
法と経済学会・第１回理事会 
 

日時：2003 年 2 月 15 日（土）13:20～13:30 

                    場所：発明会館・７階クラブ 

 

次  第 

１．開  会 

２．議長選任 

３．審  議 

第１号議案 会長及び副会長の選挙、任期等について（規則） 

 第２号議案 会費等について（規則） 

 第３号議案 常務理事の選任について 

第４号議案 今後の活動計画について 

４． 事務連絡 

５． 閉  会 

 

資  料 

資料１ 第１号議案 会長及び副会長の選挙、任期等について（規則） 

資料２ 第２号議案 会費等について（規則） 

資料３ 第３号議案 常務理事の選任について 

資料４ 第４号議案 今後の活動計画について 
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資料１ 

第１号議案 会長及び副会長の選挙、任期等について（規則） 
 

 標記の規則を、下記のとおり、定めたい。 

 
 

会長及び副会長の選挙、任期等についての規則 
 

２００３年２月１５日 理事会決 

 

第１条 本規則は、法と経済学会会則（以下「会則」という）第１４条の選挙について、 

会則第２８条に基づき定める。 

第２条 副会長は、理事会が作成した候補者のうちから、正会員の投票によって選出する。 

第３条 先任の副会長が、翌年度の会長となる。 

第４条 会長が任期途中に欠けたときは、先任の副会長が会長となり、１期に限り、会長

に再任される。 
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資料２ 
第２号議案 会費等について（規則） 

 

 標記の規則を、下記のとおり、定めたい。 

 
 

会費等についての規則 
 

２００３年２月１５日 理事会決 

 

第１条 本規則は、法と経済学会会則（以下「会則」という）第８条第１項の入会金及び

会費について、会則第２８条に基づき定める。 

第２条 入会金は、当面の間、これを徴収しない。 

第３条 会費は、当面の間、別表１の通りとする。 

 

別表１ 会員の種別・年会費 
年会費 会員種別 
メールアドレス所有 メールアドレスなし

備 考 
 

6,000 円／年 10,000 円／年 一般会費 正会員 
3,000 円／年 7,000 円／年 学生会費 ※ 

賛助会員 30,000 円／年・口  
※ 大学院修士課程及び博士課程在籍中の者で、申し出があり、かつ、常勤の職を 

持たない者 
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資料３ 

第３号議案 常務理事の選任について 
 

 設立発起人・世話人会幹事であった理事を、会則第１５条第３項の規定にもとづき、常

務理事に選任したい。 

 

       法と経済学会・役員名簿（2003 年 2 月 15 日現在、氏名 50 音順・敬称略） 
 

※理事・会 長 浜田  宏一 イェール大学経済学部教授  
※理事・副会長 八田  達夫 東京大学空間情報科学研究センター教授 
※理事・副会長 森嶌  昭夫 名古屋大学名誉教授・(財)地球環境戦略研究機関理事長  

理事     青木  昌彦 スタンフォード大学経済産業研究所長・教授 
理事     阿部  泰隆 神戸大学大学院法学研究科教授 

※理事     安念  潤司 成蹊大学法学部教授 
理事     伊藤  秀史 一橋大学大学院商学研究科教授 
理事     井堀  利宏 東京大学大学院経済学研究科教授 
理事     岩﨑  政明 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授 
理事     宇佐美  誠 中京大学法学部教授 
理事     内田   貴 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

※理事     太田  勝造 東京大学大学院法学政治学研究科教授 
理事     落合  誠一 東京大学大学院法学政治学研究科教授 
理事     金本  良嗣 東京大学大学院経済学研究科教授 
理事     河上  正二 東北大学大学院法学研究科研究科長・教授 
理事     川濱   昇 京都大学大学院法学研究科教授 
理事     神田  秀樹 東京大学大学院法学政治学研究科教授 
理事     岸本  哲也 神戸大学大学院経済学研究科教授 
理事     久米  良昭 那須大学都市経済学部教授 
理事     倉澤  資成 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授 
理事     古城   誠 上智大学法学部教授 
理事     小林  秀之 上智大学法学部教授 
理事     鈴村 輿太郎 一橋大学経済研究所教授 
理事     田中  成明 京都大学大学院法学研究科教授 
理事     棚瀬  孝雄 京都大学大学院法学研究科教授 

※理事     常木   淳 大阪大学社会経済研究所教授 
※理事     林田  清明 北海道大学大学院法学研究科教授 

理事     樋口  美雄 慶應義塾大学商学部教授 
理事     深尾  光洋 慶應義塾大学商学部教授 

※理事     福井  秀夫 政策研究大学院大学教授 
理事     福島  隆司 政策研究大学院大学教授 
理事     細江  守紀 九州大学大学院経済学研究院研究院長・教授 
理事     増井  良啓 東京大学大学院法学政治学研究科助教授 
理事     松浦  好治 名古屋大学大学院法学研究科教授 

※理事     松村  敏弘 東京大学社会科学研究所助教授 
理事     宮澤  節生 早稲田大学法学部教授 
理事     八代  尚宏 （社）日本経済研究センター理事長 
理事     柳川  範之 東京大学大学院経済学研究科助教授 

※理事     矢野   誠 慶應義塾大学経済学部教授 
理事     山崎  福寿 上智大学経済学部教授 

 
監事     畠中  薫里 政策研究大学院大学助教授 
監事     松浦 以津子 愛知大学法学部教授 
 
備考：※印は常務理事 
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資料４ 

第４号議案 今後の活動計画について 
 

 学会活動の速やかな立ち上げのため、下記の３委員会の設置（人選、所掌事項に係る検

討課題等）等について検討する担当理事を選任したい。 

 担当理事におかれては、必要な検討を行い、その結果について次回理事会で報告いただ

きたい。 

 

記 

 

１．総務企画委員会（仮称） 

（検討課題） 第１回学術講演会の開催要領（2003 年６月を目途として） 

       理事会・委員会の運営規則 

       謝金、交通費等の支払い基準等 

       納税事業者としての届け出等 

       会費納入に係る自動引き落とし方式の導入 

       会員拡大方策                他 

 

２．学術委員会（仮称） 

（検討課題） 論文審査規定及び応募要領の策定 

       自主研究の推進方策             他 

 

３．編集委員会（仮称） 

（検討課題） 機関誌の刊行方法等 

       第１号機関誌等の編集企画策定        他 

 

 


