
10:00～12:40

Ｍ－１教室

１．企画セッション
「地方交付税６０年」

Ｍ－２教室

２．共通論題
「教育・福祉財政」

Ｍ－４教室

３．共通論題
「北米の地方財政」

Ｍ－２１教室

４．共通論題
「災害と地方財政」

Ｍ－２２教室

５．自由論題（１）

12:40～13:40

13:40～16:40

17:00～18:00

19:00～21:00

9:20～12:00

Ｌ－２教室

シンポジウムⅡ
「平成大合併の検証」

Ｍ－１教室

６．共通論題
「中国の地方財政」

Ｍ－２教室

７．共通論題
「公共施設と地方財政①」

Ｍ－４教室

８．共通論題
「地方公共サービスの

費用と効果」

Ｍ－２１教室

９．自由論題（２）

12:00～13:00

13:00～15:40

Ｍ－２２教室

１０．共通論題
「財政健全化と地方債」

Ｍ－１教室

１１．共通論題
「ヨーロッパの地方財政」

Ｍ-２教室

１２．共通論題
「公共施設と地方財政②」

Ｍ－４教室

１３．共通論題
「市町村合併」

Ｍ－２１教室

１４．共通論題
「地方交付税」

プログラム委員会 （50音順 敬称略）

池上岳彦（立教大学） 井上博夫（岩手大学） 江川雅司（明治学院大学）

清水修二（福島大学） 高端正幸（新潟県立大学） 西川雅史（青山学院大学）

林 正義（東京大学） 町田俊彦（専修大学） 望月正光（関東学院大学）

大会実行委員

井上博夫（岩手大学） 越智洋三（東北学院大学名誉教授） 佐々木伯朗（東北大学）

佐藤滋（東北学院大学） 清水修二（福島大学、実行委員長・事務局長・プログラム委員長）
藤原一哉（福島大学）

日本地方財政学会理事会（行政政策学類大会議室）

会員総会･佐藤賞授賞式

懇親会（福島ビューホテル）

Ｌ－２教室

講演・シンポジウムⅠ
「原子力災害と地方自治体」

移動（鉄道：金谷川→福島）

5月25日(日)

日本地方財政学会 第22回大会 大会プログラム
開催：福島大学 共通講義棟

5月24日(土)

