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産産業業学学会会ニニュューーズズレレタターー  
 

<産業学会 2010 年度全国研究会> 

産業学会 2010 年度（第 48 回）全国研究会は、6 月 19 日（土）、20 日（日）の両日、高知大学朝倉キャ

ンパスにて 89 名の参加を得て開催されました。実行委員長で同大学の中道一心氏をはじめ研究会開催にご

尽力を賜った皆様に感謝申し上げます。たいへんお世話になりました。 

研究会に併せて 2010 年度の定例理事会と会員総会が行われ、以下のことが承認されました。 

 

１．2009 年度活動報告 

(1)会員異動：入会 17 名、退会 4 名、死去 1 名、自然退会 12 名。増減なしで 327 名（6 月 20 日時点、資

料①、p. 3） 

(2)2009 年度会計報告が事務局より行われ、引き続き水口和寿会計監査より会計監査報告があり、これらが

承認されました。（資料②、p. 4、監査の署名・捺印は省略） 

(3)日本経済学会連合会の活動について大西勝明理事より報告がありました。 

(4)『研究年報（第 25 号）』の刊行について宮田由紀夫編集人より報告がありました。 

 

２．2010 年度活動計画 

(1) 理事の選任（任期 2 年） 

任期満了に伴い下記の新理事が選出されました。（支部毎 50 音順） 

東部： 板垣 博（武蔵大学）、大西 勝明（専修大学）、苑 志佳（立正大学）  

小林 世治（日本大学）、富野 貴弘（明治大学）、山﨑 朗（中央大学）  

中部： 明石 芳彦（大阪市立大学）、肥塚 浩（立命館大学）、塩地 洋（京都大学） 

孫 飛舟（大阪商業大学）、宮田 由紀夫（関西学院大学） 

西部： 清水 一史（九州大学）、田村 大樹（北九州市立大学）、 

堀井 伸浩（九州大学）、宮崎 卓朗（佐賀大学） 

なお、東部の上山邦雄理事（城西大学、前会長）、古賀義弘理事（嘉悦大学）、近能善範理事（法政大

学）、深川由起子理事（早稲田大学）が退任されます。 

(2) 任期満了に伴い下記の新役員が選出されました。 

会長    明石 芳彦（中部） 

事務局長  田村 大樹（西部、留任） 

会計監査  水口 和寿（西部、留任） 

(3) 2010 年度予算案について承認されました。（資料③、p.3） 
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(4)『研究年報（第 26 号）』の編集・発行が行われることになりました。 

投稿査読制度の導入と今年度の締切日が承認されました。 

投稿締切日：2010 年 8 月 31 日  最終原稿締切日：2011 年 2 月 15 日 

（執筆要領等につきましては学会 HP に掲載しております） 

(5)2011 年度の全国研究会は下記の予定で開催されます。 

日時：    2011 年 6 月 11 日(土)、12 日(日) 

会場：    立正大学 

実行委員長： 苑 志佳氏（立正大学） 

 

(6)2010 年度部会について 

部会 日時・場所 問合せ先 (発表申込締切) 

東部 
11 月 13 日(土） 13：00～18：00 

明治大学駿河台キャンパス リバティタワー８階 1086 教室

山﨑 朗 氏 （10 月 31 日） 

yama@tamacc.chuo-u.ac.jp 

中部 
12 月 11 日（土）  

大阪商業大学図書館 4 階ネットワーク・レクチャー・ルーム

孫 飛舟 氏 （11 月 15 日） 

sunfz@daishodai.ac.jp 

西部 
11 月 27 日（土） 13：30～18：00 

九州大学経済学部大会議室（６F） 

堀井 伸浩 氏 （11 月 1 日）

horii@en.kyushu-u.ac.jp 

自動車産業（東部） 
９月 28 日（火）18：00～21：00 

立正大学大崎キャンパス（予定） 

上山 邦雄 氏 

ｋａｍｉ@blue.ocn.ne.jp 

自動車産業(中部) 
9 月 18 日(土)14:00～18:00 

京都大学経済学部 201 演習室(2 階) 

塩地 洋 氏 

shioji@econ.kyoto-u.ac.jp 

イノベーション研究 

9 月 25 日（土） 13：00～17：30  

大阪市立大学大学院創造都市研究科・梅田サテライト教

室（大阪駅前第２ビル、６階） 

明石 芳彦 氏 （9 月 11 日）

akashi@gscc.osaka-cu.ac.jp 

各部会の最新情報につきましては、HP にて随時更新いたします。ご確認ください。 

 

 

