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2021年度（第 45回）総会議案決議について 
 

2018-2020年度 会長 天野武弘 
2021-2023年度 会長 横山悦生 

 
首記の件について以下のようにご報告申し上げます。 
 
報告内容 
1．2021年度総会決議は新型コロナウィルス感染拡
大により書面決議とした。会員に資料を郵送し、6
月 10日消印有効の返信ハガキで回答をいただいた。 
 
2. 決議事項の内容 
第 1号議案 2020年度事業報告 

（2020年 4月～2021年 3月） 
第 2 号議案 2020 年度収支決算報告および会計監

査報告 （2020年 4月～2021年 3月） 
第 3号議案 2021度事業計画案 

（2021年 4月～2022年 3月） 
第 4号議案 2021年度予算案 

（2021年 4月～2022年 3月） 
 
3. 決議事項に対する賛成、反対、棄権の意思表示に
係る議決権の数 
 
決議事項 賛成 反対 無記入 未提出 
第 1号議案 123 0 2 152 
第 2号議案 123 0 2 152 
第 3号議案 123 0 2 152 
第 4号議案 123 0 2 152 

 
4. 当該決議事項が可決されるための要件ならびに
当該決議の結果 

1.書面決議にあたり 

賛否両方に○印または両方に○印がない場合は賛

成とみなす。 

無記名、無記入、未提出の場合は会長一任とする。 

 
 
 
 
 

2.発送数 277 通、賛成 123、反対 0、無記入 2、未
提出による会長一任 152(会長は一任票を全て賛成
票に決定いたしました)。 

3.よって賛成 277、反対 0 で当該決議は可決されま
した。 

 
【集計者】 
2021年 6月 13日 2018-2020年度総務理事  

氏

氏名  小西 伸彦 印（略） 

【確認者】 

2021年 6月 16日  2021-2023年度総務理事  
氏

氏名  尾﨑 徹也 印（略） 

 
 
総会基調講演・研究発表の実施結果 

 

総会担当理事 

 

当初 5月 28日および 29日に予定していた基調講
演と研究発表を、6月 26日にオンラインで開催した。
当学会初の試みとして zoom によるオンライン発表
を実施し、参加申込者は 65名だった。 
 

記 

 
■開催日 6月 26日（土）10時 00分～16時 30分 

 

■基調講演 

10:00〜11:15「臨海工業地帯の歴史地理－神戸と尼
崎の工業地帯形成史比較－」辻川敦氏／前・尼崎

市立地域研究史料館館長 
11:20〜12:35「倉敷における近代建築の保存活用に
ついて」上田恭嗣氏／ノートルダム清心女子大学

名誉教授 
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■研究発表会 

＜研究発表＞ 

13:30〜14:00 市原猛志「鉱滓煉瓦の日本国内におけ

る製造方法とその変遷－九州大学大学文書館所

蔵・九州帝国大学工学部応用化学科学生実習報告

より－」 
14:05〜14:35 日野田晋吾「人形峠のウラン鉱とウラ

ン探鉱坑道の歴史的考察」 
＜産業遺産紹介＞ 
14:40〜15:10 村上裕康「地方における放送局の建築

的特徴－今も残る岡山放送局旧局舎を例として－」 
15:15〜15:45 寺沢安正「大井川鉄道井川線沿線の産

業遺産」 
15:50〜16:20 鈴木敬二「旧三越大阪店の鋼材に再利

用された双頭レール」 

 
 
役員新体制について 
 

2021 年 6 月の第 1 回理事会において、役員新体制

が以下のように決まりました。どうぞよろしくお願

いいたします。 
 
会 長 横山悦生 
理事長 小西伸彦 
理 事（総務）尾﨑徹也 

（経理）大島一朗 
（企画）秋葉 健、大島一朗 
（編集：会誌担当）市川浩、時里奉明 
（編集：ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ担当）中山嘉彦、馬渕浩一 
（広報・WEB）秋葉健、石田真弥、橋本英樹 
（組織）中山嘉彦 
（国際）市原猛志、時里奉明 
（研究）石田真弥、市川 浩、時里奉明、 

