
9:30～12:10

401教室

１．企画セッション
「地方財政運営の歴史

的・制度的視点」

402教室

２．共通論題
「公共財」

403教室

３．共通論題
「財政の国際比較」

404教室

４．共通論題
「地方税（1）」

12:10～13:10

13:10～16:10

16:30～17:30

18:30～20:30

9:20～12:00

401教室

シンポジウムⅡ
「ポストモダンの自治体政

策を考える」

402教室

５．企画セッション
「日韓セッション」

403教室

６．共通論題
「地方税（2）」

404教室

７．共通論題
「財政移転(地方交付税・

補助金）」

301教室

８．自由論題（１）

12:00～13:00

13:00～15:40

401教室

９．企画セッション
「中国の政府間財政関

係」

402教室

１０．共通論題
「社会保障」

403教室

１１．共通論題
「地方債」

404教室

１２．自由論題（２）

プログラム委員会 （50音順　敬称略）

青木宗明(神奈川大学) 池上岳彦(立教大学) 伊集守直(横浜国立大学) 江川雅司(明治学院大学)

大住荘四郎(関東学院大学) 川崎一泰(東洋大学) 花井清人(成城大学) 星野菜穂子(和光大学)

堀場勇夫(青山学院大学) 持田信樹(東京大学) 望月正光（関東学院大学） 山崎圭一(横浜国立大学)

大会実行委員 （50音順　敬称略）

大島誠（横浜市立大学） 尾高好晴（早稲田大学大学院） 河原礼修（青山学院大学大学院） 其田茂樹（地方自治総合研究所）

高松慶裕（静岡大学） 野村容康（獨協大学） 前田尚子（関東学院大学非常勤講師）山田直夫（日本証券経済研究所）

関東学院大学望月正光（大会実行委員長） 大住莊四郎（プログラム委員長） 田中聡一郎（事務局長）

移動（バス：関東学院大学→中華街）

懇親会（横浜中華街　招福門）

5月17日(日)

日本地方財政学会理事会（203教室）

会員総会･佐藤賞授賞式

日本地方財政学会　第23回大会　大会プログラム
開催：関東学院大学金沢八景キャンパス　Foresight21

5月16日(土)

日本地方財政学会理事会（203教室）

３０２教室

講演・シンポジウムⅠ
「人口減少クライシスに向けての大都市圏の都市政策」



日本地方財政学会第23回大会　報告論題

5月16日(土)　　9：30～12:10

401教室 １．企画セッション「地方財政運営の歴史的・制度的視点」
青木宗明(神奈川大学）

小西 砂千夫 関西学院大学 地方交付税における投資的経費の算定について―客観的な算定と妥当な水準のバランス―

齊藤 由里恵 徳山大学 政権交代と地方財政・地方分権改革―一括交付金や義務付けの見直しを中心に－

満田 誉 内閣府 投資的経費の多様性と財源措置のあり方―地方公共団体の側から見た事業費補正方式の意義－  

討論者 佐藤滋（東北学院大学）  高端正幸（埼玉大学） 

402教室 ２．共通論題 「公共財」
中井英雄（大阪経済法科大学）

広田 啓朗 武蔵大学

湯之上 英雄 兵庫県立大学

討論者 山下耕治(福岡大学)

金田 美加 青山学院大学大学院

討論者 中澤克佳 （東洋大学）

鷲見 英司 新潟大学

討論者 広田啓朗（武蔵大学）

403教室 ３．共通論題 「財政の国際比較」
岡田徹太郎（香川大学）　

古市 将人 帝京大学

討論者 星野泉（明治大学）

倉地 真太郎 慶應義塾大学大学院

討論者 岡本英男（東京経済大学）

中村 洋次 専修大学大学院

討論者 張忠任（島根県立大学）

404教室 ４．共通論題 「地方税（1）」
清水修二（福島大学）

藤木 秀明 東洋大学

討論者 平岡和久（立命館大学）

横井 渉央 東北大学 市町村合併による地価変動の実証研究―不動産取引情報についてのヘドニックモデル―

討論者 前川聡子（関西大学）

河原 礼修 青山学院大学大学院

討論者 橋本恭之（関西大学）

5月16日(土)　　13:10～16:10

302教室 講演・シンポジウムⅠ 「人口減少クライシスに向けての大都市圏の都市政策」

青木宗明（神奈川大学）、池上岳彦（立教大学）

林文子（横浜市長）

柏崎誠（横浜市副市長）

石栗伸郎（横須賀市役所逸見行政センター副館長、法政大学大原社会問題研究所嘱託研究員）

鈴木和宏(横浜市財政局長）

中井英雄（大阪経済法科大学）

平嶋彰英（総務省自治税務局長）

宮本みち子（放送大学副学長）

講演

パネリスト

地方財政健全化法と地方自治体の効率性

挨拶

座　長

地方自治体の相互参照行動と地方分権―固定資産課税の場合―

公金の債権回収における官民連携の現状と課題

コーディネーター

座　長

座　長

租税合意と移民統合―反税運動から移民排斥運動への変化に着目して―

中国東北地区における財政調整制度の実態について―一般補助項目の格差是正効果を中心に―

座　長

政治と地方歳出構造の変化―地方政府間の相互作用を踏まえた実証分析―

市町村歳出と人口規模の実証分析

1980年代のスウェーデンの財政調整制度改正過程の分析―地方自治と公共サービスの地域差の緊
張関係に注目して―



5月17日(日)　　9:20～12:00

401教室 シンポジウムⅡ 「ポストモダンの自治体政策を考える」

大住莊四郎（関東学院大学）

河村昌美(横浜市政策局共創推進室共創推進課担当係長)

