
役員人事等 
平成 29・30 年期日本地域学会事務局, 各種委員 
会等の構成及び交代についてお知らせいたします。 
1. 日本地域学会事務局 
会長 
細江	守紀（熊本学園大学）	 	 	

副会長 
高橋 秀悦（東北学院大学） 
萩原 清子（佛教大学） 
松本	昭夫（中央大学）	

総務担当常任理事（事務局長） 
水野谷 剛（筑波大学） 
財務担当常任理事 
櫻井 一宏(立正大学) 
庶務担当常任理事 
渋澤 博幸(豊橋技術科学大学) 
理事 
浅見	泰司（東京大学）	

阿部	宏史（岡山大学）	

石橋	健一（名古屋産業大学）	

内田	晋（茨城大学）（APJRS 担当）	

岡村	誠（学習院大学）	

鐘ヶ江	秀彦（立命館大学）	

木南	莉莉（新潟大学）	

國光	洋二（農業・食品産業技術総合研究機構）	

近藤	光男（徳島大学）	

齋藤	参郎（福岡大学）	

佐々木	啓介（東洋大学）	

鈴木	聡士（北海学園大学）	

多和田	眞（愛知学院大学）	

徳永	澄憲（麗澤大学）	

戸田	常一（広島大学）	

中山	惠子（中京大学）	

野崎	謙二（駿河台大学）	

氷鉋 揚四郎（筑波大学）（企画担当） 
福井	秀夫（政策研究大学院大学）	

三友	仁志（早稲田大学）	

宮田 譲(豊橋技術科学大学) 



柳原	光芳（名古屋大学）	

吉田	登（和歌山大学） 
 
監事 
薮田 雅弘（中央大学） 
栫井 昌邦（福岡大学） 
 
名誉理事 
河野 博忠（筑波大学名誉教授） 
酒井 泰弘（筑波大学名誉教授、滋賀大学名誉教授） 
臼井 功（横浜国立大学名誉教授） 
原	 勲（北星学園大学名誉教授） 
加賀屋 誠一（北海道大学名誉教授） 
藤岡	明房（立正大学）	

三橋	博巳（日本大学）	 	 	

 
第 54 回（2017年）年次大会準備委員会及び実行委員会 
委員長: 鐘ヶ江	秀彦（前出） 
副委員長：豊田 祐輔（立命館大学） 

学術委員会 
委員長: 藪田 雅弘(前出) 
副委員長: 水野谷 剛(前出) 
副委員長: 鐘ヶ江 秀彦(前出) 

広報委員会 
委員長: 水野谷 剛(前出) 
副委員長: 石橋 健一（前出） 
副委員長: 黛 陽子（文教大学） 

名誉会員推薦委員会 
委員長:臼井 功(前出) 
副委員長: 水野谷 剛(前出) 

機関誌編集委員会 
委員長: 多和田 眞(前出) 
副委員長: 松本 昭夫(前出) 
浅見 泰司(前出) 
木南 章(前出) 
Managing Editor: 氷鉋揚四郎(前出) 

学会賞選考委員会 
委員長: 酒井 泰弘（前出） 



副委員長: 水野谷 剛（前出） 
 

学会幹事(会則第 18 条第 6 項) 
(1) 事務局幹事 
総務・財務・庶務担当常任理事付 
内藤 徹（同志社大学） 
野崎 乃倫子（筑波大学） 

(2) 委員会幹事 
学術委員会 
小川 健（専修大学) 

名誉会員推薦委員会 
黛 陽子（前出） 

機関誌編集委員会 
小川 健（前出） 
内藤 徹（前出） 
森岡 理紀（畜産草地研究所） 
野崎 乃倫子（前出）  

学会賞選考委員会 
黛 陽子（前出） 
森岡 理紀（畜産草地研究所） 

広報委員会 
小川 健（前出） 
内藤 徹（前出） 
黛 陽子（前出） 
森岡 理紀（前出） 
野崎 乃倫子（前出）  

事務局	 事務秘書 
	 佐橋 由起子（筑波大学生命環境系水野谷研究室） 

事務局所在地 
筑波大学	 生命環境系	 氷鉋研究室内 
〒305-8572茨城県つくば市天王台 1-1-1 

tel/fax +81-29-853-7221 
sec@jsrsai.jp 

 
2. 第 54回（2017年）年次大会準備委員会及び 
実行委員会 
委員長: 鐘ヶ江	秀彦（前出） 
副委員長：豊田 祐輔（前出） 



委員 黒川 清登（立命館大学） 
委員 石橋 健一（前出） 
委員 小野 聡（立命館大学） 
委員 崔 明姫（立命館大学） 
 
3．学術委員会 
委員長: 藪田 雅弘（前出） 
副委員長: 水野谷 剛(前出) 
副委員長: 鐘ヶ江 秀彦（前出） 
委員 
	 櫻井 一宏（前出） 
	 渋澤 博幸（前出） 
	 鈴木 聡士（前出） 
	 多和田 眞（前出） 
幹事: 
小川 健（前出） 
 

