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公益事業学会
2020年度全国大会

統一論題

脱炭素社会における公益事業の役割

申し込み
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プログラム

第１日目〈２月27日

午前の部
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11:00～11:05 会長挨拶  山内 弘隆（一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授） 

11:05～11:10 開催校挨拶 水谷 文俊（神戸大学 理事・総括副学長） 

時間帯 
「脱炭素社会に向けた公益事業の取り組み」 

論題紹介・司会 柳川 隆（神戸大学大学院経済学研究科 教授） 

11:10～11:40 講演１  飛田 聡 氏 
（関西電力（株）経営企画室CSR品質推進グループ チーフマネジャー） 

11:40～12:10 講演２ 大橋 誠司 氏 
（大阪ガス（株）経営企画本部企画部制度企画チーム マネジャー） 

12:10～12:40 講演３ 相良 有希子 氏 
（阪急阪神ホールディングス（株）サステナビリティ推進部 課長） 

12:40～13:00 質疑応答 

13:00～14:30 昼食 

プログラム内容 

プログラム内容 

時間帯 



プログラム

第１日目〈２月27日

午後の部
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時間帯 
統一論題シンポジウム  

「脱炭素社会における公益事業の役割」 

14:30～14:40 論題紹介・司会 柳川 隆（神戸大学大学院経済学研究科 教授） 

14:40～15:10 
講演１ 川又 孝太郎 氏 

（環境省環境再生・資源循環局 参事官）

15:10～15:40 
講演２ 山口 仁 氏 

（経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 政策課長）

15:40～16:10 
講演３ 高村 ゆかり 氏 

（東京大学未来ビジョン研究センター 教授） 

16:10～16:40 
講演４ 大橋 弘 氏 

（東京大学公共政策大学院 院長・教授）

16:40～16:50 休憩 

16:50～17:50 

パネルディスカッション 
パネリスト：  
川又 孝太郎 氏（環境省環境再生・資源循環局 参事官） 
山口 仁 氏（経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 政策課長） 
高村 ゆかり 氏（東京大学未来ビジョン研究センター 教授） 
大橋 弘 氏（東京大学公共政策大学院 院長・教授） 
飛田 聡 氏（関西電力（株）経営企画室 CSR 品質推進グループ チーフマネジャー） 
大橋 誠司 氏（大阪ガス（株）経営企画本部企画部制度企画チーム マネジャー） 
相良 有希子 氏（阪急阪神ホールディングス（株）サステナビリティ推進部 課長）

モデレーター：
柳川 隆（神戸大学大学院経済学研究科 教授）

プログラム内容 



プログラム

第２日目〈２月28日

受　付　一橋講堂 2 階　　　休憩室　中会議場 4

プログラム

午前の部
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時間帯 
座長 

中山 徳良 
（名古屋市立大学） 

座長 
小坂 直人 

（北海学園大学） 

10:30～11:05 

横浜市における 250m メッシュ別水
需要予測手法の検討 

報告者:  植村 哲士 
（（株）野村総合研究所） 
中澤 祐貴 

（横浜市） 
三輪 恵一 

（横浜市） 

パーソナルデータを活用した事業に
不可欠となる消費者の自発的なデー
タ提供を促進させる要因とは？
報告者:  田中 拓朗

（電力中央研究所） 

討論者:  浦西 秀司 
（大阪市立大学） 

討論者:  高口 鉄平 
（静岡大学） 

11:05～11:40 

わが国における水道料金体系の動向
とその課題 

報告者:  笠井 文雄 
（東京交通短期大学） 

自由競争の促進とパイプライン投資
の関係 

報告者:  橋本 悟 
（帝京大学） 

討論者:  石井 晴夫 
（東洋大学） 

討論者:  草薙 真一 
（兵庫県立大学） 

11:40～12:15 

公共下水道事業の生産性・効率性分
析 

報告者:  田中 智泰 
（近畿大学） 

低炭素化社会における公益事業の役
割－GHG ゼロ・エミッションを目
指した総合エネルギー企業の戦略－ 
報告者:  秋山 健太郎 

（星城大学） 

討論者:  後藤 美香 
（東京工業大学） 

討論者:  後藤 久典 
（電力中央研究所） 

12:15～13:30 昼食 

水道セッション エネルギーセッション



プログラム

第２日目〈２月28日

プログラム

受　付　一橋講堂 2 階　　　休憩室　中会議場 4

午後の部
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座長 
寺田 英子 

（広島市立大学） 

座長 
穴山 悌三 

（長野県立大学） 

13:30～14:05 

全世代型社会保障という概念 

報告者:  河野 惟隆 
（元 筑波大学） 

日本の科学振興政策に対する市民の
表明選好 

報告者:  依田 高典 
（京都大学） 
黒田 敏史 

（東京経済大学） 
平田 研二 

（富山大学） 

討論者:  和田 尚久 
（東洋大学） 

討論者:  手塚 広一郎 
（日本大学） 

14:05～14:40 

バス事業における分社化の意義と
限界 

報告者:   須和 憲和 
（神姫バス・関西大学大学院）
吉田 裕 
（関西大学） 
安部 誠治 
（関西大学） 

無料サービス市場の画定の試み：メ 
ッセージアプリサービスの表明選好
分析 

報告者:  中村 彰宏 
（中央大学） 
依田 高典 

（京都大学） 

討論者:   寺田 一薫 
（東京海洋大学） 

討論者:  石井 昌宏 
（上智大学） 

14:40～15:15 

同時性に対処した鉄道事業の生産関
数の推定 

報告者:  北村 友宏 
（神戸大学） 

公共放送料金支払いの決定要因に
関する分析－県別データを使った
地域差からの考察－ 

報告者:  森 由美子 
（東海大学） 

討論者:  原田 峻平 
（岐阜大学） 

討論者:  実積 寿也 
（中央大学） 

交通・その他セッション 情報通信・その他セッション 
時間帯 




