
井手 英策

古市 将人

小西 砂千夫

討論者 金子 勝（慶應義塾大学）・諸富 徹（京都大学）

石田 三成

討論者

河原 礼修

討論者

倉見 美規

討論者

星野 菜穂子

討論者

中村 稔彦 交付税の総額決定方法のあり方について

討論者

須原 三樹 大阪大学大学院

赤井 伸郎

討論者

篠田 剛

討論者

佐藤 一光 ドイツ・財政調整史の一側面―鉱油税と道路建設をめぐる連邦と州の対立―

討論者

竹本 亨

討論者

法田 尚己

討論者

庄井 貴昭

討論者

広田 啓朗 名古屋商科大学

湯之上英雄

討論者

関口 智（立教大学）

市町村歳出と議会規模―非連続回帰デザインによる実証分析―
千葉商科大学

石田 三成（琉球大学）

兵庫県 財政課

山下 茂（明治大学公共政策専門職大学院）

大阪市立大学大学院 発生主義に基づく自治体会計

川瀬 憲子（静岡大学）

存心館806 ５．自由論題（１）
座 長

京都大学
カナダにおける売上税制の調和過程と州の課税自主権 ―協調売上税（ＨＳＴ）を中心に
―

大規模災害からの復旧・復興過程における被災自治体の財政運営 ～留保財源に着目
した復興スキームの必要性～

青木 宗明（神奈川大学）

座 長 北村 裕明（滋賀大学）

北村裕明（滋賀大学）

帝塚山大学 ロシアにおける連邦構成主体への財政移転について

慶應義塾大学大学院

中村 良広（熊本学園大学）

和光大学 近年の普通交付税算定変化について-2007～2010年度の基準財政需要額を中心に－

平嶋 彰英（総務省）

明治大学大学院

存心館804 ４．外国財政（１）

大阪大学

齊藤 由里恵（徳山大学）

存心館702 ３．地方交付税
座 長 武田 公子（金沢大学）

東洋大学大学院

藤田 香（近畿大学）

青山学院大学大学院 固定資産税に関する実証分析

中井 英雄（近畿大学）

環境税としての環境付加価値税―地域間格差とその是正―

存心館803 ２．地方税
座 長

山下 耕治（福岡大学）

地方交付税制度と税率選択―超過課税実施確率の推定―

日本地方財政学会第20回大会 報告論題

5月19日(土) 10：00～12:00

存心館801 １．企画セッション【地方財政研究の歴史的パースペクティブ】
座 長 横山 彰（中央大学）

慶應義塾大学

関西学院大学 地方財政の制度運営における国家財政規律の投影

公立大学の財政構造の実証分析－基準財政需要額と自治体負担額に着目して－

戦時財政、占領期財政、そして現代的政府間財政関係へ：シャウプの平衡交付金を基
点として

帝京大学 日本における財政赤字形成と社会保障財源選択の関係とその帰結―国際比較を念頭に

武田 公子（金沢大学）

梅原 英治（大阪経済大学）

琉球大学
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仁明

討論者

川瀬 憲子

討論者

大江 賢造

討論者

冨家 朋子

討論者

近藤 春生

討論者

三原 岳

討論者

5月19日(土) 13:00～14:00

以学館2号ホール 日本地方財政学会20周年記念講演

講演者

地方財政論の到達点と課題：日本地方財政学会20年を顧みて

宮本 憲一（大阪市立大学名誉教授、元滋賀大学長、元日本地方財政学会理事長）

西南学院大学 都道府県支出金の実証分析―都道府県パネルデータによる検証

小林 航（千葉商科大学）

東京財団 直轄事業負担金の制度史と見直し論議の展開

上村 敏之（関西学院大学）

内堀 雅雄（福島県副知事）

5月19日(土) 14:10～17:10

以学館2号ホール シンポジウムⅠ

東日本大震災・原発災害からの復興

司 会 武田 公子（金沢大学教授）

国庫補助金の交付金化に関する一考察 ‐大津市中心市街地におけるまちづくり交付金を

平岡 和久（立命館大学）

存心館804 ７．補助金・負担金
座 長 望月 正光（関東学院大学）

和歌山県総務部財務課 地方分権の推進は財政再建にとって有効か？

京都府立大学大学院

信興大学 韓国の市郡合併が地方財政の効率性に及ぼす影響

町田 俊彦（専修大学）

静岡大学 東日本大震災後の政府復興予算と自治体財政―宮城県内自治体の事例を中心に

宮入 興一（愛知大学）

松本 睦（立命館大学）

存心館802 ６．日韓セッション【震災と合併の諸問題】
座 長 川瀬 光義（京都府立大学）

金子 勝（慶応義塾大学教授）

山本 正徳（宮古市長）

5月20日(日) 9:20～12:00

パネリスト 山中 茂樹（関西学院大学災害復興制度研究所教授）

佐藤 主光（一橋大学教授）

ソウル女子大学 韓国の行政体制改編の財政的意味と効果

森 裕之（立命館大学）



金坂 成通 株式会社PHP総合研究所

赤井 伸郎

討論者

石川 達哉 学習院大学

