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１．2019 年度大会（福知山公立大学）の開催について 
 

2019年度大会（福知山公立大学）を以下の要領で開催いたします。 

 
日時： 2019年9月13日（金曜日）～14日（土曜日） 
会場: 

・9月13日 福知山公立大学４号館３階セミナー室 

http://www.fukuchiyama.ac.jp/about/access/ 

9月14日 市民交流プラザふくちやま３階市民交流スペース 

http://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/39/2033.html 

日程： 

・9月13日 

12:00 理事会 

13:00 総会 

13:30～18:00 個別報告＆セッション 

18:30 懇親会（福知山公立大学 学食） 

・9月14日（共催：福知山市） 

9:30 大会シンポジウム テーマ『地方社会における移住人財・ＡＩとの共生』 

   シンポジウム登壇者 

    中塚雅也 神戸大学准教授「地方社会における日本人IJU者との共生」について 

    安藤光義 東京大学教授 「地方社会における外国人財との共生」について 

    西田豊明 京都大学教授 「地方社会におけるＡＩとの共生」について 

12:00閉会 

参加費： 

・9月13～14日の2日間をとおして、正会員 2,000円、院生・学生会員 1,000円、非会員 2,500円 

 シンポのみ参加 無料 

・懇親会費：一般（正会員ほか）4,000円、院生・学生 2,000円 
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<< シンポジウムの趣旨 >> 

座長：中尾誠二 

 

