
2009 年度日本国際経済法学会理事会（第 6期最終回） 

議事録（案） 

 

１．開催日時・場所 

日時 ：2009 年 11 月 14 日（土）9:00－10:00 
会場 ：甲南大学・岡本キャンパス 3 号館 7 階・第一会議室 

 

２．出席者 

(1) 出席理事 

阿部 克則 柏木 昇 川島 富士雄 川瀬 剛志 久保田 隆 

小寺 彰 佐分 晴夫 清水 章雄 泉水 文雄 平 覚 

高杉 直 道垣内 正人 中川 淳司 根岸 哲 野村 美明 

早川 吉尚 福永 有夏 間宮 勇 （18 名） 

 

(2) 委任状を提出した理事 

石黒 一憲 岩沢 雄司 位田 隆一 江藤 淳一 須網 隆夫 

茶園 成樹 出口 耕自 村上 政博  森下 哲朗 山内 惟介 

山根 裕子 山部 俊文（12 名） 

 

(3) 出席監事 

松本 健 
 

(4) その他の出席者 

竹下啓介（庶務副主任・書記） 

 

３．議事録 

(1)定足数の確認 

 委任状を含め、定足数が満たされていることが確認された（規約第 16 条第 3 項により理

事の 3 分の 2 が定足数）。 
 

 (2) 2008 年度理事会・総会議事録の承認 

 2008 年度理事会・総会議事録（案）につき、異議なく了承され、確定された。 
 

 (3) 会員の異動 

 11 名の入会が承認され、総会の承認を求めるべく提案することとされた。また、11 名の

退会（逝去者 2 名、資格喪失者 4 名を含む）について了承された。 



※理事会資料資格喪失者中、戴龍会員については会費の支払いを行ったため、資格喪失者

から除外されることとなった。 
 
 (4) 2008 年度決算案 

 会計主任より、2008 年度決算案について、説明があった。特に、予算額に比べて、節約

がされたため支出が少なかったこと、また、収支については若干赤字となっており、現時

点では特段の対応は必要ないが、今後、注意が必要であることが報告された。 
 その後、2008 年度決算案が異議なく承認され、総会の承認を求めるために提出されるこ

ととされた。 
 
 (5) 2010 年度予算案 

 会計主任より、2010 年度予算案について、説明があった。特に、2010 年度においては 2
日学会となる可能性があるため、その点を考慮して研究大会関係費用を見積もっているこ

と、活動に支障が出ないように多めに見積もっており、予算上はかなりの赤字であるが、

2008 年度実績等からすれば、それほどの赤字とならないであろうことが説明された。 
その後、2010 年度予算案が異議なく承認され、総会の承認を求めるために提出されるこ

ととされた。 
 
 (6) 次期研究大会 

 理事長より、2010 年度の研究大会につき、開催校が横浜国立大学となったことが報告さ

れた。また、日程については、2010 年 11 月の週末（1 日学会であれば土曜日に、2 日学会

であれば土曜日・日曜日）に開催する予定であることが、報告された。 
 
 (7) 20 周年（又は 25 周年）記念事業 

 昨年度の理事会において、学会 20 周年（又は 25 周年）記念事業に関するＷＧを立ち上

げることが了承されたが、常務理事会で検討の結果、20 周年（又は 25 周年）記念事業とし

て、出版事業を行うにせよ、研究大会を 2 日学会として年報を記念号とするにせよ、基本

的に次期執行部が実行することとなる事項であるため、立ち上げを見合わせた点が発言さ

れ、了承された。 
 また、これらの記念事業として何を行うかについては、次期理事会の判断に委ねること

が了承された。 
 
(8) 日本国際経済法学会年報の編集 

 編集委員会主任より、第 18 号の刊行について、報告された。 
 
 (9) 第 7 期理事・監事候補者の推薦 



 「役員選出方法に関する申し合わせ」（2005 年 10 月 29 日役員会承認・2008 年 11 月 1
日役員会修正承認）に従い、理事候補者推薦委員会及び常務理事会で選出した候補者のう

ち、候補者となることについて了承のあった理事 39 人及び監事 2 名について、総会に提案

することが異議なく了承された。 
 また、理事候補者推薦委員会委員長の佐野理事の報告書によって、理事候補者推薦委員

会で 20 名の理事候補者を選定することが困難であり、理事の選出方法について検討すべき

ことが提案された。また、前回の理事選出の際にも同様のことが問題となった旨発言され、

この点は、次期理事会への申し送り事項とすることとされた。 
 
 (10) その他 

 その他の事項として、学会会員リストのウェブサイトへの掲示を行ったことの報告があ

った。また、学会所有の学会誌について会員の希望調査が終わったことが報告され、残部

については処分することにつき、確認された。なお、かなりの数の大学図書館で、年報の 4
号以降を所蔵しているにもかかわらず、1 号～3 号を所蔵していない大学があったため、常

