
1 

 

第 40 号（2021 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 

 

＜2021 年度全国大会＞ 

 産業学会 2021 年度（第 59 回）全国大会は、6 月 12 日（土）、13 日（日）の両日、阪南大学が

開催校となり、オンライン方式にて行われました。参加登録者は 89 名であり、2 日目の共通論

題は 50 名以上の参加がありました。開催に尽力くださいました皆様に感謝申し上げます。また、

大会中に、定例理事会および会員総会が開催され、以下のことが承認されました。 

 

１．2020年度活動報告 

（1）会員異動  入会 8 名、退会 13 名、自然退会 11 名 

   純減 16名、会員総数 248名（内 海外特別会員 2 名）［2021 年 6月 11日現在 資料①］ 

（2）2020 年度会計報告が事務局より行われ、引き続き塩地洋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、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 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。 

（5）児童向け学習書籍の監修について 

  ポプラ社より『未来をつくる 日本の産業』第４巻軽工業、第５巻重化学工業・エネルギー産

業の監修依頼があり、2021 年４月に発刊されました。 

https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/7223.00.html 

 

２．2021年度活動計画 

（1）2021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 37号）の刊行計画について、川端望編集委員長より報告がありま 

した。投稿締切は 8 月 31 日（月）です。投稿要領等については、ホームページをご覧下 

さい。 

（3）『産業学会研究年報』においてフォーラム欄の開設を行うことが、川端望編集委員長より 

報告されました。詳しくは、ホームページをご覧ください。 

（4）産業学会の学術活動の促進及び会員増に向けて、学会賞・奨励賞創設の検討を行うことに 

なりました。 

（5）産業学会のホームページの刷新・改善に向けて、検討することになりました。 

（6）産業学会 2022 年度（第 60 回）全国大会は、下記の予定で開催されます。 

  日 程：2022 年 6 月 11 日（土）、12 日（日） 

会 場：城西大学坂戸キャンパス（埼玉県坂戸市けやき台１－１） 

  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。 

 

 

http://www.sisj.org/
https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/7223.00.html
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（7）2021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 12月 11 日（土）13：00～17：00 

 オンライン方式  

苑志佳氏（10月 31 日） 

japan593271@yahoo.co.jp 

中部 12月 18 日（土）13：00～17：00 

場所：大阪商業大学 梅田サテライトグ

ランフロント大阪タワーA（南館）16 階 

孫飛舟氏（11 月 21日） 

sunfz@daishodai.ac.jp 

西部 12月 4 日（土）13：00～17：00 

場所：九州大学西新プラザ 

堀井伸浩氏（11 月 15日） 

horii@econ.kyushu-u.ac.jp 

自動車（東部） 未定（本年度第 1回目の部会は 6 月 26

日（土）に開催済み） 

上山邦雄氏（随時） 

kami@blue.ocn.ne.jp 

自動車（中部） 未定 佐伯靖雄氏（随時） 

yst07993@kansai-u.ac.jp 

イノベーション 9月 4 日（土）13：00～17:00 

場所：大阪商業大学 梅田サテライトグ

ランフロント大阪タワーＡ（南館）16階 

1608 室 

明石芳彦氏（8 月 25日） 

akashi@daishodai.ac.jp 

※部会の開催につきましては、今後の状況により変更される可能性があります。 

ホームページあるいは会員メーリングリスト等で最新の情報をご確認下さい。 

 

＜会費納入のお願い＞ 

2021 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 36 号）』の送付について＞ 

2021 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。 

 

＜会員のメールアドレスについて＞ 

 産業学会会員メーリングリストによっても、様々な情報を提供しています。メールが届いてい

ない会員、アドレスを変更されたい会員、アドレスをまだ登録していただいていない会員等は、

hkoezuka@mba.ritsumei.ac.jp へ アドレスをお知らせください。 

以上 

 

