
 

 

国際公共経済学会 
第３０回研究大会 
プ ロ グ ラ ム 

＊本プログラムは＊本プログラムは＊本プログラムは＊本プログラムは10月月月月30日時点のものです日時点のものです日時点のものです日時点のものです。。。。最新情報は最新情報は最新情報は最新情報は CIRIEC Web サイトをサイトをサイトをサイトをごごごご参照下さい＊参照下さい＊参照下さい＊参照下さい＊ 

大会テーマ「地方自治の未来図」 
 会  場  名古屋学院大学 名古屋キャンパス白鳥学舎 翼館 

 日  時  ２０１５２０１５２０１５２０１５年年年年１２１２１２１２月月月月５５５５日（土）・日（土）・日（土）・日（土）・６６６６日（日）日（日）日（日）日（日）    

    

本大会では、自律的で持続的な社会であるために、国および地方自治体にはどのような課題があるの

かを共通テーマにシンポジウムを開催します。登壇者の一部を紹介いたします。  

    

12月5日(土)  
13：00～ 

「地 方 自 治 の 論 点」   松原松原松原松原    聡聡聡聡    （東洋大学）（東洋大学）（東洋大学）（東洋大学）    

上山上山上山上山    信一（慶應義塾大学信一（慶應義塾大学信一（慶應義塾大学信一（慶應義塾大学））））    

齊藤齊藤齊藤齊藤    由里恵由里恵由里恵由里恵    （椙山女学園大学）（椙山女学園大学）（椙山女学園大学）（椙山女学園大学）    

水野水野水野水野    ゆうき（千葉県議会議員）ゆうき（千葉県議会議員）ゆうき（千葉県議会議員）ゆうき（千葉県議会議員）    

満田満田満田満田    誉誉誉誉    （内閣府地方分権改革推進室（内閣府地方分権改革推進室（内閣府地方分権改革推進室（内閣府地方分権改革推進室））））    

12月6日（日）  
16：00～ 

「地 方 自 治 の 未 来 図」 松原松原松原松原    聡聡聡聡    （東洋大学）（東洋大学）（東洋大学）（東洋大学）    
    今村今村今村今村    肇肇肇肇    （東洋大（東洋大（東洋大（東洋大学学学学））））    
    野村宗訓（関西学院大野村宗訓（関西学院大野村宗訓（関西学院大野村宗訓（関西学院大学学学学））））    
    西田西田西田西田    亮介（亮介（亮介（亮介（東京工業東京工業東京工業東京工業大大大大学学学学））））    
                                                                                                                                    他他他他    
 
 
本大会では、計5つのパネルディスカッションを企画し、地方自治および都市と地域の将来について、多
角的に討論いたします。 
一般の方の参加を歓迎しております。一般の方の参加を歓迎しております。一般の方の参加を歓迎しております。一般の方の参加を歓迎しております。参加ご希望の方は、当日受付にてお申し込みください。参加ご希望の方は、当日受付にてお申し込みください。参加ご希望の方は、当日受付にてお申し込みください。参加ご希望の方は、当日受付にてお申し込みください。        

    

    

 大 会 実 行 委 員 長 ：伊藤 昭浩 （名古屋学院大学） 
 昼   食： 各自でご準備をお願いします。 
 懇 親 会 ： 12月5日（土） 曙館2階 ＣＡＦＥＴＥＲＩＡ 

会費 5,000円（院生・学生 3,000円） 

 宿   泊：各自で手配をお願いします。             



 

会会会会        場場場場        名古屋名古屋名古屋名古屋学院学院学院学院大学大学大学大学    名古屋名古屋名古屋名古屋キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス    白鳥学舎白鳥学舎白鳥学舎白鳥学舎    翼館翼館翼館翼館    

  

主要駅からのアクセス 

 

〠456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１−２５ 
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研究大会研究大会研究大会研究大会    

