
 

国際公共経済学会 
第３１回研究大会
プ ロ グ ラ ム 

＊本プログラムは11月8日時点のものです。最新情報は CIRIEC Web サイトを参照ください＊ 

大会テーマ「地域再生と広域自治体再編」 
会  場   大阪市立大学 杉本キャンパス  
日  時   2016年12月3日（土）・4日（日）   

 

 【主なプログラム】 

 
12月3日（土）13：15～ 
「関西産業再生の知恵 
―求められる人材育成とグローバル化―」    野村 宗訓（関西学院大学） 

井沼 芳徳（大阪市市政改革室・官民連携担当部長） 
西村  陽（大阪大学大学院工学研究科特任教授） 
福地 俊明（南海電気鉄道株式会社・執行役員、 

南海フェリー株式会社・取締役社長） 
若狭  弘（産経新聞・総合企画室） 
長尾 謙吉（大阪市立大学） 
松永 桂子（大阪市立大学） 

 
12月4日（日）13：35～ 
「大阪府市統合と公立大学再編  
―「大阪モデル」とその普遍性―」          京極  務（大阪市立大学副理事長、前 大阪市副市長） 

有賀 敏之（大阪市立大学） 
清原 正義（兵庫県立大学理事長兼学長） 
田端 和彦（兵庫大学副学長） 

 

 

 

一般の方の参加を歓迎しております。参加ご希望の方は、当日受付にてお申込みください。 

 

 

 

   

 

大会実行委員長：有賀敏之（大阪市立大学） 

  受付：学術情報総合センター10階 会議室前 

懇親会：12月3日（土） カフェレストラン 「野のはなハウス」 

  宿泊：各自で手配をお願いいたします。 

 

 



会  場  大阪市立大学 杉本キャンパス 

 

 

住所：558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 

JR 阪和線「杉本町（大阪市立大学前）駅」下車、東口より徒歩約5分 

地下鉄御堂筋線「あびこ駅」下車、4号出口より南西へ徒歩約20分 

・最寄駅への経路、所要時間 

 新大阪から・・・JR もしくは地下鉄御堂筋線、約1時間 

関西国際空港から・・・JR 関空快速（堺市駅で各停に乗換）、約1時間 

詳細は、https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/university/access を参照。 

 
国際公共経済学会事務局  

 ■E-mail: japan@ciriec.com ■Web: http://ciriec.com/ 

 

 



全体プログラム

1日目 

9:30～ 受付 (学術情報総合センター10階 会議室前) 

9:45～ 
奨励賞報告① 

(学術情報総合センター10階会議室 SA) 

奨励賞報告② 

(学術情報総合センター10階会議室 SB) 

12:00～ 

昼食 

奨励賞 審査委員会(12:00～12:30) (学術情報総合センター10階会議室 SA)   

理事会 (12:00～12:50) (学術情報総合センター1階文化交流室)   

13:00～ 会長挨拶 (学術情報総合センター10階会議室) 

13:15～ 

パネルディスカッションⅠ 

『関西産業再生の知恵―求められる人材育成とグローバル化―』 

(学術情報総合センター10階会議室) 

14:45～ 休憩 

15:00～ 

パネルディスカッションⅡ（社会経済部会） 

『ソーシャル・イノベーションと地域再生』 

(学術情報総合センター10階会議室) 

16:15～ 休憩 

16:30～ 

パネルディスカッションⅢ（次世代研究部会） 

『人と新技術が織りなす新しい社会基盤の価値システムと制度の将来展望』 

(学術情報総合センター10階会議室) 

17:45～ 懇親会受付 (学術情報総合センター1階「野のはなハウス」前) 

18:00～ 
懇親会 ・開催校挨拶 

(カフェレストラン 「野のはなハウス」) 

2日目 

9:30～ 受付 (学術情報総合センター10階 会議室前) 

10:00～ 
一般報告① 

(学術情報総合センター 
10階会議室 SA) 

一般報告② 

(学術情報総合センター
10階会議室 L) 

一般報告③ 

(学術情報総合センター 
10階会議室 SB) 

12:00～ 昼食 (学術情報総合センター10階研究者交流室) 

13:00～ CIRIEC International 報告 (学術情報総合センター10階会議室) 

