
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年 2月 13日 

第 115号 

（Web版第 9号） 

日本犯罪社会学会ニュース 

 

 

 

日本犯罪社会学会 
JAPANESE ASSOCIATION OF  

SOCIOLOGICAL CRIMINOLOGY 
 

発行 

Ⅰ 新会長の挨拶 

Ⅱ 第 15期理事会・学会事務局の体制について 

Ⅲ 第 42回（2015年度）大会 「テーマセッション」企画の募集について 

Ⅳ 第 42回（2015年度）大会 自由報告募集 

Ⅴ 「第 14回日本犯罪社会学会奨励賞」対象研究業績の応募について 

Ⅵ 選挙管理委員会報告 

Ⅶ 第 41回大会開催報告 

Ⅷ 理事会開催報告 

Ⅸ 第 41回大会総会開催報告 

Ⅹ 第 4回東アジア法社会学会議の後援について 

Ⅺ 各部・委員会報告 

Ⅻ  会員名簿の訂正   

付 会計資料 

 

※第 107号からニューズレターは Webのみで発行しております。 

※会員動向につきましては、年間 2回（大会プログラム発送時、

大会報告要旨集発送時）会員のみに詳細版を同封いたします。 



1 
 

Ⅰ 新会長の挨拶 

 

日本犯罪社会学会のゲネシス（創生） 

 
日本犯罪社会学会 

第 15期会長 石塚伸一 

 
 ゲネシス（Genesis）は、ユダヤ教・キリスト教などの聖典で「創世記」のことである。ヘブラ

イ語では「はじめに」と呼ばれ、ギリシャ語では誕生、創生などの意味に使われていた。最近では、

2011 年「猿の惑星・ゲネシス」が 1968 年にはじまるこのシリーズの根源である人間と猿の役割転

倒の「はじまり」を謎解きしてくれた。 

 
 日本犯罪社会学会は、1974 年、「犯罪社会学の発展･普及および研究者相互の連携･協力」 (会則

第 2条) を目的として設立された。この年、わたくしは高校を卒業した。 

 設立当初、那須宗一、岩井弘融、柏熊岬二、四方壽雄など、日本における犯罪社会学の草分けで

ある大御所を澤登俊雄、所一彦、星野周弘などの中堅と横山実、荒木伸怡、森田洋司、矢島正見な

どの若手が支える新進気鋭の学会であった。 

 日本犯罪社会学会は、100 年以上の歴史をもつ日本社会学の理論に依拠して社会病理を研究して

きた社会学の系譜と第２次大戦後のＥ・サザランド『犯罪学』の翻訳にはじまる平野龍一や宮内裕

の刑事学研究の潮流とが合流したところからはじまった。1970 年代、本家アメリカでは、リベラ

ルな政治思潮を背景に、シカゴ学派の伝統理論をラベリング論（相互作用主義）が激しく批判して

いた。日本で犯罪社会学に興味をもつ人は、どこかしら既存の社会学・法律学の評論家的姿勢や権

威主義的ドグマに疑問をもつ研究者であった。他方で、戦後日本の社会科学には、そのレフト・ウ

イングにマルクス主義の堅牢な社会理論と民主主義法学がある。犯罪社会学会は、保守と革新に挟

