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第３８号（2019 年７⽉発⾏） 
発⾏：産業学会事務局 

〒751-8510 下関市⼤学町 2-1-1 下関市⽴⼤学経済学部 杉浦勝章研究室気付 
TEL/FAX：083-254-8615 E-mail：sugiura@shimonoseki-cu.ac.jp 
学会 HP http://www.sisj.org/ 

 
産業学会ニューズレター 

 
＜2019 年度全国研究会＞ 

 産業学会 2019 年度（第 57 回）全国研究会は 6 ⽉ 8 ⽇、9 ⽇の両⽇、相模⼥⼦⼤学において 70 名の参加
を得て開催されました。実⾏委員会の⼭﨑朗⽒（実⾏委員⻑、中央⼤学）、⼭本匡毅⽒（相模⼥⼦⼤学）、
ならびに開催にご尽⼒いただきました皆様に感謝申し上げます。 
 研究会開催に併せて 2019 年度の定例理事会と会員総会が開催され、以下のことが承認されました。 
 
１．2018 年度活動報告 
（1）会員異動 ⼊会 7 名、退会 11 名、⾃然退会 12 名。 

純減 16 名で会員数 275 名。（2019 年 6 ⽉ 8 ⽇現在、資料①） 
（2）2018 年度会計報告が事務局より⾏われ、引き続き板垣博会計監査の会計監査報告があり、これらが

承認されました。（資料②、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、⼭﨑朗理事より報告がありました。 
（4）『産業学会研究年報（第 34 号）』の刊⾏について、川端望編集委員⻑より報告がありました。 
 
２．2019 年度活動計画 
（1）2019 年度予算案について、事務局より提案があり承認されました。（資料③） 
（2）『産業学会研究年報（第 35 号）』の刊⾏について、川端望編集委員⻑より報告がありました。 
  投稿論⽂の締切は、8 ⽉ 30 ⽇です。投稿要領等、詳細につきましては学会 HP をご覧ください。 
（3）『産業学会研究年報』の査読⽅法の変更について、川端望編集委員⻑より提案があり、承認されまし

た（別紙、資料④）。 
（4）会則の改正について、事務局より提案があり承認されました。 
  第３条（１）、（２）、第４条４にある「全国研究会」を「全国⼤会」とする。 
（5）2020 年度全国⼤会（研究会）は、下記の予定で開催されます。 
  場所：阪南⼤学 
  ⾃由論題募集締切：2020 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
  お問い合わせ先：杉⽥宗聴⽒（阪南⼤学）  
  ⽇時等は調整中です。 
  詳細は決まり次第、学会 HP、メーリングリストにてお知らせしてまいります。 
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（6）2019 年度各部会は、下記の予定で開催されます（記⼊のないものは未定です）。 
部会 ⽇時・場所 連絡先（発表申込締切） 

東部 12 ⽉ 14 ⽇（⼟）14：00〜17：00 
⽴正⼤学品川キャンパス 11 号館 
８階 第６会議室（仮） 

苑志佳⽒（11 ⽉ 30 ⽇） 
japan593271@yahoo.co.jp 

中部 12 ⽉ 7 ⽇（⼟） 
 同志社⼤学 

中道⼀⼼⽒（11 ⽉ 17 ⽇） 
knakamic@mail.doshisha.ac.jp 

⻄部 12 ⽉ 7 ⽇（⼟） 
 九州⼤学 

堀井伸浩⽒（11 ⽉ 17 ⽇） 
horii@econ.kyushu-u.ac.jp 

⾃動⾞（東部） 第２回 7 ⽉ 23 ⽇（⽕）18：00〜21：00 
 桜美林⼤学新宿キャンパス 創新館（本館） 

4 階 J401 教室 

上⼭邦雄⽒ 
kami@blue.ocn.ne.jp 
 

⾃動⾞（中部）  ⽴命館⼤学 
 

佐伯靖雄⽒（随時） 
yst07993@fc.ritsumei.ac.jp 

イノベーション 9 ⽉ 7 ⽇（⼟）13：10〜17：00（予定） 
 ⼤阪市北区⼤深町 4-20  
 グランフロント⼤阪タワーＡ 

南館 16 階 1608 室 
 ⼤阪商業⼤学 CURIO-CITY 

明⽯芳彦⽒ （8 ⽉ 27 ⽇） 
akashi@daishodai.ac.jp 

報告内容等の詳細は、学会 HP にて随時お知らせしてまいります。 
 
＜会費納⼊のお願い＞ 

2019 年度分の会費納⼊が必要な⽅には、郵便払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（ゆうちょ銀⾏⼝座番号 01360-9-105821）。⼀般 7,000 円、学⽣ 3,500 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メモも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。 
 
