
会　場

9:00 ～ 10:00 5405

9:30 ～ 5号館1階

1 511

2 521

3 522

4 523

5405

久元喜造 （神戸市長）

「地方自治体の受益と負担の関係について」

　コーディネーター 赤井伸郎 （大阪大学）

上村敏之 （関西学院大学）

加藤恵正 （兵庫県立大学）

北村　亘 （大阪大学）

吉井　真 （神戸市参与（前みなと総局長））

16:30 ～ 16:40

16:40 ～ 17:40

18:00 ～ 20:00

9:30 ～ 5号館1階

5 521

6 522

7 523

5405

8 521

9 522

10 523

　　　足立泰美（甲南大学）　　 倉本宜史（甲南大学）　　　林亮輔（甲南大学）　　　前田正子（甲南大学）

　　　赤井伸郎（大阪大学）　　　　　  上村敏之（関西学院大学）　　　永廣顕（甲南大学）
　　　川勝健志（京都府立大学）　　　倉本宜史（甲南大学）　　　　　　田中宏樹（同志社大学）
　　　林宏昭（関西大学）　　　　　　　 森裕之（立命館大学）　　　　　　諸富徹（京都大学）

実行委員会
　　　委員長：永廣顕（甲南大学）

　　　委員長：足立泰美（甲南大学）　　

12:00 ～ 13:00
昼　食

日本地方財政学会理事会

13:00 ～ 15:00 分科会Ⅲ

介護保険

教育

自由論題

備考：休憩室（525）　大会本部（524）

プログラム委員会

【2日目】6月3日（日）

受　付

10:00 ～ 12:00 分科会Ⅱ

地方税

地方債

公共資本

511

　基調講演

　パネリスト

休　憩

会員総会・佐藤賞授賞式

懇 親 会　KONAN INFINITY COMMONS（iCommons） Hirao Dining Hall North

12:30 ～ 13:30
昼　食

日本地方財政学会理事会

13:30 ～ 16:30

シンポジウム「大都市圏域における自治体経営のイノベーション」

受　付

10:00 ～ 12:30 分科会Ⅰ

日韓セッション

所得再分配

地方制度

地域経済

日本地方財政学会理事会

日本地方財政学会　第26回大会　大会プログラム

開催：甲南大学　岡本キャンパス

【1日目】6月2日（土）

時　間 内　容



題目 副題 所属 討論者 討論者所属

1　日韓セッション 座長　沼尾　波子（東洋大学） 会場 【511】 

韓国地方行政研究院

韓国地方行政研究院

国立順天大学

韓国における地方分権政策と地方税制改
革の課題

国立釜山大学

日本の地方税制改革と財源保障 関口 智 立教大学

2　所得再分配 座長　星野　泉（明治大学） 会場 【521】

歳出削減下のスウェーデンにおける地方政府
の再分配政策の分析

1991年以降の自治体財政と自治体別所
得格差に注目して

古市 将人 帝京大学 藤岡　純一 関西福祉大学

地方公共サービスへの追加補助と世代間所
得再分配

河野 惟隆 元筑波大学教授 沢井　勝 奈良女子大学名誉教授

3　地方制度 座長　赤井　伸郎（大阪大学大学院） 会場 【522】

公立学校教員給与と組合 都道府県データを用いた実証分析 田中 宏樹 同志社大学 石田　三成 琉球大学

米岡 秀眞 山口大学

石田 三成 琉球大学

4　地域経済 座長　関　耕平（島根大学） 会場 【523】

公的資金の地域経済への影響に関する研究 長野県飯田下伊那地区を事例に 江成 穣 立命館大学大学院* 入谷　貴夫 宮崎大学

帰還政策と復興財政 藤原 遥 一橋大学大学院* 桒田　但馬　 岩手県立大学 

中国における公的就業者年金制度の地域間
格差

全 明 滋賀大学大学院* 曹　瑞林 立命館大学

5　地方税 座長　橋本　恭之（関西大学） 会場 【521】

高橋 勇介 京都大学

小嶋 大造 京都大学

年金課税強化が市区町村の個人住民税課税
