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平成 23 年度 日本体育・スポーツ経営学会 総会資料 
 

平成 24 年 3 月 20 日（火）於：鳴門教育大学 

 

 

 

〔Ⅰ〕総会議事次第  

 

1. 会長挨拶  

 

2. 議長選出  

 

3. 報告  

 

(1) 平成 23 年度 活動報告 

 

(2) 平成 23 年度 収支決算報告 

 

(3) その他 

 

 

 

 

4. 審議  

 

(1) 平成 24 年度事業計画案 

 

(2) 平成 24 年度収支予算案 

 

(3) その他 
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〔Ⅱ〕総会報告・審議  

 

報告  

 

１．平成 23年度活動報告 

(1)会議 

1)  第 1 回常務理事会（2011.6.24） 

   ・平成 22 年度決算について 

   ・理事会の組織体制と役割分担について 

   ・会報の編集について 

   ・研究プロジェクトの推進について 

   ・研究集会の企画の具体化と実行委員長の選任 

2) 第 2 回常務理事会（2011.7.26） 

   ・第 40 回研究集会（指定管理者制度）の開催要項について 

   ・第 41 回研究集会の開催期日について 

3) 第 3 回常務理事会（2011.11.5） 

   ・第 35 回学会大会の開催要項について 

   ・第 41 回研究集会の開催要項について 

   ・第 42 回研究集会の開催要項について 

   ・理事会の開催期日について 

4) 第 4 回常務理事会（2011.12.17） 

  ・平成 24 年度事業計画について 

    ・広報委員会関連 

    ・国際交流委員会関連 

    ・研究集会のあり方について 

5) 第 5 回常務理事会（2012.1.23） 

    ・平成 24 年度事業について 

        ・実践対応委員会関連 

    ・研究推進委員会関連 

6) 第 1 回理事会（2012.1.29） 

 ・平成 24 年度事業について 

7) 第 6 回常務理事会（2012.3.9） 

・平成 23 年度総会議案について 

8) 第 2 回理事会（2012.3.20） 

   ・平成 23 年度総会議案について 

(2)機関誌の発行 

 体育・スポーツ経営学研究 第 25巻（74 頁）の発行 （3月発刊） 

原著論文 1 編、研究資料 1 編、調査･実践報告 1 編、第 39 回研究集会報告 

(3)日本体育・スポーツ経営学会第 35回大会の開催（藤田実行委員長） 

会場 ： 鳴門教育大学 

時期 ： 平成 24年 3月 20日(火・祝)～22日(木) 

(4)会報の発行（広報委員会） 

会報59号 8月発刊  会報60号 3月発刊 

(5)研究プロジェクトの推進（研究推進委員会） 

    研究会の開催（2011.8．2）科研費申請には至らず 

(6)研究集会の開催 

   1)第 40 回研究集会（柳沢実行委員長） 

  「公共スポーツ施設経営の公益性を担保する指定管理者制度を探る 

－-指定管理者制度２巡目の課題と公益性保障－」 

 期日   平成 23年 9月 10日（土） 
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 会場   帝京大学板橋キャンパス 

    参加者数 54 名 

2)第 41 回研究集会（木村実行委員長） 

  「『次期スポーツ基本計画』について考える」 

  「スポーツマネジメント研究の最新動向」  

    共催   日本体育学会体育経営管理専門分科会 

    期日   平成 23 年 12 月 17 日(土) 

    会場   早稲田大学東伏見キャンパス     

    参加者数 98 名  

3)第 42 回研究集会（清水実行委員長） 

   「総合型地域スポーツクラブ経営の本質を問うⅢ 

－総合型地域スポーツクラブをめぐる新動向を斬る－」 

    期日   平成 24 年 1 月 29 日(日) 

    会場   筑波大学東京キャンパス 

    参加者数 107 名 

(7)学会賞・奨励賞 

 今年度該当者なし 

(8)学会広報活動 

  ホームページの運営とサーバ移転 

 