今回の大会シンポジウムは『地方社会における移住人財・ＡＩとの共生』をテーマとした。 

大会開催地である京都府福知山市をはじめ日本全国の地方都市・農山漁村では、大都市圏より

深刻な「人口減少」に直面している地域が多い。地方社会の存立を根底から脅かす過疎高齢化・

少子化といった問題に対しては公的セクターを中心に様々な施策が展開されているものの、国全

体の人口が減少する中で全地域が思うような結果を出すことは困難である。 

国勢調査に見る日本の人口は、2010年10月（1億2805万7352人）から2015年10月（1億2709万4745

人）で初めて減少局面に入った。この減少ペース（5年で96万2607人＝年間19万2521人）は、2018

年10月の推計人口（1億2644万3000人）まで加速（3年で65万1745人＝年間21万7248人）し続け、

今後も相当な変化がない限り変わらないと予想されている。（2019年5月の推計人口は1億2620万

人） 

部分的に見れば人口が増えている地域もあるが、平成の大合併を経て広域化した自治体レベル

では総じて人口減という結果になっている市町村が多い。例えば、2006年1月1日に旧天田郡三和

町・夜久野町および旧加佐郡大江町を編入した福知山市の人口を国勢調査で見ると、旧市域中心

部では増加エリアも見られるが、旧3町域および旧市域周辺部が減り続けているため、市全体とし

ては合併直前2005年10月の8万1977人から2015年10月には7万8935人まで減少している。（2019年5

月の推計人口は7万6831人） 

隣接地域（京都府丹後・中丹・南丹地方および兵庫県丹波・但馬地方）も似た状況にあり、国

全体としては首都圏一極集中、各地方においても主要地区中心部への一極集中と大小の差こそあ

れ、それぞれ格差は拡大し続けている。 

こうした中、大都市圏から地方への移住（Iターン・Jターン・Uターン）推進策が様々な形で取

り組まれている。例えば、総務省は「地域おこし協力隊」を、農林水産省は「田舎で働き隊」を、

それぞれ2009年度から事業化し、2015年度には後者の名称が前者に統一され、現在まで続けられ

ている。2018年度には全国1061自治体で隊員5530人が地域おこし活動に携わっていて、任期後も

当該地域に定住する元隊員が約6割という調査結果も公表されている。 

全国で繰り広げられている「日本人IJU者」の獲得合戦に加え、働き手の不足に悩む業界では「外

国人財の受入」も重要な課題となっている。2019年4月からの改正入管法施行により、新たな在留

資格「特定技能」が創設、法務省の入国管理局が「出入国在留管理庁」に格上げされ、全国的に

大きな影響が今後あらゆる分野で予想されているが、第一次産業等でも以前から「外国人技能実

習制度」による労働力の調達が行われていて、例えば農業分野では常雇労働の一割程度に達して

いるとの調査結果も報告されている。 

また､肉体労働中心でない事務系・サービス系の仕事においても業務の高度化や営業時間の長時

間化による人手不足が言われて久しいが、AI（Artificial Intelligence）をはじめとする情報技

術の発展・普及が課題解決の一助になると期待されている。 

定住人口減や労働力不足への対応として求められている日本人IJU者や外国人財の受入、AIの導

入・活用には、プラス面ばかりでなく当然のことながら多かれ少なかれマイナス面も生じ得る。

これら3要素との共生について本シンポジウムで議論を深めていきたい。まず「日本人IJU者」と

の共生について神戸大学の中塚雅也准教授から、「外国人財」との共生について東京大学の安藤

光義教授から、「ＡＩ」との共生について京都大学の西田豊明教授から、それぞれ報告いただき、

最後に総合討論を行う。地方社会が抱える諸問題の最前線に位置する福知山での本シンポジウム、

会員・非会員を問わず多くの方の積極的な参加を期待する。 
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２．2019 年度大会個別報告の募集について 

 

2019年度大会（福知山公立大学）での個別報告とセッション（自由企画ワークショップ）を募集

いたします。希望者は以下の要領に従って、学会運営委員会事務局までお申し込み下さい。 

 

≪個別報告≫ 

（１） 筆頭報告者は報告申込時に本学会員であること。会員でない方は至急入会手続きを行って

ください。 

 

（２）個別報告の申込みに当たっては、a)個別報告申請書とb)報告要旨の両方をご提出下さい。  

a) 個別報告申請書は、A4の用紙１枚に以下のことを記載して下さい。  

①氏名：  

②報告表題：  

③分野：  

④所属機関：  

⑤連絡先住所：  

⑥連絡先電話番号：  

⑦Fax番号（もしあれば）：  

⑧e-mailアドレス（もしあれば）：  

＊分野はプログラム編成時の参考とさせて頂きます。  

 

b) 報告要旨は、添付の様式見本を参考にして、A４用紙1枚をご提出下さい。  

＊報告要旨は、学会報告を念頭に、可能な範囲で、仮説（問題設定）、研究方法、結論をきちん

と書き分けてください。 

 

（３）個別報告の時間帯は、大会1日目の9月13日（金）、午後13時以降を予定しています。報告

時間（予定）は報告20分、質疑応答10分です。（報告者の人数によって増減する可能性もありま

す。）  

 

（４）提出方法：  

学会運営委員会事務局まで、a)個別報告申請書とb)報告要旨をEメールに添付してお送りください

。送り先メールアドレスは、inamura@afsp.jpです。 

CD-Rなどの電子媒体に原稿ファイルを入れていただき、ご郵送いただいても結構です。その場合

の宛先は下記の通りです。 

 

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-3-3 木下ビル4F 農林統計出版株式会社内  

「共生社会システム学会」運営委員会事務局 宛  

＊なお封筒の表面に「個別報告申込」と朱書きして下さい。） 

  

（５）提出締切日：2019年7月19日（金）（消印有効）※延長しました 

 

≪セッション（自由企画ワークショップ）≫ 

（１）参加資格 

企画代表者は申込時に本学会員であること。会員でない方は至急入会手続きを行ってください。 

企画代表者以外の登壇者の会員資格は問いませんが、登壇される非会員の方は、是非この機会に

ご入会ください。 
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（２）テーマ・形式 

セッションのテーマは「共生」または「共生社会」のあり方や展望に係るものとします。 

シンポジウムやパネルディスカッション、対談、ワークショップ等、開催形式は自由です。 

万一、内容が学会の設立趣旨にふさわしくないと判断される場合、開催をお断りさせていただく

ことがあります。ご了承ください。 

 

（３）会場 

1企画につき1教室となります。 

・プロジェクターとスクリーン、マイク、ベルは会場に備え付けてあります。パソコンは必要に

応じてご持参ください。 

 

（４）時間 

大会1日目の9月13日（金）、午後13時以降を予定しています。 

1企画セッションあたり90～120分とします。応募状況によっては90分を下限として、事前に短縮

をお願いすることがあります。 

企画代表者または登壇者が個別報告にも応募している場合、時間が重ならないよう調整します。 

 

（５）成果の公表 

大会後、開催報告（査読なし）を学会誌『共生社会システム研究』にご執筆いただきます。分量

、形式、提出期日等については別途お知らせいたします。 

上記の開催報告とは別に、セッションの成果を「論文」等として積極的にご投稿ください。多重

投稿にならなければ、1企画から複数の投稿があっても構いません。 

 

