
第1日：11月26日（土） 修正版（2016.11.25）

藤田昌久（甲南大学） 井原健雄（中部圏社会経済研究所） 山崎福寿（日本大学）

報告者 王　驥（立命館大学） 報告者 福井紳也（神戸大学） 報告者 鈴木雅智（東京大学）

討論者 森　知也（京都大学） 討論者 大塚芳宏（東北学院大学） 討論者 瀬谷　創（神戸大学）

報告者 李　媛（東北大学） 報告者 佐久間翔（東京外国語大学） 報告者 黒田雄太（東北大学）

討論者 内藤　徹（同志社大学） 討論者 川田恵介（広島大学） 討論者 牛島光一（筑波大学）

10:20-10:30

長町康平（香川大学） 浅田義久（日本大学） 大西正光（京都大学）

浜口伸明（神戸大学）

報告者 藤嶋翔太（東京理科大学） 報告者 伊藤　亮（東北大学） 報告者 小林隆史（立正大学） 報告者 小川真人（神戸大学）

討論者 織田澤利守（神戸大学） 討論者 松島法明（大阪大学） 討論者 奥村　誠（東北大学）

報告者 小泉　周（自然科学研究機構）

報告者 大澤　実（東北大学） 報告者 石倉智樹（首都大学東京） 報告者 川脇康生（兵庫県）

討論者 猪原龍介（亜細亜大学） 討論者 奥田隆明（南山大学） 討論者 山崎雅人（名古屋大学） 報告者 中村良平（岡山大学）

11:50-13:00

安藤朝夫（東北大学） 城所幸弘（政策研究大学院大学） 堤　盛人（筑波大学） 大城 淳（沖縄大学）

報告者 太田　充（筑波大学） 報告者 瀬谷　創（神戸大学） 報告者 村上大輔（国立環境研究所） 報告者 齋藤久光（北海道大学）

討論者 曽　道智（東北大学） 討論者 井上　亮（東北大学） 討論者 円山琢也（熊本大学） 討論者 近藤恵介（経済産業研究所）

報告者 奥村　誠（東北大学） 報告者 符　皓然（東北大学） 報告者 山形与志樹（国立環境研究所） 報告者 亀山嘉大（佐賀大学）

討論者 田北俊昭（山形大学） 討論者 中山晶一朗（金沢大学） 討論者 河野達仁（東北大学） 討論者 小林隆史（立正大学）

報告者 大澤　実（東北大学） 報告者 高山雄貴（金沢大学） 報告者 姜　哲敏（筑波大学） 報告者 定行泰甫（土地総合研究所）

討論者 尾山大輔（東京大学） 討論者 平松　燈（熊本学園大学） 討論者 中島賢太郎（東北大学） 討論者 宅間文夫（明海大学）

15:00-15:10

高橋孝明（東京大学） 広瀬恭子（九州産業大学） 水野敬三（関西学院大学） 赤松　隆（東北大学）

報告者 近藤恵介（経済産業研究所） 報告者 曽道智（東北大学） 報告者 小川光（東京大学） 報告者 米本清（高崎経済大学）

討論者 後藤　啓（千葉商科大学） 討論者 藤嶋翔太（東京理科大学） 討論者 森田忠士（近畿大学） 討論者 高山雄貴（金沢大学）

報告者 田渕隆俊（東京大学） 報告者 山本和博（大阪大学） 報告者 松島格也（京都大学） 報告者 田北俊昭（山形大学）

討論者 加藤隼人（慶応義塾大学） 討論者 高塚　創（香川大学） 討論者 塚井誠人（広島大学） 討論者 小川　光（東京大学）

17:40-18:20

18:40-20:40

第1会場（C1-301）

Earlybird 1

1-1A

1-1B

座長

9:00-10:20

10:30-11:50

集積の経済1

座長

1-2A

都市内空間構造 交通2：交通政策 エネルギー・環境

最適土地利用モデルによるコンパクトシティ概念

の再考
2-3B

First-Best Dynamic Assignment of

Commuters with Endogenous Heterogeneities

in a Corridor Network 3-3B

3-4A

Globalization, Gender Empowerment and

Fertility

1-3A

Influence to urban structure of changes in

the international price of intermediate goods

第5会場（C3-302）

2-2A 3-2A

第4会場（C2-101）第3会場（C2-201）

Earlybird 3

座長

3-1A

3-1B

第2会場（C2-301）

Earlybird 2

座長

2-1A

2-1B

交通1：インフラストラクチャー整備 震災

座長 座長

5-2B

Scale Economies and Industrial Structure
Business cycle synchronization in Asia-

Pacific: using space-time approach
Quick sales in the cold housing market

Spatial inequality under firm-level

heterogeneity between developed and

developing economies

Corporate activities in the Balkans :

