2018-2020 年度（所属等は 2018 年 5 月 28 日時点，2019 年 5 月 26 日更新）

■理事長

■監事

城山 英明（東京大学）

入江 容子（愛知大学）
久邇 良子（東京学芸大学）

■理事
秋月 謙吾（京都大学）

■顧問

市川 喜崇（同志社大学）

縣

伊藤 正次（首都大学東京）
［事務局担当理事］

今村 都南雄（中央大学名誉教授）

稲継 裕昭（早稲田大学）
［年報委員長］

大森 彌（東京大学名誉教授）

今里 佳奈子（龍谷大学）
［組織財政委員長］

大山 耕輔（慶應義塾大学教授）

石上 泰州（平成国際大学）

片岡 寛光（早稲田大学名誉教授）

上山 信一（慶應義塾大学）

佐藤 竺（成蹊大学名誉教授）

牛山 久仁彦（明治大学）

新藤 宗幸（千葉大学名誉教授）

北村 亘（大阪大学）

中邨 章（明治大学名誉教授）

北山 俊哉（関西学院大学）

中村 陽一（中央大学名誉教授）

工藤 裕子（中央大学）

西尾 勝（東京大学名誉教授）

佐藤 学（沖縄国際大学）

橋本 信之（関西学院大学名誉教授）

曽我 謙悟（京都大学）
［企画委員長］

堀江 正弘（政策研究大学院大学名誉教授）

築島 尚（岡山大学）
［2020 年度開催校理事］

真渕 勝（立命館大学教授）

辻

水口 憲人（立命館大学名誉教授）

琢也（一橋大学）

公一郎（早稲田大学教授）

外山 公美（立教大学）

武藤 博己（法政大学大学院教授）

西岡 晋（東北大学）

村松 岐夫（京都大学名誉教授）

馬場 健（新潟大学）
［2019 年度開催校理事］

森田 朗（津田塾大学教授）

原田 久（立教大学）
藤井 浩司（早稲田大学）

■幹事

藤田 由紀子（学習院大学）

前田 健太郎（東京大学）*2018 年 12 月より

牧原 出（東京大学）

松井 望（首都大学東京）*2018 年 12 月より

松並 潤（神戸大学）
［国際交流委員長］
森

道哉（立命館大学）

山崎 幹根（北海道大学）
笠

京子（明治大学）

2016-2018 年度（所属等は 2017 年 5 月 28 日時点）

■理事長

■監事

大山 耕輔（慶應義塾大学）

岡本 三彦（東海大学）
外山 公美（立教大学）

■理事
秋月 謙吾（京都大学）

■顧問

市川 喜崇（同志社大学）
［年報委員長］

縣

伊藤 正次（首都大学東京）

今村 都南雄（中央大学名誉教授）

今里 佳奈子（龍谷大学）

大森 彌（東京大学名誉教授）

入江 容子（愛知大学）

片岡 寛光（早稲田大学名誉教授）

石上 泰州（平成国際大学）
［事務局担当理事］

佐藤 竺（成蹊大学名誉教授）

牛山 久仁彦（明治大学）

新藤 宗幸（公益財団法人後藤・安田記念東京都市研

公一郎（早稲田大学教授）

大杉 覚（首都大学東京）

究所理事長）

北山 俊哉（関西学院大学）

中邨 章（明治大学名誉教授）

工藤 裕子（中央大学）

中村 陽一（中央大学名誉教授）

久邇 良子（東京学芸大学）
［国際交流委員長］

西尾 勝（東京大学名誉教授）

佐藤 克廣（北海学園大学）

橋本 信之（関西学院大学名誉教授）

佐藤 学（沖縄国際大学）

堀江 正弘（政策研究大学院大学教授）

佐藤 満（立命館大学）

真渕 勝（立命館大学教授）*2017 年 5 月より

城山 英明（東京大学）
［企画委員長］

水口 憲人（立命館大学名誉教授）

築島 尚（岡山大学）

武藤 博己（法政大学大学院教授）

辻

村松 岐夫（京都大学名誉教授）

琢也（一橋大学）

永田 尚三（関西大学）
［2017 年度開催校理事］

森田 朗（津田塾大学教授）

西岡 晋（東北大学）
馬場 健（新潟大学）

■幹事

原田 久（立教大学）

菅原 和行（福岡大学）*2016 年 12 月より

藤井 浩司（早稲田大学）

三田 妃路佳（宇都宮大学）*2016 年 12 月より

藤田 由紀子（学習院大学）
牧原 出（東京大学）
松並 潤（神戸大学）
笠

京子（明治大学）
［組織財政委員長］

2014-2016 年度（所属等は 2014 年 5 月 26 日時点、2015 年 8 月更新）

■理事長

■監事

真渕 勝（京都大学）

金井 利之（東京大学）
藤田 由紀子（専修大学）

■理事
秋月 謙吾（京都大学）

■顧問

今里 佳奈子（愛知大学）
［企画委員長］

縣

石上 泰州（平成国際大学）

今村 都南雄（山梨学院大学教授）

牛山 久仁彦（明治大学）
［2016 年度開催校理事］

大森 彌（東京大学名誉教授）

大杉 覚（首都大学東京）

沖田 哲也（明治大学名誉教授）*2015 年 8 月逝去

大山 耕輔（慶応義塾大学）

片岡 寛光（早稲田大学名誉教授）

岡本 三彦（東海大学）

佐藤 竺（成蹊大学名誉教授）

風間 規男（同志社大学）

新藤 宗幸（公益財団法人後藤・安田記念東京都市研

公一郎（早稲田大学教授）*2015 年 5 月より

北山 俊哉（関西学院大学）
