
エクスカーション申し込み先：大塚俊幸（中部大学）
〒487-8501 春日井市松本町 1200 中部大学人文学部 大塚俊幸
e-mail：otsuka（at）isc.chubu.ac.jp お手数ですが，
（at）を@に置き換えてください．
◆要旨集
要旨ファイルを電子ファイル（PDF）化し，5 月 10 日（金）をめどに学会ウェブサイトで公開します．大会参加者はそれを
ダウンロードし（無料）
，大会に持参してください．
◆参加費
大会参加費：1,000 円（学生・大学院生は，受付での学生証の提示で無料）
◆昼食・その他のご案内
・ 5/25（土）
・26（日）はナゴヤドームでの催事（コンサート）のため， 昼過ぎとイベント終了後はキャンパス近隣が混雑す
る見込みです．
・キャンパス内は全面禁煙となっております．
・キャンパス北館のレストラン「ムーガーデンテラス」は，5/25（土）はランチ営業があり，学会参加者は「一般客エリア」
のみ利用可能です．金額は 900～1,300 円程度です．
「学生（大学関係者）エリア」は利用できません．5/26（日）はランチ
営業がない予定です．
・学外では，キャンパス南側の「イオンモール ナゴヤドーム前」の 1 階レストラン街および 2 階フードコートに多くの飲食
店があります．
・キャンパス北側の「矢田 5 丁目」交差点近くにも飲食店があります．
・キャンパス近隣のコンビニには，セブンイレブン（地下鉄 2 番出口すぐ北）やローソン（地下鉄 2 番出口から西に 100m）な
どがあります．
・JR 大曽根駅北改札の外にも飲食店，コンビニ等があります．
・JR 大曽根駅からキャンパスまでの大通りの北側にはコンビニやスーパー，飲食店等が並んでいますが，南側は三菱電機の敷
地のみです．
・キャンパス南館 1・4 階には飲み物の自販機があります．
・キャンパス内の売店とカフェは土日は閉店しています．
・南館ではゲスト用の Wi-Fi が利用可能です。利用方法は，大会受付でご案内します．
◆問い合わせ先
〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口 1-501 名城大学経済学部 伊藤健司
e-mail：kenji（at）meijo-u.ac.jp お手数ですが，
（at）を@に置き換えてください．
（メール受け取りから３日以内に返信いたします。返信がない場合は、お手数ですがもう一度お送りください。
）
◆実行委員会
実行委員長：西原純（静岡大学・名誉）
ソフト部門：富樫幸一（委員長、岐阜大学）
、伊藤健司（名城大学）
、大塚俊幸（中部大学）
、加茂浩靖（日本福祉大学）
、
近藤暁夫（愛知大学）
、竹中克行（愛知県立大学）
、林琢也（北海道大学）
ハード部門：杉浦真一郎（委員長、名城大学）
、阿部亮吾（愛知教育大学）
、伊賀聖屋（名古屋大学）
、宇根義己（金沢大学）
、
駒木伸比古（愛知大学）
、齊藤由香（金城学院大学）
、佐藤正志（静岡大学）
、高橋誠（名古屋大学）
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