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TEL & FAX 03-3945-7415 E-mail:japan@ciriec.com http://ciriec.com/ 

 

 『国際公共研究』第 21 号ができあがりましたので、お送りします。本年から、発行時期を早めることにい

たしまして、例年より 2 か月ほど早い刊行となりました。 

 また、第 25回研究大会の概要が決まりました。正式なプログラムは、10月下旬に発送いたします。 

 研究大会当日には、同じく京都市内で医療系の学会が開催されますので、京都市内での宿泊は、各自お早目

にご予約、手配いただきますようにお願い申し上げます。 

 

第 25回研究大会 

 

1. 概要 

大 会 テ ー マ ：「グローバル・サステイナビリティの構築」 

期 日 ： プレジディウム会議 ２０１０年１２月３日（金） 

  研究大会      ２０１０年１２月４日（土）～１２月５日（日） 

会 場 ：立命館大学衣笠キャンパス（ＪＲ京都駅から京都市営バスで約 35分） 

  プレジディウム会議 末川記念会館 

  研究大会      創思館カンファレンスホール、洋洋館、諒友館 

大会実行委員会 ：国際公共経済学会第 25 回研究大会実行委員長 仲上健一（学会会長、立命館大学） 

   〒603-8577 京都市北区等持院北町 56-1 立命館大学衣笠キャンパス仲上研究室内 

  TEL：075-466-3203 ／ E-mail：nakagami@sps.ritsumei.ac.jp 

協 催 団 体 ：環境省環境研究総合推進費 E-0804「都市・農村の地域連携を基礎とした低炭素社会のエ

コデザイン」プロジェクト 

 ウォーター・セキュリティ・プロジェクト（文部科学省科学研究費補助金基盤研究Ｂ） 

お問い合わせ先 ：国際公共経済学会事務局 

  〒112-8606 東京都文京区白山五丁目 28-20 東洋大学経済学部松原聡研究室内 

  TEL・FAX：03-3945-7415 ／ E-Mail：japan@ciriec.com 

 

2. プログラム（案） 

【2010年 12月 3日（金）】 

 ◆見学会                                      10:00～12:30 

   立命館大学国際平和ミュージアムの見学・金閣寺へのウォーキング・ツアー（事前申込制） 

 ◆ランチ （プレジディウム会議関係者のランチ）                   12:30～13:30 

 ◆プレジディウム会議（末川記念会館）                        13:30～16:30 
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   参加者：CIRIEC本部メンバー・National Section メンバー 

 

【2010年 12月 4日（土）】 

  受付                                        9:30～10:00 

 ◆第 1セッション（洋洋館）                             10:00～12:00 

  ◇奨励賞報告 

  ◇修士論文賞報告 

 ◆理事会（洋洋館）                                 12:00～13:00 

 ◆昼食                                       12:00～13:00 

 ◆第 2セッション（創思館カンファレンスホール）                   13:00～14:00 

  ◇CIRIEC 会長講演 

   テーマ：“Public and social economy in the economic crisis: Support to sustainable development”（仮） 

   講演者：Wilhelm-Georg HANSS（CIRIEC 会長） 

   コーディネーター：今村 肇（東洋大学経済学部教授） 

 ◆第 3セッション（創思館カンファレンスホール）                   14:15～16:45 

  ◇CIRIEC 大会報告（CIRIEC International セッション） 

   テーマ：CIRIEC International グローバルな活動と研究のネットワーク展開：第 2 回社会的経済コン 

       ファレンス（エステルスンド）および第 28回世界大会（ベルリン）の成果報告を中心に 

   報告者：今村 肇（東洋大学経済学部教授） 

       その他 CIRIEC 本部関係者 

 ◆第 4セッション（洋洋館）                             14:15～16:45 

  ◇共通論題報告 

 ◆懇親会 会費 4,000 円（諒友館地下食堂）                       17:00～19:00 

 

