
2014 年度日本国際経済法学会理事会（第 8期第 2 回） 

議事録 

 

 

１．開催日時・場所 

 日時 ： 2014 年 11 月 1 日（土）12:30－14:00 

 場所 ： 西南学院大学２号館７階 中会議室 

 

２．出席者 

（１）出席理事 

阿部 克則 荒木 一郎 伊藤 一頼 柏木 昇 川島 富士雄 川瀬 剛志 

久保田 隆 佐野 寛 鈴木 將文 泉水 文雄 平 覚 高杉 直 

出口 耕自 内記 香子 長田 真里 中川 淳司 中谷 和弘 根岸 哲 

浜田 太郎 福永 有夏 増田 史子 間宮 勇 山内 惟介 山部 俊文 

柳 赫秀（25 名） 

（２）委任状を提出した理事・監事 

金井 貴嗣 須網 隆夫 瀬領 真吾 東條 吉純 早川 吉尚 佐分 晴夫 

野村 美明（6名） 

（３）その他出席者 

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 25 名、委任

状 6名）。 

（２）2013 年度理事会・総会議事録の承認 

 2013 年度理事会及び総会の議事録案につき、了承された。また、本年度から

年報のページ数削減に伴い会報の掲載を止め、学会ホームページに掲載するの

みとしたとの報告があった。 

（３）職務理事の交代 

 経済産業省通商機構部長の職務理事交代（田中繁広氏から広瀬直氏に）、外務

省経済局長の職務理事交代（片上慶一氏から齋木尚子氏に）が承認され、総会

に承認を提案することとなった（交代は広瀬氏及び齋木氏の内諾を経たもの）。 

（４）会員の異動等 

 8 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）10 名が了承された。逝去 3 名、退会 15 名が報告された。理

事長より、会費値上げにより会員が減少する影響は今のところ見られないもの

の、今後の推移を引き続き見守るとの報告があった。 

（５）2013 年度決算案の承認 

 監事に監査を受けた 2013 年度決算案につき会計主任より説明があった。経費

削減努力を続けた結果、単年度赤字は特別な行事の支出（国際交流援助費）を

除けば 26 万円程度になった。決算で雑誌梱包費がゼロと計上されているが、実

際には雑誌買取費に含まれており、発送を行う法律文化社の領収書に買取費と



梱包費を分けた明細を示してもらう等、今後対応を検討することとなった。 

 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）2015 年度予算案の承認 

 会計主任より、2015 年度予算は各支出費目につき 2014 年度予算と同額を計上

した、資格喪失者に未納年会費を支払うよう促してほしい、予算案は会員数を

400 名として計上しており非会員報告者に加入を促しほしい、年会費を引き上げ

た 2014 年度の執行状況を見て 2016 年度以降の予算組み替えを検討すると説明

があった。異議なく了承され、総会に承認を提案することとなった。 

（７）紛争係属中の民事事件に係るテーマを研究大会で取り上げる場合の理事

会申し合わせ（案） 

 理事長より、前回研究大会の運営の方法について一部理事から問題提起があ

ったことを踏まえ、理事会で「紛争係属中の民事事件に係るテーマを研究大会

で取り上げる場合の申し合わせ」を制定することが提案された。理事より修正

案が出され、以下の通り、理事会申し合わせを制定することが了承された。 

「紛争係属中の民事事件に係るテーマを研究大会で取り上げる場合の理事会申

し合わせ 

１ 研究運営委員会が紛争係属中の民事事件に係るテーマを研究大会で取り上

げることを決定した場合には、常務理事会において、公平性の外観が損なわれ

ることがないよう、その取り上げ方につき、慎重に検討することとする。 

２ 特に、当該事件に関与する者を報告者とする場合には、公平性につき慎重

に配慮することとする。」 

 

（報告事項） 

（１）『国際経済法講座Ⅰ 通商・投資・競争』の韓国語翻訳 

 国際交流主任より、韓国語翻訳『国際経済法争点』が無事出版されたことが

報告された。 

 

