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2012 年度日本国際経済法学会理事会（第 7期第 3回） 

議事録（案） 

１．開催日時・場所 
日時 ： 2012 年 11 月 24 日（土）9:00－10:30 
場所 ： 大阪市立大学学術情報センター10 階会議室 SA 
２．出席者 
（１）出席理事 
阿部 克則 荒木 一郎 川島 富士雄 小寺 彰 佐野 寛 清水 章雄 須網 隆夫 瀬領 真悟 泉水 
文雄 平 覚 高杉 直 野村 美明 増田 史子 間宮 勇 山部 俊文 山根 裕子 柳 赫秀（17 名） 
（２）委任状を提出した理事・監事 
位田 隆一 岩沢 雄司 久保田 隆 佐分 晴夫 茶園 成樹 出口 耕自 中川 淳司 楢﨑 みどり 

根岸 哲 早川 吉尚 福永 有夏 金井 貴嗣（12 名） 
（３）その他出席者 
浜田 太郎（庶務副主任、書記） 佐藤 智恵（会計副主任） 
３．議事録 
（審議事項） 
（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を確認した（出席者 17 名、委任状 12 名）。 
（２）2011 年度理事会・総会議事録の承認 

2011 年度理事会及び総会の議事録案につき、異議なく了承された。 
（３）職務理事の交代 
外務省経済局長（八木毅氏から片上慶一氏）の職務理事の交代が承認され、総会に承認を提案するこ

ととなった（交代は片上氏の内諾を経たもの）。 
（４）会員の異動等 

11 名の入会が承認され、総会に承認を提案することとなった。資格喪失（3 年以上の会費滞納）6 名

が了承された。退会 7 名が報告された。 
（５）2011 年度決算案の承認 
監事に監査を受けた 2011 年度決算案につき会計主任より説明があった。異議なく承認され、総会に

承認を提案することとなった。 
（６）2013 年度予算案の承認 

会計主任より、2013 年度予算案につき、①開催校が大会会場費を徴収する場合に備え、1 日学会

で 40 万円を計上、②日韓国際交流企画関連支出として国際交流援助費を 20 万円に増額、③執行部会

議費を 5 万円に削減、④単年度収支改善に向け、年会費を自動引落にしていない会員と自動引落でき

なかった会員に対し全銀行共通振込依頼書を送付したが未だ 67 名が複数年度分滞納しており深刻な

問題である旨説明があった。2013 年度予算案につき、異議なく承認され、総会に承認を提案するこ

ととなった。 
（７）次期理事及び監事候補者の承認 

庶務主任より、「理事及び監事選出に関する申合せ」（2002 年 10 月 27 日理事会承認、2011 年 10 月

30 日修正承認）に基づき、会員による選挙の得票数に応じた 25 名を選任理事候補、常務理事会にて 15
名を指名理事候補に選任した旨説明があり、理事候補 40 名と監事候補 2 名を選任理事候補と指名理事
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候補の別を明らかにして総会に承認を求めたい旨説明があった。異議なく承認され、総会に承認を提案