【2010年 12月 5日（日）】 

  受付                                        9:30～10:00 

 ◆第 5セッション（洋洋館）                             10:00～12:00 

  ◇分科会報告 

  ・「低炭素社会に向けた技術と経済」 

   コーディネーター：慈道裕治（立命館大学政策科学部教授） 

   パ ネ リ ス ト：穴山悌三（東京電力） 

            垣迫裕俊（北九州市小倉北区長・北九州市立大学客員教授） 

            藤井絢子（菜の花プロジェクトネットワーク代表） 

            亀井敬史（財団法人国際高等研究所招聘研究員） 

  ・「地球環境と政策調整」 

   コーディネーター：今村 肇（東洋大学経済学部教授） 

   パ ネ リ ス ト：松下和夫（京都大学大学院教授） 

            松井三郎（京都大学名誉教授） 

            小川芳樹（東洋大学経済学部教授） 

            北村裕明（滋賀大学副学長） 

 ◆昼食（お弁当 1,000 円 事前予約）                          12:00～13:00 
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 ◆第 6セッション（創思館）                             13:00～14:00 

  ◇会長挨拶 仲上健一（国際公共経済学会会長）                   13:00～13:10 

  ◇記念講演 講演者：川口清史（立命館大学学長・国際公共経済学会理事）       13:10～14:00 

 ◆第 7セッション（洋洋館）                             13:10～16:40 

  ◇自由論題報告 

 ◆第 8セッション（創思館）                             14:15～16:40 

  ◇シンポジウム 

   コーディネーター：松原 聡（東洋大学経済学部教授） 

   パ ネ リ ス ト：植田和弘（京都大学大学院経済学研究科教授） 

            慈道裕治（立命館大学政策科学部教授） 

            松下和夫（京都大学大学院教授） 

            山田啓二（京都府知事） 

            岩間芳仁（日本経団連環境本部長） 

 ◆総会（創思館）                                  16:50～17:30 

 

3. 日程 

12月3日（金）

10:00

奨励賞報告 修士論文賞報告 分科会報告「低
炭素社会に向け
た技術と経済」

分科会報告「地
球環境と政策調
整」

12:30

13:30 第6セッション 第7セッション

記念 講演

休 憩

第3セッション 第4セッション 第8セッション

16:30

懇 親 会

挨 拶

シンポジウム

自由論題報告

CIRIEC会長講演

第2セッション

休 憩

休 憩

休 憩

総 会

12月5日（日）12月4日（土）

見 学 会

プレジディウム
会議

ラ ン チ

CIRIEC大会報告 共通論題報告

受 付受 付

第5セッション第1セッション

理 事 会昼 食 昼 食

9:30

12:00

13:00

10:00

14:00

16:45

14:15

17:00

19:00

12:00

13:00

10:00

13:10

14:00

14:15

16:40 16:40

16:50

17:30

 

 

4. 見学会 

 国際公共経済学会では、第 25 回目となる研究大会を 12月 4日と 5日の 2日間にわたって開催するにあたっ

て、会場となる立命館大学衣笠キャンパス付近の「立命館大学 国際平和ミュージアム」の見学会と「金閣寺」

までのウォーキング・ツアーを開催することとなりました。見学会を開催する 12月 3日には、CIRIEC本部メ

ンバーの方々によるプレジディウム会議が開催されるため、CIRIEC 本部メンバーの皆様と交流をする良い機

会でもあるため、学会員に開かれたこのような見学会を企画致しました。是非ともご参加ください。 
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9:50～10:00 ◆集合 

集合場所：「立命館大学国際平和ミュージアム」http://www.ritsumei.ac.jp/mng/er/wp-museum/ 

10:00～11:00 ◆立命館大学国際平和ミュージアム見学会 

 高杉巴彦館長が英語で館内展示物などの案内をしてくださいます。 

11:00～11:15 ◆徒歩による移動 

 徒歩でミュージアムから金閣寺へ移動します。所要：10 分～15 分程度 

11:15～12:15 ◆金閣寺の見学 

 金閣寺の見学を行います。なお、参拝料がかかりますので、各自でご負担願います。 

 （一般：800円／65歳以上・中高生：700 円） 

12:15～12:30 ◆金閣寺で解散 

 お問合わせ先 国際公共経済学会事務局 E-mail：japan@ciriec.com 

 

5. 立命館大学衣笠キャンパス案内図 

 

 

 

☆学会情報は、最新のものをホームページ http://ciriec.com/に掲載してあります

ので、適宜ご参照ください。 
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