Multinational enterprises and SMEs

小学校の質が家賃に与える影響：松江市のデータ

を用いた検証

特定セッション：「神戸未来戦略を考える公開シンポジウ

ム」（講演の部）
コーディネーター

5-2A
神戸未来戦略と神戸大学

休憩

Discrete-space Agglomeration Model with

Social Interactions: Multiplicity, Stability, and

Continuous Limit of Equilibria

Shadow tolling for joint infrastructure project

by multiple governments

東日本大震災被災地への派遣職員対象アンケート

を通した業務内容マッチング把握

医療・健康・市民とのコミュニケーション

13:00-15:00

5-3

座長

集積の経済2 特定セッション：「神戸未来戦略を考える公開シンポジウ

ム」（パネルディスカッションの部）座長 座長 座長

コーディネーター：浜口伸明（神戸大学）

パネリスト（仮）：

稲松敏彦（神戸市役所）

小田啓二（神戸大学）

小泉　周（自然科学研究機構）

中村良平（岡山大学）都市レジリエンスの向上に向けたシェアリング・

コミュニティの設計

4-3A

集積の経済・生産性と品質改善

4-3B

学術論文の蓄積は産業集積の形成に寄与している

のか
1-3B

2-3A

Spatial unconditional quantile regression:

Application to Japanese parking price data
3-3A

時間帯別CO2マッピングに向けた携帯GPSデータ

の活用と交通シミュレーション

昼食

イノベーションを生み出す地域の産業連関
1-2B

1-4A

Age, wage, and productivity in

agglomeration economies: Evidence from

Japanese matched employer-employee data 2-4A

Taxing the Second-Nature Forces

1-3C

Stochastically stable equilibria of Fujita and

Ogawa (1982) model
2-3C

Bottleneck congestion and residential location

of heterogeneous commuters
3-3C

大気環境の改善はどれくらいの便益をもたらす

か：自動車排気ガス規制を用いた検証

座長 座長

2-2B 3-2B

5-2C

Spatial scale of agglomeration: Theoretical

foundations and empirical implications

大都市圏の交通整備評価のための空間的応用一般

均衡分析

Economic Analysis of Population Migration

Factors in Disaster Areas

4-3C

複数の観測地点が及ぼす空間的影響の測定方法

16:40-17:40
　　　　　　　　　　　　　　坂下賞受賞講演（第5会場）　司会：2015年度坂下賞選考委員会委員長 浜口伸明（神戸大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者：中島賢太郎（東北大学）　“Identifying Neighborhood Spillover Effects among Firms: Evidence from the Location Lotteries of the Tokyo Tsukiji Fish Market”　　　　討論者：中嶋　亮（慶応義塾大学）