（２）2015 年度研究大会 

 研究運営主任より、①2015 年度研究大会は東日本で実施予定、②研究テーマ

は、設立 20 周年を迎えた WTO の役割の再検討、TPP、私法系は様々な民事執行

条約体制を検討中との報告があった。次回研究大会では、１人当たり 2～3万円

を上限に大学院生への旅費助成を研究運営委員会の予算内で試行的に支給する

との報告があった。 

 

（３）日本国際経済法学会年報第 23 号の発刊 

 編集主任より、論説 11 本（2本の投稿論文中 1本を掲載）、コメント 3本、文

献紹介 6 本、小寺前理事長追悼文を掲載した。ページ数を大幅に削減し 260 ペ

ージとし 4000 円を定価としたとの報告があった。 

 

（４）その他 

・庶務副主任より、印刷会社から年報第 23 号を発送したところ、6 名の会員の

方が宛先不明で出版社に戻ってきたが、出版社の手違いで戻ってきた封筒を破

棄してしまい、この 6 名の会員が特定できず年報を届けられていないとの報告

があった。総会、学会ホームページ、メーリングリストで会員に呼びかけ、出



版社より再送することとなった。 

・国際交流委員会主任より、韓国との共同学術大会については来年度以降の継

続を検討中で、仮に継続する場合にはソウルで実施し、国際交流委員会と常務

理事会の審議を経た後、理事会に何らかの形で審議・報告させていただくと報

告があった。 



2014 年度日本国際経済法学会総会 

議事録 

 

日時 ： 2014 年 11 月 1 日（土）14 時～14 時 30 分 

場所 ： 西南学院大学 2号館 8階 大会議室 

 

〔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 52 名、委任

状 82 通） 

 

２．決議事項 

(1) 新入会員の承認 

(2) 2013 年度決算案の承認 

(3) 2015 年度予算案の承認 

(4) 職務理事の交代 

 庶務主任から新入会員 8 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、27 名の逝去者、資格喪失者、退会者が報告さ

れた。 

会計主任より、2013 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、2015 年度予算案の説明があり、規約 7 条及び 19 条に基づき

異議なくこれを承認した。 

庶務主任より、経済産業省通商機構部長及び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。 

 

３．報告事項 

(1) 『国際経済法講座Ⅰ 通商・投資・競争』の韓国語翻訳出版 

(2) 2015 年度研究大会 

(3) 日本国際経済法学会年報第 23 号の発刊 

(4) 日本国際経済法学会年報第 23 号の発送トラブル 

 国際交流委員会主任から、『国際経済法講座Ⅰ 通商・投資・競争』の韓国語

翻訳出版について報告があった。 

 研究運営主任より、2015 年の研究大会について説明があった。 

 編集主任より年報第 23 号について報告があった。また、庶務副主任より年報

第 23 号の発送トラブルの説明があり、まだ届いていない会員は申し出てほしい

との呼びかけがあった。 





　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ　収入の部
費目 2014年度予算額 201４年度決算額201６年度予算案

1.学会費 ¥3,250,000 ¥2,975,200 ¥3,194,000 注1
2.学会傍聴者聴講費 ¥10,000 ¥5,000 ¥10,000
3.学会誌売上 ¥0 ¥0 ¥0
4.利息等収入 ¥6,000 ¥282 ¥500
5.著作権料収入 ¥100,000 ¥125,944 ¥100,000
6.その他 ¥0 ¥102,793 ¥0
当期収入合計 ¥3,366,000 ¥3,209,219 ¥3,304,500
前年度繰越金 ¥1,884,753 ¥1,383,800 ¥2,065,893
収入合計 ¥5,250,753 ¥4,593,019 ¥5,370,393

Ⅱ　支出の部
費目 201４年度予算額 201４年度決算額2016年度予算案

a.大会関係
1a.大会開催援助費 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
1b.会場費（実費）準備金 ¥100,000 ¥0 ¥100,000
2.非会員報告者交通費 ¥50,000 ¥0 ¥50,000
3.プログラム印刷費等 ¥30,000 ¥0 ¥30,000
4.国際交流援助費 ¥50,000 ¥0 ¥100,000

b.学会誌関係
5.学会誌買取費(会員配布用) ¥1,400,000 ¥1,347,840 ¥1,400,000
6.出版手数料 ¥400,000 ¥400,000 ¥400,000
7.雑誌梱包費・送料 ¥100,000 ¥67,214 ¥100,000

