
時間 内容 会場

　09：30〜 　受付 稲盛記念会館１階

　分科会Ⅰ 稲盛記念会館

　　企画セッション　「水道事業の非効率運営に関する経済分析」 　102 講義室（１階）

　　住宅政策 　101 講義室（１階）

　　地方基金 　105 講義室（１階）

　　自由論題 　106 講義室（１階）

　昼食
稲盛記念会館

　Deli Cafe たまご

　日本地方財政学会理事会
稲盛記念会館

　会議室（２階）

　13：20　〜　16：00

　シンポジウム　「観光政策と地方財政」

　　基調講演　 西脇　隆俊（京都府知事）

　　　　　　　　　　「京都府の観光行政について（仮）」

　

　　パネリスト　岡田　知弘（京都橘大学）

　　　　　　　　　 田中　宏樹（同志社大学）

　　　　　　　　　 西垣　泰幸（龍谷大学）

　　　　　　　　　 竹内　寛文

　　　　　　　　　 （文化庁参事官（文化観光担当）付文化観光支援調査官）

　　コーディネーター　後藤　和子（摂南大学）

　　※　YouTube Liveを用いて、オンライン配信します
　　　　オンライン配信は、どなたでも無料でご視聴頂けます

　16：10　〜　17：00 　会員総会・佐藤賞授賞式

時間 内容 会場

　09：00〜 　受付 稲盛記念会館１階

　分科会Ⅱ 稲盛記念会館

　　日韓セッション　「観光政策と地方財政」 　102 講義室（１階）

　　教育 　101 講義室（１階）

　　地方税Ⅰ 　105 講義室（１階）

　　地方債・地域金融 　106 講義室（１階）

　昼食
稲盛記念会館

　Deli Cafe たまご

　日本地方財政学会理事会
稲盛記念会館

　会議室（２階）

　分科会Ⅲ 稲盛記念会館

　　企画セッション　「地域経済と財政調整の総合的分析」 　102 講義室（１階）

　　健康・福祉 　101 講義室（１階）

　　地方税Ⅱ 　105 講義室（１階）

　　地方公会計・健全化法 （地方行財政実践分科会 含む） 　106 講義室（１階）

　13：00　〜　15：00

京都府立

京都学・歴彩館

大ホール

※　オンライン配信されるシンポジウムのURLは、大会ウェブサイトで公開します。

【２日目】　６月５日（日）

　09：20　〜　12：00

　12：00　〜　13：00

日本地方財政学会 第30回大会 プログラム
（2022年６月４日・５日　京都府立大学　下鴨キャンパス）

【１日目】　６月４日（土）

　10：00　〜　12：00

　12：00　〜　13：00



【分科会Ⅰ】　６月４日（土）　　10：00　〜　12：00

会場：　102講義室（１階）

論題 報告者 討論者

水道事業における民間委託の効率性分析

塩津　ゆりか　（京都産業大学）

菅原　宏太　　（京都産業大学）

柳原　光芳　　（名古屋大学）

中山　徳良

（名古屋市立大学）

水道料金体系における戦略的相互依存関係

足立　泰美　（甲南大学）

篠崎　剛　　 （東北学院大学）
齊藤　仁　　 （和歌山大学）

山下　耕治

（福岡大学）

都市構造が水道サービスの供給費用に及ぼす影響

井田　知也　（近畿大学）

小野　宏　　 （大分大学）
菅原　宏太　（京都産業大学）

倉本　宜史　（京都産業大学）

赤井　伸郎

（大阪大学）

会場：　101講義室（１階）
論題 報告者 討論者

自治体が直面している空き家や所有者不明土地問題への対応と地域社会

　： アメリカの事例を参考に
奥　愛

（立教大学経済研究所）

岡田　徹太郎

（香川大学）

ドイツ社会国家に埋め込まれた住宅資産・債務に係る一考察

　： 自由ハンザ都市ハンブルクの住宅形態・住宅政策とその資金調達
嶋田　崇治

（下関市立大学）

三宅　裕樹

（京都府立大学）

オランダ住宅政策における住宅協会の変容と地方分権改革

　： 1988年ヘールマメモを中心に
島村　玲雄

（熊本大学）

嶋田　崇治

（下関市立大学）

会場：　105講義室（１階）
論題 報告者 討論者

地方基金の空間的相互作用に関する実証分析
前田　出

（豊橋市役所）

齊藤　 仁
（和歌山大学）

財政調整基金の政治分析

　： 自治体間格差を生み出す「知事要因」に着目して
角　正美 *
（大阪大学大学院）

小川　顕正

（新潟大学）

会場：　106講義室（１階）
論題 報告者 討論者

地方分与税制度導入以前の都市財政

宮﨑　雅人　　 （埼玉大学）
古市　将人　 　（帝京大学）
倉地　真太郎　（明治大学）

平嶋　彰英

（立教大学）

自治体首長の所属政党による地方財政への影響の有無に関する検討

　： 大阪府内における大阪維新の会所属首長自治体の財政運営の実態を材料に
吉弘　憲介

（桃山学院大学）

森　裕之

（立命館大学）

日本版シュタットベルケの財政学的検討
白石　智宙

（立教大学）

中山　琢夫

（千葉商科大学）

* 印は大学院生

各報告：報告時間20分・討論者10分・リプライ及び質疑応答：10分程度

分科会プログラム

企画セッション　「水道事業の非効率運営に関する経済分析」
　座長：　倉本　宜史（京都産業大学）

住宅政策　　　　　　　　　　座長：　岡田　徹太郎（香川大学）

地方基金　　　　　　　　　　座長：　金坂　成通（甲南大学）

自由論題　　　　　　　　　　座長：　平岡　和久（立命館大学）



