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2015 年度日本国際経済法学会理事会議事録 

 
日時：2015 年 11 月 28 日（土）17:15～17:45 
場所：早稲田大学社会科学部 14 号館 801 会議室 
 
出席者 
伊藤一頼 清水章雄 須網隆夫 泉水文雄 平覚 高杉直 出口耕自 中川淳司 
中谷和弘 根岸哲 浜田太郎 福永有夏 間宮勇 増田史子 山部俊文 柳赫秀（16 名） 
 
委任状 
12 通 
 
理事・監事以外の出席者 
佐藤智恵（会計副主任） 
 
１．定足数の確認 
 委任状を含め、定足数が満たされていることが確認された。（規約第 16 条第 3 項により、

理事の 3 分の 2 が定足数。道垣内正人理事の辞任により現行の理事は 39 名） 
 
２．2014 年度理事会・総会議事録の承認 
 2014 年度理事会・総会議事録（案）につき、異議なく了承され、確定された。 
 
３．職務理事の交代 
 外務省経済局長が齋木尚子氏から金杉憲治氏に、経済産業省通商機構部部長が広瀬直氏

から渡辺哲也氏に交代し、金杉氏と渡辺氏に職務理事も交代することが承認され、総会の承

認を求めるために提出されることとされた。 
 
４．会員の異動 
 9 人の入会が承認され、総会の承認を求めるべく提案することとされた。また、16 名の

退会等（逝去者 1 名、資格喪失者 3 名を含む）について了承された。 
 
入会者 
長尾愛女 鈴木由里 二本松裕子 山岡時生 高橋省三 兼頭ゆみ子 山下朋子 
西岡和晃 福井清貴（9 名） 
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退会者等 
朝倉弘教 占部裕典 遠藤美光 河村寛治 桐山孝信 藤野仁三 藤原一義 村林隆一 

山本孝夫 米村紀幸 杉田一真 渡辺敬 坂井秀行 浅田福一 堀口佳秀 松本健（16 名） 

 

５．2014 年度決算案 

 2014 年度決算案が異議なく承認され、総会の承認を求めるために提出されることとされ

た。 

 

６．2016 年度予算案 

 2016 年度予算案が異議なく承認され、総会の承認を求めるために提出されることとされ

た。 

 

７．法律文化社との覚書締結 

 法律文化社との年報の在庫管理に関する覚書締結について、異議なく承認された。 

 

８．次期役員候補 

 「理事及び監事選出に関する申合せ」（2002 年 10 月 27 日理事会承認、2011 年 10 月

30 日修正承認）に基づき、本年６月会員による郵送選挙を行い、２５名の次期役員候補が

選出された。また「理事及び監事選出に関する申合せ」７条に基づき、常務理事会は、指名

理事候補及び監事候補の原案として、１５名の次期役員候補を選出した。さらに、常務理事

会では、２名の監事候補を選出した。以上のような次期役員候補について、異議なく承認さ

れ、総会の承認を求めるために提出されることとされた。 

 

９．日韓共同研究 

 国際交流委員会主任より、日韓共同研究について報告があった。 

 

１０．2016 年度研究大会 

 研究運営主任より、2016 年度研究大会について報告があった。 

 

１１．日本国際経済法学会年報第 24 号の発刊 

 編集主任より、日本国際経済法学会年報第 24 号の発刊について報告があった。 
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2015 年度日本国際経済法学会総会議事録 

 
日時：2015 年 11 月 29 日（日）12:30～13:00 
場所：早稲田大学 14 号館 201 教室 
 
１．定足数の確認 
 委任状を含め、定足数が満たされていることが確認された（規約第 15 条第 3 項により、

会員の 4 分の 1 が定足数）。 
 
２．決議事項 
（１）2014 年度決算案の承認 
（２）2016 年度予算案の承認 
（３）新入会員の承認 
（４）職務理事の交代 
（５）新理事・監事の選任 
 
 会計主任から、2014 年度決算案について説明があり、規約第 20 条に基づき異議なく承

認された。 
 会計主任から、2016 年度予算案について説明があり、規約第 7 条及び第 19 条に基づき

異議なく承認された。 
 庶務副主任から新入会員 9 名の説明があり、規約第 6 条に基づき異議なく承認された。

また庶務主任から、16 名の退会者等（逝去者及び資格喪失者を含む）が報告された。 
 庶務副主任より、外務省経済局長及び経済産業省通商機構部長の職務理事の交代が理事

