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日本財政学会第 68 回大会の 

ご案内と報告募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日：2011 年 10 月 22 日（土）・23 日（日） 

 

 

会場：成城大学キャンパス 

成城学園前駅までは新宿駅より小田急線急行で 15 分。駅から徒歩約 5 分。 

（特急、快速急行は停車しませんのでご注意ください。） 

 

 

 

 

プログラム委員会 

片桐正俊（中央大学）  小林 航（千葉商科大学） 佐藤主光（一橋大学）  

田近栄治（一橋大学） 土居丈朗（慶応大学）  中里 透（上智大学） 

西川雅史（青山学院大学）三井 清（学習院大学）  持田信樹（東京大学） 

望月正光（関東学院大学）林 正義（東京大学）  馬場 義久（早稲田大学） 

山重慎二（一橋大学）  横山 彰（中央大学） 

 

実行委員会 

油井雄二（成城大学） 花井清人（成城大学）  小平 裕（成城大学） 

杉本義行（成城大学） 河口洋行（成城大学）  中田真佐男（九州大学） 

 

 

大会事務局 

〒170-0004 豊島区北大塚 3-21-10 アーバン大塚 3F 

E-mail: taikai.jipf@ml.gakkai.ne.jp 電話: 03-5907-3750 ファクス: 03-5907-6364 

大会ホームページ： http://www.gakkai.ne.jp/jipf/convention/68/ 
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１．第 68 回大会運営にあたって 

 本年度の大会運営にあたり、昨年度と同様、学会事務を委託しているガリレオ社提供の学会

業務情報化システム「SOLTI」を活用します。すでに各会員に割り当てられた ID とパスワード

を使って、報告申し込みおよび参加申し込みをしてください。 

 ID およびパスワードが不明な場合、ガリレオ社（taikai.jipf@ml.gakkai.ne.jp）までお問い合わ

せください。登録された会員情報に修正点があれば、学会ホームページ上のリンクボタンから

「会員モジュール」にアクセスし、ご自身の会員情報を正確なものにしてください。 

大会関連の情報提供は、大会プログラムと報告要旨集については、従来通り紙媒体で印刷し

皆様に郵送しますが、それ以外は、登録された電子メールアドレスを通じて、情報提供を随時

行います。したがって、会員情報登録原簿記載の電子メールアドレスは、会員の皆さんが常時

見ることのできるもの（普段お使いのメールアドレス）にしておいてください。 

 

２．報告募集 

 本大会は、会員の報告申し込みによる「一般報告」および「企画セッション」、ならびに、

プログラム委員会が企画･依頼する「全体会シンポジウム」「特別セッション」からなります。

「一般報告」および「企画セッション」は 3～4 報告、2 時間ないし 2 時間 40 分を原則といた

します。 

 「一般報告」および「企画セッション」における報告を下記の要領で募集します。なお、今

大会では、あらかじめ分科会名の設定は行いません。分科会名の設定、各報告の分科会への振

り分け等は、会員の皆様から報告申込の中で頂いた「報告（セッション）概要」、「分野整理

番号」、「手法整理番号」などをふまえ、プログラム委員会において検討の上、第 2 回プログ

ラム委員会で決定させて頂きます。 

 

３．報告申込み受付期間 

 4 月 1 日(金)～5 月 20 日(金)20:00 まで 

 以下に示すシステム受付のため、期間厳守でお申し込みください。 

 

４．報告申し込み方法 

 大会の報告申し込みにあたっては、日本財政学会の学会事務を担当するガリレオ社が提供す

る学会業務情報化システム「SOLTI」の「大会報告申し込みシステム」から、第 68 回大会の報

告申込受付を行います。 

  

大会報告申込の web site へは、下記の 2 箇所から入ることができます。また日本財政学会ホ

ームページからは、第 68 回大会ホームページにアクセスできるようになっています。 

  第 68 回大会ホームページ：  http://www.gakkai.ne.jp/jipf/convention/68/ 

  大会発表申し込みシステム：  https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/public/JIPF 

  日本財政学会ホームページ：  http://www.gakkai.ne.jp/jipf/ 

 

 

※ 日本財政学会のホームページのサーバーがこれまでの国立情報学研究所（NII)のサーバー

から、ガリレオ社のサーバーへと移行しましたのでご注意ください。 
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申し込みを行う場合には、各会員に割り振られた ID とパスワードをまず入力しログインし

た後、指示に従って報告申し込みに必要な事項を入力してください。 

 

なお、その際、次の中から最も関連の深い分野をお選びください（3 つ以内）。 

〔分野整理番号〕 

（1）財政政策 (2) 公共財（公共支出） （3）公共資本（公共投資）（4）租税 （5）公債 

（6）社会保障 （7）環境 （8）地方財政 （9）財政の国際比較 （10）その他  

 

また、分析手法についても次の中から該当するものを選んでください（2 つ以内）。 

〔手法整理番号〕 

 (a) 理論分析  (b) 実証分析  (c) 学説史・思想 (d) 歴史的(資料に基づいた)分析  

(e)  事例研究   (f) 制度解説   (g) その他  

 

 大会報告申し込みシステムについてのご質問は、以下にお寄せください。 

電子メール： taikai.jipf@ml.gakkai.ne.jp  電話：03-5907-3750（ガリレオ東京オフィス） 

 

