日本交通学会 役員・委員
＜

役 員
会

＞

長

（2017.10～2019.10）
山内 弘隆 （一橋大学）

副会長 （関東）
（関西）
常任理事（関東）

寺田 一薫 （東京海洋大学）
青木 真美 （同志社大学）
加藤 一誠 （慶應義塾大学）
手塚 広一郎（日本大学）

（関西）
理

事 （関東）

新納 克廣 （奈良県立大学）
青木 亮

（東京経済大学）

家田 仁

（政策研究大学院大学）

太田 和博 （専修大学）
金本 良嗣 （政策研究大学院大学）
黒崎 文雄 （交通経済研究所）
竹内 健蔵 （東京女子大学）
田村 亨

（北海商科大学）

中条 潮

（慶應義塾大学名誉教授・京都学園大学客員教授）

根本 敏則 （敬愛大学）
堀雅 通

（東洋大学）

湧口 清隆 （相模女子大学）
（関西）

秋山 孝正 （関西大学）
宇都 宮浄人（関西大学）
大井 尚司 （大分大学）
正司 健一 （神戸大学）
髙橋 愛典 （近畿大学）
水谷 淳

（神戸大学）

水谷 文俊 （神戸大学）
文世 一
監

事 （関東）
（関西）

＜

事務局
事務局長

（京都大学）

遠藤 伸明 （東京海洋大学）
後藤 孝夫 （中央大学）※就任時は関西

＞
辻村 博則 （交通経済研究所）

＜

評議員

＞

（関東） 今城 光英 （大東文化大学）
今橋 隆

（法政大学）

上村 宗弘 （交通経済研究所）
加藤 浩徳 （東京大学）
小島 克巳 （文教大学）
齊藤 実

（神奈川大学）

須田 昌弥 （青山学院大学）
田邉 勝巳 （慶應義塾大学）
中村 彰宏 （横浜市立大学）
花岡 伸也 （東京工業大学）
林 克彦

（流通経済大学）

二村 真理子（東京女子大学）
武藤 慎一 （山梨大学）
（関西） 石崎 祥之 （立命館大学）
伊藤 秀和 （関西学院大学）
浦西 秀司 （大阪市立大学）
岡野 英伸 （近畿大学）
兒山 真也 （兵庫県立大学）
鈴木 崇児 （中京大学）
醍醐 昌英 （関西外国語大学）
寺田 英子 （広島市立大学）
辻本 勝久 （和歌山大学）
福井 秀樹 （愛媛大学）
＜

学会賞選考委員 ＞
委員長

（2017.10～2019.10）

寺田 一薫 （東京海洋大学）
（関東） 今城 光英 （大東文化大学）
竹内 健蔵 （東京女子大学）
根本 敏則 （敬愛大学）
（関西） 秋山 孝正 （関西大学）
水谷 文俊 （神戸大学）
文 世一

（京都大学）

＜

年報編集委員 ＞

委員長（2017.10～2019.10）
委員（2018.4.1～2020.3.31）

委員長
委員

加藤 一誠 （慶應義塾大学）
（関東） 青木 亮

（東京経済大学）

岩尾 詠一郎（専修大学）
小島 克巳 （文教大学）
後藤 孝夫 （中央大学）
須田 昌弥 （青山学院大学）
田邉 勝巳 （慶應義塾大学）
手塚 広一郎（日本大学）
花岡 伸也 （東京工業大学）
武藤 慎一 （山梨大学）
湧口 清隆 （相模女子大学）
（関西） 秋山 孝正 （関西大学）
宇都宮

浄人（関西大学）

兒山 真也 （兵庫県立大学）
三古 展弘 （神戸大学）
髙橋 愛典 （近畿大学）
新納 克廣 （奈良県立大学）
水谷 淳

（神戸大学）

横見 宗樹 （大阪商業大学）
＜

国際交流委員会委員 ＞
委員長
委員

青木 真美 （同志社大学）
（関東） 青木 亮

（東京経済大学）

根本 敏則 （敬愛大学）
（関西） 宇都 宮浄人（関西大学）
水谷 淳
＜

日本経済学会連合

評議員

（神戸大学）
＞

（関東） 小島 克巳 （文教大学）
（関西） 髙橋 愛典 （近畿大学）

（2018.4.1～2021.3.31）