日本地方財政学会理事会（行政政策学類大会議室）



日本地方財政学会第22回大会 報告論題

5月24日(土) 10：00～12:40

Ｍ－１教室 １．企画セッション「地方交付税６０年制度運営の過程に学ぶ」
神野 直彦 （総務省）

平嶋 彰英 総務省 「増税なき財政再建」以降の地方財政と地方交付税の３０年

満田 誉 総務省

小西 砂千夫 関西学院大学 国と地方の事務配分の態様と財政調整制度のあり方―地方交付税60年の経緯のなかで考える ―

討論者 井手 英策（慶應義塾大学） 木村 佳弘（後藤・安田記念東京都市研究所）

Ｍ－２教室 ２．共通論題 「教育・福祉財政」
金子 勝 （慶應義塾大学）

前田 正子 甲南大学

討論者 関口 浩 （法政大学）

青木 一郎 明星大学

討論者 飛田 博史 （（財）地方自治総合研究所）

赤井 伸郎 大阪大学大学院

須原 三樹 大阪大学大学院

討論者 齊藤 由里恵 （徳山大学）

Ｍ－４教室 ３．共通論題 「北米の地方財政」
江川 雅司 （明治学院大学）

中井 英雄 近畿大学

齊藤 愼 大阪学院大学

討論者 池上 岳彦 （立教大学）

小泉 和重 熊本県立大学

討論者 川瀬 憲子 （静岡大学）

茂住 政一郎 慶應義塾大学大学院

討論者 片桐 正俊 （中央大学）

Ｍ－２１教室 ４．共通論題 「災害と地方財政」
宮入 興一 （愛知大学）

横山 純一 北海学園大学

討論者 宮入 興一 （愛知大学）

桒田 但馬 岩手県立大学

討論者 武田 公子 （金沢大学）

Ｍ－２２教室 ５．自由論題（１）
平岡 和久 （立命館大学）

槌田 洋 日本福祉大学

討論者 藤岡 純一 （関西福祉大学）

河原 礼修 青山学院大学大学院

討論者 宮﨑 雅人 （埼玉大学）

井上 武史 福井県立大学

討論者 川瀬 光義 （京都府立大学）

老人保護費の地域差要因―自治体住民の需要要因と近隣自治体の影響―

自治体の子育て支援策と少子化・人口減の実情について

座 長

震災対応財政の到達点と課題―2011・12年度を中心に―

経済グローバル化と都市経営戦略

座 長

１９９３年７月の北海道南西沖地震からの奥尻町の復旧・復興と財政―東日本大震災からの復興に奥
尻町の教訓はいかせるのか―

電源三法交付金の問題点と今後の課題―エネルギー政策の経緯と原子力発電所立地地域の財源構
造の変化から―

市町村税収の地域間格差

座 長

座 長

カリフォルニア州・地方財政と財政提案―直接民主主義による財政統制の意義と限界―

社会の変容期におけるアメリカ地方財政

座 長

カナダ平衡交付金の頑健な制度項目と固有の揺らぎ特性―50年間の簡素な算定方式による総額安
定化への挑戦―

少子化が引き起こす教育財政負担の将来の推計―クラスサイズ・学校規模の変化による規模の経済
性の悪化に着目して―

過疎地域活性化のための過疎債の意義―投資的経費の地方負担額に応じた基準財政需要額算定の
事例として―



5月24日(土) 13:40～16:40

Ｌ－２教室 講演・シンポジウムⅠ 「原子力災害と地方自治体」
清水修二 （福島大学）

鈴木 浩 （福島大学名誉教授、福島県復興ビジョン検討委員会座長代行、福島県復興計画検討委員会会長）

岡本全勝 （復興庁統括官）

伊澤史朗 （双葉町長）

遠藤雄幸 （川内村長）

井上博夫 （岩手大学）

5月25日(日) 9:20～12:00

Ｌ－２教室 シンポジウムⅡ 「平成大合併の検証」
町田俊彦 （専修大学）

小西砂千夫 （関西学院大学）

川瀬憲子 （静岡大学）

牧田 実 （福島大学、非会員）

Ｍ－１教室 ６．共通論題 「中国の地方財政」
内藤 二郎 （大東文化大学）

中村 洋次 専修大学大学院

討論者 徐 一睿 （嘉悦大学）

王 天荷 京都大学大学院

討論者 其田 茂樹 （公益財団法人地方自治総合研究所）

林 秀樹 滋賀大学大学院

討論者 曹 瑞林 （立命館大学）

Ｍ－２教室 ７．共通論題 「公共施設と地方財政①」
門野 圭司 （山梨大学）

八木 信一 九州大学大学院

武村 勝寛 熊本市役所

討論者 清水 雅貴 （和光大学）

大島 誠 横浜市立大学

討論者 大住 莊四郎 （関東学院大学）

井上 洋一 葛飾区役所

討論者 髙井 正 （帝京大学）

Ｍ－４教室 ８．共通論題 「地方公共サービスの費用と効果」

林 宏昭 （関西大学）

中村 紀之 京都文教短期大学

討論者 佐々木 伯朗 （東北大学）

藤井 えりの 岐阜経済大学

討論者 横山 純一 （北海学園大学）