2016年度応用地域学会研究発表大会プログラム 

　　　　　　　　　　　　　　総会（第5会場）

　　　　　　　　　　　　　　懇親会（会場：T-boxカフェテリア）

座長

4-4A

財のタイプごとに異なる集積の経済・不経済を考

慮した多階層都市システムモデル

4-4B

The Two-tier Spatial Economic Model of

Central and Local Governments
1-4B

Comparative Advantage and Agglomeration

of Economic Activity
2-4B

Subsidy competition, imperfect labor

markets, and the endogenous entry of firms
3-4B

世帯内相互作用の異質性を考慮したランダム・

マッチングモデル

休憩

15:10-16:30

集積の経済3 租税競争・補助金競争 ジェンダー・家族 都市システム

座長



第2日：11月27日（日）

黒田達朗（名古屋大学） 平澤亨輔（札幌学院大学） 佐々木公明（尚絅学院大学） 矢澤則彦（東京国際大学）

報告者 芝 啓太（大阪大学） 報告者 菅澤武尊（東北大学） 報告者 吉田　惇（東北大学） 報告者 北村友宏（神戸大学）

討論者 山鹿久木（関西学院大学） 討論者 松尾美和（神戸大学） 討論者 文　世一（京都大学） 討論者 原田峻平（岐阜大学）

報告者 岡本千草（東京大学） 報告者 福田　崚（東京大学）

討論者 井上寛康（兵庫県立大学） 討論者 伊藤　亮（東北大学）

10:20-10:30

宅間文夫（明海大学） 宮本由紀（名城大学） 中村良平（岡山大学） 金本良嗣（政策研究大学院大学）

報告者 加藤隼人（慶応義塾大学） 報告者 牛島光一（筑波大学） 報告者 岩橋培樹（琉球大学） 報告者 河端瑞貴（慶應義塾大学）

討論者 山本 和博（大阪大学） 討論者 中嶋　亮（慶應義塾大学） 討論者 森田　学（青森中央学院大学） 討論者 岩田真一郎（富山大学）

報告者 松島法明（大阪大学） 報告者 辻本隆宏（筑波大学） 報告者 田北俊昭（山形大学） 報告者 松尾美和（神戸大学）

討論者 相浦洋志（大分大学） 討論者 伊藤高弘（神戸大学） 討論者 中塚雅也（神戸大学） 討論者 松島 格也（京都大学）

11:50-13:00

瀬古美喜（武蔵野大学） 吾郷貴紀（専修大学） 小池淳司（神戸大学） 浜口伸明（神戸大学）

報告者 河野達仁（東北大学） 報告者 川﨑晃央（鹿児島大学） 報告者 細江宣裕（政策研究大学院大学） 報告者 瀬木俊輔（京都大学）

討論者 隅田和人（東洋大学） 討論者 田渕隆俊（東京大学） 討論者 石倉智樹（首都大学東京） 討論者 後閑利隆（アジア経済研究所）

報告者 安田昌平（慶應義塾大学） 報告者 森本　裕（甲南大学） 報告者 山崎雅人（名古屋大学） 報告者 片岡光彦（立教大学）

討論者 岡本亮介（政策研究大学院大学） 討論者 石黒一彦（神戸大学） 討論者 細江宣裕（政策研究大学院大学） 討論者 瀬木俊輔（京都大学）

報告者 黒田　翔（筑波大学） 報告者 寺地祐介（帝塚山大学） 報告者 佐藤啓輔（復建調査設計株式会社）

討論者 瀬下博之（専修大学） 討論者 川崎晃央（鹿児島大学） 討論者 土屋　哲（鳥取大学）

休憩

昼食

座長

4-5

Econometric Analysis of Track Improvements

and Railroad Cost

4-7B

Income inequality and efficiency:

Decomposition analysis in Indonesia’s pre-

and post-crisis provincial economies

1-7C

賃貸住宅市場における市場の厚み効果の実証分析

2-7C

The Competition among Airlines and its

Effect on the Network
3-7C

空間的応用一般均衡モデルのための地域間代替弾

力性の推定

国産農産物ブランドとIoTによる地方創生－低価

格の輸入農産物の国内市場参入に向けた政策的検

討

座長

4-6A

Intra-metropolitan disparities in commuting

time and female labor force participation in

Tokyo

4-6B

Travel Behavior of Hispanic Immigrant

Families in the US

Estimating the willingness to pay for

neighborhood amenities based on an inter-

temporal equilibrium: a difference-in-

differences hedonic approach

An incentive of hub airports to keep

connecting markets
英国欧州連合離脱: 企業退出と財の多様性の喪失

13:00-15:00

住宅と住宅地 交通3：ネットワークと規模の経済 応用一般均衡 国際貿易・開発経済

座長 座長 座長 座長

1-7A 2-7A 3-7A 4-7A

1-7B

京都市の木密地域対策の定量的評価

2-7B

Hub port competition with scale economy

3-7B

全国207生活圏間応用一般均衡モデルによる巨大

地震の経済被害評価

貿易の促進が途上国の起業活動に与える影響に関

する理論的分析

10:30-11:50

立地 チャイルドケア 地域産業政策 女性・人種と通勤

座長 座長 座長

1-6A

Industrial Development in the Middle-sized

Country
2-6A

Can Higher Educated Mother Assess Child

Health More Properly?
3-6A

地域産業政策の成果に関するパネルデータ分析

1-6B

Pricing with Cookies: Behavior-Based Price

Discrimination and Spatial Competition
2-6B

Effects of Conflict on Child Health: Evidence

from the 1990–1994 Northern Mali Conflict
3-6B

第4会場

9:00-10:20

Earlybird 4 Earlybird 5 Earlybird 6 Earlybird 7

座長 座長 座長

1-5A

東日本大震災における出生率への影響－市区町村

単位の実証分析－
2-5A

日本の貧困と都市へのアクセシビリティに関する

実証研究
3-5A

Cities and biodiversity: Land use regulation

2-5B

企業間と産学間の共同研究における地理的近接性

3-5B

地方都市における都市圏内立地と企業の成長

第1会場 第2会場 第3会場