会場会場会場会場    



全体プログラム 

1日目  

12月5日

（土） 

9:30~ 受付  翼館 １F ラウンジ 

10:00~ 奨励賞報告 （翼館4F クラインホール） 

12:00~ 

昼食 

奨励賞 審査委員会（翼館 304教室） (12:00~12:30) 

理事会（翼館 402会議室） (12:00~12:50) 

12:00~ 受付  翼館 1F ラウンジ 

13:00~ 

パネルディスカッションⅠ   

『地方自治の論点』 

翼館4F クラインホール 

14:20~ 休憩 

14:30~ 

パネルディスカッションⅡ 

『地域主導の社会経済制度構築に向けた地方自治のあり方 －諸外国の事例からの示唆－』 

翼館4F クラインホール 

15:50~ 
総会（役員選出選挙） 

翼館4F クラインホール 

16:20~ 

第５代会長 仲上健一先生 記念講演セッション 

『水資源環境問題の超克とサステイナビリティ評価』 

翼館4F クラインホール 

17:20~ 
総会 

翼館4F クラインホール 

18:00~ 
懇親会 (17:50~受付) 

白鳥学舎 曙館2F ＣＡＦＥＴＥＲＩＡ 

 

2日目  

12月6日

（日） 

9:30~ 受付  翼館 1F ラウンジ 

10:00~ 一般報告 （翼館4F クラインホール） 

12:00~ 昼食 

13:00~ 

パネルディスカッションⅢ  

『多様な自治体が期待される役割と向き合う課題 －政令指定都市の目指す方向性－』 

翼館4F クラインホール 

14:20~ 休憩 

14:30~ 

パネルディスカッションⅣ 

『地方創生 －地方都市・小規模都市の行方－』 

翼館4F クラインホール 

15:50~ 休憩 

16:00~ 

総括・パネルディスカッションⅤ 

『地方自治の未来図』 

翼館4F クラインホール 

17:20~ 
総会 ： 表彰式 

翼館4F クラインホール 

17:50 閉会 



第第第第1111日日日日目目目目    <<<<    12121212月月月月5555日日日日((((土土土土))))    >>>>    

10101010：：：：00000000〜〜〜〜11112222：：：：00000000        

奨励賞報告奨励賞報告奨励賞報告奨励賞報告    （（（（翼館翼館翼館翼館4F4F4F4F    クラインホールクラインホールクラインホールクラインホール）））） 

奨励賞報告については、Web で最新プログラムを更新いたします。学会

Web サイト（http://ciriec.com/）をご確認ください 
    

    

 

13131313：：：：00000000〜〜〜〜14141414：：：：22220000        

パネルディスカッションⅠパネルディスカッションⅠパネルディスカッションⅠパネルディスカッションⅠ    （（（（翼館翼館翼館翼館4F4F4F4F    クラインホールクラインホールクラインホールクラインホール）））） 

    
『『『『地方自治の論点地方自治の論点地方自治の論点地方自治の論点』』』』    

  

座長     松原 聡 （東洋大学） 

パネリスト  上山 信一（慶應義塾大学） 

齊藤 由里恵 （椙山女学園大学）  

水野 ゆうき（千葉県議会議員） 

満田 誉（内閣府地方分権改革推進室） 
 

11114444：：：：33330000～～～～15151515：：：：55550000    

パネルディスカッションⅡパネルディスカッションⅡパネルディスカッションⅡパネルディスカッションⅡ    （（（（翼館翼館翼館翼館4F4F4F4F    クラインホールクラインホールクラインホールクラインホール）））） 

    
『『『『地域主導の社会経済制度構築に向けた地方自治のあり方地域主導の社会経済制度構築に向けた地方自治のあり方地域主導の社会経済制度構築に向けた地方自治のあり方地域主導の社会経済制度構築に向けた地方自治のあり方    

－諸外国の事例からの示唆－』』』』      
座長     今村 肇（東洋大学） 

パネリスト  牧野 松代（関西外国語大学） 

金子 勝規（大阪市立大学） 

齊藤 香里（千葉商科大学）  

 

