日本地方財政学会 第24回大会 大会プログラム
開催：静岡大学 静岡キャンパス 人文社会科学部棟
B301教室
10:00～12:30

人文大講義室

B402教室

B401教室

B40３教室

１ 日韓セッション

２ 企画セッション

「防災・災害復興と地方財政」

「地方財政の政治経済分析」

3 共通論題
「公共支出」

４ 共通論題
「地方税（１）」

５ 共通論題
「環境と災害」

日本地方財政学会理事会（人文大会議室 ６F）
人文大講義室

12:30～13:30

13:30～16:30

シンポジウムⅠ
「人口減少時代の『地方創生』と地方における自治体の役割」

16:30～17:30

会員総会・佐藤賞授賞式

17:30～18:30

移動（バス：大学→ホテル）

18:30～20:30

懇親会（静岡グランドホテル中島屋）

9:20～12:00

人文大講義室

B301講義室

B402教室

B401教室

シンポジウムⅡ
「大震災と防災・減災に向け
た政府間関係の再構築」

６ 企画セッション
「中国の財政制度」

７ 共通論題
「社会保障」

８ 共通論題
「地方税（２）」

日本地方財政学会理事会（人文大会議室 ６F）
B40１教室
B301教室
B402教室

12:00～13:00

人文大講義室
13:00～15:40

９ 企画セッション
「自治体の財政破綻―
夕張市とデトロイト市」

10 共通論題
「財政移転(補助金）」

11 共通論題
「財政の国際比較」

12 共通論題
「地方財政運営」

プログラム委員 （50音順 敬称略）
赤木博文（名城大学）

金子勝（慶應義塾大学）

川瀬憲子（静岡大学）

櫻井良治（静岡大学）

西堀喜久夫〈愛知大学）

堀場勇夫（青山学院大学）

松田有加〈滋賀大学）

持田信樹（東京大学)

柳原光芳（名古屋大学）

山崎圭一（横浜国立大学）
実行委員 （50音順 敬称略）
太田隆之（静岡大学）

片山和希（名古屋経済大学）

櫻井良治（静岡大学）

高松慶裕（静岡大学）

実行委員長 川瀬憲子（静岡大学）

川瀬憲子（静岡大学）
的場啓一（浜松学院大学）

プログラム委員長 櫻井良治（静岡大学）

事務局長 太田隆之（静岡大学）

日本地方財政学会 第24回大会 2016
会場：静岡大学静岡キャンパス(人文社会科学部棟)
2016年5月21日(土)～22日(日)

大会プログラム
5月21日(土) 10:00～12:30
セッション、シンポジウム

教

１．日韓セッション「防災・災害復興と地方財政」 B301教室

室

座

長

報告者(*印は非登壇連名者)

座長 江川雅司(明治学院大学)

韓国における自治体の災難管理基金の運用

李熙宰(イ ヒジェ)(韓国地方行政研究院)

韓国の災害復旧システムと地方財政

任應淳(イム ウンスン)(韓国忠南 テクノパーク)

東日本大震災復興と地方財政

桒田但馬(岩手県立大学)

２．企画セッション「地方財政の政治経済分析」 人文大講義室

討論者

西堀喜久夫(愛知大学)

座長 中村和之(富山大学)

政治活動による財政的外部性の内部化の可能性について

篠崎 剛(東北学院大学)

加藤秀弥(龍谷大学)

市の合併選択の政治経済分析

中澤克佳(東洋大学)

菅原宏太(京都産業大学)

競争、合併及び連携の行動様式: 政治経済学アプローチ

國崎 稔(愛知大学)

柳原光芳(名古屋大学)

自治体のタイプと公共投資競争

大野正久(熊本大学)

薮田雅弘(中央大学)

自治体公共資本の地価への影響

近藤春生(西南学院大学)

下山 朗(釧路公立大学)

汚職と歳出増加

金坂成通(大阪商業大学)
倉本宜史(甲南大学)
赤井伸郎(大阪大学大学院)*

山下耕治(福岡大学)

地方公務員の汚職と給与の関係

石田三成(琉球大学)
當銘めぐみ(浦添市役所)*

赤木博文(名城大学)

「付加価値税」としての地方法人税

諸富 徹(京都大学)

戸谷裕之(大阪産業大学)

固定資産税を活用した地域再生ファンドの可能性

川崎一泰(東洋大学)

篠原正博(中央大学)

既存住宅への追加投資の促進と固定資産税制度の課題

西嶋 淳(大阪商業大学)

前田高志(関西学院大学)

粗大ごみの有料化に関する実証分析

赤松礼奈(徳山大学)

川瀬晃弘(東洋大学)

森林保全をめぐる財政支出の構造と変化

石倉 研(一橋大学)
吉村武洋(一橋大学大学院)*

太田隆之(静岡大学)

東日本大震災被災自治体の財政に関する分析

宮﨑雅人(埼玉大学)

岡本全勝(総務省)

３．共通論題「公共支出」 B402教室

４．共通論題「地方税(１)」 B401教室

５．共通論題「環境と災害」 B403教室

座長 赤木博文(名城大学)

座長 梅原英治(大阪経済大学)

座長 武田公子(金沢大学)