まれたエアポケットであり、自由闊達な議論ができる「場」でもあった。 

 会員は、大学・研究所などに所属する専門の研究者だけでなく、裁判所・刑事施設・更生保護・

教育機関などに勤務する実務家たちであった。最近は司法福祉や NPO などで活動する会員も増え、

そのアクターは多様化している。 

 今回、会長の指名を受け、先人の思いと積み上げられた業績をつぎの世代に手渡ししていくとい

うミッションを与えられた。第 15 期理事会は、引続き大阪商業大学に事務局を置き、谷岡一郎副

会長に補佐していただきながら、庶務・会計の両委員会を中心に学会の運営を進めていく。また、

研究委員会による年次大会の企画運営、編集委員会による機関誌『犯罪社会学研究』の発行という

学術の基盤活動に加え、新たに 3つの目標を掲げることにした。 

 まず第 1は、悲願である会員 500 人の達成である。そのためには、会員の活動領域の多様化だけ

でなく、若手を発掘する必要がある。企画調整委員会には「犯罪学リテラシー研修」を各地で開催

し、犯罪学の裾野を広げていくようお願いした。 

 第 2は、研究と教育と社会貢献という学術の発展サイクルの基盤形成である。現在、法曹養成の

混乱の中で大学における刑事政策学・犯罪学のポストが減少し、大学院における若手研究者の養成

に暗い影を落としている。社会的ニーズを考えてみても、刑事政策と少年法を司法試験の受験科目

に組入れ、実務法曹のミニマムスタンダードにすることが法曹養成にとってきわめて重要な課題で

ある。渉外広報委員会には、他学会や関係機関への働きをお願いした。 

 第 3は、上記の発展のサイクルを確立するため、大学に犯罪学を研究・教育する教学主体（学

部・学科・大学院等）を創設することである。創世記の先達たちは、社会学・法律学の関連学部に

所属し、ゼミ生や大学院生を育て、この学会の礎を築いた。しかし、科目担当制の大学では、偉大

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E6%95%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99


2 
 

な教育者の引退によって、学問の灯火が消えてしまう。国立・公立の大学には犯罪社会学・刑事政

策学に特化した講座や研究所がない。私立大学の財政は授業料で支えられているので、教学主体と

して独立しないと恒常的に教学を展開することはできない。諸外国にみられるような犯罪学、刑事

司法学の共学主体を開設し、犯罪社会学を学問として創生する必要がある。 

 

 I have three dreams.  

        Near future they will come true. 

               Shall we do criminology? 
 
 日本犯罪学のゲネシスをめざして・・・。 

2015 年 1月 京都深草にて 

 

 
Ⅱ 第 15期理事会・学会事務局の体制について 

 