4．広報委員会 
委員長: 水野谷 剛（前出） 
副委員長: 石橋 健一（前出） 
副委員長: 黛 陽子（前出） 
委員 
	 栫井 昌邦（前出）（西部） 
	 櫻井 一宏（前出） 
渋澤 博幸（前出）（東部） 
松本 昭夫（前出） 

	 三友 仁志（前出） 
幹事 
小川 健（前出） 
内藤 徹（前出） 
黛 陽子（前出） 
森岡 理紀（前出） 
野崎 乃倫子（前出） 

 
5．名誉会員推薦委員会 
委員長:臼井 功(前出) 
副委員長: 水野谷 剛(前出) 
委員 



	 櫻井 一宏（前出） 
	 渋澤 博幸（前出） 
	 氷鉋 揚四郎（前出） 
幹事: 
黛 陽子（前出） 

 
6．機関誌編集委員会 
委員長: 多和田 眞(前出) 
副委員長: 松本 昭夫(前出) 

浅見 泰司(前出) 
木南 章(前出) 

Managing Editor: 氷鉋揚四郎(前出) 
委員 
	 石橋	健一（前出）	

	 木南 莉莉（前出） 
	 酒井 泰弘（前出） 
	 櫻井 一宏（前出） 
	 渋澤 博幸（前出） 
	 鈴木	聡士（前出）	

	 高橋 秀悦（前出） 
	 徳永 澄憲（前出） 
	 戸田 常一（前出） 
	 野崎	謙二（前出）	

	 藤岡 明房（前出） 
	 細江 守紀（前出） 
水野谷 剛（前出） 

	 三友 仁志（前出） 
	 柳原	光芳（前出）	

吉田 登（前出）	
	 鐘ヶ江	秀彦（前出）（規程第 3条第 6号）	

阿部 宏史（前出）（規程第 3条第 6号） 
顧問: 
Peter Batey (University of Liverpool) 

 Tüzin Baycan (Istanbul Tech. Univ.) 
 Kingsley Haynes (George Mason Univ.) 
Geoffrey Hewings (University of Illinois) 

 Lars Lundqvist (Royal Inst. of Tech.) 
 Gordon Mulligan (Univ. of Arizona) 



 Peter Nijkamp (Tinbergen Institute and Adam Mickiewicz Univ.) 
 David Plane (University of Arizona) 
 Jacques Poot (University of Waikato) 
 Roger Stough (George Mason University) 
幹事: 
小川 健（前出） 
内藤 徹（前出） 
黛 陽子（前出） 
森岡 理紀（前出） 
野崎 乃倫子（前出）  

 
7．学会賞選考委員会 
委員長:酒井 泰弘(前出)（第 6号） 
副委員長:水野谷 剛 (前出)（第 3号） 
委員: 
岡村 誠（前出）（第 4号） 
河野 博忠（前出）（第 6号） 
櫻井 一宏（前出）（第 3号） 
渋澤 博幸（前出）（第 3号） 
高橋 秀悦（前出）（第 2号） 
多和田 眞（前出）（第 4号） 
萩原 清子（前出）（第 4号） 
氷鉋 揚四郎（前出）（第 4号） 
藤岡 明房（前出）（第 6号） 
細江 守紀（前出）（第 1号） 
松本 昭夫（前出）（第 4号） 
三友 仁志（前出）（第 4号） 
薮田 雅弘（前出）（第 5号） 

幹事: 
黛 陽子（前出） 
森岡 理紀（畜産草地研究所） 

 
8．Council of RSAI and Council of PRSCO 
（国際地域学会及び環太平洋地域学大会機構	 評議会） 
RSAI Council 
 Councilor （未定） 
PRSCO Council 
 Councilor & Executive Secretary 



     渋澤 博幸（前出） 
 Councilor 
    徳永 澄憲（前出） 

細江 守紀（前出） 
	 	 宮田 譲（前出） 
 
9．日本経済学会連合 
評議員（日本地域学会選出） 
	 鐘ヶ江 秀彦（前出） 
	 渋澤 博幸（前出） 
「日本経済学会連合	 英文年報」への日本地域学会分の担当係 
	 編集委員: 佐々木 啓介（前出） 
	 執筆担当: 渋澤 博幸（前出） 
 
10. 地理学会連合 
担当:	  
櫻井 一宏（前出） 

	 薮田 雅弘（前出） 
 


