
李 鳳月 上海海洋大学

徐 一睿 嘉悦大学

何 彦旻 京都大学大学院

金 紅実 龍谷大学

討論者 町田 俊彦 （専修大学）・諸富 徹 （京都大学）

根岸 睦人 新潟大学

討論者

長嶋 佐央里 東海大学

討論者

林 智子 同志社大学

伊多波良雄 同志社大学

討論者

小西 砂千夫 関西学院大学

討論者

中村 稔彦 明治大学大学院 平衡交付金の実態とその意義について

討論者

井上 洋一 葛飾区役所

討論者

望月 正光 関東学院大学

討論者

大島 誠 横浜市立大学 カーボン・オフセットを用いた地域環境政策について ―徳島県を事例に―

討論者

清水 雅貴 和光大学

討論者

吉村 武洋 一橋大学大学院

討論者

鈴木 遵也 関西学院大学大学院

討論者

伊藤 敏安 広島大学

討論者

菅原 宏太 京都産業大学

討論者

須原 三樹 大阪大学大学院

討論者

中国における医療衛生支出の地域格差とその対策

中国の地域間経済力と財政力格差実態に対する基礎的考察 ―県レベルのデータを中心に

江川 雅司 （明治学院大学）

創設期の固定資産税における資産評価問題 ―土地・家屋評価の地域間の均衡化をめぐっ
て―

中国の資源税制度と政府間財政関係

地方環境公共事業の財源、事務分担からみる政府間財政関係 ―内蒙古自治区鳥海島市を
事例に

10214教室 ２．共通論題 【地方税】
座 長

日本地方財政学会第21回大会 報告論題

5月18日(土) 10：00～12:40

10215教室 1.企画セッション【中国の政府間財政関係】
座 長 張 忠任 （島根県立大学）

関口 浩 （法政大学）

個人住民税の非課税限度額に関する考察

浅羽 隆史 （白鴎大学）

持田 信樹 （東京大学）

納税者の意識と納税協力費 ―アンケート調査に基づく計測―

澤井 勝 (奈良女子大学名誉教授)

地方財政平衡交付金と地方交付税の関係と地方交付税の制度運営

平嶋 彰英 （総務省）

植田 和弘 （京都大学）

石田 和之 （徳島大学）

東北地方5県における水源・森林環境税に関する研究 ―高税率設定の意義と支出事業との
関係性をめぐって―

地域選好の反映と規模の経済性のトレード・オフ ―分権化定理に基づく実証分析―

座 長

佐藤 一光 (慶應義塾大学)

「横浜みどり税」の現状と評価

10206教室 ４．共通論題 【環境、アメニティ】
座 長

戸谷 浩之 （大阪産業大学）

飛田 博史 （地方自治総合研究所）

合併市町村における歳入規模と地方交付税水準の肥大化 ―類似団体、構成市町村数、中
心都市占有率による検証―

高井 正 （帝京大学）

10207教室 ５．自由論題（１）

飛田 博史 （地方自治総合研究所）

公立大学の費用効率と法人化の影響

水田 健輔 （東北公益文科大学）

10213教室 ３．共通論題 【地方財政調整制度】
座 長 中井 英雄 （近畿大学）

地域間協調行動の実証分析 ―繰返しゲームからみた定住自立圏形成―

西川 雅史 （青山学院大学）

都区制度改革の現段階と都区財政調整制度

持田 信樹 （東京大学）

アメニティ保全の行財政システム ―「古都」の緑地を事例に―

後藤 和子 （埼玉大学）



小泉 和重 熊本県立大学

討論者

池上 岳彦 立教大学 所得控除と税額控除 ―カナダの連邦税と州税を事例として―

討論者

広瀬 義朗
東京都立産業技術高
等専門学校

討論者

三宅 裕樹 京都大学大学院

討論者

江夏 あかね 野村資本市場研究所 米国におけるレベニュー債の意義と日本への応用可能性

討論者

平賀 一希 慶應義塾大学

討論者

高端 正幸 （新潟県立大学）

司会・座長 原田 博夫 （専修大学)