資料① 会員異動 

入会（8 名、敬称略） 市川類（一橋大学イノベーション研究センター）、甘辛（京都大学大

学院経済学研究科・院生）、銀迪（東北大学大学院経済学研究科・院生）、高辻成彦（多摩大學

大学院経営情報学研究科・院生）、竹下伸一（京都大学大学院経済学研究科・院生）、中根久

雄（放送大学大学院文化科学研究科・院生）、原田優花子（名古屋工業大学大学院工学研究科・

院生）、山本裕（長崎県立大学経営学部） 

mailto:horii@econ.kyushu-u.ac.jp
mailto:hkoezuka@mba.ritsumei.ac.jp
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退会（13名、敬称略） 青木英一、浅野昌也、加藤秀雄、賀村進一、川北眞史、佐藤淳、高橋

美多、中原裕美子、宮城達也、安倉史典、佐竹隆幸（死去）、罍昭吉（死去）、森亮資（死去） 

 

自然退会（11名、敬称略） 阿部聖、王鵬、北原敬之、金東賢、中村真悟、HEIM Stephane、

畠山啓、三浦東、楊壮、劉成毅、鷲尾友春 

 

海外特別会員（2名、敬称略） 章胤杰、劉瑩 

 

 

資料② 2020年度会計報告 

 
 

 

2020年度決算（2020.4.1～2021.3.31）

項目 予算 決算 予算 決算

前年度繰越金 5,869,361 5,869,361 大会準備金 50,000 0
会費収入 1,500,000 1,421,000 大会運営費 50,000 0
利息収入 100 28 地方部会運営費 160,000 0
雑収入 10,000 12,000 東部 80,000 0

中部 40,000 0

西部 40,000 0

自動車産業研究部会運営費 50,000 0
東部 30,000 0

中部 20,000 0

イノベーション研究部会運営費 20,000 0
事務局費 300,000 112,897
日本経済学会連合分担金 30,000 30,000
HP管理費 35,000 0
研究年報刊行費 690,000 569,020

印刷費 500,000 511,500

諸経費 20,000 0

電子化・登載 80,000 47,520

編集費 50,000 0

論文審査謝礼 20,000 0

非会員執筆料 20,000 10,000

予備費 5,994,461 0

収入総額 7,379,461 7,302,389 支出総額 1,385,000 711,917

次年度繰越金 6,590,472

合計 7,379,461 7,302,389 合計 7,379,461 7,302,389

2020年度末財産目録
三井住友銀行普通口座 5,125,006
ゆうちょ銀行振替口座 1,465,466
現金 0
合計 6,590,472

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、2020年度の会計が適切に処理されていることを認めます。

　　　2021年　　　月　　日

項目

収入 支出

2020年度会計報告

　　　　産業学会　会計監査
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資料③ 2021年度予算 

 

 

 

＜『産業学会研究年報』第 36 号 最終ページの記載間違いのお詫び＞ 

なお、年報最終ページの発行所電話番号が「（072）665-2109」となっていますが、「（072）665-

2101」の誤りです。申し訳ありません。 

 

項目 予算 予算

前年度繰越金 6,590,472 大会準備金 60,000
会費収入 1,450,000 大会運営費 60,000
利息収入 100 地方部会運営費 200,000
雑収入 232,000 東部 80,000

中部 60,000

西部 60,000

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 30,000
事務局費 200,000
日本経済学会連合分担金 30,000
HP管理費 30,000

140,000
研究年報刊行費 725,000

印刷費 520,000

諸経費 20,000

電子化・登載 65,000

編集費 80,000

論文審査謝礼 20,000

非会員執筆料 20,000

予備費 6,747,572

合計 8,272,572 合計 8,272,572

研究年報刊行費の編集費は2020年度4万円、2021年度4万円

地方部会、自動車産業部会、イノベーション研究部会は、2020年分にリアル+
　オンライン開催は半額、リアルのみは費用無し、2021年度は全て例年どおり

2021年度予算

収入 支出

項目

2021年度予算（2021.4.1～2022.3.31）

2020年度大会は2万円、2021年度大会は10万円

児童向け学習書籍の監修作業料