会で承認された旨説明があり、異議なく承認された。 
 庶務副主任より、「理事及び監事選出に関する申合せ」（2002 年 10 月 27 日理事会承認、

2011 年 10 月 30 日修正承認）に基づき、会員による郵送選挙の結果選出された２５名の次

期役員候補、並びに、「理事及び監事選出に関する申合せ」７条に基づき、常務理事会によ

り提案された 15 名の次期指名理事候補及び 2 名の次期監事候補について、昨日の理事会に

おいて承認され、総会の承認を求めたい旨の説明があった。これについて異議なく承認され

た。 
 
選挙選出理事【５０音順】  

1 阿部 克則 学習院大学教授 

2 荒木 一郎 横浜国立大学教授 
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3 岩沢 雄司 東京大学教授 

4 柏木 昇 東京大学名誉教授 

5 川島 富士雄 神戸大学教授 

6 川瀬 剛志 上智大学教授 

7 久保田 隆 早稲田大学教授 

8 米谷 三以 法政大学大学院教授・弁護士 

9 佐野 寛 岡山大学教授 

10 清水 章雄 早稲田大学教授 

11 須網 隆夫 早稲田大学大学院教授 

12 瀬領 真悟 同志社大学教授 

13 泉水 文雄 神戸大学教授 

14 平 覚 大阪市立大学教授 

15 高杉 直 同志社大学教授 

16 道垣内 正人 早稲田大学教授・弁護士 

17 東條 吉純 立教大学教授 

18 内記 香子 大阪大学准教授 

19 中川 淳司 東京大学教授 

20 中谷 和弘 東京大学教授 

21 濱田 太郎  近畿大学准教授 

22 福永 有夏 早稲田大学教授 

23 間宮 勇 明治大学教授 

24 柳 赫秀 横浜国立大学教授 

25 横溝 大 名古屋大学教授 

 

指名理事【５０音順】 
 

1 伊藤 一頼 北海道大学准教授 

2 金井 貴嗣 中央大学教授 

3 川浜 昇 京都大学教授 

4 岸井 大太郎 法政大学教授 

5 鈴木 將文 名古屋大学教授 

6 茶園 成樹 大阪大学大学院教授 

7 出口 耕自 上智大学教授 

8 長田 真里 大阪大学教授 

9 西谷 祐子 京都大学教授 

10 早川 吉尚 立教大学教授 
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11 増田 史子 岡山大学准教授 

12 森下 哲朗 上智大学教授 

13 山部 俊文 一橋大学教授 

 
監事【５０音順】    

1 西海 真樹 中央大学教授 

2 野村 美明 大阪大学教授 

 
 
 
３．報告事項 
（１）日韓共同研究 
（２）日本国際経済法学会年報第 24 号の発刊及び法律文化社との覚書締結 
（３）2016 年度研究大会 
  
 理事長より、日韓共同研究について報告があった。 
 編集主任より、日本国際経済法学会年報第 24 号の発刊及び年報の在庫管理に関する法律

文化社との覚書締結について報告があった。 
 研究運営主任より、2016 年度研究大会について報告があった。 
 
 
この総会で選任された新理事・監事による理事会が同日 13 時より開催され、「理事長互選

の方法についての申し合わせ」（1992 年 1 月 25 日理事会承認、2004 年 11 月 7 日修正

承認）に基づき、議事は根岸前理事長が議長として運営した。定足数が満たされていること

を確認した上で（26 名出席）、投票の結果、清水章雄会員（早稲田大学）が新理事長に互選

された。 
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