［組織財政委員長］

究所研究担当常務理事）

久邇 良子（東京学芸大学）
［国際交流委員長］

中邨 章（明治大学名誉教授）

佐藤 克廣（北海学園大学）

中村 陽一（中央大学名誉教授）

佐藤 満（立命館大学）

西尾 勝（地方公共団体情報システム機構理事長）

島袋 純（琉球大学）
［2015 年度開催校理事］

橋本 信之（関西学院大学教授）

城山 英明（東京大学）

堀江 正弘（政策研究大学院大学教授）*2015 年 5 月

武智 秀之（中央大学）

より

築島 尚（岡山大学）

水口 憲人（立命館大学教授）

辻

武藤 博己（法政大学大学院教授）

琢也（一橋大学）

外山 公美（立教大学）

村松 岐夫（京都大学名誉教授）

馬場 健（新潟大学）

森田 朗（国立社会保障・人口問題研究所所長）

原田 久（立教大学）
廣瀬 克哉（法政大学）

■幹事

藤井 浩司（早稲田大学）

高松 淳也（名城大学）*2014 年 12 月より

牧原 出（東京大学）
［年報委員長］

中村 悦大（愛媛大学）*2014 年 12 月より

松並 潤（神戸大学）
［事務局担当理事］
笠

京子（明治大学）

2012-2014 年度（所属等は 2012 年当時）

■理事長

■監事

縣

西村 美香（成蹊大学）*2013 年 5 月まで

公一郎（早稲田大学）

藤田 由紀子（専修大学）*2013 年 5 月より
■理事

笠

京子（明治大学）

秋月 謙吾（京都大学）
伊藤 修一郎（学習院大学）

■顧問

今里 佳奈子（愛知大学）

今村 都南雄（山梨学院大学教授）

牛山 久仁彦（明治大学）

大森 彌（東京大学名誉教授）

大山 耕輔（慶応義塾大学）

沖田 哲也（明治大学名誉教授）

大杉 覚（首都大学東京）

片岡 寛光（早稲田大学名誉教授）

岡本 三彦（東海大学）
［開催校理事］

佐藤 竺（成蹊大学名誉教授）

風間 規男（同志社大学）
［事務局担当理事］

新藤 宗幸（公益財団法人後藤・安田記念東京都市研

金井 利之（東京大学）

究所研究担当常務理事）

北山 俊哉（関西学院大学）
［年報委員長］

中邨 章（明治大学名誉教授）

久邇 良子（東京学芸大学）

中村 陽一（中央大学名誉教授）

佐藤 満（立命館大学）

西尾 勝（財団法人東京市政調査会理事長）

島袋 純（琉球大学）

橋本 信之（関西学院大学教授）

城山 英明（東京大学）
［国際交流委員長］

水口 憲人（立命館大学教授）

武智 秀之（中央大学）

武藤 博己（法政大学大学院教授）

築島 尚（岡山大学）

村松 岐夫（京都大学名誉教授）

辻

森田 朗（学習院大学）

琢也（一橋大学）

外山 公美（日本大学）
［組織財政委員長］
馬場 健（新潟大学）

■幹事

原田 久（立教大学）
［企画委員長］

上崎 哉（近畿大学）*2012 年 11 月より

廣瀬 克哉（法政大学）

長野 基（首都大学東京）*2012 年 11 月より

堀江 正弘（政策研究大学院大学）
牧原 出（東北大学）
松並 潤（神戸大学）
真渕 勝（京都大学）
山口 二郎（北海道大学）

2010-2012 年度（所属等は 2010 年当時，2011 年 12 月更新）

■理事長

■監事

森田 朗（東京大学）

大山 耕輔（慶応義塾大学）*2011 年 5 月まで
武智 秀之（中央大学）

■理事
縣

笠

京子（明治大学）*2011 年 5 月より

公一郎（早稲田大学）
［国際交流委員長］

秋月 謙吾（京都大学）
［企画委員長］

■顧問

今川 晃（同志社大学）

今村 都南雄（山梨学院大学教授）

今里 佳奈子（熊本県立大学）

大森 彌（東京大学名誉教授）

牛山 久仁彦（明治大学）

沖田 哲也（明治大学名誉教授）

大杉 覚（首都大学東京）[事務局担当理事]

片岡 寛光（早稲田大学名誉教授）

風間 規男（同志社大学）

佐藤 竺（成蹊大学名誉教授）

金井 利之（東京大学）

新藤 宗幸（東京市政調査会研究担当常務理事）

川崎 信文（広島大学）
［組織財政委員長］

中邨 章（明治大学教授）

北山 俊哉（関西学院大学）

中村 陽一（中央大学名誉教授）

久邇 良子（東京学芸大学）

西尾 勝（東京市政調査会理事長）

島袋 純（琉球大学）

橋本 信之（関西学院大学教授）*2011 年 5 月より

外山 公美（日本大学）

水口 憲人（立命館大学教授）

西尾 隆（国際基督教大学）

村松 岐夫（京都大学名誉教授）

西村 茂（金沢大学）

寄本 勝美（早稲田大学教授）*2011 年 3 月逝去

西村 美香（成蹊大学）
原田 久（立教大学）[年報委員長]

■幹事

廣瀬 克哉（法政大学）

伊藤 正次（首都大学東京）*2011 年 12 月より

藤田 由紀子（専修大学）

松井 望（首都大学東京）*2011 年 12 月より

堀江 正弘（政策研究大学院大学）
牧原 出（東北大学）
松並 潤（神戸大学）
真渕 勝（京都大学）
山口 二郎（北海道大学）