５月21日(土)13:30～16:30
シンポジウムⅠ：人口減少時代の「地方創生」と地方における自治体の役割 人文大講義室
コーディネーター：平岡和久(立命館大学)
パネリスト
パネリスト
パネリスト
パネリスト

末宗徹郎(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部次長、内閣府地方創生推進室次長)
金子 勝(慶應義塾大学)
中井英雄(大阪経済法科大学)
保母武彦(元島根大学)

５月22日(日)9:20～12:00

シンポジウムⅡ：大震災と防災・減災に向けた政府間関係の再構築 －自助・公助･共助のあり方と地域連携―

人文大講義室

コーディネーター：宮入興一(元愛知大学)
パネリスト
パネリスト
パネリスト
パネリスト

高端正幸(埼玉大学)
佐々木伯郎(東北大学)
岩田孝仁(静岡大学防災総合センター)
三上 元(湖西市長)

セッション、シンポジウム

教

室

６．企画セッション「中国の財政制度」 B301教室

座

長

報告者(*印は非登壇連名者)

討論者

座長：内藤二郎(大東文化大学)

中国の政府間財政関係と経済成長方式転換

張忠任(島根県立大学)

中国の環境財政研究の到達点と課題－グリーン財政の視点から

何彦旻(京都大学)
金紅実(龍谷大学)

中国における高齢者介護保障制度の財政問題

李鳳月(上海海洋大学)

７．共通論題「社会保障」 B402教室

町田俊彦(専修大学)
諸富 徹(京都大学)

座長 岡田徹太郎(香川大学)

介護保険料価格改定が収納率に与える影響

松岡佑和(東京大学大学院)
中澤克佳(東洋大学)*

公立病院特例債の選択と不良債務解消の経過

柏木 恵(一般財団法人 キヤノングローバル戦略研究所) 石川達哉(ニッセイ基礎研究所)

公的病院における収益構造の計量分析

中嶋貴子(大阪大学大学院)

中澤克佳(東洋大学)

三原 岳(東京財団)

上村敏之(関西学院大学)

三位一体改革における所得税・所得割

河野惟隆(元筑波大学)

林 宏昭(関西大学)

退職期における個人住民税が生活水準に与える影響

足立泰美(甲南大学)
上村敏之(関西学院大学)

八塩裕之(京都産業大学)

ふるさと納税(寄付)のインセンティブに関する分析

西村慶友(大阪大学大学院国際公共政策研究科／
株式会社サイネックス)
石村知子(日本公共政策研究機構 )
赤井伸郎(大阪大学大学院)*

橋本恭之(関西大学)

参加型税制の現状と展望

荒木一彰(京都大学大学院)

沼尾波子(日本大学)

国保財政複雑化の過程と問題点

８．共通論題「地方税(２)」 B401教室

石田三成(琉球大学)

座長 望月正光(関東学院大学)

５月22日(日)13:00～15:40
セッション、シンポジウム

教

室

座

長

報告者(*印は非登壇連名者)

討論者

９．企画セッション「自治体の財政破綻－夕張市とデトロイト市」 人文大講義室 座長 小西砂千夫(関西学院大学)
自治体健全化法成立の趣旨とその展開および見直し

小西砂千夫(関西学院大学)

諸富 徹(京都大学)

夕張市の財政再建過程10年の検証

西村宣彦(北海学園大学)

江夏あかね(野村資本市場研究所)

デトロイト市の破綻と財政再建プロセス

犬丸 淳(自治体国際化協会)

関口 智(立教大学)

2010年の国庫支出金改革以降のフィンランドの国庫支出金の動向(2010－2015)

横山純一(北海学園大学)

星野 泉(明治大学)

「再編関連特別支援事業補助金」をめぐって

川瀬光義(京都府立大学)

平 剛(沖縄国際大学)

中野英夫(専修大学)

井上博夫(岩手大学)

日韓の地方財政比較

鞠重鎬(横浜市立大学)

池上岳彦(立教大学)

中・東欧諸国でのEU地域政策とドイツ経済

喜田智子(中央大学大学院)

武田公子(金沢大学)

英国(イングランド)の地域活性化の取組み

兼村高文(明治大学)

北村裕明(滋賀大学)

地方一般財源総額が同水準で継続することによる地方公団体への影響について

法田尚己(兵庫県庁)

石川達哉(ニッセイ基礎研究所)

Inflexible Public Finance Caused by the Factor of Cohort in Local Governments

米岡秀眞(名古屋大学大学院)

赤井伸郎(大阪大学)

合併自治体の財政調整基金に関する実証分析

宮下量久(北九州市立大学)
鷲見英司(新潟大学)*

宮崎 毅(九州大学)

日清戦後明治後半期における教育費負担

山口隆太郎(横浜国立大学大学院)

根岸睦人(新潟大学)

10．共通論題「財政移転(補助金)」 B401教室

座長 片桐正俊(中央大学)

東日本大震災復興交付金制度における災害公営住宅供給の課題

11．共通論題「財政の国際比較」 B301教室

12．共通論題「地方財政運営」 B402教室

※教室は変更することがあります。

座長 木村陽子(日本都市セン
ター)

座長 池宮城秀正(明治大学)