13:35～ 

パネルディスカッションⅣ 

『大阪府市統合と公立大学再編 ―「大阪モデル」とその普遍性―』 

(学術情報総合センター10階会議室) 

15:00~ 休憩 

15:15～ 

総括パネルディスカッション 

『地域再生と広域自治体再編』 

(学術情報総合センター10階会議室) 

16:30～ 
総会・表彰式 

(学術情報総合センター10階会議室) 



第1日目 < 12月3日(土) > 

9:45～12:00  

奨励賞報告① (学術情報総合センター10階会議室SA) 奨励賞報告② (学術情報総合センター10階会議室SB) 

審査委員 

西村 陽（大阪大学大学院工学研究科特任教授） 

花田 真一（金沢星稜大学） 

審査委員 

楠田 昭二（早稲田大学） 

山田 航（名古屋学院大学） 

地球温暖化に関する国家間交渉の理論分析 

報告者：藤田 峻 

（神戸大学大学院経済学研究科博士課程後期課程） 

 

消費社会アメリカとクレジットカードの普及 

報告者：松嶋 紀美子 

（大阪市立大学創造都市研究科後期博士課程） 

 

中国における市場の空間的統合に関する分析

―生鮮野菜の価格伝達に基づく― 

報告者：尹 冠球 

（京都大学大学院経済学研究科） 

 

来日ベトナム人の在留資格選択要因に関する

分析－留学生と技能実習生希望者に対するア

ンケート調査による－ 

報告者：西川 直孝 

（大阪市立大学大学院創造都市研究科博士後期課程） 

民間主体の公共領域における価値創出の意義

について 

報告者：阪本 豪 

（大阪市立大学創造都市研究科博士後期課程） 

 

タイにおける学生能力の規定要因分析―国際

数学・理科教育動向調査（TIMSS）を用いた実

証分析― 

報告者：YODTOMORN Pimprapa 

（大阪市立大学大学院創造都市研究科博士後期課程） 

PFI 刑務所の現状と課題－播磨社会復帰促進

センターの事例から－ 

報告者：長瀬 康博 

（大阪市立大学大学院創造都市研究科（修了生）） 

 

 

 



13:15～14:45  

パネルディスカッションⅠ (学術情報総合センター10階会議室) 

『関西産業再生の知恵―求められる人材育成とグローバル化―』 

パネリスト 

井沼 芳徳（大阪市市政改革室・官民連携担当部長） 

西村 陽（大阪大学大学院工学研究科特任教授） 

福地 俊明（南海電気鉄道株式会社・執行役員、南海フェリー株式会社・取締役社長） 

若狭 弘（産経新聞・総合企画室） 

長尾 謙吉（大阪市立大学） 

松永 桂子（大阪市立大学） 

コーディネータ 

野村 宗訓（関西学院大学） 

 

15:00～16:15 

パネルディスカッションⅡ（社会経済部会）(学術情報総合センター10階会議室) 

『ソーシャル・イノベーションと地域再生』 

パネリスト 

有井 安仁（株式会社 PLUS SOCIAL 取締役、公益財団法人わかやま地元力応援基金代表理事） 

村上 了太（沖縄国際大学） 

立見 淳哉（大阪市立大学） 

コーディネータ 

北島 健一 （立教大学） 

 

16:30～17:45 

パネルディスカッションⅢ（次世代研究部会）(学術情報総合センター10階会議室) 

『人と新技術が織りなす新しい社会基盤の価値システムと制度の将来展望』 

 

尾田  基（東北学院大学准教授） 

成原  慧（東京大学大学院情報学環客員研究員） 

工藤 郁子（慶應義塾大学 SFC 研究所上席所員） 

原木 万紀子（立命館大学共通教育推進機構特任招聘准教授） 

西田 亮介（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授） 



第2日目< 12月4日(日) > 

10:00～12:00 

一般報告 ① 

(学術情報総合センター10階会議室SA) 

一般報告 ② 

 (学術情報総合センター10階会議室L) 

一般報告 ③  

(学術情報総合センター10階会議室SB) 