中山嘉彦、馬渕浩一 
監 査 後藤充伯、高木翔子 

※敬称略 
 
 
産業遺産学会 2021 年度全国大会（佐渡） 
zoom 会議開催のご案内 

担当理事 大島一朗 
 

佐渡は古くから「金の島」と呼ばれ、16 世紀から

金銀山の開発が本格化しました。江戸時代には、わ

が国最大の金銀山として世界有数の産出量を誇り、

明治時代以降、西洋の技術導入とわが国独自の技術

革新によって産出量がさらに増加し、1989（平成元）

年の採掘休止まで金 78t、銀 2,330t が産出されたと

いわれています。 
 

 
北沢浮遊選鉱場 撮影：天野 武弘 

 
佐渡では相川地区を中心に多くの産業遺産が現存

し、2010（平成 22）年 11 月には「金を中心とする

佐渡鉱山の遺産群」として、ユネスコの世界遺産暫

定リストに記載されました。 
今年度の全国大会は、この歴史ある佐渡で開催予

定でした。しかし、新型コロナウィルスによる感染

拡大が依然続いていること、移動による会員のみな

さまの感染リスクと現地へのリスクをも考慮し、下

記内容で分割して開催させて頂くことになりました

のでお知らせいたします。 
1) 基調講演：10 月 16 日（土）に zoom で開催 
2) 研究発表：11 月 27 日（土）に zoom で開催 
3) 見学会： 来年度に延期 
みなさまのご理解を宜しくお願い申し上げます。 
 
○基調講演（zoom）開催：10 月 16 日（土） 
・基調講演 

鈴木 一義氏 
（国立科学博物館産業技術史資料情報センター長） 
宇佐美 亮氏 

（佐渡市世界遺産推進課世界遺産保存係長） 
佐渡の世界遺産に向けた活動および産業遺産に

関するご講演などを予定しております。 
詳しいテーマは、別途 HP などでお知らせします。 
 

○研究発表（zoom）開催：11 月 27 日（土） 
・研究発表テーマ 

募集対象は、産業考古学、産業遺産研究に関する

内容としますが、テーマは自由です。 
佐渡、あるいは世界遺産の保存利活用に関するテ

ーマも推奨いたします。 
みなさまのご応募をお待ちしております。 

・研究発表申込 
ご応募の際は、まず発表要旨をご提出ください。 
査読委員会で査読し、採否を決定します。次の項

目を遵守してください。①表題、②要旨（800 字

程度）、③執筆者と報告者全員の氏名・所属、④連

絡先（メールアドレスと電話）を記載し、E-mail
または郵送でお申込ください。 
E-mail：kenkyu2021@sangyo-koukogaku.net 
郵送：〒104-0033 東京都中央区新川 2-22-4  

新共立ビル 2F 株式会社共立気付 
産業遺産学会 2021 年度全国大会（佐渡）
事務局 

締切日：9月 20日（月） 
採否の結果は 9月 25日（土）までに連絡します。 

・研究発表予稿原稿 
原稿は学会 HPの年報用テンプレートを使用し、4
ページ以内でお送りください。 
締切日：10月 20日（水） 
 

○基調講演、研究発表の参加申込 
・参加申込 
基調講演、研究発表に参加ご希望の方は 
kikaku@sangyo-koukogaku.net 
にメールでご連絡ください。折り返し zoom によ
る開催案内をメール連絡させて頂きます。 
申込締切日：10月 14日（木） 
参加費用は、学会員は基調講演、研究発表いずれ

も無料です。多数のご参加をお待ちしております。 
なお、今回は zoom 開催のため、一般の方々にも
有料でご参加頂けるようにいたします。参加費用

は基調講演、研究発表それぞれ 500円です。 
申込方法については、学会 HPでご案内します。 

・基調講演資料、予稿集送付 
基調講演資料 
参加申込された方に PDF ファイルで 10 月 14
日（木）までに送付させて頂きます。 

研究発表予稿集 
上記の研究発表完成稿の編集完了後、参加申込

された方に 11 月 10 日（水）までに PDF ファ
イルで送付させて頂きます。 

 
○見学会（来年度開催予定） 
詳細が決まりましたら、お知らせいたします。 

 
 
