
日本経済政策学会役員（2013～2015 年度） 

 

 

 会 長 

  中村 まづる 

 

 副会長 

  内山 敏典  酒井 邦雄  千田 亮吉  土井 教之  林 直嗣 

 

 地方部会代表 

関東部会  松本 保美(早稲田大) 

中部部会  小林 甲一(名古屋学院大) 

関西部会  柳川  隆(神戸大) 

西日本部会 内山 敏典(九州産業大) 

 

 

常務理事                           （50音順） 

[関東部会] 

川野辺 裕幸（東海大学） 駒村 康平（慶應義塾大学） 武田 巧（明治大学） 

谷口 洋志（中央大学） 千田 亮吉（明治大学） 中村 文隆（明治大学） 

中村 まづる（青山学院大学） 林 直嗣（法政大学） 前川 俊一（明海大学） 

松原 聡（東洋大学） 松本 保美（早稲田大学） 横山 彰（中央大学） 

（計 12 名） 

 

[中部部会] 

荒山 裕行（名古屋大学） 小林 甲一（名古屋学院大学） 酒井 邦雄（愛知学院大学） 

（計 3 名） 

 

[関西部会] 

明石 芳彦（大阪市立大学） 清川 義友（同志社大学） 佐竹 光彦（同志社大学） 

田中 康秀（神戸大学） 土井 教之（関西学院大学） 福重 元嗣（大阪大学） 

柳川 隆（神戸大学）   

（計 7 名） 

 

[西日本部会] 

今泉 博国（福岡大学） 内山 敏典（九州産業大学） 塚田 広人（山口大学） 

（計 3 名） 

 

（合計 25 名） 

 



理事                             （50音順） 

[関東部会] 

安藤 潤（新潟国際情報大学） 飯田 隆雄（札幌大学） 石山 嘉英（千葉商科大学） 

和泉 徹彦（嘉悦大学） 井手 秀樹（慶應義塾大学） 今村 肇（東洋大学） 

植村 利男（亜細亜大学） 大岩雄次郎（東京国際大学） 岡崎 哲郎（千葉商科大学） 

小澤 太郎（慶應義塾大学） 上沼 正明（早稲田大学） 菊地 均（北海商科大学） 

岸 真清（中央大学） 権丈英子（亜細亜大学） 小﨑 敏男（東海大学） 

小柴 徹修（東北学院大学） 駒村 康平（慶應義塾大学） 今野 昌信（高崎経済大学） 

坂井 吉良（日本大学） 佐藤 晴彦（平成国際大学） 末永 啓一郎（城西大学） 

鈴木 伸枝（駒澤大学） 瀬野 隆（国士舘大学） 田中 則仁（神奈川大学） 

田中 秀幸（東京大学） 田中 廣滋（中央大学） 玉城 逸彦（城西大学） 

塚原 康博（明治大学） 鳥飼 行博（東海大学） 中島 正人（大東文化大学） 

中野 守（中央大学） 野田 浩二（東京経済大学） 羽田 亨（関東学園大学） 

原田 博夫（専修大学） 藤永 修一（明治大学） 藤本 訓利（日本大学） 

洞口 治夫（法政大学） 堀 潔（桜美林大学） 前川 俊一（明海大学） 

益田 安良（東洋大学） 松波 淳也（法政大学） 松本 和幸（立教大学） 

松本 茂（青山学院大学） 村松 幹二（駒澤大学） 森崎 初男（関東学院大学） 

安田 武彦（日本大学） 横山 将義（早稲田大学）  

（計 47 名） 

 

[中部部会] 

足立 文彦（金城学院大学） 岡 良浩（四日市大学） 加藤 秀弥（名古屋経済大学） 

木船 久雄（名古屋学院大学） 竹内 信仁（愛知学院大学） 土井 康裕（名古屋大学） 

中山 徳良（名古屋市立大学） 畠平 徹（岐阜聖徳学園大学） 前田 隆（金沢大学） 

水田 健一（名古屋学院大学） 水谷 重秋（南山大学） 山下 隆之（静岡大学） 

吉田 雅彦（愛知学院大学） 吉田 良生（椙山女学園大学） 渡辺 俊三（名城大学） 

渡辺 悌爾（三重大学）   

（計 16 名） 

 

[関西部会] 