（６）申込み 

申込みに当たっては、a)セッション開催申請書とb)企画趣旨の両方をご提出ください。 

a)セッション開催申請書は、A4用紙1枚に以下のことを記載してください。 

①企画代表者の氏名： 

②所属機関： 

③企画テーマ： 

④開催形式： 

⑤希望時間枠（90～120分）： 

⑥連絡先住所： 

⑦連絡先電話番号： 

⑧E-Mailアドレス： 

b)企画趣旨は、添付の様式見本をご利用の上、A4用紙1枚をご提出ください。 

 

（７）提出方法 

学会運営委員会事務局まで、a)セッション開催申請書とb)企画趣旨をEメールに添付してお送りく

ださい。送付先メールアドレスは、inamura@afsp.jp です。 

CD-Rなどの電子媒体に原稿ファイルを入れていただき、ご郵送いただいても結構です。その場合

の宛先は下記の通りです。 

 

〒101-0061 東京都千代田区三崎町3-3-3 木下ビル4F 農林統計出版株式会社内  

「共生社会システム学会」運営委員会事務局 宛  

＊なお封筒の表面に「個別報告申込」と朱書きして下さい。） 
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セッションは、2時間程度、形式については主宰者に一任します。テーマに基づいて2～4人が話題

提供する形式を想定しています。話題提供者は会員・非会員を問いません。特に若手を中心とし

た会員(ただし若手に限定されるものではありません)の積極的な企画応募を期待しております。 

 

（８）提出締切日：2019年7月19日（金）（消印有効）※延長しました 

 

 

３．第３回「運営委員会」議事概要の報告 

 

日時：2019年4月13日（土）14:30～17:30 

場所：東京農工大学小金井キャンパス 12号館南棟3階 「交流スペース」 

出席：矢口、古沢、荒木、岡野、桑原、武田、吉田 

 

配布資料： 

資料1：2018年度「共生社会システム学会」第２回運営委員会 議事録（案） 

資料2：入退会者と会員数 

資料3：2019年度大会の準備状況 

資料4：「３つの課題およびSDGsの取り組みと学会１５周年記念事業」についての企画担当者会議

の報告 

資料5：「共生社会システム研究」第13巻編集状況 

資料6：「共生社会システム研究」編集委員会内規 

資料7：投稿原稿審査方針 

 

議事： 

議事１．前回議事録の承認 

資料１の通り、前回議事録が承認された。 

 

議事２．会員動向 

資料2に基づいて入退会の動向が報告された。2019年1月11日～4月9日の間に入会１名、退会１名

。会員数は248名で変動なし。 

 

議事３．大会開催校からの大会準備状況 

資料3（大会実行委員長 福知山公立大学 中尾誠二教授作成）に基づいて2019年度大会の準備状

況が説明された。実行委員会からの案をもとにして審議した結果、多少変更した案を運営委員会

から実行委員会に提案することとした。 

 

・ワークショップは、１時間半～2時間程度を想定して、学会主催のもの（学会設立15周年に向け

た内容、議事４）を設置する。なお学会主催ワークショップの他、会員からもワークショップの

提案を募る。 

・特に若手に個別報告を呼びかける。また理事にもなるべく個別報告をしてもらうよう呼び掛け

る。 

 

議事４．「３つの課題およびSDGsの取り組みと学会１５周年記念事業」企画担当者会議 

 資料４に基づいて審議した。会議の名前を「学会15周年記念事業委員会」に変更する。学会15

周年の2021年に活動成果を出版することを前提に、当面は「共生概念の整理」グループ（理系的
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な立場から木村座長および文系的な立場から岡野委員がとりまとめ）と「地域再生、農の再生」

グループ（荒木副座長古沢副座長がとりまとめ）に取り組む。本年度の大会では両グループ合同

で（または別途に）ワークショップを実施する。 

・ワークショップは、記念事業委員会のメンバーを中心にして構成するが、学会理事にもできる

だけ参加し、発言してもらう。記念事業委員会のメンバーに（手短に）発言してもらい、議論の

たたき台としたい。古沢副座長と荒木副座長を中心にしてワークショップの準備を進める。 

 

・現状、「共生」概念が定義されずに使われている傾向があるので、15周年記念事業委員会では

、まず「共生」概念の整理が重要である。そのため「共生」をかかげる他の学会との連携の可能

性も検討する。他の学会の設立趣旨などを検討材料として利用する。また官庁での取り組み（内

閣府の共生社会政策担当統括官など）も検討する。 

 

議事５．2020年度以降の大会開催校の選定について 

 第２回運営委員会以降、会長・運営委員長が開催可能性のある大学に打診しところ、2020年度

については検討中であることが報告された。 

 

議事６．編集委員会報告 

 資料５・６・７に基づいて、第13巻の準備状況が報告された。投稿7本・うち査読終了6本、査

読中1本。（最終的に６本の論文が掲載される予定） 

 

