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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 2011 年度全国研究会> 

産業学会 2011 年度（第 49 回）全国研究会は、6 月 11 日（土）、12 日（日）の両日、立正大学大崎キャ

ンパスにて 86 名の参加を得て開催されました。実行委員長で同大学の苑志佳先生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 2011 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。 

 

１．2010 年度活動報告 

(1)会員異動：入会 19 名、退会 8 名、死去 1 名、自然退会 8 名。純増 2 名で 329 名（6 月 9 日時点、資料

①、p. 3） 

(2)2010 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. 3、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 26 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。 

 

２．2011 年度活動計画 

(1) 事務局長の交代及び事務局の移転が承認されました。 

  新事務局長：孫 飛舟（大阪商業大学総合経営学部） 

 新事務局住所：〒577-8505 東大阪市御厨栄町 4-1-10 大阪商業大学 孫飛舟研究室気付 

Tel/Fax：06-6785-6203  E-mail：sunfz@daishodai.ac.jp 

※前事務局長の田村大樹先生（北九州市立大学経済学部）に 3 年間にわたって事務局業務をご担当いただ

き、本当にお疲れ様でした。 

 (2) 理事の交代が承認されました。 

  西部部会：宮崎 卓朗氏（佐賀大学）から久野 国夫氏（九州大学）へ 

 (3) 2010 年度予算案について承認されました。（資料③、p.4） 

(4)『研究年報（第 27 号）』の編集・発行が行われることになりました。 

今年度の締切日が承認されました。 

投稿締切日：2011 年 8 月 31 日  終原稿締切日：2012 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)以下の 3 名が名誉会員として承認されました。 

   西田 稔 氏、  安喜 博彦 氏、  矢田 俊文 氏 
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(6)2012 年度の全国研究会は下記の予定で開催されます。 

日時：2012 年 6 月 9 日(土)、10 日(日) 

会場：関西学院大学国際学部・イノベーション研究センター（兵庫県西宮市上ヶ原一番町 1-155） 
実行委員長： 宮田 由紀夫 氏（関西学院大学） 

 

(7)2011 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 
12 月 17 日 13：00～ 
明治大学（予定） 

山﨑 朗 氏 （10 月 31 日）
yama@tamacc.chuo-u.ac.jp 

中部 
12 月 10 日 14：00～ 
大阪商業大学（予定） 

孫 飛舟 氏 （10 月 31 日）
sunfz@daishodai.ac.jp 

西部 
11 月 26 日 13：30～18：00 
九州大学経済学部大会議室(6F)（予定） 

堀井 伸浩 氏 （10月31日）
horii@en.kyushu-u.ac.jp 

自動車産業（東部） 

第 3回 ７月 30 日（土）15：00～18：00 
立正大学大崎キャンパス 11 号館 8階第 6 会議室 
報告者：依藤昭夫（日中投資促進機構事務局主査）

渡部陽（日中自動車交流協会理事長） 

上山 邦雄 氏 
kami@blue.ocn.ne.jp 

自動車産業(中部) 
9 月 3 日 14：00～18：00 
（京都大学法経総合研究棟 201 演習室） 

塩地 洋 氏 
shioji@econ.kyoto-u.ac.jp 

イノベーション 
9 月 24 日 13：00～17：30 
大阪市立大学梅田サテライト教室 
（大阪駅前第 2ビル、6Ｆ、大学院創造都市研究科教室）

明石 芳彦 氏 
akashi@gscc.osaka-cu.ac.jp 

各部会の 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> 

2011 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 00900-1-144160）。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、2009

年度、2010 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、事務局にメールでお問い合わせください。 

 

<『研究年報（第 26 号）』の送付について〉 

 6 月 11 日～12 日の全国研究会にご参加され、その場で 2011 年度分の会費を納付された方については、

会場の受付にて『研究年報（第 26 号）』を配付しておりました。それ以外の方については、2011 年度分の

会費をご納入いただき、事務局がそれを確認した時点で『研究年報（第 26 号）』をお届け出の住所宛てに

メール便にて郵送させていただきます。何かご不明な点があれば、事務局にメールでお問い合わせくださ

い。 

 

