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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 2012 年度全国研究会> 

産業学会 2012 年度（第 50 回）全国研究会は、6 月 9 日（土）、10 日（日）の両日、関西学院大学国際

学部・イノベーション研究センター（西宮上ヶ原キャンパス）にて 62 名の参加を得て開催されました。実

行委員長で同大学の宮田由紀夫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。 

研究会に併せて 2012 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。 

 

１．2011 年度活動報告 

(1)会員異動：入会 14 名、退会 15 名、死去 1 名、自然退会 7 名。純減 9 名で会員数 320 名（6 月 9 日時点、

資料①、p. 3） 

(2)2011 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 27 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。 

 

２．2012 年度活動計画 

(1) 理事の交代が承認されました。 

  中部部会：明石 芳彦氏（大阪市立大学）から佐伯 靖雄氏（名古屋学院大学）へ 

(2) 会長の選任が行われ、承認されました。 

  前会長：明石 芳彦氏（大阪市立大学）から新会長：大西 勝明氏（専修大学）へ 

(3) 会計監査の交代が承認されました。 

  水口 和寿氏（松山短期大学）から明石 芳彦氏（大阪市立大学）へ 

(4)2012 年度予算案について承認されました。（資料③、p.4） 

(5)『研究年報（第 28 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：2012 年 8 月 31 日  終原稿締切日：2013 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） 

(6)2013 年度の全国研究会は下記の予定で開催されます。 

日時：2013 年 6 月 8 日(土)、9 日(日) 

会場：専修大学神田校舎（東京都千代田区神田神保町 3-8） 
実行委員長：小林 世治氏（日本大学） 
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(7)2012 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 1 日（土）13：00～ 
専修大学神田校舎 1 号館 12 階 社会科学研
究所 

冨野 貴弘 氏（10 月 1日） 
tomino@meiji.ac.jp 

中部 
12 月 22 日（土） 13：30～ 
立命館大学朱雀キャンパス 1F 多目的室 1 

肥塚 浩 氏 （10 月 31 日） 
hkoezuka@mba.ritsumei.ac.jp 

西部 
11 月 24 日（土） 13：30～17：00 
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） 

７月 17 日（火）午後 6時～午後 9時 
立正大学大崎キャンパス 11 号館 8 階第 6 会
議室 

報告１：「グローバリゼーションと日本の自

動車産業」 

報告者：矢野義博様（日本自動車工業会国際

統括部統括部長） 

報告２：「主要日系ブランドの新興国市場戦

略検証―ものづくりの観点から―」 

報告者：赤羽淳様（横浜市立大学） 

上山 邦雄 氏 
kami@blue.ocn.ne.jp 

自動車産業(中部) （未定） 
塩地 洋 氏 
shioji@econ.kyoto-u.ac.jp 

イノベーション 

9 月 8日（土） 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（8月 31 日） 
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> 

2012 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、過

年度の会費が未納の方にはその旨を記載した「払込取扱票」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 27 号）』の送付について〉 

 6 月 9 日～10 日の全国研究会にご参加され、その場で 2012 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 27 号）』を配付しておりました。それ以外の方については、2012 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 27 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（14 名）： 宮澤 俊憲（東京成徳大学経営学部）、村瀬 眞澄（（有）ＭＴＣＣ）、北原 敬之（デ

ンソーテクノ株式会社）、興梠 幸広（広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻・マツダ㈱中

南米事業準備室）、橋本 公美子（広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻・マツダ㈱）、畠

山 俊宏（富山高等専門学校 国際ビジネス学科）、張 艶（富士通総研）、長谷川 洋三（帝京大学

経済学部）、姜 尚民（立命館大学経営学研究科）、宇野 輝（京都大学経済学研究科・経済学部）、金 

瑛（大東文化大学経営学研究科）、田中 裕之（立正大学経済学部非常勤講師）、赤羽  淳（横浜市立

大学国際総合科学部）、鷲尾 友春（関西学院大学国際学部） 

退会（15 名）： 今村 文繁、田口 順等、高田 亮爾、矢野 光、劉 麗君、上田 智久、井原 基、

工藤 章、柏木 理佳、大島  栄子、矢野 由喜子、難波 正憲、山﨑 好裕、古賀 義弘、小野  隆

生 

死去（1名）： 杉岡 碩夫（元会長、名誉会員） 

自然退会（7名）： 石田 修、木村 一朗、高橋 徳行、崔 文善、森脇 久芳、山岡 暁、日野 隆  

生 

 

資料② 

 2011 年度会計報告（2011.4.1～2012.3.31） 

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 2,041,400 2,041,400       
会費収入 1,600,000 1,754,000 大会準備金 150,000 100,000 
利息収入 200 350 大会運営費 150,000 130,000 
雑収入 15,000 75,501 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 120,000 172,674 
      日本経済学会連合会分担金 35,000 35,000 
      研究年報刊行費 603,250 513,250 
      (印刷費） (488,250） (488,250）
      (諸経費・年報執筆料） (25,000） (5,000）
      (電子化・登載） (50,000） (0）
      (編集費） (20,000） (20,000）
      (論文審査謝礼） (20,000） (0）
      予備費 2,438,350 0 

<収入総額>   <1,829,851> <支出総額>   〈1,110,924〉

      次年度繰越金   2,760,327

合計 3,656,600 3,871,251 合計 3,656,600 3,871,251

2011 年度末財産目録 

ゆうちょ銀行振替口座 1,124,000 
三菱東京 UFJ 銀行普通預金 3,126,327 

現金 0 
合計 4,250,327 

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

2011 年度末財産費目 
一般会計次年度繰越金 2,760,327
特別会計次年度繰越金 1,490,000

合計 4,250,327
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資料③ 

2012 年度（2012.4.1～2013.3.31）予算案 

収入 支出 

前年度繰越金 2,760,327 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   160,000

雑収入 15,000   東部 80,000

      中部 40,000

      西部 40,000

    自動車産業研究部会運営費   50,000

      東部 30,000

      中部 20,000

    イノベーション研究部会運営費   20,000

    事務局費   150,000

    日本経済学会連合会分担金   35,000

    研究年報刊行費   673,250

      印刷費（27 号） 488,250

      諸経費（27 号） 25,000

      
電子化・登載（26 号,27
号） 

120,000

      編集費（28 号） 20,000

      論文審査謝礼（28 号） 20,000

    予備費   2,987,277

合計 4,375,527   合計 4,375,527

 