c.委員会関係
8.編集委員会費(旅費・通信費を含む) ¥100,000 ¥119,682 ¥100,000
9.研究運営委員会費(旅費・通信費を含む) ¥150,000 ¥67,184 ¥150,000

d.執行部・庶務関係
10.執行部会議費 ¥50,000 ¥0 ¥30,000
11.執行部旅費 ¥150,000 ¥91,760 ¥150,000
12.通信費 ¥100,000 ¥55,951 ¥100,000
13.消耗品費 ¥20,000 ¥6,111 ¥20,000
14.アルバイト代 ¥50,000 ¥0 ¥20,000
15.会費徴収手数料 ¥60,000 ¥54,360 ¥60,000
16．20周年記念行事 ¥0 ¥0 ¥0
17.雑費 ¥100,000 ¥17,024 ¥80,000
18.予備費 ¥150,000 ¥0 ¥114,500
当期支出合計 ¥3,360,000 ¥2,527,126 ¥3,304,500
(単年度収支) ¥6,000 ¥682,093 ¥0
次年度繰越金 ¥1,890,753 ¥2,065,893 ¥2,065,893
合計 ¥5,250,753 ¥4,593,019 ¥5,370,393

注１：個人会費8,000円×個人会員393名+団体会費50,000円×１団体=3,194,000円

2016年4月1日～2017年3月31日

日本国際経済法学会２０16年度予算（案）



　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ　収入の部
費目 2013年度予算額 2013年度決算額 2015年度予算案

1.学会費 ¥2,450,000 ¥2,343,000 ¥3,250,000 注1
2.学会傍聴者聴講費 ¥10,000 ¥28,000 ¥10,000
3.学会誌売上 ¥0 ¥0 ¥0
4.利息等収入 ¥6,000 ¥232 ¥6,000
5.著作権料収入 ¥100,000 ¥96,434 ¥100,000
当期収入合計 ¥2,566,000 ¥2,467,666 ¥3,366,000
前年度繰越金 ¥2,944,803 ¥1,884,753 ¥1,383,800
収入合計 ¥5,510,803 ¥4,352,419 ¥4,749,800

Ⅱ　支出の部
費目 2013年度予算額 2013年度決算額 2015年度予算案

a.大会関係
1a.大会開催援助費 ¥400,000 ¥306,300 ¥300,000
1b.会場費（実費）準備金 ¥0 ¥0 ¥100,000
2.非会員報告者交通費 ¥50,000 ¥0 ¥50,000
3.プログラム印刷費等 ¥30,000 ¥86,945 ¥30,000
4.国際交流援助費 ¥200,000 ¥238,210 ¥50,000

b.学会誌関係
5.学会誌買取費(会員配布用) ¥1,400,000 ¥1,414,793 ¥1,400,000
6.出版手数料 ¥400,000 ¥400,000 ¥400,000
7.雑誌梱包費・送料 ¥100,000 ¥0 ¥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 ¥8,516 ¥100,000
9.研究運営委員会費(旅費・通信費を含む) ¥200,000 ¥15,748 ¥150,000

d.執行部・庶務関係
10.執行部会議費 ¥50,000 ¥0 ¥50,000
11.執行部旅費 ¥200,000 ¥157,840 ¥150,000
12.通信費 ¥100,000 ¥75,937 ¥100,000
13.消耗品費 ¥30,000 ¥5,335 ¥20,000
14.アルバイト代 ¥100,000 ¥0 ¥50,000
15.会費徴収手数料 ¥60,000 ¥51,187 ¥60,000
1６.雑費 ¥100,000 ¥114,390 ¥100,000
1７.予備費 ¥50,000 ¥93,418 ¥150,000
当期支出合計 ¥3,590,000 ¥2,968,619 ¥3,360,000
(単年度収支) ¥-1,024,000 ¥-500,953 ¥6,000
次年度繰越金 ¥1,920,803 ¥1,383,800 ¥1,389,800
合計 ¥5,510,803 ¥4,352,419 ¥4,749,800

注１：個人会費8,000円×個人会員400名+団体会費50,000円×１団体=3,250,000円

日本国際経済法学会２０15年度予算
2015年4月1日～2016年3月31日
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