
平成 26 年度 日本体育・スポーツ経営学会 総会資料 

平成 27 年 3 月 20 日(金) 於：白鴎大学 

 

  

議事次第  

 

１．会長あいさつ 

２．議長選出 

３．報告 

(1)平成 26 年度活動報告＜資料 1＞ 

(2)平成 26 年度収支決算報告＜資料 2＞ 

(3)その他 

４．審議 

(1)平成 27 年度事業計画＜資料 3＞ 

(2)平成 27 年度収支予算計画＜資料 4＞ 

(3)会則改正について＜資料 5＞ 

(4)役員の改選＜資料 6＞ 

(5)その他 
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＜資料１＞平成 26 年度活動報告 

１． 会議 

(1)第 1 回常務理事会（2014.5.23） 於：早稲田大学高田牧舎 2F 会議室 

   ・平成 26 年度委員会構成と役員の分担 

   ・平成 26 年度事業計画について 

     ①会報の編集 

     ②第 38 回学会大会の大会プログラム 

     ③第 48.49.50.51 回研究集会 

     ④研究プロジェクトの推進  

   ・会則改正 

   ・第 39 回大会について 

   ・学会ロゴマークの変更について 

(2)第 2 回常務理事会（2014.6.27） 於：筑波大学東京キャンパス 435 教室 

   ・第 48.49.50 回研究集会について 

   ・研究プロジェクトの推進の研究計画 

   ・学会ロゴマークの変更について 

   ・選挙管理規則の改正について 

 (3)第 3 回常務理事会（2014.11.7） 於：早稲田大学高田牧舎 2F 会議室 

    ・選挙管理規則の改正について 

・学会ロゴマーク案について 

・第 38 回学会大会及び理事会企画シンポジウムについて 

・第 50 回研究集会について 

・会報第 66 号について 

(4)第 4 常務理事会（2015．1．9） 於：早稲田大学大隈タワー501 演習室 

  ・学会ロゴマーク案について 

・機関誌の WEB 公開について 

・会則改正（一般会員の年度会費値上げ）について 

・来年度以降の理事会運営について 

(5)第 1 回理事会（2015．1.24） 於：東伏見キャンパス 79 号館 204 会議室 

  ・来年度以降の理事会運営について 

  ・学会ロゴマークの変更について 

  ・平成 27 年度事業について 

(6)第 5 回常務理事会（2015．2.23）於：筑波大学東京キャンパス 

  ・機関誌の WEB 公開について 

  ・会則改正について 

  ・平成 27 年度総会議案について 

(7)第 2 回理事会：新現理事会（2015.3．19） 於：白鴎大学東キャンパス 

  ・平成 27.28 年度理事長・常務理事の選出 

  ・平成 27 年度総会議案について 

２． 機関誌の発行（編集委員会） 

「体育・スポーツ経営学研究第 28巻」（3 月発刊） 

原著論文 1 編、研究資料 2 編、問題提起 1 編、第 47 回研究集会報告 
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３． 日本体育・スポーツ経営学会第 38 回大会の開催（藤井実行委員長） 

会場 ： 白鴎大学東キャンパス 

時期 ： 平成 27 年 3 月 19日(木)～21日(土・祝)  

 

４． 会報の発行（広報委員会） 

会報65号 9月発刊  会報66号 3月発刊 

 

５． 研究プロジェクトの推進（研究推進委員会） 

  (1)スポーツプロデュース研究プロジェクト（齋藤 P.L. P.M.16 名）） 

    科研費申請「スポーツを見る力の構造と育成をめぐる国際比較研究」 

  (2)エクセレントクラブ研究プロジェクト（作野 P.L. P.M.22 名） 

    SSF 研究助成申請「持続的に成長する地域スポーツクラブのケース分析：総合型

クラブの発展に向けた条件の検討」 

 

