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地域経済研究会の会則及び概要 

地域経済研究会会則 

第 1条（名称） 

本会は、地域経済研究会と称する。 

第 2条（目的） 

本会は、地域経済に関する研究及びその普及、並びにこれらの

研究者の連絡協同を目的とする。 

第３条（事業内容） 

本会は、研究会の開催、会誌及び書籍の刊行、その他本会の目

的を達成するに適当な諸事業を行う。 

第４条（会員） 

本会の目的に賛同して会員となるには、本会に申込み、事務局

の承認を受けることを要する。会員は、年会費 1,000円を納め

ることとする。 

第５条（代表者） 

会員によって互選されたものが代表者となり、会務を執行する。 

第 6条（事務局） 

代表者のもとに事務局及び会計担当者をおき、日常の業務を執

行する。 

第 7条（事務所） 

本会の事務所は、京都市左京区吉田本町京都大学経済学研究科

の岡田知弘研究室に置く。 

第 8条（設立年月日） 

本会は、1996年 5月 11日に設立する。 

地域経済研究会の概要 

【概要】 

本研究会は、地域経済の理論、歴史、現状に関心のもつ研究者、

大学院生、社会人が、隔月で開いている研究会である。 

【会の略史】 

1996年 5月 11日（土）    第１回研究会開催 

2016年 3月 5日（土）  第 104回研究会開催 

【代表者】 

岡田知弘（京都大学大学院経済学研究科教授） 

【事務局・会計担当者】 

望月理生（京都大学大学院経済学研究科） 

金 佑 榮（京都大学大学院経済学研究科） 

【機関誌】 

『資本と地域』（毎年 1回発行） 

【事務局連絡先】 

〒606－8501 

京都市左京区吉田本町 

京都大学大学院経済学研究科 岡田知弘研究室 

Tel／Fax：075－753－3462（研究室直通） 

E-mail：okada@econ.kyoto-u.ac.jp 

 

 

 

投稿規程と執筆要項 
投稿規程 

１． 本誌は主として、地域経済研究会内外の会員による地域

経済および関連諸分野の研究成果を掲載する。 

２． 本誌は原則として、毎年 1回発行する。 

３． 本誌への投稿に際しては、以下の規定に従うこと。 

（１） 本誌への投稿原稿は、地域経済および関連諸分野に

限る。 

（２） 他で審査中あるいは掲載予定となっているものは、

本誌への投稿・発表を認めない。 

（３） 投稿者は事務局宛に以下の全てをメールすること。 

・ 原稿のファイル 

・ 原稿の表題、投稿者の氏名・ふりがな、所属機関名と

肩書等、連絡先[郵便番号、住所、電話番号、メールア

ドレス] 

４． 投稿原稿については編集委員会で審査し、掲載の採否を

決定する。 

５． 本誌掲載に際しての著者校正は 1 回(初校のみ)とする。 

６． 原稿執筆の様式は執筆要項に従うこと。 

７． 原稿およびその他の送付物はいずれも返却しない。 

８． 本誌に掲載された論文等の著作権は地域経済研究会に

帰属するものとする。なお， 論文等は一定期間経過後、

電子メディアによる論文情報検索・参照サービス等を利

用して公開する。 

９． 投 稿 の 宛 先 は 、 地 域 経 済 研 究 会 事 務 局 宛

（okada@econ.kyoto-u.ac.jp）とする。 

 

執筆要項 

１． 論文は図表を含めて上限を 30,000字程度とする。 

２． 研究ノートは図表を含めて上限を 20,000字程度とする。 

３． 書評は 4,000字以内とする。 

４． 原稿は、横書きで、句読点も含めて１枡１字（欧文およ

び数字は１枡２字）で作成する。ワープロを使用する場

合は、余白・行間を充分にとること。 

５． 注は、引用注・説明注を区別せず、通し番号を付して一

括して本文の末尾に記す。章あるいは節ごとに分割しな

い。なお、引用・参照文献の表示方法については、WEB

サイト(http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~okada/)におい

て、引用文献の表示方法の標準的なスタイルを示してい

るので参照されたい。 

６． 人名など特殊な場合以外は、なるべく常用漢字・新かな

づかいを用いる。なお、資（史）料を引用する場合は、

かなづかいはそのままとし、旧字（正字）の部分を通用

の書体（新字）に直す。たとえば「圓」は「円」、「鐵」

は鉄。 

７． 単位の表記については、スペースを節約するため、でき

るだけ％、㎏などの略字を用いる。数字の表記について

は、原則としてアラビア数字を使用する。桁数の多い数

字の場合は、「5 億 6,524 万円」のように適宜単位を補

ってもよい。 

８． 謝辞は掲載できない。 

「2012年 2月 一部改正」 



編集者のひとり言 

 

『資本と地域』第 11 号をお手元にお届けさせていただきます。まずは、巻頭言を執筆戴きました西堀先生をはじめ、

論文や研究ノート、エッセイの執筆者の方々に御礼申し上げます。また、地域経済研究会のために、会費やカンパを戴い

た会員の方々にも御礼申し上げます。多くの方に支えられて、無事に発刊できたことを喜ばしく思います。 

今回も前回と同じく、牧野さん、金くん、河内くん、陳さんが編集委員として加わってくれました。お疲れ様でした。

僕自身も編集作業に携わってソフトの使い方や図表の挿入の仕方が大分上手くなったような気がします。雑誌編集に関

わった経験が、編集委員メンバーの今後に活かされればと願います。しかし、なんとか次号も発刊できるようにしたいと

思いますが、人員的に新しいメンバーが入ることがないために、どのような形で『資本と地域』を継続できるか、あるい

は休刊まで視野に入れた話し合いを持つ必要も感じています。そちらにおいても、会員の皆さんに意見を賜りたいと思

っていますので、是非ご教授たまわりますようお願いします。 

（三重遷一） 
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