平成 27 年度

日本体育・スポーツ経営学会

総会資料

日時：平成 28 年 3 月 15 日（火） 17：15～18：15
場所：立命館大学 大阪いばらきキャンパス（OIC）
カンファレンスホール

議事次第

１．会長あいさつ
２．議長選出
３．報告
（１）平成 27 年度活動報告

＜資料１＞

（２）平成 27 年度収支決算報告

＜資料２＞

（３）学会大会開催・運営関連規程等の改正
及び新規作成について

＜資料３＞

（４）その他
４．審議
（１）平成 28 年度事業計画（案）

＜資料４＞

（２）平成 28 年度収支予算計画（案）
（３）その他
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＜資料５＞

＜資料１＞平成 27 年度活動報告
１．会議の開催
(1)第 1 回常務理事会（2015.5.15） 於：筑波大学東京キャンパス 5 階教員ラウンジ
・平成 27 年度委員会構成と役員分担（理事長報告）
・平成 27 年度事業計画について（各委員会）
①会報の編集（広報委員会）
②第 39 回学会大会の企画・運営について
（学会大会運営委員会，学会大会実行委員会，研究推進委員会）
③第 51 回，第 52 回，第 53 回研究集会（実践対応委員会）
④研究プロジェクトの推進について（研究推進委員会，プロジェクトリーダー）
・今後の学会運営における改革検討事項（案）について（理事長提案）
①学会大会のブロック別ローテーション制の導入について
→「学会大会の開催に関する規程」の改正検討
→学会大会運営委員会と学会大会実行委員会との関係性の検討
②会員調査（学会に対するニーズ調査）の実施検討
→新たな事業開拓の模索
③全国 SC ネットや都道府県連絡協議会等との連携・協力関係の構築の検討
→総合型クラブへの賛助会員としての加入の推進
→総合型クラブへの賛助会員加入に向けての「会員特典」の検討
・クラブ向けのメールマガジン等の配信
・学会員（各ブロック）の研修会等講師としての派遣事業の実施
・本学会研究集会への会員価格での参加
・総合型クラブ会員調査やクラブの自己点検評価等への協力

など

④学会 HP のリニューアル化の検討
⑤経営学関連論文数（経営学研究，マネジメント研究，体育学研究，産業学研
究等）の増加策の検討
⑥若手研究者の育成と大学院進学者の増加策の検討
・体育・スポーツ経営学研究第 29 巻の発行（10 月発刊予定）について（編集委員会）
(2)第 2 回常務理事会（2015.8.28） 於：筑波大学東京キャンパス 5 階教員ラウンジ
・第 39 回学会大会の企画・運営について（大会実行委員会）
・第 53 回研究集会の企画について（実践対応委員会）
・研究プロジェクトの推進状況について（研究推進委員会，プロジェクトリーダー）
・体育・スポーツ経営学研究第 29 巻の発行準備等について（編集委員会）
※