６． 研究集会の開催 

(1)第 48 回研究集会（天野委員長） 

  「震災復興とスポーツの力」 

    期日   平成 26 年 9 月 27 日（土） 

 会場   東北学院大学泉キャンパス 

    参加者数 ２３名 

(2)第 49 回研究集会（竹下実行委員長） 

  「これからの子どものスポーツ環境を考える」 

    期日   平成 26 年 12 月 20 日（土）  

    会場   鹿児島大学教育学部 

    参加者数 ５２名 

(3)第 50 回研究集会（作野実行委員長）   

「総合型地域スポーツクラブ経営の本質の本質を問う５ 

地域スポーツクラブにおけるダイバーシティ・マネジメント」  

    共催   日本体育学会体育経営管理専門領域 

    期日   平成 27 年 1 月 24 日(土) 

    会場   早稲田大学東伏見キャンパス     

    参加者数 ８９名 

 

７． 学会賞・奨励賞の授与 

    学会賞：該当者なし 

   奨励賞：朝倉雅史会員（筑波大学大学院） 

        朝倉雅史・清水紀宏（2014）体育教師の信念が経験と成長に及ぼす影響：

「教師イメージ」と「仕事の信念」の構造と機能，体育学研究第59巻1号，

pp.29-51． 

８． 役員の改選 

  平成 27.28 年度理事選挙（H.26.12.1～12.19）、会長選挙（H.27.1.28～2.13） 

 

９． 学会ロゴマークの変更  
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＜資料２＞平成 26 年度収支決算報告 

【収　入】　 現在

項　　目 平成26年度予算 平成26年度決算 増減（▲減）

前年度繰越金 2,465,928 2,465,928 0

会費 正会員 会計年度以前 100,000 120,000 *1 20,000

会計年度 710,000 609,000 *2 ▲ 101,000

賛助会員 160,000 160,000 *3 0

入会金 20,000 12,000 ▲ 8,000

事業収入 150,000 140,338 *4 ▲ 9,662

特別会計繰入金 20,000 10,000 ▲ 10,000

収入合計（A） 3,625,928 3,517,266 ▲ 108,662

*1　正会員24名分 *2　123名分（正会員114名，学生会員8名） 単位：円

*3  2社＠\40,000-  4社＠\20,000- 　　　会員数256名（正会員237名，学生会員15名，名誉会員4名）

*4  研究集会残金（第48回￥20,026　第50回￥88,253），研究誌売上（￥20,000），印税（￥12,059)