渡邊好二(鎌倉市選挙管理委員会事務局長（前経営企画課担当課長))

樋口肇(小田原市役所福祉健康部福祉政策課副課長)

栗原聡(宮代町産業観光課商工観光室長)（コーディネーターによる代理報告）

402教室 ５．企画セッション 「日韓セッション」
森裕之（立命館大学）

鄭 成浩 韓国租税財政研究院

金 成珠 韓国地方行政研究院

討論者 平野方紹(立教大学) 　藤井えりの(岐阜経済大学)

403教室 ６．共通論題 「地方税（2）」
江川雅司（明治学院大学）

高井 正 帝京大学

討論者 其田茂樹（地方自治総合研究所）

小川 亮 大阪市立大学

木村 真 兵庫県立大学

討論者 田代昌孝（桃山学院大学）

荒木 一彰 京都大学大学院

討論者 高井正（帝京大学）

404教室 ７．共通論題 「財政移転（地方交付税・補助金）」
平岡和久（立命館大学）

星野 菜穂子 和光大学

討論者 町田俊彦(専修大学）

河野 惟隆 元筑波大学

討論者 澤井勝（奈良女子大学）

横山 純一 北海学園大学

討論者 武田公子（金沢大学）

301教室 ８． 自由論題(1)
倉本宣史（甲南大学）

伊藤 敏安 広島大学

討論者 西川雅史（青山学院大学）

中山 徳良 名古屋市立大学

討論者 倉本宣史（甲南大学）

尾高 好晴 早稲田大学大学院

討論者 篠原正博（中央大学）

座　長

コーディネーター

パネリスト

座　長

座　長

1票の格差是正と地方交付税の存廃

座　長

市町村国保財政の現状と都道府県移管の課題―保険財政共同安定化事業の拡大（２０１５年度）と財
政運営の都道府県移管（２０１８年度）、北海道の事例を中心に―

市町村合併の前後における議員定数と議員報酬の変化

分位点回帰を用いた水道事業の生産構造の再検討

連結納税制度と地方税

都区財政調整制度の区間財政調整

韓国における福祉財政と地方財政の関数関係

韓国における自治体社会福祉財政の現状と改善方向

地方自治体の財政健全化の取組みが人口・税収に与える影響―大阪府泉佐野市を事例に―

最高裁・神奈川県臨時特例企業税判決に対する根本的な二つの憲法上の疑義

地域づくりの地方財政―地方独自課税の現状と展望―



5月17日(日)　　13:00～15:40

401教室 ９．企画セッション「中国の政府間財政関係」

町田俊彦(専修大学）

張 忠任 島根県立大学

金 紅実 龍谷大学 中国の国家林業重点プロジェクトにおける政府間財政関係の特徴と問題点

徐 一睿 嘉悦大学 中国の土地財政と地域間格差における実態考察

何 彦旻 京都大学 中国の地域財政力格差と資源税

討論者 内藤二郎（大東文化大学）沼尾波子（日本大学）

402教室 10．共通論題「社会保障」
上村敏之（関西学院大学）

足立 泰美 甲南大学

中里 透 上智大学

討論者 宮崎毅（九州大学）

市川 樹 横浜国立大学大学院

討論者 飛田博史（地方自治総合研究所）

松岡 佑和 東京大学大学院

討論者 川瀬晃弘（東洋大学）

403教室 11．共通論題「地方債」
永廣顕(甲南大学）

法田 尚己 兵庫県庁

討論者 小西砂千夫（関西学院大学）

宮下 量久 北九州市立大学

討論者 石川達哉（ニッセイ基礎研究所経済研究部）

404教室 12．自由論題(2)
井上博夫（岩手大学）

前田 正子 甲南大学

討論者 高端正幸（埼玉大学）

桒田 但馬 岩手県立大学

討論者 横山 純一 （北海学園大学）

井上 洋一 葛飾区役所

討論者 平野方紹（立教大学）

座　長

座　長

座　長

公会計改革時代の財政分析―実質的ディフィーザンスの導入効果について―

座　長

障害者の雇用、就労における問題点と課題の整理

介護保険料の保険者間における空間的自己相関―パネルデータを用いた計量分析―

横浜市の保育関係予算の変遷―子育て事業本部発足から待機児童ゼロ達成とその後―

東日本大震災復旧・復興における岩手県行財政の実態と課題―2011～13年度を中心に―

合併過疎市町村における地方債の発行要因

介護保険財政における地域間格差と調整交付金の機能

出生率の決定要因―都道府県別データによる分析―

中国の政府間財政関係の多次元展開


	2015プログラム
	挿入元ファイル:"1-1 大会プログラム全体_fin.pdf"
	全体スケジュール 