務理事会で各大学に寄贈することの提案があり、了承された。 
 

以上 
 
 



2009 年度日本国際経済法学会総会議事録（案） 

 

日時 ：2009 年 11 月 14 日（土）12:30～13:00 

場所 ：甲南大学・岡本キャンパス・8号館 811 号教室 

 

１．定足数の確認 

委任状を含め、定足数が満たされていることが確認された（規約第 15 条第 3 項により

会員の 4 分の 1 が定足数。）。 

 

２．決議事項 

(1) 新入会員の承認 

(2) 2008 年度決算案の承認 

(3) 2010 年度予算案の承認 

(4) 第 7 期理事・監事候補者の推薦 

(5)その他 

 

 理事長から、規約第 6 条に基づき、理事会の承認を得た(1)について説明の上、総会

に諮られ、全員一致、これを承認した。 

 理事長から、規約第 20 条に基づき、監事の監査を受け理事会の承認を得た(2)につ

いて説明の上、総会に諮られ、全員一致、これを承認した。 

 理事長から、規約第 19 条に基づき、理事会からの提案である(3)について説明の上、

総会に諮られ、全員一致、これを承認した。 

 常務理事会から、「役員選出方法に関する申し合わせ」（2005 年 10 月 29 日役員会承

認・2008 年 11 月 1 日役員会修正承認）に従い、理事候補者推薦委員会及び常務理事会

で選出した候補者のうち、候補者となることについて了承のあった理事 39 人及び監事

2 名について総会に諮られ、全員一致、これを承認した。新役員は次の通り。 

 

日本際経済法学会第 7期役員（2009 年 10 月から 2012 年 10 月まで） 

理事 

阿部克則（学習院大学：国際経済法、国際法） 

荒木一郎（横浜国立大学：国際経済法、国際法） 

位田隆一（京都大学：国際法） 

岩沢雄司（東京大学：国際経済法、国際法） 

柏木昇（中央大学：国際取引法） 

川島富士雄（名古屋大学：国際経済法、経済法） 

川瀬剛志（上智大学：国際経済法） 



久保田隆（早稲田大学：国際取引法） 

小寺彰（東京大学：国際経済法、国際法） 

佐野寛（岡山大学：国際私法） 

佐分晴夫（名古屋大学：国際経済法、国際法） 

清水章雄（早稲田大学：国際経済法、国際法） 

須網隆夫（早稲田大学：国際経済法、EU 法） 

鈴木英夫（経済産業省通商機構部長） 

鈴木將文（名古屋大学：知的財産法） 

鈴木庸一（外務省経済局長） 

瀬領真悟（同志社大学：国際経済法、経済法） 

泉水文雄（神戸大学：経済法） 

平覚（大阪市立大学：国際経済法、国際法） 

高杉直（同志社大学：国際経済法、国際私法、国際取引法） 

竹下啓介（東北大学：国際私法） 

茶園成樹（大阪大学：知的財産法） 

出口耕自（上智大学：国際私法） 

道垣内正人（早稲田大学：国際私法） 

内記香子（大阪大学：国際経済法） 

中川淳司（東京大学：国際経済法、国際法） 

楢﨑みどり（中央大学：国際経済法、国際私法） 

根岸哲（甲南大学：経済法） 

野村美明（大阪大学：国際私法、国際取引法） 

早川吉尚（立教大学：国際私法） 

稗貫俊文（北海道大学：国際経済法、経済法、知的財産法） 

福永有夏（早稲田大学：国際経済法、国際法） 

増田史子（京都大学：国際取引法） 

間宮勇（明治大学：国際経済法、国際法） 

村上政博（一橋大学：経済法） 

森下哲朗（上智大学：国際私法、国際取引法） 

山根裕子（政策研究大学院大学：国際経済法、経済法、知的財産法） 

山部俊文（一橋大学：経済法） 

柳赫秀（横浜国立大学：国際経済法、国際法） 

 

監事 

金井貴嗣（中央大学：経済法） 

木棚照一（早稲田大学：国際私法、国際取引法、知的財産法） 



なお、この総会で選任された新理事による理事会が同日 13 時より開催され、小寺彰会

員（東京大学大学院）が新理事長に互選された。 

 その他(5)として、庶務主任から、学会所有の学会誌について会員の希望調査が終わ

ったことが報告され、残部学会誌在庫の処分する旨説明の上、総会に諮られ、全員一致、

これを承認した。 

 