座長：北島 健一（立教大学） 座長：有賀 敏之（大阪市立大学） 座長：水田 健一（名古屋学院大学） 

連帯経済を基盤とした中山間地

域の新しい地域振興−益田市地

域自治組織の取り組みに着目し

て− 

報告者：柴田 学（金城学院大学人

間科学部コミュニティ福祉学科） 

討論者：西藤 真一（島根県立大学） 

持続可能なパーム油認証制度の運

用と課題－IOI グループの認証停

止と花王株式会社の対応を事例と

して－ 

報告者：小辻 昌平（サラヤ株式会社・

大阪市立大学大学院創造都市研究科博士

課程後期院生） 

討論者：小熊  仁（金沢大学） 

イラン及びアラブ産油国におけ

る経済成長と大気汚染―日本の

関与への示唆― 

報告者：辻本 政雄（広島修道大学人

間環境学部） 

討論者：市川  顕（関西学院大学） 

地域自治組織と地方自治 

報告者：栗本 裕見（大阪市立大学

都市研究プラザ（特別研究員）） 

討論者：津田 直則（桃山学院大学） 

武雄市「ICT を活用した教育」に

よる効果の検証～「スマイル学習」

に関する保護者アンケートの結果

を中心に～ 

報告者：藤井 大輔（東京交通短期大学

運輸科准教授・東洋大学現代社会総合研究所客

員研究員） 

小河智佳子（東洋大学経済学部非常勤講

師・東洋大学現代社会総合研究所奨励研究員） 

斎藤 里美（東洋大学文学部教育学科教授・

東洋大学現代社会総合研究所研究員） 

討論者：伊藤 昭浩(名古屋学院大学) 

都市ガス導管事業へのヤードス

ティック規制の適用と課題 

報告者：穴山 悌三（東京電力ホール

ディングス株式会社） 

討論者：草薙 真一（兵庫県立大学） 

生活交通確保における住民参加

に関する一考察 

報告者：野村  実（立命館大学大学

院社会学研究科博士後期課程） 

討論者:北島 健一（立教大学） 

カタログギフトによる患者起点イ

ノベーション普及阻害要因の克服 

報告者：深見 嘉明（立教大学大学院

ビジネスデザイン研究科） 

討論者：金子 勝規（大阪市立大学） 

ドイツの自治体企業の経営実態

と課題－電力分野を中心に 

報告者：矢島 正之（一般財団法人電

力中央研究所） 

討論者：田端 和彦（兵庫大学） 

中山間地域の地域振興における

地域福祉活動への取り組み 

報告者：岩満 賢次（愛知教育大学

教育学部） 

討論者：橋本  理（関西大学） 

旧満州で日本人小・中学生が学ん

だ中国語を通して見る創造国家に

関する研究― 第１報 小・中学生

の中国語教科書の研究（その1） ―   

報告者：川村 邦夫（大塚製薬・大阪

市立大学大学院創造都市研究科博士後期

課程） 

討論者：有賀 敏之（大阪市立大学） 

EUの地域開発政策 

報告者：フランシス ローリンソン

（関西学院大学産業研究所） 

討論者：牧野 松代（関西外国語大学） 

 



 

13:00～13:30  

CIRIEC International 報告 (学術情報総合センター10階会議室) 

野村 宗訓（関西学院大学） 

牧野 松代（関西外国語大学） 

田端 和彦（兵庫大学） 

 

13:35～15:00 

パネルディスカッションⅣ (学術情報総合センター10階会議室) 

 

『大阪府市統合と公立大学再編 ―「大阪モデル」とその普遍性―』 
 

パネリスト 

清原 正義(兵庫県立大学理事長兼学長) 

京極  務(大阪市立大学副理事長、前 大阪市副市長) 

田端 和彦(兵庫大学副学長) 

コーディネータ 

有賀 敏之（大阪市立大学） 

 

15:15～16:30 

総括パネルディスカッション (学術情報総合センター10階会議室) 

 

『地域再生と広域自治体再編』 

 
パネリスト 

京極 務(大阪市立大学副理事長、前 大阪市副市長) 

田端 和彦(兵庫大学副学長) 

野村 宗訓(関西学院大学) 

北島 健一(立教大学) 

西田 亮介(東京工業大学) 

コーディネータ 

有賀 敏之（大阪市立大学） 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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「CIRIEC2016」（半角英数）です。 

学会 Webサイト http://ciriec.com/ 

 