・投稿を増やすため、大会での個別報告に強く投稿を呼びかけることとした。なお個別報告の座

長からも、特に良い報告については投稿を推薦してもらうこととした。 

・特集の組み方、特集を想定した論文の査読について意見交換した。 

・なお正式には「第13巻第１号」であるが、今まで第2号が出たことがないので、15周年記念事業

の一環として2021年度に第2号を発行することを検討することとした。 

 

議事７．次回日程 

 7月27日（土）14時30分から第4回運営委員会を開催することとした。 

 （その後、7月13日（土）14時30分に変更） 

 

 

４．『共生社会システム研究』編集委員会からの報告 

 

（１）『共生社会システム研究』第13巻について 

 

編集状況は順調であり、福知山公立大学大会時に参加会員に配布する予定です。 

 

（２）『共生社会システム研究』第14巻について 

 

『共生社会システム研究』第14巻への投稿原稿を募集しますので、ふるってご投稿下さい。特に

今年の大会で個別報告される方々はぜひご投稿下さい。 

締切日は10月1日（火）です。締切日を超えた投稿については、原則、次巻（第15巻）掲載の原

稿として取り扱いますので、あらかじめご承知おき下さい。 

このたび、投稿規定および執筆要領が大幅に改定されました。今後、紙媒体の投稿は廃止され

、投稿は電子データのみとなります。このことを含め、当学会ウェブサイトに掲載された投稿規
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定、執筆要領をよく読んで原稿を作成し、投稿してください。 

 

原稿の送り先： 

東京農工大学工学部電気電子工学科 

『共生社会システム研究』編集委員長 岡野一郎 E-mail: i-okano＠cc.tuat.ac.jp 

 

 

５．運営委員会事務局だより 

 

本文中にも記しましたとおり、2019年度大会が9月13日（金）・14日（土）の２日間の日程で福

知山公立大学にて開催されます。中尾誠二実行委員長のもと、地方での開催にふさわしく、『地

方社会における移住人財・ＡＩとの共生』というテーマの下で「地方への日本人ＩＪＵ者」「外

国人財」「ＡＩ」との共生という、今まさに喫緊の課題について議論します。ＡＩはやや異質に

感じられるかもしれませんが、福知山には大きな内陸工業団地があることを踏まえ、今後の地方

の産業振興の方向性としてＡＩを無視することはできないと考えてシンポジウムの中に取り入れ

ることにしました。 

会員の皆様にはおかれましては、2019年度大会にぜひご参加頂けば幸いです。また、投稿原稿

を募集しますので、ふるってご投稿下さい（締め切りは7月5日（金）消印有効）。 

皆様からのニュースレター原稿を募集しております。投稿は吉田(halla☆cc.tuat.ac.jp、☆を

適切に変更して発信してください)までお送りください。ただし一つの原稿は最大でもページの半

分に収まる程度の分量でお願いいたします。 

 

 

会費納入のお願い 

 

2019 年度会費の納入をお願いいたします。会費は、一般会員 6,000 円、学生会員 3,000 円、賛

助会員 20,000 円となっております。2018 年度以前の会費を未納の方は、未納分も含めて納入を

お願いいたします。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 



8 
 

【添付】 

大会個別報告要旨 

 

（個別報告要旨様式：Ａ４判 1枚）  

フォント：和文は明朝体、欧文・数字はCentury 

 

 

  左マージン 23mm         天マージン 28mm        右マージン 23mm 

 

共生社会とは何か 

－ 共生社会へのみちすじ － 

 

       1行あき    

 

府中花子・国分寺太郎＊ 

（共生大学・＊共生研究所） 

 

1行あき    

 

     （本文開始）           

 

 

 

 

 

 

 

地マージン 28mm 

 

 

 

 

 

 

 

共生社会システム学会ニュースレター 第21号 2019年7月1日発行 

編集･発行 共生社会システム学会運営委員会事務局 

連絡先 〒183-8509 東京都府中市幸町3-5-8 

    東京農工大学農学研究院 武田庄平研究室 気付 

TEL: 042-367-5588  E-Mail: takeda@cc.tuat.ac.jp 

郵便振替 00130-6-372850 （加入者名）共生社会システム学会 

 

タイトルは14ポイント、 

サブタイトルは10.5ポイント。

中央揃え。 

著者名は12ポイント、所属は10

.5ポイント。中央揃え。 

本文は10.5ポイント、１行全角46文字、行送

り15ポイント、左右揃え 


