
 

第 65 回大会 
 

統一論題 

公益事業の公正性と効率性 

 

開 催 日 ：2015（平成 27）年 6 月 13 日(土)～14 日(日) 

大会会場：兵庫県立大学 神戸商科キャンパス 

事 務 局 ：兵庫県立大学経済学部 草薙研究室 

 

主催 

○公益事業学会 

The Japan Society of Public Utility Economics 

 

後援 

○兵庫県立大学政策科学研究所（関西プレミアムシンポジウム共催） 

Institute for Policy Analysis and Social Innovation, University of Hyogo 

○淡水会（神戸商科大学及び兵庫県立大学神戸商科キャンパスの卒業生の会） 

The Tansuikai 

 



 

公益事業学会第 65回大会プログラム 

 

 

第 1 日目／6 月 13 日(土) 

関西プレミアムシンポジウム（兵庫県立大学 政策科学研究所共催） 

「公益事業とまちづくり」 (教育棟 II-102 教室) 

10:00～11:45       司会 衣笠達夫（追手門学院大学 教授） 

パネルディスカッション パネリスト 

小川浩昭（阪神電気鉄道株式会社 経営企画室部長 兼 新規事業推進室部長） 

松本浩之（みなと観光バス株式会社 代表取締役社長） 

森崎清登（近畿タクシー株式会社 代表取締役社長） 

兒山真也（兵庫県立大学 経済学部 教授） 

モデレーター   加藤恵正（兵庫県立大学 政策科学研究所 教授・所長） 

11:45～13:00 昼 食  理事会・評議員会 本部棟 2 階大会議室 

統一論題シンポジウム 「公益事業の公正性と効率性」 (教育棟 II-101 教室) 

13:10～14:00  

      司会 衣笠達夫（追手門学院大学 教授） 

 

基調講演 森本 孝 (関西電力株式会社 執行役員) 

「電力システム改革の動向と課題について」 

 

14:10～16:45 パネルディスカッション パネリスト 

安部誠治（関西大学 社会安全学部 教授） 

石井晴夫（東洋大学 経営学部 教授） 

井手秀樹（慶應義塾大学 名誉教授） 

小坂直人（北海学園大学 経済学部 教授） 

モデレーター   水谷文俊（神戸大学 経営学研究科 教授） 

17:00～18:00 総会 (教育棟 II-101 教室) 

 懇親会 (大学会館 生協食堂 懇親会費 5000 円) 

18:30～20:30 開催校挨拶 清原正義（兵庫県立大学学長） 司会 草薙真一（兵庫県立大学経済学部長） 

 

 （休憩室 教育棟 II-103 教室） 

 

 

 



第 2 日目／6 月 14 日(日) 

 エネルギ－セッション 

(教育棟 II-102 教室) 

交通セッション 

(教育棟 II-201 教室) 

政策セッション１ 

(教育棟 II-202 教室) 

座長 鳥居昭夫（中央大学） 安藤 陽（文京学院大学） 藤井秀樹（京都大学） 

10:00～10:35 都市ガス産業の輸送部門と

小売部門のアンバンドリン

グに関する一考察 

発表者 橋本 悟（帝京大学） 

 

討論者 後藤美香 

（東京工業大学） 

三大都市圏の公営バスにお

けるサービスを加味した需

要の推定 

発表者 鶴指眞志 

（神戸大学大学院） 

討論者 田中智泰 

（近畿大学） 

都道府県間におけるヤード

スティック競争の実証分析 

 

発表者 東 裕三 

（神戸市外国語大学） 

討論者 和田尚久 

（東洋大学） 

10:35～11:10 産業・業務用電力小売市場

における事業者および需要

家の行動と電気料金に関す

る分析 

発表者 後藤久典 

（電力中央研究所） 

討論者 西村 陽（関西電力） 

公益事業論から見た買い物

弱者問題－ライフラインと

しての流通－ 

発表者 高橋愛典（近畿大学） 

 酒井裕規（神戸大学） 

討論者 太田 正 

（作新学院大学） 

地方交付税 vs. 基地・原発所

在地等交付金 

 