林 勇貴 関西学院大学大学院

討論者 後藤 和子 （摂南大学）

東京特別区、26市における公営住宅の集中が区民税・市税に与える影響について

地下水保全をめぐるガバナンスの動態と財政―熊本地域を事例として―

座 長

公共サービス型ＮＰＯにおける委託事業積算とフルコストリカバリー―具体事例を通して―

雇用支援における自治体行財政とNPO

ヘドニック・アプローチによる芸術・文化資本便益計測と決定要因分析

座 長

中国東北地区の県レベル政府に対する財政調整の検証―東北振興政策以降を中心に―

中国における環境税の理論と現実―農地の非農利用による「土地収入」と環境目的の「土地課税」を
巡る議論―

中国における保障性住宅政策の変遷と展開

座 長

コーディネーター

講演

パネリスト

座長

パネリスト

横浜市における改良土型PFI方式の課題について―VFMの視点から―



Ｍ－２１教室 ９．自由論題（２）
望月 正光 （関東学院大学）

金田 美加 青山学院大学大学院

討論者 石川 達哉 （ニッセイ基礎研究所）

齊藤 由里恵 徳山大学

倉本 宜史 甲南大学

討論者 川崎 一泰 （東洋大学）

金目 哲郎 弘前大学

討論者 井上 博夫 （岩手大学）

5月25日(日) 13:00～15:40

Ｍ－２２教室 １０．共通論題「財政健全化と地方債」
中井 英雄 （近畿大学）

石川 達哉 ニッセイ基礎研究所

赤井 伸郎 大阪大学大学院

討論者 林 宏昭 （関西大学）

鷲見 英司 新潟大学

討論者 桒田 但馬 （岩手県立大学）

西村 宣彦 北海学園大学

討論者 橋本 恭之 （関西大学）

木村 真 兵庫県立大学

橋本 恭之 関西大学

討論者 戸谷 裕之 （大阪産業大学）

Ｍ－１教室 １１．共通論題「ヨーロッパの地方財政」
中村 良広 （熊本学園大学）

倉地 真太郎 慶應義塾大学大学院

討論者 岡田 徹太郎 （香川大学）

田尾 真一 京都大学大学院

討論者 半谷 俊彦 （和光大学）

島村 玲雄 慶應義塾大学大学院

討論者 沼尾 波子 （日本大学）

兼村 高文 明治大学

討論者 中野 英夫 （専修大学）

Ｍ－２教室 １２．共通論題「公共施設と地方財政②」
只友 景士（龍谷大学）

森 裕之 立命館大学

討論者 山田 明 （名古屋市立大学）

竹本 亨 帝塚山大学

赤井 伸郎 大阪大学大学院

上村 敏之 関西学院大学

討論者 磯道 真 （株式会社日本経済新聞社）

法田 尚己 兵庫県庁

討論者 西堀 喜久夫 （愛知大学）

地方自治体の道路インフラ更新投資の財政的影響

財政再生期間の「長さ」がもたらす影響とその短縮手法の検討―北海道夕張市のケースを中心に―

デンマークの地方財政統制―財政危機下の「国と地方の協議の場」の議論を中心に―

ドイツにおける地方財政規律と財政再建化

オランダの教育財政における一括交付金の導入

座 長

知事の任期が地方財政に与える影響―地方政府の歳出（都道府県財政分）を用いた実証分析―

財政民主主義からみた住民監査請求制度の現状と課題

座 長

財政政策が所得に与える影響

財政健全化策としての繰上償還の要因に関する実証分析―将来負担比率など健全化判断比率のガ
バナンス効果に着目して―

新財政再生制度下での自治体財政の健全化プロセス

自治体の財政破綻と税収への影響―夕張市財政を事例に―

座 長

（自由論題）大規模災害からの復興過程における財政運営に関する考察

座 長

国土強靱化政策と地方公共事業

新たな地方財政危機か？―英国地方自治体で起こった賃金差別の補償問題―



Ｍ－４教室 １３．共通論題「市町村合併」
西川 雅史 （青山学院大学）

伊藤 敏安 広島大学

討論者 湯之上 英雄 （兵庫県立大学）

東 裕三 神戸市外国語大学

討論者 下山 朗 （釧路公立大学）

宮下 量久 北九州市立大学

討論者 宮﨑 毅 （九州大学）

Ｍ－２１教室 １４．共通論題「地方交付税」
北村 裕明 （滋賀大学）

中村 稔彦 明治大学大学院

討論者 北村 裕明 （滋賀大学）

山口 隆太郎 横浜国立大学大学院

討論者 根岸 睦人 （新潟大学）

河野 惟隆 ハリウッド大学院大学

討論者 星野 泉 （明治大学）

地方交付税における 『財源保障』

1920年代における地方自治と財政調整制度

交付税の配分方法のあり方について

座 長

座 長

合併特例債と地域内所得格差に関する実証分析

わが国における市町村合併の費用削減効果

合併市町村における歳入肥大化の全国要因と地域要因