経営学研究の早期公開制度の導入可能性も含めて

・第 53 回研究集会の企画について（実践対応委員会）
・今後の学会大会運営のあり方について（理事長提案）
①「学会大会の開催に関する規程」の改正等の検討
②学会大会運営委員会と学会大会実行委員会との関係性の検討
・会員調査の質問内容と実施時期について（広報委員会）
・SNS を活用した学会 HP の作成方向性について（広報委員会）
・総合型クラブの「団体会員」化に向けた規程改正の状況について（総務委員会）
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(3)第 3 回常務理事会（2015.10.31） 於：筑波大学東京キャンパス 5 階教員ラウンジ
・学会大会開催等関連規程の改正と今後の進め方について（理事長提案）
・SNS を活用した学会 HP の作成方向性について（広報委員会）
・会報 68 号について（広報委員会）
・第 53 回研究集会の企画について（実践対応委員会）
・会員調査の実施状況等について（広報委員会）
・研究プロジェクトの運営状況について（研究推進委員会，プロジェクトリーダー）
・総合型クラブの「団体会員」化に向けた規程改正の状況について（総務委員会）
(4) 第 1 回理事会（2016.1.23） 於：早稲田大学早稲田キャンパス 11 号館 508 教室
・学会 HP リニューアル費用について
・日本体育・スポーツ経営学会第 39 回大会広告協賛について
・第 41 回学会大会の会場校（検討状況）について
・平成 28 年度事業計画について
(5) 第 4 回常務理事会（2016.3.3） 於：筑波大学東京キャンパス 431 会議室
・平成 28 年度の委員会構成と役割分担について（理事長提案）
・第 41 回学会大会の会場校の決定について（学会大会運営委員会）
・平成 28 年度総会議案について（各委員会）
・その他，学会運営のあり方などについて（理事長）
・第 39 回学会大会の参加申込状況と広告協賛の状況について（学会大会運営委員会）
・会員調査の実施および結果報告の準備について（広報委員会）
・学会賞・奨励賞推薦の状況と選考委員会の構成について（理事長）
(6) 第 2 回理事会（2016.3.14） 於：立命館大学 大阪いばらきキャンパス（OIC）
・平成 28 年度委員会構成と役員分担について
・第 41 回学会大会の会場校について
・平成 28 年度総会議案について
２．学会大会開催関連規程等の改正および新規作成（2015 年 9 月 10 日より適用）
(1)日本体育・スポーツ経営学会学会大会運営委員会内規（新規）
(2)日本体育・スポーツ経営学会学会大会の開催に関する規程（改正）
(3)日本体育・スポーツ経営学会学会大会の開催に関する申し合わせ（新規）
(4)理事会の運営に関する規程（改正）
（学会 HP>日本体育・スポーツ経営学会会則：http://www.jsmpes.jp/kaisoku-index.html）
３．機関誌の発行（編集委員会）
(1) 「体育・スポーツ経営学研究第 29 巻」（平成 28 年 3 月末発刊）
原著論文 1 編，研究資料 2 編，研究集会報告 2 編
(2)早期公開制度の導入について
科学技術推進機構の科学技術情報発信流通総合システムを活用した「早期公開」
について検討したが，予算等の関係から本学会 HP 上での対応を行う．
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４．日本体育・スポーツ経営学会第 39 回大会の開催（長積実行委員長）
・会場 ： 立命館大学 大阪いばらきキャンパス（OIC）
・時期 ： 平成 28 年 3 月 14 日（月）～16 日（水）
５．会報の発行（広報委員会）
・会報67号（9月）
，および会報68号（2月）の発刊．
６．Webによる会員調査の実施（広報委員会）
・2016年2月17日（水）～3月13日（日）
：Web会員調査の実施．
・会報や学会HP等で調査結果の報告と次年度の学会運営において吟味する．
７．研究プロジェクトの推進（研究推進委員会，プロジェクトリーダー）
(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）
・研究会の開催回数：11 回実施済み．
・平成 28 年度科研費申請：基盤研究（C）＜3 年間 498 万円＞
「スポーツを＜みる力＞の構造化と指標化および教育･啓発事業が及ぼす影響」
・進捗状況：平成 26 年度から現在までにミーティングを 11 回実施済み（今年度は
残り 1 回開催予定［平成 28 年 3 月 14 日］）
．インタビュー調査を 2 回実施．
平成 27 年度内に調査票作成，次年度前期に本調査を実施予定である．
(2)エクセレントクラブ研究プロジェクト（作野 P.L. P.M.23 名）
・研究グループ：グループⅠ＝経営志向分析・関連性分析グループ，グループⅡ＝
「クラブライフの豊かさ」評価指標開発グループ
・研究会の開催回数：14 回実施済み（合計で，全体 MTG＝4 回，サブグループ MTG
＝10 回；延べ参加者数 117 人）
．今後，1 回開催予定（［平成 28 年 3 月 16 日］
）
．
・外部資金獲得努力：笹川スポーツ財団研究助成，およびミズノスポーツ振興財団
研究助成に申請中（各 100 万円）
．いずれも 3 月中に採択結果が届く予定．
「地域スポーツクラブにおける「クラブライフの豊かさ指標」の開発とその実証
的調査」
・進捗状況：グループⅠの研究は収集済みのデータで分析可能である．しかし，グ
ループⅡの研究は集中的な調査が必要であり，今年度，全国各地のメンバーの
協力によって「豊かなクラブライフ」に関するインタビュー調査（8 クラブ 20
数名対象；学会予算より調査費の使用）ならびにアンケート調査（現在，実施
中）を実施した．なお，そうした進捗状況については，第 53 回研究集会にて
報告を行った．
８．研究集会の開催
(1)第 51 回研究集会（髙岡実行委員長）
「子どもの遊び・スポーツ環境の地域間格差―地方創生とスポーツ環境整備―」
・共