【支　出】 現在

項　　目 平成26年度予算 平成26年度決算 増減（▲減）

体育･ｽﾎﾟｰﾂ経営学 通信費 2,000 7,101 *1 5,101

　研究の発行 編集会議費 50,000 0 *2 ▲ 50,000

編集諸費 25,000 31,320 *3 6,320

印刷費 400,000 302,400 ▲ 97,600

発送費 20,000 21,156 1,156

人件費 60,000 80,000 *4 20,000

学会大会運営 運営補助費 150,000 150,000 0

優秀発表賞経費 20,000 0 *5 ▲ 20,000

会報の発行 印刷費 30,000 31,606 1,606

発送費 8,000 2,378 *6 ▲ 5,622

研究集会の開催 運営費 60,000 60,000 0

学会賞の授与 運営費 16,000 0 *7 ▲ 16,000

選考委員会会議費 5,000 0 *8 ▲ 5,000

記念品代 20,000 10,760 ▲ 9,240

ホームページの運営 運営費 100,000 100,000 0

研究プロジェクトの推進 運営費 100,000 38,300 ▲ 61,700

総務費 理事会会議費 100,000 87,846 ▲ 12,154

事務費 120,000 128,297 8,297
日本スポーツ体育健

康科学学術連合年会

費
10,000 10,000 0

人件費 125,000 125,000 *9 0

予備費 2,204,928 50,000 *10 ▲ 2,154,928

支出合計（B） 3,625,928 1,236,164 ▲ 2,389,764

*1　投稿論文数増のため支出増 *2　会議未開催のため支出なし 単位：円

*3　欧文抄録校正代

*4　テープ起こし人件費（シンポジウム：￥20,000，講演：￥20,000）、編集委員会事務局人件費（￥40,000）

*5　優秀発表賞未実施のため支出なし *6　メールアドレス未登録者のみ送付のため支出減

*7　推薦依頼を会費督促と同時発送のため支出なし

*8　会議未開催のため支出なし

*9　発送人件費（\85,000）および事務局人件費（\40,000）

*10　学会新ロゴマークデザイン料

収入合計（A） 支出合計（B） 収支（A）－（B）

3,517,266 円 － 1,236,164 円 ＝ 2,281,102 円

今期収入合計 今期支出 今期収支

1,051,338 円 － 1,236,164 円 ＝ -184,826 円

【収　入】　 現在

項　　目 平成26年度予算 平成26年度決算 増減（▲減）

普通預金元本 872,443 872,443 0

普通預金利息 122 212 90

合計 872,565 0 872,655 90

【支　出】　 (円）

項　　目 平成26年度予算 平成26年度決算 増減（▲減）

本部会計繰入 20,000 10,000 ▲ 10,000

合計 20,000 10,000 ▲ 10,000

単位：円

872,655 円 － 10,000 円 ＝ 862,655 円

2015年3月12日

平成26年度収支決算報告
一般会計

2015年3月12日

2015年3月12日

特別会計

監査の結果､平成26年度決算は適正であることを認めます｡

平成 年 月 日 平成 年 月 日
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＜資料３＞平成 27 年度事業計画（案） 

 

１．体育・スポーツ経営学研究第 29 巻の発行（10 月発刊予定） 

 

２．会報の発行 

   年 2 回発行（67 号、68 号）  

 

３．日本体育・スポーツ経営学会第 39 回大会の開催 

場所：立命館大学朱雀キャンパス 

期日：平成 26 年 3 月 14 日（月）～16 日（水） 

 

 【参考】第 40 回大会 鹿児島大学にて開催予定 

 

４．研究集会の開催 

  (1)第 51 回研究集会：中国・四国地区 

テーマ：子どもスポーツ環境関連 

         

  (2)第 52 回研究集会：関東地区 

        テーマ：地域スポーツ関連 

         

    (3)第 53 回研究集会：関東地区 

テーマ：スポーツ組織（競技団体等）関連 

 

５．研究プロジェクトの推進 

  (1)「スポーツプロデュース研究プロジェクト」 

(2)「エクセレントクラブ研究プロジェクト」 

   

６．日本体育・スポーツ経営学会学会賞および奨励賞の授与 

 

７．学会広報活動（ホームページの充実） 
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＜資料４＞平成 27 年度収支予算計画 