各種公募について 

企画担当理事 
 
以下の 2 つの事業については、近日中に告知させ
ていただきます。ホームページをご覧いただき、積

極的に応募くださるようお願いいたします。 
 
〇第 2 回「セルロイド産業文化基金」 
セルロイド産業文化研究会（岩井薫生代表）のご支

援による若手研究助成を今年度も募集します。応募

対象者の要件に変更があります。 

〇推薦産業遺産および功労者 
推薦産業遺産と功労者を募集します。審査に際し、

学会誌などに原稿を投稿していただくことが必要で

す。 
 
【追悼】「小寺次郎氏との思い出」   

熊本産業遺産研究会 松本晉一 
 
 5月 16日、永年にわたり評議員を務められた本学
会航空分科会・小寺次郎主査の訃報に接し、氏とは

大分暫らくご無沙汰をしていたことに気が付かされ

たのでした。 
振り返れば、最初の出会いは確か 2009年 11月に

当学会が主催した「日蘭通商 400年記念歴史的造船
施設シンポジウム」（船の科学館会場）の時でした。

その時なぜか飛行機の話になり、時代は別ですが、

お互いにパイパーチェロキーの同機種で飛行訓練を

したことで意気投合したのを思い出します。また航

空高専で開催された学会の際にも校内の展示機を見

て色々と語り合いました。でも、例年開催の航空分

科会では距離の関係もあり、余り参加出来なかった

ことを今になって悔やんでいる次第です。 
以下は私の仕事（歯科医院）の創立 70周年誌（平

成 28 年）にご寄稿頂いた文章「自分史の九州シリ
ーズと松本晉一先生」の文中から互いの交流を少し

ご紹介してみます。 
 「平成 15 年所沢航空発祥記念館で初めて会った
のが最初。翌年靖国の遊就館で 52 型零戦を見なが
らの語り、同 17 年には熱海にお住まいの川上顕治
郎先生と共にお茶をする。同 21年 12月日野熊蔵を
輩出した人吉市主催の航空百周年（代々木公園）へ

の分科会の協力、同 23 年 5 月伊東の住まい近くの
川奈ホテル他で川上前会長と共にした交流、同 25
年熊本県八代市で発見された海軍艦攻機「流星」風

防に関する収集資料と流星のプラモデルを送った」

とあり、それが氏との航空産業遺産でのご縁の最後

でした。 
 そして特に思い出すのは、ある時、なぜか航空分

科会の優良会員だと云うことでボールペンを贈呈さ

れたこと、これらの不思議なご縁を昨日の様に思い

出しているところです。 
 思えば、本当はもう少しお住まいの伊東にお邪魔

して、色々と航空談義を語り合いたかったのと、氏

のご専門である建築に関する産業遺産の蘊蓄につい

て、もう少しお聞きしておけばよかったと後悔仕切

です。皆さまと共に小寺次郎さまのご冥福をお祈り

申し上げます。 
 
（編集委員より追記）2021年 3月 31日、小寺次郎
会員がお亡くなりになりました。謹んでご冥福をお

祈りいたします。 
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13:30〜14:00 市原猛志「鉱滓煉瓦の日本国内におけ
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（編集：ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ担当）中山嘉彦、馬渕浩一 
（広報・WEB）秋葉健、石田真弥、橋本英樹 
（組織）中山嘉彦 
（国際）市原猛志、時里奉明 
（研究）石田真弥、市川 浩、時里奉明、 

中山嘉彦、馬渕浩一 
監 査 後藤充伯、高木翔子 

※敬称略 
 
 
産業遺産学会 2021 年度全国大会（佐渡） 
zoom 会議開催のご案内 

担当理事 大島一朗 
 

佐渡は古くから「金の島」と呼ばれ、16 世紀から
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内容としますが、テーマは自由です。 
佐渡、あるいは世界遺産の保存利活用に関するテ

ーマも推奨いたします。 
みなさまのご応募をお待ちしております。 

・研究発表申込 
ご応募の際は、まず発表要旨をご提出ください。 
査読委員会で査読し、採否を決定します。次の項

目を遵守してください。①表題、②要旨（800 字

程度）、③執筆者と報告者全員の氏名・所属、④連

絡先（メールアドレスと電話）を記載し、E-mail
または郵送でお申込ください。 
E-mail：kenkyu2021@sangyo-koukogaku.net 
郵送：〒104-0033 東京都中央区新川 2-22-4  