1．理事会において互選された常任理事および担当は下記の通りです。 

 
会長：石塚伸一 

（副会長）：谷岡一郎 

庶務部：佐々木光明（部長）、谷岡一郎、田中智仁 

会計部：城下裕二（部長）、渡邊一弘 

研究委員会：津富宏（委員長）、鮎川潤、伊藤康一郎、岡邊健、葛野尋之、久保貴、土井隆義、 

福島至、松宮孝明 

編集委員会：大庭絵里（委員長）、赤池一将、伊藤康一郎、久保貴、土井隆義、服部朗 

企画調整員会：武内謙治（委員長）、岡邊健、上田光明 

渉外広報委員会：本庄武（委員長）、小長井賀與 

 
2．下記の会員が石塚伸一会長より委員に委嘱されました。（ ）内は担当です。 

高橋有紀（庶務・編集委員）、暮井真絵子（庶務・会計委員）、松川杏寧（庶務委員）、相良翔

（会計委員）、上田光明（研究・企画調整委員）、小関慶太（研究委員）、作田誠一郎（研究委

員）、藤原佑貴（研究委員）、堀越直仁（研究委員）、水藤昌彦（研究委員）、森久智江（研究・

編集委員）、綿貫由実子（研究委員）、赤羽由起夫（編集委員）、加藤倫子（編集委員）、我藤諭

（編集委員）、中村悠人（編集委員）、丸山泰弘（編集委員） 

 
3．下記の会員が石塚伸一会長より編集委員に委嘱されました。 

 
＜編集委員会委員＞ 

大庭絵里（編集委員長）、G.P. McAlinn、赤池一将、赤羽由起夫、安達光治、伊藤康一郎、 

加藤倫子、我藤諭、葛野尋之、久保貴、近藤日出夫、高橋有紀、武内謙治、津島昌寛、寺戸亮二、

土井隆義、土井政和、中河伸俊、中村悠人、野田陽子、朴元奎、服部朗、浜井浩一、原田豊、 

樋田大二郎、本庄武、正木祐史、松永寛明、丸山泰弘、宮園久栄、森久智江、山口毅、山本功 

 
＜関東幹事会＞ 

大庭絵里（編集委員長）、伊藤康一郎、久保貴、土井隆義、原田豊、本庄武、赤羽由起夫、 

加藤倫子、高橋有紀、中村悠人、丸山泰弘 
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＜関西幹事会＞ 

大庭絵里（編集委員長）、赤池一将、服部朗、安達光治、我藤諭、中河伸俊、浜井浩一、松永寛明、 

森久智江 

  

 
Ⅲ 第 42回（2015 年度）大会 「テーマセッション」企画の募集について 

 
第 42 回大会は 11 月 21日（土）、22 日（日）に桐蔭横浜大学（神奈川県横浜市）で開催されま

す。研究委員会では、第 36回大会から、従来のミニシンポジウムとラウンドテーブル・ディスカ

ッションの区別を廃し、これらを「テーマセッション」として統一して開催しております（時間帯

については未定）。従いまして、研究委員会では、テーマセッションの企画を会員の皆様より公募

したいと思います。犯罪学あるいは関連する周辺諸分野について現在関心をお持ちのテーマがあり

ましたら、ふるってご応募いただければ幸いです。 

●申込方法：Ｅ－メール 

●申込先：kenkyu2015@yahoo.co.jp 

※上記以外（例えば学会事務局など）へのお申込みは、ご遠慮下さい。 

・Subject(件名)：テーマセッション 

・本文 

申込者氏名： 

申込者所属： 

企画テーマ： 

セッション形式（ラウンド形式 or ミニシンポ形式）： 

プロジェクタの要否： 

●申込み締切：2015年 4 月 12日(日)必着 

・問い合わせ先：日本犯罪社会学会研究委員会（担当委員：小関慶太） 

        E-MAIL：kenkyu2015@yahoo.co.jp 

 
＊ セッションの時間は、180 分を予定しております。形式は、従来のラウンドテーブル・ディス

カッションのようなものであっても、ミニシンポジウムのようなものであっても、どちらでも結

構です。ただし、お申込みの際には、どのような形式を希望されるのかについて、おおよそ明示

して下さい。 

＊ 報告者・話題提供者等は、申込み段階では未定でも構いません。 

＊ プロジェクタの使用を希望される場合は、その旨を申込みの際に必ずご記入下さい。なお、大

会当日、報告者ご自身でご持参いただく機材（PC、USBメモリ等）については、使用できる会

場の設備が決まり次第、研究委員会からご連絡差し上げます。 

＊ 申込みを受理いたしましたら、今後の予定について、折り返しご連絡いたします。もし返信が

無い場合、念のため確認のご連絡を下さいますようお願いいたします。 

 

 
Ⅳ 第 42回（2015 年度）大会 自由報告募集 

 
研究委員会では、会員の皆様の自由報告を募集いたします。 

●申込方法：Ｅ－メール 

●申込先：kenkyu2015@yahoo.co.jp 

※上記以外（例えば学会事務局など）へのお申込みは、ご遠慮下さい。 
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・Subject(件名)：自由報告 