発表者 河野惟隆（筑波大学） 

 

討論者 藤岡明房 

（立正大学） 

11:10～11：45 ホームエネルギーマネジメ

ントシステムのデータ価値

に関する実証分析 

発表者 高口鉄平（静岡大学） 

  実積寿也（九州大学） 

  高崎晴夫（KDDI 総研）他 

討論者 桑原鉄也（関電エネ

ルギーソリューション） 

公営交通事業の外部委託方

式に関する考察 

 

 

発表者 酒井裕規（神戸大学） 

討論者 寺田一薫 

（東京海洋大学） 

高速道路投資・運営に関する

日中比較分析－道路政策の

史的変遷から見る－ 

 

発表者 魏 蜀楠（福岡大学） 

討論者 大井尚司 

（大分大学） 

12:00～12:55 
昼 食  編集委員会（本部棟 2 階中会議室）・企画委員会（研究棟 I-政策科学研究所

105 会議室）・プログラム委員会（研究棟 I-政策科学研究所 108 会議室） 

 

 

 

効率性セッション 

(教育棟 II-102 教室) 

環境セッション 

(教育棟 II-202 教室) 

政策セッション２ 

(教育棟 II-201 教室) 

座長 柳川 隆（神戸大学） 植村利男（亜細亜大学） 福家秀紀（駒澤大学） 

13:00～13:35 日本郵便の統合効果－財務

諸表分析を通じて－ 

発表者 渡邊誠士 

（京都大学大学院） 

討論者 浦西秀司 

（大阪市立大学） 

「見える化」によるごみ減

量の推進 

発表者 山谷修作（東洋大学） 

 

討論者 中条 潮 

（慶應義塾大学） 

非価格要素が PFI 事業の入

札結果に与える影響の分析 

発表者 原田峻平 

（九州産業大学） 

討論者 水野敬三 

（関西学院大学） 

13:35～14:10 中国供水事業の効率性に関

する考察 

発表者 李 宏舟 

（中国東北財経大学） 

討論者 中山徳良 

（名古屋市立大学） 

環境経営概念についての検

討 

発表者 淺木洋祐 

（北海道教育大学） 

 

討論者 実積寿也（九州大学） 

シンガポールの観光政策－

人口減少時代を迎えるわが

国への示唆－ 

発表者 那須野育大 

（中央大学） 

討論者 戸崎 肇（早稲田大学） 

14:10～14:45 水道事業の広域化施策にお

ける費用削減効果 

発表者 笠井文雄 

（早稲田大学大学院） 

討論者 浦上拓也（近畿大学） 

  



＜兵庫県立大学神戸商科キャンパスへのご案内＞ 

 

地下鉄「学園都市」駅・バス「学園都市駅前」までのご案内 

○新幹線「新神戸」駅から地下鉄で 25 分、JR「三ノ宮」駅・阪神/阪急「三宮」駅から地下鉄で 23 分 

 ○JR「舞子」駅・山陽電鉄「舞子公園」駅から神戸市バス・山陽バス 53、54 系統で 27 分 

  ⇒地下鉄「学園都市」駅・バス「学園都市駅前」から徒歩 10 分でキャンパスに到着します。 

 

「学園都市」駅改札を出てすぐのエスカレーターを上がり、右後ろに折り返して直進し、駅ビルを出て神戸信用

金庫を左折しますと、緩やかな下りのスロープになっています。スロープを降りたら右折し直進すると信号があ

ります。信号を渡って左折し、花壇を右折。マンションの間を直進する道を通ります。まもなく、前方に「兵庫

県立大学」の大看板が見えて参ります。煉瓦のスロープをお上がりください。 

＜連絡先＞ 

〒651-2197 神戸市西区学園西町 8-2-1 

兵庫県立大学神戸商科キャンパス 経済学部 草薙研究室 TEL:(078)794-5803（直通） 

E-MAIL：skusanagi@econ.u-hyogo.ac.jp FAX:(078)791-7189 

mailto:skusanagi@econ.u-hyogo.ac.jp