新共立ビル 2F 株式会社共立気付 
産業遺産学会 2021 年度全国大会（佐渡）
事務局 

締切日：9月 20日（月） 
採否の結果は 9月 25日（土）までに連絡します。 

・研究発表予稿原稿 
原稿は学会 HPの年報用テンプレートを使用し、4
ページ以内でお送りください。 
締切日：10月 20日（水） 
 

○基調講演、研究発表の参加申込 
・参加申込 
基調講演、研究発表に参加ご希望の方は 
kikaku@sangyo-koukogaku.net 
にメールでご連絡ください。折り返し zoom によ
る開催案内をメール連絡させて頂きます。 
申込締切日：10月 14日（木） 
参加費用は、学会員は基調講演、研究発表いずれ

も無料です。多数のご参加をお待ちしております。 
なお、今回は zoom 開催のため、一般の方々にも
有料でご参加頂けるようにいたします。参加費用

は基調講演、研究発表それぞれ 500円です。 
申込方法については、学会 HPでご案内します。 

・基調講演資料、予稿集送付 
基調講演資料 
参加申込された方に PDF ファイルで 10 月 14
日（木）までに送付させて頂きます。 

研究発表予稿集 
上記の研究発表完成稿の編集完了後、参加申込

された方に 11 月 10 日（水）までに PDF ファ
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○見学会（来年度開催予定） 
詳細が決まりましたら、お知らせいたします。 

 
 
各種公募について 

企画担当理事 
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大分暫らくご無沙汰をしていたことに気が付かされ

たのでした。 
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て色々と語り合いました。でも、例年開催の航空分

科会では距離の関係もあり、余り参加出来なかった

ことを今になって悔やんでいる次第です。 
以下は私の仕事（歯科医院）の創立 70周年誌（平

成 28 年）にご寄稿頂いた文章「自分史の九州シリ
ーズと松本晉一先生」の文中から互いの交流を少し

ご紹介してみます。 
 「平成 15 年所沢航空発祥記念館で初めて会った
のが最初。翌年靖国の遊就館で 52 型零戦を見なが
らの語り、同 17 年には熱海にお住まいの川上顕治
郎先生と共にお茶をする。同 21年 12月日野熊蔵を
輩出した人吉市主催の航空百周年（代々木公園）へ

の分科会の協力、同 23 年 5 月伊東の住まい近くの
川奈ホテル他で川上前会長と共にした交流、同 25
年熊本県八代市で発見された海軍艦攻機「流星」風

防に関する収集資料と流星のプラモデルを送った」

とあり、それが氏との航空産業遺産でのご縁の最後

でした。 
 そして特に思い出すのは、ある時、なぜか航空分

科会の優良会員だと云うことでボールペンを贈呈さ

れたこと、これらの不思議なご縁を昨日の様に思い

出しているところです。 
 思えば、本当はもう少しお住まいの伊東にお邪魔

して、色々と航空談義を語り合いたかったのと、氏

のご専門である建築に関する産業遺産の蘊蓄につい

て、もう少しお聞きしておけばよかったと後悔仕切

です。皆さまと共に小寺次郎さまのご冥福をお祈り

申し上げます。 
 
（編集委員より追記）2021年 3月 31日、小寺次郎
会員がお亡くなりになりました。謹んでご冥福をお

祈りいたします。 
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4月（2020年度）理事会 

2021年 4月 28日（メールによる書面審議） 
新型コロナ感染症の急拡大に鑑み、倉敷市での 2021
年度総会の現地開催を断念する。代替は以下とする

ことで合意した。 
【総会】5月 20日頃、全会員に総会資料を送付する。
同封の返信ハガキを利用し、6月 10日までに議案へ
の賛否を回答する。結果はニューズレター第 22 号
で報告する。 
【基調講演・研究発表会】6月 26日、zoomによる
オンライン開催（基調講演 10：00～12：35、研究
発表会 13：30～16：20）とする。参加希望者は返
信ハガキにてメールアドレスを示す。参加費は無料。 
【予稿集】1 部 1,500 円（送料込み）で頒布する。
総会資料に同封した払込書を利用する。事務局から