ベースに与える効果

2006年度税制改正のケース 八塩 裕之 京都産業大学 宮﨑　毅 九州大学

米国インディアナ州の2007年企業課税改革 課税ベースをめぐる議論を中心に 松井 克明 立教大学大学院* 小泉　和重 熊本県立大学

6　地方債 座長　中野　英夫（専修大学） 会場 【522】

後藤 剛志 大阪大学大学院*

赤井 伸郎 大阪大学大学院

自治体間の課税ベースの重複が市場公募地
方債の応募者利回りに与える影響

鈴木 崇文 東京大学大学院* 田中　宏樹 同志社大学

過疎対策事業債の発行要因に関する実証分析 宮下 量久 拓殖大学 中野　英夫 専修大学

7　公共資本 座長　森　裕之（立命館大学） 会場 【523】

日本の社会資本老朽化の検証
都道府県別部門別社会資本の除却額の
推計によるアプローチ

樺 克裕 青森公立大学 竹本　亨 帝塚山大学

竹本 亨 帝塚山大学

赤井 伸郎 大阪大学大学院

沓澤　 隆司 政策研究大学院大学

地方交通財政の現実と理論に関する展望 南 聡一郎
社会科学高等研究院 日仏財団
パリ日仏高等研究センター
(CEAFJP)

井手　英策 慶應義塾大学

分科会プログラム

鷲見　英司

効率賃金仮説の根拠となる理論モデルの
違いに着目して

地方の税源偏在と税制改革

韓国における財政分権の推進方向および課
題

関西大学林　宏昭

チェ・ビョンホ

パック・ビョンヒ

ソ・ジョンソップ

川崎　一泰

1日目午前

2日目午前

報告者氏名

新潟大学

小林　航 千葉商科大学

コンパクトシティが自治体財政に与える影響

ふるさと納税は寄附か
ソーシャル・キャピタルの視点からの実証
分析

西村　宣彦 北海学園大学

イ・ジャンウック

地方自治体の不祥事に関する実証分析 東洋大学

Strategic intertemporal allocation of regions
in the Model with Spillovers and Mergers



8　介護保険 座長　高端　正幸（埼玉大学） 会場 【521】

高齢化・人口減少地域の介護保険財政 岩手県中部圏域を中心に 奥 愛 立教大学大学院* 佐々木　伯朗 東北大学

介護事業者密度と介護サービス需要の関係性
予防給付や地域密着型サービス導入に
伴う変化

工藤 千尋 大阪大学大学院* 中澤　克佳 東洋大学

介護保険財政における施設介護から在宅介
護への転換の取り組み

市川 樹 横浜国立大学大学院* 松岡　佑和 武蔵野大学

9　教育 座長　西垣　泰幸（龍谷大学） 会場 【522】

地図情報システムを用いた公共施設分析 大阪府内の公立図書館を材料として 吉弘 憲介 桃山学院大学 吉田　素教 大阪府立大学

戦前期日本の地方税改革の一側面
大阪市と神戸市の学区廃止問題と家屋
税改革を事例として

根岸 睦人 新潟大学 篠原　正博 中央大学

国立大学における運営費交付金と寄附金の
実証分析

クラウディング・インの検証 中島 剛 大阪大学大学院* 齊藤　仁 神戸国際大学

10　自由論題 座長　金坂　成通（大阪商業大学） 会場 【523】

渡邉 高広 大阪大学大学院*

赤井 伸郎 大阪大学大学院

地方自治体におけるPPP（公民連携）とCSV
（共有価値の創造）の関係についての一考察

藤木 秀明 大和大学 大島　誠 横浜市立大学

固定相場制と財政規律 Synthetic Control Methods による実証 藤井 隆雄 神戸市外国語大学 平賀　一希 東海大学

＜各報告：報告時間20分、討論者7分、リプライ及び質疑応答10分程度＞

分科会プログラム

東　裕三 釧路公立大学

＊印は大学院生

2日目午後

Multi-commitment of regional policy with
spillover and ex post fiscal transfers