<会費納入のお願い> 

2010 年度分の会費未納の方には、郵便振込用紙を同封しておりますので、よろしくお願い申し上げます

（口座番号 01750-0-85110）。一般 7000 円、学生 3500 円です。手数料は各自ご負担ください。また、2008

年度、2009 年度の会費が未納の方にはその旨お知らせする紙を同封しておりますので、あわせてお支払い

ください。３年間会費未納ですと自然退会となりますのでご注意ください。なお、特別な事情で銀行口座

しかご利用できない方は、「福岡銀行守恒支店、普通 604035、産業学会事務局田村大樹」の口座への振込

も可能ですが、できるだけ郵便口座をご利用ください。勤務先からの銀行振込では、勤務先の名称しか通

帳に記入されず、どなたが支払われたのか判断できない事態が生じます。やむを得ず銀行振込をご利用の

場合は、事務局にメールで振込日をお知らせいただきたく存じます。 
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<名簿作成への協力のお願い> 

本年度事業として会員名簿を作成いたします。名簿作成にあたり、会員情報の確認をしております。本

ニューズレターに同封の葉書に情報修正等必要事項を記入して、目隠しシールを張ったのちに御投函くだ

さい。なお、これまで住所、電話番号につきましては自宅と所属先のものをお知らせいただいておりまし

たが、事務管理上の都合により、いずれでもかまいませんが学会への窓口を一本化していただくことにな

りました。ご了承ください。また、メールアドレスの記載率を高めたいと考えております。差し支えのな

い方は必ずご記入ください。 

 

資料① 

入会（17 名、受付順）： 末永 啓一郎（城西大学）、小森 正彦（日本政策投資銀行）、趙 洋（東北大学

大学院）、王 文超（京都大学大学院）、韓 光燦（京都大学大学院）、向 渝（立命館大学）、武田 至

弘（経済産業省）、小長谷 一之（大阪市立大学大学院）、菊池 航（立教大学大学院）、小川 秀貴（㈱

小川モータース）、山本 匡毅（㈶機械振興協会経済研究所）、久我 由美（九州大学）、前田 耕作（立

命館大学大学院）、津川 礼至（大阪市立大学大学院）、上野 貴弘（㈶電力中央研究所）、野村 俊郎

（鹿児島県立短期大学）、呉 暁林（法政大学） 

※）新入会員の連絡先等の情報は近日送付予定の会員名簿にてご確認ください。 

退会（４名、50 音順）：石原 照敏、菅原 尚雄、隅倉  直寿、中野 安 

死去（１名）： 小林 清人（元会長、名誉会員） 

自然退会（12 名、50 音順）：李 震雨、加藤 登宇子、五味 紀男、銭 佑錫、田村 太一、崔 佑榮、

南保 勝、松井 温文、松本 勇樹、三宅  和彦、山田 伸顯、楊 慶敏 

 

資料③ 

2010 年度（2010.4.1～2011.3.31）予算案 

前年度繰越金 1,581,509 大会準備金 100,000
会費 1,600,000 大会運営費 130,000
利息 200 地方部会運営費 120,000
雑収入 15,000 東部 60,000

中部 30,000
西部 30,000

自動車産業研究部会運営費 30,000
東部 20,000
中部 10,000

イノベーション研究部会運営費 10,000
事務局費 270,000

名簿作成費 150,000
日本経済学会連合会分担金 70,000
研究年報刊行費 605,540

印刷費（25号） 485,100
諸経費（25号） 10,000
電子化・登載（25号） 55,440
編集費（25,26号） 35,000
論文審査謝礼（26号） 20,000

予備費 1,861,169
合計 3,196,709 合計 3,196,709

収入 支出
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資料② 

 2009 年度会計報告（2009.4.1～2010.3.31） 

一般会計

項目 予算 決算 項目 予算 決算
前年度繰越金 717,435 717,435
会費収入 1,600,000 1,781,500 大会準備金 100,000 100,000
利息収入 300 214 大会運営費 130,000 130,000
雑収入 15,000 18,000 地方部会運営費 120,000 120,000

（年報外販<大学等>） (15,000） （東部） (60,000） (60,000）

（年報外販<個人>） (3,000） （中部） (30,000） (30,000）

（西部） (30,000） (30,000）

自動車産業研究部会運営費 30,000 30,000
（東部） (20,000） (20,000）

（中部） (10,000） (10,000）

イノベーション研究部会運営費 10,000 10,000
事務局費 100,000 106,100
日本経済学会連合会分担金 35,000 0
研究年報刊行費 384,100 439,540

(印刷費） (359,100） (359,100）

(編集費） (15,000） (15,000）

(諸経費<執筆料、データ作成>） (10,000） (64,440）

予備費 1,423,635 0
<収入総額> <1,785,714> <支出総額> <935,640>

次年度繰越金 1,581,509

合計 2,332,735 2,517,149 合計 2,332,735 2,517,149

2009年度末財産目録
ゆうちょ銀行振替口座 2,304,000

福岡銀行普通預金 713,597
現金 53,912
合計 3,071,509

特別会計

前年度繰越金
特別会計受入 特別会計払出

次年度繰越金

2009年度末財産費目
一般会計次年度繰越金 1,581,509
特別会計次年度繰越金 1,490,000

合計 3,071,509

収入 支出

収入 支出
1,490,000

0 0

1,490,000

 

 4