【分科会Ⅱ】　６月５日（日）　　09：20　〜　12：00

会場：　102講義室（１階）

論題 報告者 討論者

ポストコロナ地域観光活性化のための政策方案
李　沼映

（韓国地方行政研究院）

コロナ以降地方政府の観光政策対応ー京畿道を事例にー
崔　俊圭　（京畿研究院）

李　秀珍　（京畿研究院）

「観光地のライフサイクル」からみた観光地財政の変容と実情

―静岡県伊豆地域の事例検証―
太田　隆之

（静岡大学）

会場：　101講義室（１階）
論題 報告者 討論者

公教育をめぐる政府間の共有責任と戦略的相互依存

　： 階層並列的なPolitical Agency Modelによる実証分析

田中　宏樹　（同志社大学）

篠崎　剛　　 （東北学院大学）
菅原　宏太

（京都産業大学）

カナダ・オンタリオ州における初等中等教育の財政構造
関根　未来 *
（立教大学大学院）

山崎　由希子

（（公財）生協総合研究所）

会場：　105講義室（１階）
論題 報告者 討論者

パネルデータからみたふるさと納税の実態
高橋　勇介

（愛媛大学）

吉弘　憲介

（桃山学院大学）

ふるさと納税に関する自治体行動の分析
小川　顕正

（新潟大学）

石村　知子

（豊中市役所）

会場：　106講義室（１階）
論題 報告者 討論者

金融機関の取引先としての地方公共団体　： 指定金融機関取引をはじめとした

公共取引を巡る諸論点の整理と今後の展望

藤木　秀明 *

（神戸大学大学院）

倉本　宜史

（京都産業大学）

地方債の元利償還と地方交付税

　： まんのう町の合併特例債の実績と地方財政健全化比率の推移
竹林　昌秀

（香川県まんのう町議会）

中島　正博

（和歌山県上富田町役場）

イリノイ州議会「2016年危機」と州立大学レベニュー債
塙　武郎

（専修大学）

前田　高志

（関西学院大学）

日韓セッション　「観光政策と地方財政」
　座長：　川瀬　憲子（静岡大学）

* 印は大学院生

各報告：報告時間20分・討論者10分・リプライ及び質疑応答：10分程度

教育　　　　　　　　　　　　座長：　只友　景士（龍谷大学）

地方税Ⅰ　　　　　　　　　　座長：　橋本　恭之（関西大学）

地方債・地域金融　　　　　　座長：　石田　三成（東洋大学）

宮﨑　雅人

（埼玉大学）



【分科会Ⅲ】　６月５日（日）　　13：00　〜　15：00

会場：　102講義室（１階）

論題 報告者 討論者

松山市に着目したマネーフロー分析
江成　穣

（松山大学）

スウェーデンの地域間マネーフロー分析
伊集　守直

（横浜国立大学）

ドイツの地域間マネーフロー分析
佐藤　一光

(東京経済大学)

会場：　101講義室（１階）
論題 報告者 討論者

Quantifying the Impact of the Tokyo Olympics on COVID-19 Cases Using Synthetic
Control Methods

藤井 　隆雄
（神戸市外国語大学）

中東　雅樹

（新潟大学）

コロナ禍による高齢者の生活変化が医療・介護に及ぼす影響

　： 後期高齢者医療・介護保険のミクロデータによる分析例
武田　公子

（金沢大学）

足立　泰美

（甲南大学）

会場：　105講義室（１階）
論題 報告者 討論者

米国テキサス州の2006年企業課税改革 松井　克明

　（青森明の星短期大学）

松田　有加

（滋賀大学）

中国のグリーン税制改革の動向

　： 排汚費制度から環境保護税へ

車　競飛 *
　（京都大学経済研究所）

何　彦旻　（追手門学院大学）

金　紅実

（龍谷大学）

会場：　106講義室（１階）
論題 報告者 討論者

発生主義会計の導入が地方財政に与える影響
近藤　春生　（西南学院大学）

小川　顕正　（新潟大学）

鷲見　英司

（日本大学）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律が公立病院の財務状況に与えた

効果に関する分析

須田　知宏 *
（一橋大学国際・公共政策大学院）

大会実行委員会
　委員長　：　川勝　健志（京都府立大学）

　三宅　裕樹（京都府立大学）

企画セッション
　「地域経済と財政調整の総合的分析
　　　：地域別・産業部門別・民間公共部門別マネーフローの日瑞独比較」
　座長：　佐藤　一光(東京経済大学)

健康・福祉　　　　　　　　　座長：　沼尾　波子（東洋大学）

プログラム委員会
　委員長　：　諸富　徹（京都大学）

　赤井　伸郎（大阪大学）　　　足立　泰美（甲南大学)　　　  　上村　敏之（関西学院大学）　　川勝　健志（京都府立大学）
　木村　真（兵庫県立大学）　 倉本　宜史（京都産業大学）　　後藤　和子（摂南大学）　　　　　田中　宏樹（同志社大学）
　林　宏昭（関西大学）　　　　 松田　有加（滋賀大学）　　　　　三宅　裕樹（京都府立大学）　　森　裕之（立命館大学）
　吉弘　憲介（桃山学院大学）

地方税Ⅱ　　　　　　　　　　座長：　諸富　徹（京都大学）

地方公会計・健全化法　　　　座長：　赤井　伸郎（大阪大学）

地方行財政実践分科会

* 印は大学院生
各報告：報告時間20分・討論者10分・リプライ及び質疑応答：10分程度

（地方行財政実践分科会は、報告20分・質疑応答10分程度）

吉弘　憲介

（桃山学院大学）

吉村　武洋

（岩手大学）