・本文 

申込者氏名： 

申込者所属： 

報告タイトル： 

共同研究者氏名： 

共同研究者所属： 

プロジェクタの要否： 

大会プログラム掲載の報告概要の原稿（150字以上 200 字以内）： 

・グループの場合、当日報告される方の氏名の前に「○」をつけて下さい。 

・申込者、報告者は、会員に限ります。 

●申込締切：2015 年 7月 1 日(水)必着 

・問い合わせ先：日本犯罪社会学会研究委員会（担当委員：小関慶太） 

        E-MAIL：kenkyu2015@yahoo.co.jp 

 
＊ 例年とは異なり、大会プログラム原稿を申込みと同時に提出していただく必要がございますの

でご注意下さい。 

＊ 自由報告は、1名でもグループでも申し込めます。 

＊ 申込者、報告者は会員に限ります。共同研究者は、会員でなくても構いませんが、当日の報告

はできません。 

＊ 報告時間は 1 件 30 分以内（報告時間：20 分程度、質疑応答：10分程度）となります。 

＊ 1件の申込みにつき 1つの報告となります。共同研究者がいる場合でも、時間は変わりません

のでご注意下さい。 

＊ 会員 1名につき申込み件数及び報告件数は 1件までとなります。ただし、他の報告者の共同研

究者となることは妨げません。 

＊ プロジェクタの使用を希望される場合は、その旨を申込みの際に必ずご記入下さい。なお、大

会当日、報告者ご自身でご持参いただく機材（PC、USBメモリ等）については、使用できる会

場の設備が決まり次第、研究委員会からご連絡差し上げます。 

＊ 申込みを受理致しましたら、今後の予定について、折り返しご連絡いたします。もし、返信が

無い場合、念のため確認のご連絡を下さいますようお願いいたします。 

＊ 提出したプログラム原稿の訂正は、原則として出来ません。 

＊ プログラム掲載原稿の著作権は、日本犯罪社会学会に帰属致します。 

 

 
Ⅴ 「第 14 回日本犯罪社会学会奨励賞」対象研究業績の応募について 

 
 日本犯罪社会学会では、犯罪、非行、刑事司法、及び、それらに関連する諸事象に関する 

社会科学的研究の活性化と発展のため、そして、知的資産の不断の蓄積および学術内容の更 

なる質的向上のため（特に若手研究者への刺激と登龍門として）、「日本犯罪社会学会奨励賞」 

を創設し、受賞研究業績を選考し表彰しております。 

 2015年度は、論文が選考対象となる年です。2013年4月から2015年3月までに公表された、 

原則として満35歳以下の会員（受賞時点で会員であること）による論文の自薦・他薦を募集 

いたします。ノミネートの期限は2015年3月31日（消印有効）です。詳細は学会ホームペー 

ジの「奨励賞規約」をご覧下さい。 
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 自薦・他薦いただく際には、以下の情報を記した書面とともに、選考対象論文を５部、学 

会事務局宛ご送付いただくようお願いいたします。封筒に「奨励賞応募論文在中」とご明記 

ください。なお、応募された論文５部は返却いたしません。 

 

１）選考対象の著者名（フリガナ）、連絡先住所、電話番号、メールアドレス 

２）選考対象者の生年月日 

３）選考対象論文名、掲載誌名、出版年月日 

４）他薦の際には、推薦者の連絡先住所、電話番号、メールアドレス 

 
日本犯罪社会学会 事務局 

  〒577-0036 東大阪市御厨栄町3-1-35 学術センター U-Box 2F 

 