することとなった。 
（８）大会会場費に関する申し合わせ 
 庶務主任より、学会から開催校への研究大会開催補助は、1 日のみの研究大会の場合には 30 万円、

2 日間の研究大会の場合には 40 万円を上限とする現行の補助に加え、開催校が会場費を徴収する場合

は、学会は当該会場費の実費相当額を別途開催校に支払うよう申し合わせを制定する旨説明があった。

異議なく承認された。 
 
（報告事項） 
（１）20 周年記念出版 
①20 周年記念出版「国際経済法講座Ⅰ 通商・投資・競争」、「国際経済法講座Ⅱ 取引・財産・手続」

を無事出版した、②常務理事会で協議した結果、学会名で 10 セットを関係団体（韓国国際取引法学会、

米国国際法学会図書館、オーストラリア国際経済法学会、Peace Palace Library、マックスプランク外

国私法・国際私法研究所、WTO Library、マックスプランク国際法研究所、上海 WTO センター、最高

裁判所図書館、法務省図書館）に寄贈する旨報告があった。異議なく了承され、執行部から総会に報告

することとなった。 
（２）国際交流企画 
研究運営主任より、①国際交流委員会を設置し、柳赫秀（主任、研究運営主任）、間宮勇（庶務主任）、

荒木一郎、中谷和弘、長田真里の５人を委員に任命した、②2012 年 9 月 1 日に第 1 回日韓共同学術大

会を延世大学校にて国際去來法学会と開催した、③来年度又は再来年度に日本で同様の学術大会を開催

する予定である旨説明があった。異議なく了承され、執行部から総会に報告することとなった。 
（３）2013 年度研究大会 
 庶務主任より、次期執行部でその日時・場所（慣例によれば関東地方）を決定する旨説明があった。 
（４）日本国際経済法学会年報 21 号の編集 
編集主任より、年報 21 号につき、①11 本の寄稿のうち 9 本の論説を掲載、②20 周年記念号であるた

めページ数が増加し 4100 円となった旨説明があった。 
（５）査読制度及び同レフェリーの引き受け 
 編集主任より、①透明性を高めるため査読制度に関する内部規則を公表する旨次期編集委員会に申し

送る、②編集委員会からレフェリーの依頼があれば引き受け願いたい旨説明があった。 
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2012 年度日本国際経済法学会総会 

議事録（案） 

 
日時 ： 2012 年 11 月 24 日（土）12:30－13:00 
場所 ： 大阪市立大学学術情報センター10 階会議室Ｌ 
 
〔議題〕 
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を確認した（出席者 53 名、委任状 69 名）。 
 
２．決議事項 
(1) 新入会員の承認 
(2) 2011 年度決算案の承認 
(3) 2013 年度予算案の承認 
(4) 職務理事の交代 
(5) 20 周年記念出版 
(6) 次期理事・監事の選任 
 
庶務主任から新入会員 11 名の説明があり、規約 6 条に基づき異議なくこれを承認した。また、庶務

主任から、13 名の退会が報告された。 
会計主任より、2011 年度決算案の説明があり、規約 20 条に基づき異議なくこれを承認した。 
会計主任より、2013 年度予算案の説明があり、規約 19 条に基づき異議なくこれを承認した。承認に

際し、会計主任より、単年度収支改善のため年会費を自動引落にしていない会員と自動引落できなかっ

た会員に対し全銀行共通振込依頼書を送付したが未だ 67 名が複数年度分滞納しており深刻な問題であ

る旨説明があった。 
理事長より、外務省経済局長の職務理事の交代が理事会で承認された旨説明があり、異議なく承認さ

れた。 
編集主任より、①20 周年記念出版「国際経済法講座Ⅰ 通商・投資・競争」、「国際経済法講座Ⅱ 取

引・財産・手続」を無事出版した、②常務理事会で 10 セットの寄贈先を決定した旨説明があり、異議

なく了承された。 
庶務主任より、「理事及び監事選出に関する申合せ」（2002 年 10 月 27 日理事会承認、2011 年 10 月

30 日修正承認」に基づき、会員による選挙の得票数に応じた 25 名を選任理事候補、常務理事会にて 15
名を指名理事候補に選任し、本日先に開催された理事会の承認を経た理事候補 40 名と監事候補 2 名に

ついて総会に承認を求めたい旨説明があった。異議なく承認された。 
 
３．報告事項 
(1) 日本国際経済法学会年報 21 号の編集 
(2) 国際交流企画 
(3) 2013 年度研究大会 
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編集主任より、①透明性を高めるため査読制度・手続を公表したい、②編集委員会からレフェリーの