＜『産業学会研究年報（第 34 号）』の送付について＞ 

2019 年度分の会費をご納⼊いただき、事務局がそれを確認しましたら、1 か⽉以内に『産業学会研究年
報（第 34 号）』をお届け出の住所宛てに郵送させていただきます。ご不明な点がございましたら、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 会員異動 

 ⼊会（7 名、敬称略、申込順） 
  外川 健⼀（熊本⼤学法学部）、宇⼭ 翠（岐⾩⼤学地域科学部）、佐々⽊ ⼀仁（ケイラインロジス

ティックス株式会社）、芦⽥ 尚道（東京⼤学ものづくり経営研究センター）、叶 妍（霓虹堂健康産業
株式会社）、宮城 達也（同志社⼤学⼤学院商学研究科 博⼠後期課程）、⾦⼦ 秀（埼⽟⼤学⼤学院⼈
⽂社会科学研究科） 

 
 退会（11 名、敬称略、届出順） 

中村 晃司、越後 和典（逝去）、⼭⽥ 真之、松岡 憲司、⻑井 偉訓、三井 逸友、濱中眞⼈、清
⽔ 達也、早川 周、武⽥ ⾄弘、鈴⽊ 和也 

 
⾃然退会（12 名、敬称略、50 ⾳順） 
 ⽯川 君雄、呉 在烜、川⻄ 勝、⿑藤 隆義、末永 啓⼀郎、⽥中 裕之、徳⽥ 昭雄、中⻄ ⼀
正、⻄川 純平、野村 俊郎、伴野 友宏、⼭⽥ 昭夫 

 
 

資料③ 2019 年度予算 

 

2019年度予算（2019.4.1～2020.3.31）

項目 予算 予算

前年度繰越金 5,685,923 大会準備金 200,000
会費収入 1,500,000 大会運営費 200,000
利息収入 100 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
日本経済学会連合分担金 30,000
HP管理費 0
研究年報刊行費 660,000

印刷費 500,000

諸経費 20,000

電子化・登載 80,000

編集費 20,000

論文審査謝礼 20,000

非会員執筆料 20,000

予備費 5,731,023

合計 7,201,023 合計 7,201,023

収入 支出

項目
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資料② 2018 年度会計報告 

 
 

 
 
 
 
 

 

2018年度決算（2018.4.1～2019.3.31）

項目 予算 決算 予算 決算

前年度繰越金 5,486,866 5,486,866 大会準備金 200,000 200,000
会費収入 1,500,000 1,578,500 大会運営費 200,000 200,000
利息収入 100 32 地方部会運営費 160,000 160,000
雑収入 15,000 12,000 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 96,039
日本経済学会連合分担金 35,000 30,000
HP管理費 35,000 30,844
研究年報刊行費 660,000 604,592

印刷費 500,000 502,200

諸経費 20,000 0

電子化・登載 80,000 67,392

編集費 20,000 20,000

論文審査謝礼 20,000 0

非会員執筆料 20,000 15,000

予備費 5,491,966 0

収入総額 1,515,100 1,590,532 支出総額 1,510,000 1,391,475

次年度繰越金 5,685,923

合計 7,001,966 7,077,398 合計 7,001,966 7,077,398

2018年度末財産目録
三井住友銀行普通口座 3,462,559
ゆうちょ銀行振替口座 2,177,398
現金 45,966
合計 5,685,923

項目

収入 支出

会計監査報告
　事務局資料･領収書などを照合し検討した結果、2018年度の会計が適切に処理されていることを
認めます。

2019年　　　　　　月　　　　　　日

産業学会 会計監査 印


