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第 31号（2014年 7月 24日発行） 発行：産業学会事務局 〒141-8602 東京都品川区大崎 4-2-16 立正大学経済学部 苑志佳研究室 
Tel：03-5487-3234  E-mail：japan593271@yahoo.co.jp 学会ホームページ：http://www.sisj.org/ 
 産産産産産産産産業業業業業業業業学学学学学学学学会会会会会会会会ニニニニニニニニュュュュュュュューーーーーーーーズズズズズズズズレレレレレレレレタタタタタタタターーーーーーーー        
 <<<<産業学会産業学会産業学会産業学会 2014201420142014 年度全国研究会年度全国研究会年度全国研究会年度全国研究会>>>>    産業学会 2014年度（第 52回）全国研究会は、6月 14日（土）、15日（日）の両日、九州大学箱崎キャンパスにて 66名の参加を得て開催されました。実行委員長で九州大学の清水一史先生、副実行委員長堀井伸浩先生、執行委員久野国夫先生、水野敦子先生、猿渡剛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 2014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。 
 １．2013年度活動報告 
(1) 会員異動：入会 17名、退会 9名、自然退会 15名。 純減 7名で会員数 302名（6月 14日現在、資料①、p. 3） 
(2) 2013年度会計報告が事務局より行われ、引き続き明石芳彦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板垣博理事より報告がありました。 
(4)『研究年報（第 29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。 
 ２．2014年度活動計画 
(1) 事務局長の交代および事務局の移転について   新しい事務局長：苑志佳氏（立正大学）   事務局所在地：〒141-8602 東京都品川区大崎 4-2-16 立正大学経済学部苑志佳研究室  ℡：03‐5487‐3234 FAX：043‐268‐2839 

E-mail: japan593271@yahoo.co.jp 

(2) 理事の交代について    東部部会：大西勝明氏（専修大学）から川端望氏（東北大学）に    西部部会：（会長選出に伴い）杉浦勝章氏（下関市立大学）を新理事に 
(3) 会長の選任について   理事会の互選により 久野国夫氏（九州大学）が次期会長に選出され、承認された。 
(4) 会計監査の交代について    明石芳彦氏（大阪市立大学）から大西勝明氏（専修大学）へ交代。 
(5) 2014年度予算案について承認されました。（資料③、p.4） 
(6) 『研究年報（第 30号）』の編集・発行が行われることになりました。 
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今年度の締切日が承認されました。 投稿締切日：2014年 8月 31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） 
(7) 2015年度の全国研究会は下記の予定で開催されます。 日時：2015年 6月 13日（土）、14日（日） 会場：中央大学多摩キャンパス  お問い合わせ：山﨑朗氏（yama@tamacc.chuo-u.ac.jp） 
 

