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第 39 号（2020 年７月発行） 

発行：産業学会事務局 

〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町 2-150 立命館大学大学院経営管理研究科 肥塚浩研究室気付 

TEL：072-665-2101 E-mail：hkoezuka@mba.ritsumei.ac.jp 

学会 HP http://www.sisj.org/ 

 

産業学会ニューズレター 

 

＜2020 年度全国大会＞ 

 産業学会 2020 年度（第 58回）全国大会は、新型コロナ禍の影響により、委員長 塩地洋会長、

委員 杉浦勝章、中山健一郎、佐伯靖雄、中道一心の各理事による実行委員会によって、自由論

題のみですが、会員 ML 等を使用して開催しました。 

 また、この間、2020 年度の理事会（ZOOM）と会員総会（ホームページ、会員 ML）が開催され、

以下のことが承認されました。 

 

１．2019年度活動報告 

（1）会員異動 入会 5 名、退会 6 名、自然退会 11 名。 

純減 11 名で会員数 264 名（2020 年 6 月 13日現在、資料①）。 

（2）2019 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・苑志佳理事より報告がありました。 

（4）『産業学会研究年報（第 35 号）』の刊行について、川端望編集委員長より報告がありました。 

 

２．2020年度活動計画 

（1）理事の改選について 

  塩地洋氏が理事を退任されるのに伴い、田中彰氏が新たに理事として選出されました。その 

他の方は留任です。今期の理事は下記のとおりです。 

東部 苑志佳（立正大学）、川端望（東北大学）、小林哲也（城西大学）、 

中山健一郎（札幌大学）、松原宏（東京大学）、山﨑朗（中央大学） 

中部 肥塚浩（立命館大学）、佐伯靖雄（関西大学）、孫飛舟（大阪商業大学）、 

田中彰（京都大学）、中道一心（同志社大学） 

西部 清水一史（九州大学）、杉浦勝章（下関市立大学）、 

田村大樹（北九州市立大学）、堀井伸浩（九州大学） 

（2）役員の改選について 

  会長に山﨑朗氏、編集委員長に川端望氏、会計監査に塩地洋氏（鹿児島県立短期大学）、 

日本経済学会連合評議員に苑志佳氏、山﨑朗氏が理事会より推薦され、承認されました。 

（3）事務局長の交代および事務局の移転が承認されました。 

  事務局長 肥塚浩  ※ 新しい連絡先はこのページの上をご参照ください。 

  これに伴い、会則の改正（事務局所在地に関する付則）も承認されました。 

（4）次の方が名誉会員に選出されました。 

  塩地洋 

（5）2020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）。 
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（6）『産業学会研究年報』（第 36 号）の刊行について、川端望編集委員長より報告がありました。 

  投稿論文の締切は、8 月 31 日（月）です。投稿要領等、詳細につきましてはホームページを 

ご覧下さい。 

（7）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。 

海外会員制度の創設に伴う会則の改定について（資料④）。 

（8）2021 年度全国大会は、下記の予定で開催されます。 

  場所：阪南大学 

  日程等は調整中です。 

  詳細は決まり次第、ホームページ、会員 ML にてお知らせします。 

（9）2020年度各部会は、下記の予定で開催されます。 

部会 日時・場所 連絡先（発表申込締切） 

東部  未定 

 

苑志佳氏

japan593271@yahoo.co.jp 

中部 12月 19 日（土）13:00～17:00（予定） 

同志社大学今出川キャンパス扶桑館 5F 

F503 番教室 

中道一心氏 

（11 月末まで報告者募集）

knakamic@mail.doshisha.ac.jp 

西部 12月 5 日（土）14：00～18：00（予定） 

九州大学西新プラザ多目的室 

堀井伸浩氏 

（11 月 13日まで報告者募集） 

horii@econ.kyushu-u.ac.jp 

自動車（東部） 未定 上山邦雄氏 

kami@blue.ocn.ne.jp 

自動車（中部） 第１回 オンラインで開催 

 

佐伯靖雄氏 

yst07993@kansai-u.ac.jp 

イノベーション 9月 5 日（土）13：10～17：10（予定） 

 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 20日まで報告者募集） 

akashi@daishodai.ac.jp 

※部会の開催につきましては、今後の状況により大きく変更される可能性があります。 

ホームページ等で最新の情報をご確認下さい。 

 

＜会費納入のお願い＞ 

2020 年度分の会費納入のため、郵便払込用紙を同封していますので、よろしくお願い申し上

げます（ゆうちょ銀行口座番号 00900-1-325029）。一般 7,000 円、学生 3,500 円です。手数料は

各自ご負担願います。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いま

すので、あわせてお支払い下さい。3年間会費未納ですと自然退会となりますのでご注意下さい。

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下さい。 

 

＜『産業学会研究年報（第 35 号）』の送付について＞ 

2020 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 35 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下さい。 