【収　入】　

項　　目 平成26年度予算 平成27年度予算 増減（▲減）

前年度繰越金 2,465,928 2,281,102 ▲ 184,826

会費 会員 会計年度以前 100,000 100,000 *1 0

会計年度 710,000 1,100,000 *2 390,000

賛助会員 160,000 310,000 *3 150,000

入会金 20,000 10,000 *4 ▲ 10,000

事業収入 150,000 100,000 *5 ▲ 50,000

特別会計繰入金 20,000 20,000 0

収入合計（A） 3,625,928 3,921,102 295,174

*1　20人＠\5,000-　 *2　年度会費値上げのため予算額増（正会員130人＠\8,000-　学生会員20名＠\3,000-） 単位：円

*3  1社＠\60,000-  2社＠\40,000-  1社＠\30,000-  7社＠\20,000-

*4　平成26年度実績を鑑み予算額減（10人＠\1,000-） 　　 

*5　平成26年度までの実績を鑑み予算額減（研究集会等残金，総合型テキスト印税，研究誌頒布代金）

【支　出】

項　　目 平成26年度予算 平成27年度予算 増減（▲減）

体育･ｽﾎﾟｰﾂ経営学 通信費 2,000 5,000 *1 3,000

　研究の発行 編集会議費 50,000 50,000 0

編集諸費 25,000 30,000 *2 5,000

印刷費 400,000 350,000 *3 ▲ 50,000

発送費 20,000 20,000 0

人件費 60,000 50,000 *4 ▲ 10,000

学会大会運営 運営補助費 150,000 150,000 0

優秀発表賞経費 20,000 20,000 0

会報の発行 印刷費 30,000 5,000 *5 ▲ 25,000

発送費 8,000 5,000 *6 ▲ 3,000

研究集会の開催 運営費 60,000 60,000 0

学会賞の授与 運営費 16,000 16,000 0

選考委員会会議費 5,000 5,000 0

記念品代 20,000 20,000 0

ホームページの運営 運営費 100,000 80,000 *7 ▲ 20,000

研究プロジェクトの推進 運営費 100,000 50,000 *8 ▲ 50,000

総務費 理事会会議費 100,000 150,000 *9 50,000

事務費 120,000 100,000 *10 ▲ 20,000
日本スポーツ体育健康

科学学術連合年会費 10,000 10,000 0

人件費 125,000 100,000 *11 ▲ 25,000

予備費 2,204,928 2,645,102 440,174

支出合計（B） 3,625,928 3,921,102 295,174

*1　 平成26年度実績を鑑み、予算額増 *2　 これまでの実績を鑑み、予算額増（投稿3件＠￥10,000-） 単位：円

*3　 平成26年度実績を鑑み予算額減 *4　 編集委員会事務局変更のため、予算額減

*5　 経費節減のため、予算額減 *6　 平成26年度実績を鑑み、予算額減

*7　 人件費削減のため、予算額減 *8　 平成26年度実績を鑑み、予算額減

*9　 常務理事選出・運営方法変更のため、交通費分予算額増*10　 経費節減のため、予算額減

*11 人件費削減のため、予算額減　

収入 支出 収支

3,921,102 円 － 3,921,102 円 ＝ 0 円

　当期のみ（ 1,640,000 ） （ 1,276,000 ） （ 364,000 ）

【収　入】　 【収　入】　

平成27年度予算 項　　目 平成26年度決算

普通預金元本 862,655 普通預金 872,443

利息合計 212 普通預金利息 212

合計 862,867 合計 872,655

単位：円 単位：円

【支　出】　 【支　出】　

平成27年度予算 項　　目 平成26年度決算

本部会計繰入 20,000 *1 本部会計繰入 10,000

合計 20,000 合計 10,000

*1　普通預金より（学会賞記念品代として） 単位：円 単位：円

収入 支出

862,867 円 － 20,000 円 ＝ 842,867 円

平成27年度　収支予算（案）

一般会計

特別会計 <参考>平成26年度特別会計決算
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＜資料５＞会則改正について 

１．学会英文名称の変更について（第１条） 

 

２．会費の値上げについて（第６条） 

  正会員   8,000 円（3000 円の値上げ） 

  学生会員 3,000 円（据え置き） 

＜改正理由＞ 

 ① 3,000 円の値上げにより、現在の会費納入率で算出すると現状の予算における当期赤

字額の大半が解消される。 

 ② 会則改正をともなう会費額の増額を頻繁に行うことはふさわしくない。そのため、赤

字の解消だけでなく、学会運営体制の充実のための経費（常務理事会の旅費や十分な

事務局経費等）や、将来の学会事業の充実にむけた収入を今回の値上げで確保する必

要がある。 

 ③ 関連学会と比較しても、8,000 円の会費額はほぼ同等であり、事業内容も同様である

ことから、会員に対して割高感を与えることはないと思われる。 

 ＜前提条件＞ 

 ① 会費値上げの前提として、会費の納入率向上の取り組みと学会事業の充実を図ってい

き、会員の理解を得る。 

 ② 現在、納入率向上に向けて会費未納の会員に対する継続意思の確認等を実施している。

また、来年度以降は、年度当初に年度会費の請求書を送るなどの取り組みを実施し、

研究費等での支払いをスムーズにする取り組みを行う。 

 ③ 研究集会等における参加料について、会員と一般参加者（臨時会員）との差別化によ

る会員特典についても検討する。 

 