２． 平成 23年度収支決算報告 (別紙１) 

３．その他 
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審議  

 

１． 平成 24年度事業計画案 

(1) 体育・スポーツ経営学研究 第 26巻の発行 （10月発行予定） 

(2) 会報の発行 

年２回発行（61号・62号） 

(3) 日本体育・スポーツ経営学会第 36回大会の開催 

会場：京都教育大学 

時期：未定 

 ※第 37回大会は新潟医療福祉大学で開催予定 

(4) 研究プロジェクトの推進 

(5) 研究集会の開催（※開催日時、テーマ等の詳細については今後検討）  

 第 43回 スポーツ基本法及びスポーツ基本計画関連（関東：6月） 

  ※日本体育・スポーツ政策学会と共催   

 第 44回 スポーツ経営学研究に関わる研究集会（関東：7月） 

第 45回 スポーツツーリズム関連（関東：9月） 

第 46回 競技力向上政策関連（関東：12月） 

  ※日本体育・スポーツ政策学会と共催          

(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) 学会広報活動の充実 

(8) ホームページの充実 

 

２． 平成 24年度収支予算案 （別紙 2 ） 

 

３． その他 
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（別紙１） 平成 23 年度収支決算報告 

【収　入】　 現在

項　　目 平成23年度予算 平成23年度決算 増減（▲減）

前年度繰越金 2,373,168 2,537,369 *1 164,201

会費 正会員 会計年度以前 100,000 90,000 *2 ▲ 10,000

会計年度 810,000 602,000 *3 ▲ 208,000

賛助会員 100,000 240,000 140,000

入会金 20,000 18,000 ▲ 2,000

事業収入 300,000 451,439 *4 151,439

特別会計繰入金 20,000 0 *5 ▲ 20,000

収入合計（A） 3,723,168 3,938,808 215,640

*1　第34回学会大会残金（￥164,201） *2　正会員18名分 単位：円

*3　正会員112名分、学生会員14名分　（正会員数222名・学生会員数25名、計247名、平成23年3月15日現在）

*5　推薦・該当なしのため繰り入れなし

【支　出】 現在

項　　目 平成23年度予算 平成23年度決算 増減（▲減）

体育･ｽﾎﾟｰﾂ経営学 通信費 5,000 4,370 ▲ 630

　研究の発行 編集会議費 70,000 0 ▲ 70,000

編集諸費 25,000 19,950 *1 ▲ 5,050

印刷費 360,000 189,000 ▲ 171,000

発送費 20,000 21,560 1,560

人件費 90,000 70,000 *2 ▲ 20,000

学会大会運営 150,000 150,000 0

会報の発行 印刷費 30,000 32,187 2,187

発送費 40,000 18,400 *3 ▲ 21,600

研究集会の開催 運営費 60,000 60,000 0

学会賞の授与 運営費 5,000 0 *4 ▲ 5,000

選考委員会会議費 5,000 0 *4 ▲ 5,000

記念品代 20,000 0 *4 ▲ 20,000

ホームページの運営 運営費 50,000 140,000 *5 90,000

研究プロジェクトの推進 運営費 100,000 20,700 ▲ 79,300

総務費 理事会会議費 300,000 58,500 *6 ▲ 241,500

事務費 180,000 81,224 ▲ 98,776
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 85,000 125,000 *7 40,000