パネリスト 西尾 隆 （国際基督教大学、非会員）

10202教室 講演・シンポジウムⅠ 「政令指定都市の現状と改革」

5月18日(土) 13:40～16:40

講演 阿部 孝夫 （川崎市長） 川崎市の現状と改革構想

1987年税制改革後のカナダ所得税の地方別租税負担構造の変化

青木 宗明 （神奈川大学）

伊集 守直 (横浜国立大学)

10207教室 ７．共通論題 【外国財政（２）—政府債務、地方債—】
座 長

10206教室 ６．共通論題 【外国財政（１）—地方税—】
座 長 中村 良広 （熊本学園大学）

カリフォルニア州における「納税者の反乱」とその財政史的文脈

岡田 徹太郎 (香川大学)

前田 高志 （関西学院大学）

The sustainability of the U.S. state government debt

中里 透 (上智大学)

星野 泉 (明治大学)

片桐 正俊 （中央大学）

北欧地方債市場に不可欠な制度インフラとしての地方共同資金調達機関

栗林 隆 （千葉商科大学）



金 大栄 韓国地方税研究院

鄭 在辰 高麗大学政府学研究所 原子力発電所周辺地域支援政策に対する地域住民の認識と発展方案

川瀬 光義 京都府立大学

平岡 和久 立命館大学

討論者

満田 誉 福井県庁

討論者

法田 尚己 兵庫県庁 臨時財政対策債の資金調達に係る地方公共団体のリスクに関する考察

討論者

田中 宏樹 同志社大学

討論者

石川 達哉 ニッセイ基礎研究所

赤井 伸郎 大阪大学

討論者

足立 泰美 大阪大学大学院

討論者

宮﨑 雅人 埼玉大学 国保都道府県単位化の分析

討論者

藤井 えりの 立命館大学大学院 「国保排除層」の財政問題

討論者

丹波 勇気 関西学院大学大学院

討論者

小嶋 大造 財務省

討論者

島村 玲雄 慶應義塾大学

討論者

横山 純一 北海学園大学

討論者

喜田 智子 中央大学大学院

討論者

三原 岳 東京財団

討論者

赤松 礼奈 大阪大学大学院 警察サービスの効率性とその要因に関する実証分析

討論者

横井 渉央 東北大学 財政外部性の計測に基づく道州制の組み合わせパターン評価

討論者

９．共通論題 【地方債】

座 長 半谷 俊彦 （和光大学）

ドイツ政府間財政関係の改革論争

原子力発電所立地自治団体に対する地方税支援政策研究

小西 砂千夫（関西学院大学）

障害者ホームヘルプサービスの自治体間格差の実態とその要因

関野 満夫 （中央大学）

沼尾 波子 （日本大学）

武田 公子 （金沢大学）

武田 公子 （金沢大学）

10206教室 １１．共通論題 【外国財政（３）—政府間財政関係、財政再建、EU財政—】

原発立地地域の経済社会と財政 ―福井県おおい町の事例を素材として

清水 修二 （福島大学）

10214教室

後期高齢者医療制度の保険料における地域間格差

日高 政浩 （大阪学院大学）

座 長

10213教室 １０．共通論題 【社会保障制度】
座 長 星野 菜穂子 （和光大学）

5月19日(日) 9:20～12:00

10215教室 ８．企画セッション 【日韓セッション】
座 長 森 裕之 （立命館大学）

2003年改正による電源三法交付金の変質

磯道 真 （日本経済新聞社）

神野 直彦 （総務省）

地方債償還方法の相違による実質的な金利の違いを、いかに理解して頂くか

小西 砂千夫 （関西学院大学）

経営改善を促す特例債の評価に関する実証分析 ―地方財政健全化法と公立病院特例債の
視点から―