秋岡 弘紀（関西大学） 上田 良文（広島大学） 内山 隆夫（京都学園大学） 

神 隆行（大阪学院大学） 喜田 栄次郎（岡山商科大学） 北川 雅章（同志社大学） 

衣笠 達夫（追手門学院大学） 後藤 富士男（京都産業大学） 金野 和弘（島根県立大学） 

坂西 明子（奈良県立大学） 佐々木 雅幸（大阪市立大学） 佐竹 隆幸（兵庫県立大学） 

菅 準一（尾道市立大学） 宋 仁守（大阪経済大学） 竹歳 一紀（桃山学院大学） 

竹廣 良司（同志社大学） 柘植 隆宏（甲南大学） 寺本 浩昭（広島修道大学） 

豊山 宗洋（大阪商業大学） 仲上 健一（立命館大学） 中澤 正彦（京都大学） 

永合 位行（神戸大学） 南波 浩史（徳島文理大学） 信吉 史明（大阪産業大学） 

野村 宗訓（関西学院大学） 林 宰司（滋賀県立大学） 伴 ひかり（神戸学院大学） 

平本 賢了（広島経済大学） 廣田 俊郎（関西大学） 福重 元嗣（大阪大学） 



松水 征夫（広島経済大学） 宮田由紀夫（関西学院大学） 森川 浩一郎（近畿大学） 

吉井 昌彦（神戸大学） 渡邊 真治（大阪府立大学）  

（計 35 名） 

 

[西日本部会] 

秋山 優（九州産業大学） 石田 一之（琉球大学） 市川 芳郎（日本文理大学） 

牛房 義明（北九州市立大学） 狩野 秀之（宮崎大学） 衣川 恵（鹿児島国際大学） 

相模 裕一（西南学院大学） 佐藤 秀樹（九州産業大学） 仲間 瑞樹（山口大学） 

仁部 新一（九州共立大学） 朴 哲洙（熊本学園大学） 本田 廣實（日本経済大学） 

三浦 功（九州大学） 宮城 和宏（沖縄国際大学） 宮平 栄治（名桜大学） 

宮本 昌典（福岡大学） 村田 省三（長崎大学） 矢野 生子（長崎県立大学） 

（計 18 名） 

 

（合計 116 名） 



 

本部幹事                           （50音順） 

[関東部会] 

荒木 一法（早稲田大学） 飯島 大邦（中央大学） 飯田 泰之（明治大学） 

稲葉 陽二（日本大学） 小淵 洋一（城西大学） 小澤 太郎（慶應義塾大学） 

川崎 一泰（東洋大学） 栗林 隆（千葉商科大学） 小峰 隆夫（法政大学） 

鳥居 昭夫（中央大学） 永井 四郎（麗澤大学） 前田 章（東京大学） 

（計 12 名） 

 

[中部部会] 

李 秀澈 （名城大学） 伊沢 俊泰（名古屋学院大学） 角本 伸晃（椙山女学園大学） 

土井 康裕（名古屋大学） 中山 徳良（名古屋市立大学） 渡邉 隆俊（愛知学院大学） 

（計 6 名） 

 

[関西部会] 

厚母 浩(広島経済大学) 駿河 輝和（神戸大学） 張 星源（岡山大学） 

永合 位行(神戸大学) 宮田由紀夫（関西学院大学） 村上 亨(追手門学院大学) 

本西 泰三（関西大学） 吉井 昌彦（神戸大学）  

（計 8 名） 

 

[西日本部会] 

井田 貴志（熊本県立大学） 大城 保 （沖縄国際大学） 佐々木 正廣（日本経済大学） 

三浦 功（九州大学） 宮本 昌典（福岡大学）  

（計 5 名） 

 

（合計 31 名） 

 

 

部会幹事                           （50音順） 

[関東部会] 

芹澤 高斉（淑徳大学） 瀧澤 弘和（中央大学） 千年 篤（東京農工大学） 

中澤 克佳（東洋大学） 西川 雅史（青山学院大学） 林 正義（東京大学） 

藤永 修一（明治大学） 宮下 量久（PHP 研究所） 村松 幹二（駒澤大学） 

矢尾板 俊平（淑徳大学） 安田信之助（城西大学）  

（計 11 名） 

 

[中部部会] 

大石 邦弘（名古屋学院大学） 鶴田 利恵（四日市大学） 野村 友和（愛知学院大学） 

水野 英雄（椙山女学園大学） 渡邉  聡（名古屋大学）  

（計 5 名） 



 

[関西部会] 

上田 雅弘（同志社大学） 内山 隆夫（京都学園大学） 小林 伸生（関西学院大学） 

野北 晴子（広島経済大学） 朴 勝俊（関西学院大学） 伴 ひかり（神戸学院大学） 

廣田 俊郎（関西大学） 松岡 憲司（龍谷大学） 村上 礼子（近畿大学） 

（計 9 名） 

 

[西日本部会] 

佐々木 昇（福岡大学） 佐々木 正廣（日本経済大学） 仁部 新一（九州共立大学） 

宗像 優（九州産業大） 諸賀 加奈（九州大学）  

（計 5 名） 

 

（合計 30 名） 



 