【企画セッションを希望される方へ】 

 企画セッションに応募される場合は、以下の点にご留意ください。 

① 企画セッションでは企画責任者に 3～4 報告分の報告者と座長・討論者の調整をお願いし

ます。調整後、「大会発表申し込みシステム」により、セッションのねらい、構成、座

長、報告者と討論者の氏名、連絡先・メールアドレスを入力してください。 

② 企画セッションの報告者の過半数は、会員でなければなりませんので、ご注意ください。 

③ 大会プログラムの構成などの観点から、プログラム委員会の議を経て、企画セッション

をお断りする場合があります。その場合、企画セッション内の各報告は、分科会におけ

る一般報告と同様の取り扱いをします。 

 

【大会報告申し込みシステムを利用できない場合】 

なお、上記システムによる報告申し込みが何らかの理由により困難な場合は、例外的にファ

ックスによる方法でも受付を行います。その場合には、申込用紙（一般報告用、企画セッショ

ン用）をダウンロードのうえ、以下の必要事項を記入して、ファックスにて大会事務局宛

(03-5907-6364)ご送付下さい。この場合も、申込受付期間をお守りください。 

報告申し込み必要事項：報告者氏名、所属、連絡先、電子メールアドレス、報告題目、報告

概要（400 字以内）、分野整理番号（前掲の 10 分類のうちから 3 つ以内）、手法整理番号（前

掲の７分類のうちから 2 つ以内)、予定討論希望者（2 名以内）・メールアドレス、共同報告者

の氏名・所属・メールアドレス（企画セッションの場合は、セッションのねらい、構成、座長

の氏名、連絡先・メールアドレスもご記入ください。） 

 

【非学会員の報告申し込みについて】 

 非学会員で報告を希望する方は、下記の手順で報告申し込みを行ってください。 

 ステップ 1．日本財政学会ホームページから入会申込書を入手。必要事項を記入の上、学会

事務局（ガリレオ）に送付してください。 

 ステップ 2．会員担当常任理事の仮審査を経て、学会事務局から「仮会員ＩＤとパスワード」
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が送られてきます。事務局より学会費の振込用紙をお送りしますので、速や

かにお支払いください。 

 ステップ 3．「仮会員ＩＤとパスワード」を使って、大会報告申し込みシステムにアクセス

し報告申し込みを行ってください。 

 上記のステップ 1・2 が必要となりますので、早めに入会申込等を行ってください。なお、「仮

会員ＩＤとパスワード」の送付、報告の受理等は、学会常任理事会及び大会プログラム委員会

の決定によりますので、ご希望に添えない場合もあることをご留意ください。 

 

５．報告申し込み後の留意点 

【各報告の分科会への割り振り】 

 申し込みいただいた報告論題、分野整理番号、手法整理番号、報告概要等に基づき、プログ

ラム委員会で審査のうえ、各報告の分科会への割り振りを行います。内容等に疑問点などがあ

る場合には、プログラム委員会からお尋ねすることがあるかもしれません。 

【予定討論者の決定】 

 予定討論者は、報告者からの希望を考慮しながら、大会プログラム委員会から該当者に依頼

し決定します。都合により、報告者の希望予定討論者にならない場合がありますので、ご了解

ください。 

【共同発表者】 

 共同発表者として名を連ねることができるのは、学会員に限定されています（理事会確認事

項）。 

非会員の方で、共同発表者に名を連ねることをご希望の場合は、事前に入会申し込みをすま

せてください。非会員との共同研究の成果を報告する場合には、プログラム、報告要旨等に共

同研究者の名前を記載することができません。報告要旨の脚注等で共同研究の成果であること

明記してください。 

【報告要旨原稿の提出】 

① 報告が認められた方には、７月上旬にメールで座長、討論者のお名前とあわせてお知ら

せするとともに、プログラムを大会ホームページに掲載します。 

② 報告者は、8 月 2 日(火)までに、報告要旨集に掲載する原稿（A4 で 40 行＊40 文字で 2

枚におさめる）を、WORD ファイルか PDF ファイルで「大会報告申し込みシステム」上に

アップロードしてください。 

③ 原則として、報告者は 10 月 7 日(金)までに報告論文を「大会報告申し込みシステム」を

用いてアップロードしてください。 

④ 報告者は、座長・討論者に連絡を取っていただき、論文を必ず座長・討論者の指示する

形で送ってください。 

 

６．大会予定スケジュール 

【第 1 日目・10 月 22 日】 

  8:50～    理事会 

  9:20～12:00 セッション A （分科会） 

 12:00～13:00 休憩 理事会 

 13:00～15:00 セッション B（特別セッション、分科会） 

 15:10～17:40 全体会シンポジウム 
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 17:45～18:15 会員総会 

 18:30～20:00 懇親会 

【第 2 日目・10 月 23 日】 

  9:20～12:00 セッション C（分科会） 

 12:00～13:00 休憩 顧問会・地方財政学会理事会 

  13:00～15:40 セッション D（分科会） 

 

７．その他 

(1)プログラムは、7 月上旬に大会ホームページに掲載します。 

(2)大会プログラムと報告要旨集は、9 月上旬に、会員宛郵送する予定です。 

(3)大会に参加される方は、大会ホームページから、大会および懇親会への参加申し込みを行う

ようお願いします。 

(4)本大会への出席は、学会員以外にも開かれています。非会員の参加費は 3 千円（資料代を含

む）です。非会員への参加案内は、大会ホームページ上で行います。 

(5)大会運営についてのお問い合わせは、下記までお願いします。 

大会事務局へ電子メール（ taikai.jipf@ml.gakkai.ne.jp ） 電話： 03-5907-3750  

ファクス: 03-5907-6364 にお願いします 

 