〈以  上〉 
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資料① 

入会（19 名）： 相生 公成（㈱CSK システムズ）、近藤 淳（京都大学大学院経済学研究科・学生）、崔 

一鑫（久留米大学比較文化研究科・学生）、末永 茂（所属なし）、田口 直樹（大阪市立大学大学院

経営学研究科）、陳 俊甫（産業技術大学院大学産業技術研究科）、徳丸 義也（大阪市立大学大学院経

営学研究科・学生）、中村 真悟（大阪市立大学大学院経営学研究科付属先端研究教育センター）、則

竹 茂年（㈱豊田中央研究所）、橋本 良子（立命館大学経営学研究科・学生）、濱中 眞人（さいたま

商工会議所）、東谷 仁志（名古屋市立大学経済学研究科・学生）、兵藤 友博（立命館大学経営学部）、

福永 哲也（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング㈱）、藤川 健（愛媛大学法文学部）、矢野 由喜子（㈱

IBT）、湯川 抗（㈱富士通総研経済研究所）、魯 遠（久留米大学比較文化研究科・学生）、鷲尾 友

春（関西学院大学国際学部） 

退会（8名）： 周 春芳、上野 紘、小森 正彦、丸山 恵也、谷江 武士、福島 久一、柏木 啓一、

佐々木  崇暉 

死去（1名）： 渡辺  徳二（元会長、名誉会員） 

自然退会（8名）： 生川  聡、大島  正己、久保 亮一、斎藤 誠志、曹 勤、立見 淳哉、松本 元、 

山崎 泰央 

 

資料② 

 2010 年度会計報告（2010.4.1～2011.3.31） 
一般会計 

収入 支出 

項目 予算 決算 項目 予算 決算 

前年度繰越金 1,581,509 1,581,509       

会費収入 1,600,000 1,669,500 大会準備金 100,000 100,000 

利息収入 200 182 大会運営費 130,000 130,000 

雑収入 15,000 15,000 地方部会運営費 120,000 120,000 

     （東部） (60,000） (60,000） 

     （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 270,000 189,331 

      （名簿作成費） (150,000) (116,279) 

      日本経済学会連合会分担金 70,000 70,000 

      研究年報刊行費 605,540 575,460 

      (印刷費） (485,100） (485,100） 

      (諸経費・年報執筆料） (10,000） (10,000） 

      (電子化・登載） (55,440） (45,360） 

      (編集費） (35,000） (35,000） 

      (論文審査謝礼） (20,000） (0） 

      予備費 1,861,169 0 

<収入総額>   <1,684,682> <支出総額>   <1,224,719> 

      次年度繰越金   2,041,400 

合計 3,196,709 3,266,191 合計 3,196,709 3,266,191 

2010 年度末財産目録 
ゆうちょ銀行振替口座 2,487,000 

 福岡銀行普通預金 1,022,879 

現金 21,521 

合計 3,531,400 

特別会計 
収入 支出 

前年度繰越金 1,490,000     
特別会計受入 0 特別会計払出 0
    次年度繰越金 1,490,000
2010 年度末財産費目 
一般会計次年度繰越金 2,041,400 
特別会計次年度繰越金 1,490,000 

合計 3,531,400 
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資料③ 

2011 年度（2011.4.1～2012.3.31）予算案 

収入 支出 
前年度繰越金 2,041,400 大会準備金   150,000
会費 1,600,000 大会運営費   150,000
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   120,000
    日本経済学会連合会分担金   35,000
    研究年報刊行費   603,250
      印刷費（26 号） 488,250
      諸経費（26 号） 25,000
      電子化・登載（26 号） 50,000
      編集費（26,27 号） 20,000
      論文審査謝礼（27 号） 20,000
    予備費   2,438,350
合計 3,656,600   合計 3,656,600

 