11116666：：：：22220000～～～～11117777：：：：20202020 

第５代会長第５代会長第５代会長第５代会長    仲上健一先生仲上健一先生仲上健一先生仲上健一先生    記念講演セッション記念講演セッション記念講演セッション記念講演セッション    

（（（（翼館4F クラインホール）））） 

    
『『『『水資源環境問題の超克とサステイナビリティ評価水資源環境問題の超克とサステイナビリティ評価水資源環境問題の超克とサステイナビリティ評価水資源環境問題の超克とサステイナビリティ評価』』』』    

        
 

 
 



第第第第2222日目日目日目日目    < 12< 12< 12< 12月月月月6666日日日日((((日日日日) >) >) >) >    

10:0010:0010:0010:00〜〜〜〜12:0012:0012:0012:00    

一般一般一般一般報告報告報告報告    （（（（翼館翼館翼館翼館4F4F4F4F    クラインホールクラインホールクラインホールクラインホール））））    

一般報告については、Web で最新プログラムを更新いたします。学会

Web サイト（http://ciriec.com/）をご確認ください 
    

    

    

13:0013:0013:0013:00〜〜〜〜14:214:214:214:20000        

パネルディスカッションⅢパネルディスカッションⅢパネルディスカッションⅢパネルディスカッションⅢ    （（（（翼館4F クラインホール）））） 

  

『『『『多様な自治体が期待される役割と向き合う課題多様な自治体が期待される役割と向き合う課題多様な自治体が期待される役割と向き合う課題多様な自治体が期待される役割と向き合う課題    
－政令指定都市の目指す方向性－』』』』 

  
座長     野村 宗訓（関西学院大学） 

パネリスト 切通 堅太郎（北海道総合研究調査会） 

和田 尚久（東洋大学） 

黒石 匡昭（新日本有限責任監査法人） 他 

 

 

14:314:314:314:30000〜〜〜〜15:515:515:515:50 0 0 0     

パネルディスカッショパネルディスカッショパネルディスカッショパネルディスカッションⅣンⅣンⅣンⅣ    （（（（翼館4F クラインホール）））） 

  

『『『『地方創生地方創生地方創生地方創生    －地方都市・小規模都市の行方－』』』』 
  

座長     西田 亮介（東京工業大） 

パネリスト  山田  航（兵庫県立大） 

松原 真倫（島根県津和野町） 他 

 

 

 

 

 

 

 



 

16:016:016:016:00000～～～～11117777::::22220000    

総括・パネルディスカッション総括・パネルディスカッション総括・パネルディスカッション総括・パネルディスカッションⅤⅤⅤⅤ    （（（（翼館4F クラインホール）））） 

    
『『『『地方自治の未来図地方自治の未来図地方自治の未来図地方自治の未来図』』』』    

        
司会  

松原 聡 （東洋大学） 

パネリスト 

今村  肇（東洋大学） 

   野村 宗訓（関西学院大学） 

西田 亮介（東京工業大学）  他 

             

 

11117777::::22220000～～～～11117777::::55550000    

総会・表彰式総会・表彰式総会・表彰式総会・表彰式    （（（（翼館4F クラインホール）））） 

    
 

 

  
 学会 Web サイトにある「大会出欠登録」をクリックし、フォームに各種情報をご入力ください。

また、総会を欠席される場合の委任状についても、Web での登録をお願いいたします。 

 登録に必要な認証キーは「CIRIEC2015」（半角英数）です。 

学会 Webサイト（http://ciriec.com/） 

 

 

 

役員選出選挙のご案内 
 今回の理事選挙について、期日前投票をご希望の会員は、11月17日（金）

必着で、郵送、またはメール japan@ciriec.com で事務局にご一報ください。 

 その際、会員名、ご所属、メールアドレス、投票用紙送付先をお知らせく

ださい（書式は自由です）。詳細は、上記の大会出欠登録と同じく、学会 Web

サイトをご覧ください。 

学会 Webサイト（http://ciriec.com/） 