催

総合型地域スポーツクラブ岡山協議会

・協

力

岡山県体育協会

・期

日

平成 27 年 12 月 5 日（土）

・会

場

岡山国際交流センター 5 階 会議室（1）

・参加者数

約 50 名
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(2)第 52 回研究集会（清水実行委員長）
「スポーツ組織の経営を考える スポーツシステムの新たな展望"ガバメント"から"
ガバナンス"へ―ポスト 2020 年を見据えて―」
・協

力

日本スポーツ社会学会，日本体育・スポーツ政策学会

・期

日

平成 27 年 12 月 5 日（土）

・会

場

筑波大学東京キャンパス文京校舎 134 教室

・参加者数

約 90 名

(3)第 53 回研究集会（作野実行委員長）
「総合型地域スポーツクラブが創る"ライフ"を問う―豊かなクラブライフとは何か」
・共

催

日本体育学会体育経営管理専門領域

・期

日

平成 28 年 1 月 23 日(土)

・会

場

早稲田大学早稲田キャンパス 3 号館 601 教室

・参加者数

約 90 名

９．学会賞・奨励賞の授与
(1)学会賞：該当者なし
(2)奨励賞：該当者なし
10．学会ホームページのリニューアル（総務委員会,広報委員会）
・学会ロゴマークの変更（平成26年度）に伴うリニューアルの実施．
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＜資料２＞平成 27 年度収支決算報告

6

＜資料４＞平成 28 年度事業計画（案）

１．体育・スポーツ経営学研究第 30 巻の発行（10 月発刊予定）

２．会報の発行
・年 2 回発行（第 69 号，第 70 号）
３．日本体育・スポーツ経営学会第 40 回大会の開催
・場所：鹿児島大学 郡元キャンパス
・期日：平成 29 年 3 月 21 日（火）～23 日（木）
・メインテーマ：「体育・スポーツ経営学とフィロソフィー」
（仮）
【参考】第 41 回大会：東日本ブロック（北海道・東北地区）の北翔大学にて開催予定．
４．研究集会の開催
(1)第 54 回研究集会：関西地区
時 期：6 月から 7 月上旬
テーマ：障害者スポーツを支える組織について考える
(2)第 55 回研究集会：中国・四国地区
時 期：10 月の週末
テーマ：スポーツとまちづくり
(3)第 56 回研究集会：関東地区
時 期：1 月の週末
テーマ：地域スポーツクラブ関連
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」（継続）
(2)「エクセレントクラブ研究プロジェクト」
（継続）
６．日本体育・スポーツ経営学会学会賞・奨励賞の選考および授与

７．学会広報活動
(1)学会ホームページの充実
(2)入会案内リーフレットの作成
８．役員の改選
・平成 29・30 年度理事選挙，会長選挙の実施
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＜資料５＞平成 28 年度収支予算計画（案）
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