負債外部性と地方の財政規律 ―臨時財政対策債をめぐる自治体間相互連関の実証分析―

小林 航 （千葉商科大学）

関野 満夫 （中央大学）

星野 泉 （明治大学）

EU地域政策とEU財政の構造的変化 ―EU財政における純負担国と純受け取り国の現況―

オランダにおける「中央集権的」政府間財政関係の再検討 ―地方自治体における特別補助
金を中心に―

フィンランドの財政再建と経済・財政 ―フィンランドにおける財政支出削減と税制改革、経済
の変化と地域格差の拡大を中心に

中村 良広 （熊本学園大学）

齋藤 由里恵 （徳山大学）

10207教室 １２．自由論題（２）
座 長 林 宜嗣 （関西学院大学）

公共事業に関する政府間財政関係の制度史 ～一括交付金に至る見直し論議の系譜～

赤井 伸郎 （大阪大学）

赤木 博文 （名城大学）



永廣 顕 甲南大学

古市 将人 帝京大学

横山 寛和 愛知大学

討論者

槌田 洋 日本福祉大学

討論者

岩本 正輝 立命館大学大学院

討論者

小室 裕一 明治大学

討論者

李 弦祐 京畿開発研究院

李 玟静 忠南発展研究院

討論者

中村 洋次 専修大学大学院

討論者

佐藤 一光 慶應義塾大学

討論者

林 秀樹 滋賀大学大学院

討論者

横溝 幸徳
社団法人 大阪自治体
問題研究所

討論者

柏木 恵
一般財団法人 キヤノング
ローバル戦略研究所

討論者

手塚 崇子 川村学園女子大学

討論者

10215教室 １３．企画セッション【社会保障政策の歴史的文脈】

望月 正光 （関東学院大学）

鈴木 茂 （松山大学）

医療保険制度の財政制約、制度間格差と制度改革 後期高齢者医療制度を巡る政治過程

地域産業の内発的発展と地域経済システム

土建国家における社会保障

越智 洋三 （東北学院大学）

ブレア政権時代の医療と高齢者福祉における国と地方自治体・民間部門の連携 ―社会的入
院減少と高齢者の自立を目指して―

10206教室 １５．共通論題【外国財政（４）—東アジアにおける地方財政—】
座 長 内藤 二郎 （大東文化大学）

中国の家電リサイクル政策の変遷

遼寧省の県レベルに対する財政調整について ―農業税廃止前後を中心に―

曹 瑞林 （立命館大学）

原子力発電所と地方財政 ―福井県おおい町を事例に―

10214教室 １４．共通論題【地域経済、地域振興】
座 長

鈴木 茂 （松山大学）

其田 茂樹 （地方自治総合研究所）

福祉国家への思想とその具体化

民間サイドからふるさと納税寄付制度の活用を提案した地域振興実践例の分析 ―マンガの
ふるさとトキワ荘にふるさと納税寄付を―

韓国における自治体の歳計剰余金の実態

10207教室 １６．共通論題【福祉国家、医療・福祉】
座 長

只友 景士 （龍谷大学）

中国における地方政府融資平台の実情とリスク問題

徐 一睿 （嘉悦大学）

金 紅実 （龍谷大学）

内山 昭 （成美大学）

門野 圭司 （山梨大学）

都市部における幼保一体化施設の運営と財政

北村 裕明 （滋賀大学）

川瀬 憲子 （静岡大学）

清水 修二 （福島大学）

5月19日(日) 13:00～15:40

パネリスト宮入 興一 （愛知大学）

井上 博夫 （岩手大学）

財政再建下における「福祉の普遍化」の定着過程の分析

岡本 英男 （東京経済大学）・木村 佳弘 （後藤・安田記念東京都市研究所）

10202教室 シンポジウムⅡ 「東日本大震災・原発災害と市町村財政」
座長 武田 公子 （金沢大学)

座 長 金子 勝 （慶應義塾大学）