日本国際経済法学会2008年度決算(案)
2008年4月1日-2009年3月31日

I 収入の部

費目 予算額 収入 差異
1.学会 ￥2，450，000 ￥2，275，000 ￥-175，000 
2.学会 f聴者聴講費 司~20.000 ￥15.000 ￥-5.000 
3.学会 売上 ￥0 ￥0 ￥0 
4.利息等収入 ￥900 ￥6，573 ￥5，673 
5.著作権料 ￥20.000 ￥124.622 ￥104.622 
6.その他 ￥0 ￥6.000 ￥6.000 
当期収入合計 ￥2，490，900 ￥2，427，195 ￥-63.705 
前年度繰越金 ￥3.726.509 ￥4.317.262 ￥590.753 
収入合計 ￥6，217，409 ￥6，744.457 ￥527.048 

E 支出の部

想文会議 詐

予算額 支出額 差異

￥300.000 ￥300，000 ￥0 

2非会慧欝
￥50.000 ￥21.560 ￥28.440 

3.ブロイ ￥30.000 ￥32.310 ￥-2.310 

4.学会詰買取費(会 E布用) ¥f1.400.000 ￥1，253，216 ￥146.784 
5.出版手数料 制∞000 ￥400.000 ￥0 
6.雑誌梱包費・送料 ￥100.000 ￥5，020 ￥94.980 

。.雲員会関係

を7.含編む集)委員会費(旅費・通信費 ￥120，000 ￥28，340 ￥91，660 

信8.費研を究含運む営〕委員会費(旅費・通
、ー

￥200，000 ￥57，076 ￥142，924 

d.執行郵・庶務11係
9.執行宮E会纏費 ￥20.000 ￥120，150 ￥-100.150 
10.執行 担簾費 ￥200.000 ￥272，540 ￥一72.540
11.通信置 ￥100.000 ￥21.500 ￥78.500 
12.消耗品費 ￥30∞o ￥2.450 ￥27.5501 
13.アルバイト代 ￥150.000 ￥15，000 ￥135，∞o 
14.会費 徴収手数料 ￥70.000 ￥48.142 ￥21.858 
15.雑jF ￥1∞ 000 ￥4.515 ￥95.4851 
16.予 !費 ￥50.000 ￥0 ￥ 
当期支出合計 ￥3.320.000 ￥2.581.819 ￥738.181 
次年度繰越金 ￥2.897.409 ￥4.162.638 
合計 ￥6.217.409 ￥6，744.457 

監査の結果、上記の決算報告を正当と寵めます。

2009年~月 10 日

監事似本健⑧

監事会井君原爆号



　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ　収入の部
費目 2008年度予算額 2008年度決算額 2010年度予算案

1.学会費 \2,450,000 \2,275,000 \2,450,000 注1
2.学会傍聴者聴講費 \20,000 \15,000 \10,000
3.学会誌売上 \0 \0 \0
4.利息等収入 \900 \6,573 \6,000
5.著作権料収入 \20,000 \124,622 \100,000
6.その他 \0 \6,000 \0
当期収入合計 \2,490,900 \2,427,195 \2,566,000
前年度繰越金 \3,726,509 \4,317,262 \4,162,638
収入合計 \6,217,409 \6,744,457 \6,728,638

Ⅱ　支出の部
費目 2008年度予算額 2008年度決算額 2010年度予算案

a.大会関係
1.大会開催援助費（大会会場費を含む） \300,000 \300,000 \400,000 注2
2.非会員報告者交通費 \50,000 \21,560 \50,000
3.プログラム印刷費等 \30,000 \32,310 \30,000

b.学会誌関係
4.学会誌買取費(会員配布用) \1,400,000 \1,253,216 \1,400,000
5.出版手数料 \400,000 \400,000 \400,000
6.雑誌梱包費・送料 \100,000 \5,020 \40,000

c.委員会関係
7.編集委員会費(旅費・通信費を含む) \120,000 \28,340 \120,000
8.研究運営委員会費(旅費・通信費を含む) \200,000 \57,076 \200,000

d.執行部・庶務関係
9.執行部会議費 \20,000 \120,150 \100,000
10.執行部旅費 \200,000 \272,540 \200,000
11.通信費 \100,000 \21,500 \100,000
12.消耗品費 \30,000 \2,450 \30,000
13.アルバイト代 \150,000 \15,000 \100,000
14.会費徴収手数料 \70,000 \48,142 \60,000
15.雑費 \100,000 \4,515 \100,000
16.予備費 \50,000 \0 \50,000
当期支出合計 \3,320,000 \2,581,819 \3,380,000
(単年度収支) \-829,100 \-154,624 \-814,000
次年度繰越金 \2,897,409 \4,162,638 \3,348,638
合計 \6,217,409 \6,744,457 \6,728,638

注１：個人会費6,000円×個人会員数400名+団体会費50,000円×１団体=2,450,000円
注２：2日の研究大会を想定。

２０１０年４月１日～２０１１年３月３１日

日本国際経済法学会２０１０年度予算(案)
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