 
Ⅵ 選挙管理委員会報告 

 
2014 年度理事選挙の経過及び結果は、以下の通りです。 

 
＜経過＞ 

・第 14 期第 8回常任理事会で選挙管理委員の候補者を決定し、下記 6名に委嘱された。 

理事からの委嘱者：大庭絵里、谷岡一郎、矢島正見（五十音順、敬称略） 

理事以外からの委嘱者：田中智仁、星野周弘、渡邊一弘（五十音順、敬称略） 

・2014 年 1 月 26 日に第 1回委員会を開催し、委員長を星野周弘に決定した。 

・5月 10日現在で選挙権者名簿を確定した。 

選挙権者：435 名 

東日本区：273 名（62.8％）⇒ 15名選出 

西日本区：162 名（37.2％）⇒ 10名選出 

・5月 24日付で、選挙権者に投票用紙等を発送した。 

・6月 30日消印有効で投票締切。 

投票者数：99 名（投票率：22.8％） 

・7月 12日開票。 

 
＜開票結果＞ 

投票総数：99名×10票＝990 票 

有効投票：99名×10票＝990 票（無効投票 0名） 

有効票：912 票 

白 票：76 票 

無効票：2 票 

 
＜第 15 期理事就任者＞（選挙区別、五十音順、敬称略） 

・東日本区（15名） 

石塚伸一、伊藤康一郎、大庭絵里、葛野尋之、久保貴、後藤弘子、小長井賀與、佐々木光明、 

城下裕二、染田惠、田中智仁、津富宏、土井隆義、本庄武、渡邊一弘 

 
・西日本区（10名） 

赤池一将、鮎川潤、岡邊健、武内謙治、谷岡一郎、土井政和、朴元奎、服部朗、福島至、松宮孝明 
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Ⅶ 第 41回大会開催報告 

 

 日本犯罪社会学会第 41 回大会が、新恵里会員を大会実行委員長に、10 月 18 日(土)、19 日(日)の

2 日間にわたり、京都産業大学神山キャンパス（京都府京都市）で開催されました。内容につきま

しては、『日本犯罪社会学会第 41 回大会報告要旨集』をご覧下さい。 

 

 
Ⅷ 理事会開催報告 

 

2014年10月17日（金）の16:05から、京都産業大学壬生校地むすびわざ館３階３Bにて、第14期第5

回全国理事会が開かれ、総会に発議・報告する事案についての検討が行われました。  

開会時点において、出席理事数17名、委任状提出理事8名の計25名であり、定足数を満たしてい

ることが確認されました。  

 

１．審議案件は以下のとおりでした。 

（１）2013 年度一般会計決算案、2013 年度特別会計決算案について佐々木会計理事より提議され、

承認されました。（２）2013 年度一般会計監査について久保監事より会計事務が適正に執行され

ているとの監査結果が報告され、承認されました。（３）2014 年度一般会計補正予算案・2015 年

度一般会計予算案、2015 年度特別会計予算案について佐々木会計理事より提議され、承認されま

した。（４）入会希望者の入会承認について伊藤庶務理事より提議があり、2 名の入会が承認され

ました。 

 
2．報告事項は以下のとおりでした。 

 （１）選挙管理委員会監査報告では星野選挙管理委員長より、2014 年度理事選挙の経過および

結果が報告されました。（２）各部・委員会報告では、各部・委員会から 1年間の活動について報

告しました。 

最後に、矢島会長から、第 42回大会開催校は桐蔭横浜大学であり、大会実行委員長は河合幹雄

会員であることが報告されました。また、第 42回大会実行委員長挨拶として、第 42 回大会実行委

員長の河合幹雄会員より挨拶がありました。 

 

 
Ⅸ 第 41回大会総会開催報告 

 
2014 年 10 月 18 日（土）に京都産業大学神山ホールにて 17:10から第 41回大会総会が開かれま

した。本部事務局庶務部が開会を宣言し、総会議長に内山真由美会員と松永寛明会員が選出され、

審議案件と報告事項は総会議長によって議事進行が行われました。 

 
１．審議案件は以下のとおりでした。 

（1）2013 年度一般会計決算案および 2013 年度特別会計決算案について佐々木会計理事より提議

され、承認されました。（2）2013 年度会計監査について、久保監事により、会計事務が適正に執

行されているとの監査結果が報告され、承認されました。（3）2014 年度一般会計補正予算案およ

び 2015 年度一般会計予算案、2015 年度特別会計予算案について佐々木会計理事より提議され、承

認されました。（4）その他として、名誉会員の選出について名誉会員の選出について矢島会長よ

り提議が行われました。今大会の総会において、①会長経験者、②常任理事４期以上、③理事５期

以上のいずれかの資格を満たした会員を名誉会員とするという慣例に従い、荒木伸怡会員を推挙し、
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承認されました。また、第 40 回総会で承認された、2014 年 1 月の常任理事会で 2013 年度の名誉