３．事務局名称の変更について（第 22 条） 

 
（会則改正案） 

現　行 改　正　案
第１章　　総　　則

第１条　本会は、日本体育・スポーツ経営学会（英文名
Japanese Society of Management for Physical Education
and Sports）と称する。

第１条　本会は、日本体育・スポーツ経営学会（英文名
Japanese Society of Management for Physical Education
and Sport）と称する。

第３章　　会　　員

第６条　会員は、次の会費を納入しなければならない。 第６条　会員は、次の会費を納入しなければならない。
   (1)正会員　：年額５，０００円    (1)正会員　：年額８，０００円
   (2)特別会員：年額５，０００円または相当の米ドル    (2)特別会員：（省略）
   (3)学生会員：年額３，０００円    (3)学生会員：（省略）
   (4)名誉会員：会費は徴収しない    (4)名誉会員：（省略）
   (5)賛助会員：年額１口（１万円）以上    (5)賛助会員：（省略）
   (6)臨時会員：会費は徴収しない    (6)臨時会員：（省略）

第８章　　事　務　局

第２２条　本会の事務局は、当分の間筑波大学体育経営学
研究室に置く。

第２２条　本会の事務局は、当分の間筑波大学体育・ス
ポーツ経営学研究室に置く。

付則　この会則は、昭和５９年２月１１日より施行する。 付則　この会則は、昭和５９年２月１１日より施行する。
　　　この会則は、昭和６３年２月１３日より施行する。
　　　この会則は、平成３年３月９日より施行する。 　
　　　この会則は、平成１５年３月２９日より施行する。 　　　　（省略）
　　　この会則は、平成２０年３月１６日より施行する。
　　　この会則は、平成２３年３月２１日より施行する。

　　　この会則は、平成２７年３月２０日より施行する。
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＜資料６＞役員の改選 

平成 27・28 年度 役員一覧（役職別，五十音順） 

 

会 長（1 名） ： 柳沢 和雄 氏（筑波大学）  

 

副会長（2 名） ： 木村 和彦 氏（早稲田大学）中路 恭平 氏（南山大学） 

 

理 事（20 名）： 天野 和彦 氏（東北学院大学：北海道・東北） 

金山 千広 氏（神戸女学院大学：近畿） 

川邊 保孝 氏（東海大学：関東） 

小山さなえ氏（作新学院大学：関東） 

齊藤 隆志 氏（日本女子体育大学：関東）  

作野 誠一 氏（早稲田大学：関東） 

清水 紀宏 氏（筑波大学：関東） 

高岡 敦史 氏（岡山大学：中国・四国） 

武隈   晃 氏（鹿児島大学：九州・沖縄） 

谷藤 千香 氏（千葉大学：関東） 

中西 純司 氏（立命館大学：近畿） 

長積   仁 氏（立命館大学：近畿）  

永田 秀隆 氏（仙台大学：北海道・東北） 

浪越 一喜 氏（帝京大学：関東）  

西原 康行 氏（新潟医療福祉大学：北信越） 

藤井 和彦 氏（白鴎大学：関東）  

藤田 雅文 氏（鳴門教育大学：中国・四国） 

松永 敬子 氏（龍谷大学：近畿）  

松岡 宏高 氏（早稲田大学：関東） 

簗瀬   歩 氏（愛知産業大学：東海） 

 

監 事（2 名）：  川崎 登志喜氏（玉川大学） 嶋﨑 雅規（帝京中学・高等学校） 