赤井 伸郎

討論者

中川 直人

討論者

三宅 裕樹

討論者

足立 泰美 大阪大学大学院

上村 敏之

討論者

藤井 えりの

討論者

横山 純一

討論者

川勝 健志

討論者

本多 哲夫

討論者

片山 和希

討論者

兼村 高文

討論者

横溝 幸徳

討論者

青柳 龍司 流通科学大学

栗林 隆

討論者

座 長

千葉県市川市における1％支援制度の評価と分析－住民税制と寄付課税－
千葉商科大学

野村 容康（獨協大学）

大阪自治体問題研究所 社会サービスの発展と福祉国家の構造転換

藤岡 純一（関西福祉大学）

明治大学

京都大学 大都市自治体における開発行政と財政問題―大阪港ベイエリア開発の行財政分析

西堀 喜久夫（愛知大学）

横田 茂（福山市立大学）

存心館806 11．自由論題（２）

齊藤 愼（大阪学院大学）

市民参加予算の課題と今後の展開

存心館702 10．大都市財政
座 長 遠藤 宏一（大阪市立大学名誉教授）

病院事業の広域連合制度の成立と広域連合ならびに各病院の経営と財政の課題――
青森県西北五地域の事例

存心館803 ９．社会保障・福祉
座 長

栞田 但馬（岩手県立大学）

地域密着型サービスが居宅・施設サービスの介護費用に与える影響
関西学院大学

第三セクター等改革推進債の実績と実態

石川 達哉（学習院大学）

京都府立大学 大都市財政危機の構造変化と持続可能性―大阪市を題材に―

小西 砂千夫（関西学院大学）

大阪市立大学

松本 淳（大阪市立大学）

大都市自治体の中小企業政策と都市政策―大阪市を事例として―

鈴木 茂（松山大学）

北海学園大学

平嶋 彰英（総務省）

京都大学大学院 地方分権時代における地方共同資金調達機関の果たすべき役割に関する理論的考察

持田 信樹（東京大学）

井手 英策（慶應義塾大学）

立命館大学大学院 生活保護行財政と「貧困ビジネス」

湯之上 英雄（千葉商科大学）

存心館805 ８．地方債
座 長 半谷 俊彦（和光大学）

千葉県庁

大阪大学

高度経済成長と地方財政ー地方債許可制度と社会資本投資を巡ってー

臨時財政対策債の構造と膨張の実態―基準財政需要額算定額と返済額から見た自治
体歳出の実証分析―大阪大学

門野 圭司（山梨大学）



林 亮輔
林田 吉恵

討論者

木村 真樹

討論者

田代 昌孝

討論者

吉弘 憲介

討論者

槌田 洋

討論者

李 弦祐

討論者

大倉 忠人

討論者

八木 信一

討論者

吉岡 喜吉

討論者

金田 美加

討論者

舟島 義人

討論者

田中 宏樹

討論者

高端 正幸（新潟県立大学）座 長

山田啓二（京都府知事、全国知事会長）

パネリスト 赤井伸郎（大阪大学教授）

村上 弘（立命館大学教授）

金井利之（東京大学教授）

中里 透（上智大学）

同志社大学 公債発行下の財政競争－資本移動が財政健全化に与える影響に関する実証分析－

宮崎 毅（明海大学）

青山学院大学大学院 地方政府間政策競争における相互作用の識別―政治的要因を加えた実証分析―

菅原 宏太（京都産業大学）

青山学院大学大学院
Public Investment, Economic Stabilization, and Regionally Discordant Business Cycles
in Japan

存心館803 15．自由論題（４）
座 長 堀場 勇夫（青山学院大学）

関 耕平（島根大学）

大阪大学大学院 伝統的建造物群保存地区への指定が地価に及ぼす影響

西嶋 淳（大阪商業大学）

5月29日(日) 14:00～16:00

存心館702 シンポジウムⅡ

大都市制度と自治体間連携

司 会 森 裕之（立命館大学教授）

京畿開発研究院 韓国における地方消費税の導入と地域相生発展基金

望月 正光（関東学院大学）

法政大学大学院 独立後２０年のキルギス共和国の税制の変遷と社会

存心館804 13．外国財政（２）
座 長 江川 雅司（明治学院大学）

日本福祉大学 スウェーデンの地域経営と多段階統治システム

伊集 守直（静岡県立大学）

花井 清人（成城大学）

大阪大学大学院 地方道路公社の効率性分析

倉本 宜史（甲南大学）

桃山学院大学 水道料金の乖離とその要因について

川崎 一泰（東海大学）

下関市立大学 自治体「水ビジネス」の現状と可能性、課題について

玉岡 雅之（神戸大学）

桑原 美香（福井県立大学）

5月20日(日) 13:00～15:40

存心館802 12．社会インフラ・公営企業
座 長 沼尾 波子（日本大学）

鹿児島大学
日本の空港の効率性評価－非裁量要因を考慮したDEA効率値の計測－

島根県立大学

九州大学 低炭素都市への移行戦略と地方財政運営─長野県飯田市を事例として─

存心館805 14．自由論題（３）