会員を決定する件について、横山実会員と齊藤豊治会員が承認され名誉会員となったことが報告さ

れました。 

 

2．報告事項は以下のとおりでした。 

（1）学会奨励賞選考結果について、原田奨励賞選考委員長より審査結果が報告され、第 13 回日本

犯罪社会学会奨励賞の受賞作に佐藤舞会員の著書“The Death Penalty in Japan: Will the Public 

Tolerate Abolition?”（Springer VS、2013 年 11 月刊）が選ばれたことが報告されました。（2）

第 40回大会（北海学園大学）会計報告として、第 40回大会の収支が飯野大会実行委員長より報告

されました。（3）第 15 期理事選挙結果について、星野選挙管理委員長より理事選挙の経過および

結果が報告されました。（4）各部・委員会報告では、各部・委員会が 1 年間の活動について報告

しました。（5）その他として、伊藤庶務理事より宮澤節生会員がアメリカ法社会学会議国際賞を

受賞したこと、谷岡一郎会員が国際犯罪学会理事に就任したことが報告されました。続いて、奨励

賞贈呈式が行われ、佐藤舞会員に賞状と副賞が贈呈されました。 

次に、第 15 期会長を石塚伸一会員に決定したことが矢島会長より報告され、石塚新会長から挨

拶がありました。続いて、監事を矢島正見会員と野田陽子会員に決定したことが石塚新会長から報

告されました。最後に、第 42 回大会開催校は桐蔭横浜大学であり、大会実行委員長は河合幹雄会

員であることが報告されました。 

以上の議事を終え、本部事務局庶務部が閉会を宣言しました。 

 

 
Ⅹ 第 4回東アジア法社会学会議の後援について 

 
 日本犯罪社会学会は、本年 1月 10日に開催された第 2 回全国理事会で、本年 8月に早稲田大学

で開催される第 4 回東アジア法社会学会議の後援団体になることを決定いたしました。組織委員会

委員長である宮澤節生会員から、会員の皆様に下記のご案内を頂戴しましたので、ご高覧のうえ奮

ってご参加ください。 

 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 
第 4回東アジア法社会学会議へのお誘い 

 
第 4 回東アジア法社会学会議組織委員会委員長 宮澤節生 

（青山学院大学；カリフォルニア大学ヘイスティングス・ロースクール） 

 
アメリカ法社会学会（Law & Society Association）の東アジア共同研究ネットワーク

（Collaborative Research Network on East Asian Law & Society）は、下記の日程・場所で第 4

回東アジア法社会学会議（4th East Asian Law & Society Conference）を開催します。東アジア共

同研究ネットワークは、アメリカ法社会学会年次大会で多数の部会を開設するほか、原則として隔

年で地方大会を開催しています。これまで、香港、ソウル、上海で開催されており、毎回 200 名程

度が参加しています。今回が、日本ではじめての開催となります。 

 
日程： 2015 年 8 月 4 日～6 日 

場所： 早稲田大学 

大会テーマ： 東アジア諸国内・諸国間の亀裂を架橋する法の役割 
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大会ウエブサイト： http://www.sota.j.u-tokyo.ac.jp/EALS2015/EALS2015HPj.html 

 

大会テーマは限定的な印象を与えるかもしれませんが、大会全体は「東アジアで開催される法社

会学会議」という性格のもので、いかなる法社会学的テーマの報告申込・部会提案も歓迎します。

もちろん、犯罪や刑事司法に関する報告申込・部会提案も大歓迎です。府中刑務所の見学も計画さ

れています。ご後援をいただいている日本法社会学会の会員の皆様にも、多数ご参加いただきたい

と存じます。報告申込・部会提案は 2月 1日を目途にアップする予定ですので、上記の大会ウエブ

サイトをご覧ください。  

 