予備費 2,118,168 200,000 *8 ▲ 1,918,168

支出合計（B） 3,723,168 1,200,891 ▲ 2,522,277

*1　英文校正のため *2　シンポジウム等テープ起こし人件費、編集委員会事務局人件費 単位：円

*3　経営学研究と同時発送のため支出減 *4　推薦・該当者なしのため支出なし

*5　サーバー移設に伴い移設費を支出 *6　研究集会開催と同日開催のため交通費の支出減

*7　発送人件費および事務局人件費 *8　第34回学会大会研究抄録集印刷費のため支出

収入合計（A） 支出合計（B） 収支（A）－（B）

3,938,808 円 － 1,200,891 円 ＝ 2,737,917 円

今期収入合計 今期支出支出 今期収支

1,401,439 円 － 1,200,891 円 ＝ 200,548 円

【収　入】　 現在

項　　目 平成23年度予算 平成23年度決算 増減（▲減）

定額貯金元本 750,000 0 ▲ 750,000

普通預金 132,221 882,221 750,000

普通預金利息 100 0 ▲ 100

合計 882,321 882,221 ▲ 100

【支　出】　 (円）

項　　目 平成23年度予算 平成23年度決算 増減（▲減）

本部会計繰入 20,000 0 ▲ 20,000

合計 20,000 0 ▲ 20,000

単位：円

882,221 円 － 0 円 ＝ 882,221

*4  経営学研究売上（\46,000）、テキスト総合型地域スポーツクラブ印税(\31,977)、第40回研究集会残金（￥45,060）、 第

41回研究集会残金（￥130,940）、第42回研究集会残金（￥197,462）

特別会計
3月15日

一般会計
3月15日

3月15日

監査の結果､平成23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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（別紙 2） 平成 24 年度収支予算（案） 

【収　入】　

項　　目 平成23年度予算 平成24年度予算 増減（▲減）

前年度繰越金 2,373,168 2,737,917 364,749

会費 会員 会計年度以前 100,000 100,000 *1 0

会計年度 810,000 810,000 *2 0

賛助会員 100,000 100,000 *3 0

入会金 20,000 20,000 *4 0

事業収入 300,000 300,000 *5 0

特別会計繰入金 20,000 20,000 0

収入合計（A） 3,723,168 4,087,917 364,749

*1　20人＠\5,000-　 *2　正会員150人＠\5,000-　学生会員20名＠\3,000- 単位：円

*3　5社＠\20,000- *4　20人＠\1,000-

*5　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23年度予算 平成24年度予算 増減（▲減）

体育･ｽﾎﾟｰﾂ経営学 通信費 5,000 5,000 0

　研究の発行 編集会議費 70,000 70,000 0

編集諸費 25,000 25,000 0

印刷費 360,000 360,000 0

発送費 20,000 20,000 0

人件費 90,000 90,000 0

学会大会運営 150,000 150,000 0

会報の発行 印刷費 30,000 30,000 0

発送費 40,000 40,000 0

研究集会の開催 運営費 60,000 80,000 *1 20,000

学会賞の授与 運営費 5,000 20,000 *2 15,000

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 50,000 100,000 *3 50,000

研究プロジェクトの推進 運営費 100,000 100,000 0

総務費 理事会会議費 300,000 100,000 *4 ▲ 200,000

事務費 180,000 180,000 0

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 85,000 125,000 *5 40,000

予備費 2,118,168 2,557,917 439,749

支出合計（B） 3,723,168 4,087,917 364,749

*1　開催回数の増加に伴い支出増 *2　会員への推薦依頼文書発送費用増 単位：円

*3　ホームページ充実のため *4　研究集会と同日開催予定のため交通費減

*5　発送人件費および事務局人件費

収入 支出 収支

4,087,917 円 － 4,087,917 円 ＝ 0 円

　当期のみ（ 1,350,000 ） （ 1,530,000 ） （ -180,000 ）

【収　入】　

平成24年度予算 【収　入】　

普通預金元本 882,221 項　　目 平成23年度決算

利息合計 100 定額貯金元本 0

合計 882,321 普通預金 882,221

単位：円 普通預金利息 0

【支　出】　 合計 882,221

平成24年度予算 単位：円

本部会計繰入 20,000 【支　出】　

合計 20,000 *1 項　　目 平成23年度決算

*1　普通預金より（学会賞記念品代として） 単位：円 本部会計繰入 0

合計 0

単位：円

収入 支出

882,321 円 － 20,000 円 ＝ 862,321 円

一般会計

特別会計
<参考>平成23年度特別会計決算

 