依頼があればぜひお引き受け頂きたい、③文献紹介に取り上げる書籍をご推薦願いたい旨説明があった。 
研究運営主任より、①国際交流委員会を設置し、柳赫秀（主任、研究運営主任）、間宮勇（庶務主任）、

荒木一郎、中谷和弘、長田真里の５人を委員に任命した、②2012 年 9 月 1 日に第 1 回日韓共同学術大

会を延世大学校にて国際去來法学会と開催した、③来年度又は再来年度に日本で同様の学術大会を開催

する予定である旨説明があった。 
理事長より、2013 年度研究大会の日時・場所（慣例によれば関東地方）は未定で、次期執行部で決

定する旨説明があった。 
 
この総会で選任された新理事・監事による理事会が同日 13 時より開催され、「理事長互選の方法につ

いての申し合わせ」（1992 年 1 月 25 日理事会承認、2004 年 11 月 7 日修正承認）に基づき、議事は小

寺前理事長が議長として運営した。定足数が満たされていることを確認した上で（26 名出席）、2 回の

投票の結果、根岸哲会員（甲南大学）が新理事長に互選された。 





　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ　収入の部
費目 2011年度予算額 2011年度決算額 2013年度予算案

1.学会費 ¥2,450,000 ¥2,412,000 ¥2,450,000 注1
2.学会傍聴者聴講費 ¥10,000 ¥17,000 ¥10,000
3.学会誌売上 ¥0 ¥0 ¥0
4.利息等収入 ¥6,000 ¥897 ¥6,000
5.著作権料収入 ¥100,000 ¥118,436 ¥100,000
6.その他 ¥0 ¥300,000 ¥0
当期収入合計 ¥2,566,000 ¥2,848,333 ¥2,566,000
前年度繰越金 ¥3,918,469 ¥3,622,737 ¥2,944,803
収入合計 ¥6,484,469 ¥6,471,070 ¥5,510,803

Ⅱ　支出の部
費目 2011年度予算額 2011年度決算額 2013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） ¥400,000 ¥400,000 ¥400,000
2.非会員報告者交通費 ¥50,000 ¥300,000 ¥50,000
3.プログラム印刷費等 ¥30,000 ¥92,736 ¥30,000
4.国際交流援助費 ¥0 ¥0 ¥200,000

b.学会誌関係
5.学会誌買取費(会員配布用) ¥1,400,000 ¥1,446,545 ¥1,400,000
6.出版手数料 ¥400,000 ¥400,000 ¥400,000
7.雑誌梱包費・送料 ¥40,000 ¥2,878 ¥100,000

c.委員会関係
8.編集委員会費(旅費・通信費を含む) ¥120,000 ¥0 ¥120,000
9.研究運営委員会費(旅費・通信費を含む) ¥200,000 ¥103,925 ¥200,000

d.執行部・庶務関係
10.執行部会議費 ¥100,000 ¥0 ¥50,000
11.執行部旅費 ¥200,000 ¥286,180 ¥200,000
12.通信費 ¥100,000 ¥64,268 ¥100,000
13.消耗品費 ¥30,000 ¥21,770 ¥30,000
14.アルバイト代 ¥100,000 ¥0 ¥100,000
15.会費徴収手数料 ¥60,000 ¥50,137 ¥60,000
16．20周年記念行事 ¥1,000,000 ¥203,143 ¥0
17.雑費 ¥100,000 ¥154,685 ¥100,000
18.予備費 ¥50,000 ¥0 ¥50,000
当期支出合計 ¥4,380,000 ¥3,526,267 ¥3,590,000
(単年度収支) ¥-1,814,000 ¥-677,934 ¥-1,024,000
次年度繰越金 ¥2,104,469 ¥2,944,803 ¥1,920,803
合計 ¥6,484,469 ¥6,471,070 ¥5,510,803

注１：個人会費6,000円×個人会員400名+団体会費50,000円×１団体=2,450,000円

2013年4月1日～2014年3月31日

日本国際経済法学会２０13年度予算(案)
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