 
Ⅺ 各部・委員会報告 

 
1．研究委員会 

 
（1）第 41回大会が、2014 年 10月 18 日(土)、19 日(日)に、京都産業大学神山キャンパス（京都

府京都市）にて開催されました。今回も大成功のうちに大会を終えることができました。これも会

場となった北海学園大学の関係者の皆さまによるご尽力をはじめ、会員の皆さまのご協力のたまも

のです。誠にありがとうございました。 

『日本犯罪社会学会第 41回大会報告要旨集』は 3月初旬に発行の予定です。大会の内容につき

ましては、この要旨集をご覧下さい。 

 
（2）第 42回大会が桐蔭横浜大学（神奈川県横浜市）で開催されることとなりました（日程につい

ては調整中）。詳細が決まりましたら、ニューズレターおよび学会ホームページでお知らせいたし

ます。 

 
2．編集委員会 

 
『犯罪社会学研究』39 号が発行されました。皆様のご協力に感謝いたします。 

 40号の自由論文・研究ノートの投稿締切りは 2015 年 5 月 31日です。HP および犯罪社会学研

究に記載されている投稿規程に従って、下記住所宛にご送付ください。なお、投稿は常時受け付け

ております。会員の皆様のご投稿をお待ちしております。 

本誌が犯罪社会学の自由な学術フォーラムとなることを期待しています。 

 
＜自由論文・研究ノートの投稿先＞ 

 
〒160-0004 東京都新宿区四谷２-10 八ッ橋ビル７階 現代人文社気付 

日本犯罪社会学会編集委員会 

 
学会誌編集業務に関するご意見・ご質問につきましては、下記までお寄せください。 

 
＜編集委員会事務局＞ 

hanshahenshu15@gmail.com 
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3．渉外広報委員会 

 