予稿集を発送する。  
【見学会】中止する。 
 
5月（2020年度・2021年度）理事会 
2021年 5月 12日（メールによる書面審議） 
・2021年度総会配布資料、議案承認返信ハガキ、研
究発表予稿集申込用紙の記載内容について承認した。 
 
6月（2021年度）理事会 
2021年 6月 20日（zoomによるオンライン会議） 
・総会議案の投票結果について（報告） 
・ニューズレター デザインについて（報告） 
・会誌とニューズレター編集方針について（確認） 
・全国大会（佐渡市）について（審議方法確認） 
 
6月（2021年度）理事会 
2021年 6月 25日（zoomによるオンライン会議） 
・全国大会（佐渡市）について審議し、現地開催は

困難と判断した。基調講演・研究発表を zoom で開
催する方向で合意した。 
 
7月（2021年度）理事会 
2021年 7月 5日（zoomによるオンライン会議） 

・今後の総会、全国大会のあり方について 

・全国大会（佐渡）の準備について 

・メルマガの発行準備について 

 

7月（2021年度）理事会 
2021年 7月 12日（zoomによるオンライン会議） 
・全国大会（佐渡）について 

 

 

 

 

新入会員紹介（敬称略、専攻・関心のある分野） 
 
◇坂口友良 
◇伊藤華余子（キャリア教育、技術教育） 
◇倉田研一（蚕業、技術者養成制度） 
◇徳野尾徹（建築学） 
◇佐藤 功（技術史、産業史） 
◇八幡浩二（考古学、たたら製鉄） 
◇村上裕康（放送局史、建築史、歴史地理） 

※どうぞよろしくお願いします。 
 

会費納入のお願い 
 

2021年度会費 6,000円（過年度会費未納のある方
は併せ）を未納の方は、急ぎ納入をお願いします。 

 
郵便振替口座  ００１７０－１－４１８８８２ 
口座名義    産業遺産学会 
 
学会名称の改名に伴い、会費振込用の郵便口座の

名義を変更しました。振替番号は変更ありません。

ATMまたは「ゆうちょダイレクト」からの振込をお
願いします。 
入金年度が不明の方は事務局へお問い合わせくだ

さい。 
 
編集委員会より 
 
学会名称変更に伴い、鯱丸邦生会員に依頼して学

会ロゴマークのデザインを制作していただきました。

このロゴマークを基に、ニューズレターの表紙デザ

インも刷新しました。 
 
2021 年度よりニューズレターと会誌の編集作業
を 4名で分担いたします。ニューズレターは中山嘉

彦理事と馬渕浩一理事が、会誌は市川浩理事と時里

奉明理事が担当します。 
 
ニューズレター原稿は、馬渕浩一理事宛にお送り

下さい。 
E-mail：scolari1975@gmail.com 

 
※新型コロナ感染症拡大の影響により、総会、全国

大会の開催が従来どおりの日程、方法で実施するこ

とができない可能性があります。そのため、今年度

のニューズレターの発行日がやや流動的になること

があります。ご容赦ください。 
 
会誌『産業考古学』への投稿は、市川浩理事宛に

お送りください。 
E-mail：ichikawa@hiroshima-u.ac.jp 
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インも刷新しました。 
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とができない可能性があります。そのため、今年度
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※投稿締切は 12月末、発行は 2022年 5月を予定し
ています。投稿に際しては、本年 9月以降、学会ホ
ームページ上の告知をご覧ください。 
 
 
現況届の提出について 
 
今年度よりメルマガを利用し、情報提供の機会を

増やす予定です。また、速報性の高いお知らせ（役

員選挙結果、総会の概要）などをすでにお送りして

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後、感染症の拡大による全国大会の中止、延期、

行事の一部変更など、緊急連絡が必要になる場面も

想定されます。その意味からもメールアドレスを含

む現況届のご提出をお願いいたします。 
現況届をお送りいただいていない方は、学会ホー

ムページから届出用紙をダウンロードしていただき、

下記まで送信下さるか、郵便、FAXなどでお送りく
ださい。何とぞご協力をお願いいたします。 
 

E-mail: kaiin@sangyo-koukogaku.net 
FAX： 03-3553-2047 
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