(8) 2014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 20 日（土） 13：30～17：30 場所未定 富野 貴宏 氏（10 月 31 日） tomino@meiji.ac.jp 中部 12 月 20 日（土） 13：30～17：30 立命館大学朱雀キャンパス 303 教室 肥塚 浩 氏（11 月 22 日） hkoezuka@mba.ritsumei.ac.jp 西部 11 月 29 日（土） 13：30～17：00 九州大学経済学部棟大会議室 堀井 伸浩 氏 （10 月 31 日） horii@en.kyushu-u.ac.jp 自動車産業（東部） 7 月 12 日（火）15：00～18：00 立正大学品川キャンパス 11 号館 1152 教室  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 6 日（土） 13：00～17：30 大阪市立大学梅田サテライト 明石 芳彦 氏（締切未定） 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。 (9)その他  ・大西勝明氏が産業学会の経済学会連合の評議員として留任することになりました。  <<<<会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い>>>> 2014 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 00190-8-729379）。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『研究『研究『研究年報年報年報年報（（（（第第第第 29292929 号号号号））））』』』』の送付について〉の送付について〉の送付について〉の送付について〉    編集委員長と印刷所との手違いによって『産業学会研究年報第 29 号』は全国研究会の受付開始時間に間に合わすことができず、会員総会の時に配布することになり申し訳ありませんでした。第 1 日目（6 月 14日）に会費を納入したにもかかわらず、年報を受けとっておられない方は事務局にメールでご連絡ください。事務局より年報を郵送いたします。 それ以外の方については、2014 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 29 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
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ば、事務局にメールでお問い合わせください。 〈以〈以〈以〈以        上〉上〉上〉上〉     資料① 入会（17 名）： 小川 貴史（ガートナージャパン株式会社リサーチ部門半導体マニュファクチャリングチーム）、高橋 美多（大阪産業大学経営学部）、川野 義昭（九州大学大学院統合新領域学府オートモーティブサイエンス）、池上 一希（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社コンサルティング・国際事業本部 国際本部 グローバルコンサルティング部）、藤木 寛人（大阪市立大学商学部）、瀬川 直樹（一般財団法人日本立地センター）、永島 昴（中央大学大学院経済学研究科博士後期課程）、水野 敦子（九州大学大学院経済学研究院）、呉 嘉鎮（名城大学大学院経済学研究科博士後期課程）、太田 信義（名古屋学院大学大学院経済経営研究科博士後期課程）、高 瑞紅（和歌山大学経済学部）、牧 良明（茨城大学人文学部）、余 洋（九州大学経済学府博士後期課程）、伴野 友宏（名古屋市立大学経済学研究科）、赤松 裕二（大阪市立大学大学院博士後期課程）、楊 壮（桜美林大学大学院）、ブングシェ ホルガー（関西学院大学国際学部） 退会（9 名）：河崎 亜洲夫、寺岡  寛、山本  勝巳、箱田 昌平、冨田 克彦、志賀 敏宏、藤田 眞一、綿貫 伸一郎、永池 克明 自然退会（15 名）：金 光日、安井  國雄、関 智宏、大森 正博、岡野 秀之、上岡 一史、韓 光燦、坂口 光一、向 渝、杉崎  京太、陳 瑞華、鄭 承偉、田 鑫、西川 浩平、Phi Vinh Tuong  資料②  2013 年度会計報告（2013.4.1～2014.3.31） 

 

一般会計 項目 予算 決算 項目 予算 決算前年度繰越金 3,163,226 3,163,226会費収入 1,600,000 1,603,500 大会準備金 150,000 150,000利息収入 200 198 大会運営費 150,000 150,000雑収入 15,000 21,000 地方部会運営費 160,000 160,000（東部） (80,000） (80,000）（中部） (40,000） (40,000）（西部） (40,000） (40,000）自動車産業研究部会運営費 50,000 50,000（東部） (30,000） (30,000）（中部） (20,000） (20,000）イノベーション研究部会運営費 20,000 20,000事務局費 150,000 145,859会員名簿作成費 100,000 58,800日本経済学会連合会分担金 35,000 35,000研究年報刊行費 633,250 588,730(印刷費） (488,250） (488,250）(諸経費・年報執筆料） (25,000） （20,000）(電子化・登載） (80,000） （60,480）(編集費） (20,000） (20,000）(論文審査謝礼） (20,000） (0）予備費 3,330,176 0<収入総額> <1,624,698> <支出総額> 〈1,358,389〉次年度繰越金 3,429,535合計 4,778,426 4,787,924 合計 4,778,426 4,787,9242013年度末財産目録ゆうちょ銀行振替口座 3,850,500三菱東京UFJ銀行普通預金 930,415現金 0合計 4,780,915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2013年度末財産費目一般会計次年度繰越金 3,429,535特別会計次年度繰越金 1,351,380合計 4,780,915

収入 支出

収入 支出1,353,8800 2,5001,351,380
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資料③ 2014 年度（2014.4.1～2015.3.31）予算案 収入 支出 前年度繰越金 3,429,535 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   633,250       印刷費（28 号） 488,250       諸経費（28 号） 25,000       電子化・登載（28 号） 80,000       編集費（29 号） 20,000       論文審査謝礼（29 号） 20,000     予備費   3,696,485 合計 5,044,735   合計 5,044,735  