（1）アジア犯罪学会第 6回年次大会参加補助について 

 アジア犯罪学会第 6回大会が 2014 年 6月 27 日（金）から 29日（日）まで大阪商業大学（大阪

府東大阪市）において開催されました。日本犯罪社会学会では、本学会の国際交流を促進し、かつ

アジア犯罪学会の日本開催について支援協力することを目的に、第 6回年次大会において研究報告

またはパネルチェアー（司会・進行役）として参加することを希望する本学会の会員諸氏に対して、

その参加費用（参加登録費、旅費）の一部を補助する事業を行ないました。 

 昨年 3 月 31 日締め切りの本事業に対し下記会員から補助の申請があり、渉外広報委員会委員長、

企画調整委員会委員長および学会長による選考の結果、採択いたしました。 

 
 申 請者：平山真理会員 

      セッションパネル「To Which Direction the Criminal Justice Policy for Sex Crime 

Proceed in Japan? － Impacts of the Lay Judge System」をオーガナイザー兼司会

者として企画 

 報告題目：日本の性犯罪対策はどの方向に進むのか？―裁判員制度の影響をふまえて 

 補 助金：31,140 円 

 
（２）研究会助成及び若手研究者海外派遣補助事業について 

渉外広報委員会では、犯罪社会学に関する研究会に対し、助成を行っております。年度ごとに 2

件、1件あたりの助成金は 40,000 円です。2014 年度あと 1件の助成が可能です。 

また、本年 6月に開催されるアジア犯罪学会香港大会で研究報告をされる若手研究者を対象とし

て渡航費用を補助いたします。こちらは 1月末締切で募集中です。 

いずれについても詳しくは学会ホームページをご参照のうえ、奮ってご応募下さい。  

 
4．企画調整委員会 

 
 2015 年度中の企画調整の主な活動方針としては、以下のような活動に取組む予定です。 

 （1） 学会誌と大会当日プログラムに掲載する広告の募集、受付、編集 〔継続〕 

 （2） 犯罪学セミナーの実施などの、学会会員の獲得・底上げについての方策の策定（新規） 

 また、任期 3年間の活動方針としては、以下のような活動に取組む予定です。 

 （1）学会誌と大会当日プログラムに掲載する広告の安定的な確保 

 （2）学会会員の獲得・底上げについての具体的な方策の策定 

 
5.本部事務局会計部 

 
＜会費納入のお願い＞ 

 まだ 2014 年度の会費をお支払い頂いていない方は、郵便振込にて会費を納入されるようお願い

申し上げます。金額、口座番号および口座名は下記の通りです。入金が確認でき次第、機関誌 39

号をお送りします。 

 また、領収書をご希望の方は払込票の通信欄にその旨を記入して下さい。 

 
  通常会員 7,000 円 

    但し、院生会員 6,000 円（大学院に在籍し、かつ常勤の職を有しない会員） 

        国外会員 7,000 円（国外に在住し、かつ国内に連絡先を有しない会員） 
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    郵便振替口座   00950-2-148284 

      加入者名     日本犯罪社会学会 

 
 会費を３年未納となりますと年度末で退会扱いとなります。滞納されていて会員の資格について

ご確認なさりたい方、また退会をお考えの方は、その旨を事務局まで御一報下さい。 

 なお、銀行振込や小切手での会費の支払いは受け付けておりませんのでご注意下さい。 

 
6．本部事務局庶務部 

（1）献本（2014 年 7 月 30日～2015年 1月 22日現在） 

 下記の通り献本がありました。ご報告旁々、お礼申し上げます。 

 
・住田正樹著『子ども社会学の現在－いじめ・問題行動・育児不安の構造』九州大学出版会 

・中田修著『我が精神鑑定例 Ⅰ』時空出版 

・中田修著『我が精神鑑定例 Ⅱ』時空出版 

・法務総合研究所「平成 26年版 犯罪白書」法務総合研究所 

・東京国際大学「応用社会学研究」第 24 号 

 
・・・・・・・・以上 5冊 

 
（2）会員動向（2015 年 1 月 22日現在） 

 
会員数：名誉会員 10 名、通常会員 468 名、特別会員 2団体 

 

 
Ⅻ 会員名簿の訂正  

 
 2014 年（平成 26 年）版の会員名簿に下記の誤りがありました。訂正いたしますとともに、謹ん

でお詫び申し上げます。 

 
57 頁 日本犯罪社会学会理事選挙規定 

 
誤）第 8条（地区別定数）第 7条の地区別定数は、地区別会員数により、比例配分する。地区は次

の 2地区とする。 

            1区：東京、神奈川、千葉、埼玉の各都県 

            2区：その他の道府県および外国 

 
↓ 

 
正）第８条（地区別定数）第７条の地区別定数は、地区別会員数により、比例配分する。地区は次

の２地区とする。 

        東日本地区：東京、北海道、東北地方、関東地方、中部地域のうち関東地方に隣接

する新潟、山梨、長野、静岡の各県（１都１道１６県） 

          西日本地区：その他の府県と外国 
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＊＊＊お願い＊＊＊ 

 転勤等で所属や連絡先を変更された場合は、学会事務局まで速やかにご連絡下さい。 

 

*********************************************************************************** 
 事務局では、会員の皆様からのご意見、ご要望、インフォメーションなど随時承っており 

ます。 

 
  日本犯罪社会学会 事務局 

  〒577-0036 東大阪市御厨栄町3-1-35 学術センター U-Box 2F 

  TEL：06-6618-4324（月～金 10：00-16：00） 

  FAX：06-6781-8883 

  E-mail：hansha@daishodai.ac.jp 

 
  ＊お問い合わせ・ご連絡は、なるべくメールでお願いいたします。  

*********************************************************************************** 
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付 会計資料 

 

   

  

  



13 
 

   



14 
 

 