以上 

mailto:akashi@daishodai.ac.jp
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資料① 会員異動 

入会（５名、敬称略、申込順） 

三好純矢（岩手県立大学総合政策学部）、安倉史典（法政大学大学院公共政策研究科博士後

期課程）、三藤利雄（立命館大学 OIC 総合研究機構）、宮川正洋（埼玉大学大学院経済経営系

大学院博士後期課程、株式会社 ZANA Corporation）、河村英輝（一般財団法人群馬経済研究所） 

 

退会（６名、敬称略、届出順） 

李泰王、田口定雄、河原繁憲、桜井徹、小川貴史、小林守  

 

自然退会（10 名、敬称略、50 音順）  

氏田壮一郎、金瑛、呉嘉鎮、駒形哲哉、張鳳群、馬場芳、東谷仁志、 松田智也、村社隆、

Roman Bartnik 

 

資料③ 2020 年度予算 

2020 年度予算（2020.4.1～2021.3.31） 

収入 支出 

項目 予算 項目 予算 

前年度繰越金 5,869,361 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 10,000   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   200,000 

    日本経済学会連合分担金 30,000 

    HP 管理費   35,000 

    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  5,824,461 

合計 7,379,461 合計   7,379,461 
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資料② 2019 年度会計報告 

2019 年度決算（2019.4.1～2020.3.31）     

 収入 支出 

 項目 予算 決算 項目 予算 決算 

 前年度繰越金 5,685,923 5,685,923 大会準備金  200,000 200,000 

 会費収入 1,500,000 1,480,500 大会運営費   200,000 200,000 

 利息収入 100 24 地方部会運営費  160,000 160,000 

 雑収入 15,000 6,000   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 69,046 

       日本経済学会連合分担金 30,000 30,000 

       HP 管理費   0 0 

       研究年報刊行費  660,000 574,040 

         印刷費 500,000 502,200 

         諸経費 20,000 0 

         電子化・登載 80,000 51,840 

         編集費 20,000 20,000 

         論文審査謝礼 20,000 0 

         非会員執筆料 20,000 0 

       予備費  5,731,023 0 

 収入総額 1,515,100 1,486,524 支出総額   1,470,000 1,303,086 

       次年度繰越金    5,869,361 

 合計 7,201,023 7,172,447 合計   7,201,023 7,172,447 
        

2019 年度末財産目録      

 三井住友銀行普通口座 2,618,111     

 ゆうちょ銀行振替口座 3,216,898     

 現金   34,352     

 合計   5,869,361     

 

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、2019 年 度の会計が適切に処理されているこ

とを認めます。 

2020 年 4月 30 日 

 

産業学会 会計監査 
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資料④ 海外会員制度の創設に伴う会則の改定について 

（旧）第 4 条、第 5 条 を統合 ・・・・・・現行の会則はホームページでご確認下さい。  

（新）第 4 条 

1. 本会の会員は次の 5 種類とする。  

（1）普通会員 

（2）学生会員 

（3）海外特別会員 

（4）賛助会員 

（5）名誉会員 

2. 普通会員は、本会の趣旨に賛同する産業に関する研究者とする。  

3. 学生会員は、本会の趣旨に賛同する産業に関する研究者で、大学院またはこれに準ずる高等 

教育機関に学籍を有する者とする。  

4. 海外特別会員は、原則として本会の普通会員または学生会員としての経歴を有する者で、日 

本以外の国・地域で研究活動を行う者とする。海外特別会員の資格申請は、3 年に 1 度行うこ 

ととする。 

5. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し学会運営を賛助する「個人」または「法人・団体」とする。 

6. 名誉会員は、本会への貢献が顕著な者で、理事会の推薦に基づき会員総会の承認を得た者と 

する。  

7. 本会の会員となるには、所定の入会申込書を本会へ提出し、理事会の承認を得る必要がある。 

8. 本会の会員は、所定の会費を毎年の全国大会までに納めなくてはならない。会費については 

付則で定める。3 年以上会費を滞納した会員は自然退会者とみなす。 

9. 退会を希望する会員は、その旨を本会に申し出て、理事会の承認を得なくてはならない。 

10. 会員は、本会の活動に参加することができ、研究年報、ニューズレター等の学会刊行物を受 

け取ることができる。ただし海外特別会員は、郵送による学会刊行物の送付を受けることがで 

きない。  

 

以下、各条の条数を繰り上げ （旧）第 6 条～第 14 条 → （新）第 5 条～第 13 条  

 

（新）付則 2 

会費は、普通会員は年間 7,000 円、学生会員は 3,500 円、賛助会員は個人１口 10,000 円、

企業・団体１口 20,000 円とする。海外特別会員および名誉会員は無料とする。ただし、海外特

別会員が全国大会や部会に参加する際および研究年報への投稿をする際には、当該年度に普通会

員としての会費を納入するものとする。 


