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公益事業学会第 64 回大会プログラム 

第 1 日目／6 月 14 日(土) 

オーガナイズドセッション 
 環境 

セッション 
(１号館２階 1-204 教室) 

ネットワークサービス 
セッション 

（1 号館 4 階 1-402 教室） 

水道事業 
セッション 

(１号館 4 階 1-403 教室) 
オーガ 
ナイザー 

山谷修作（東洋大学） 三友仁志（早稲田大学） 石井晴夫（東洋大学） 

10:00～10:35 ゆれるエネルギー政策、地

方自治体の役割―とくに、

電力自由化に対して 
発表者 大澤正治（愛知大学） 
討論者 服部 徹 

（電力中央研究所） 

人口減少時代における地方

道路ネットワークの維持管

理の政策課題―宮崎・熊本の

橋梁の維持管理の事例― 
発表者 中村彰宏 

（横浜市立大学） 
太田和博（専修大学） 

討論者 西村 弘（関西大学） 

横浜市水道局における中

期経営計画の策定と今後

の経営課題 

発表者 富井 孝 
（横浜市水道局） 

フロア参加者との討議  

10:35～11:10 廃棄物処理、３R、および

EPR の経済学的把握－官・

民の役割分担について－ 
発表者 松波淳也（法政大学） 
討論者 和田尚久（東洋大学） 
 

ＮＴＴドコモの使命と夢 

～スマートライフのパート

ナーへ～ 
発表者 吉澤和弘 

（ＮＴＴドコモ） 

討論者 西岡洋子（駒澤大学） 

水道事業におけるサプラ

イ・チェーン・マネジメント

の考え方 

発表者 樋口 徹 

（作新学院大学） 

討論者 中山徳良 
（名古屋市立大学） 

11:10～11：45 交通混雑の管理手法に関す

る再検討 ―排出権取引制

度の導入― 
発表者 藤岡明房（立正大学） 
討論者 竹内健蔵 

（東京女子大学） 

放送の全国「あまねく」サ

ービスの確保に向けて 
発表者 塚田祐之 

（日本放送協会（予定）） 

討論者 山下東子 
（大東文化大学） 

水道事業における公民連携

（ＰＰＰ）推進の現状と課題 
発表者 川上貴幸 

（メタウォーター（株）） 

討論者 浦上拓也（近畿大学） 

11:45～12:55 昼 食  理事会・評議員会 本部棟６階 大会議室 1・2 
統一論題シンポジウム 「スマート化する社会と公益事業」 (１号館３階 1-301 教室) 

共催 駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部 

                       大学院グローバル・メディア研究科 
13:10～14:00 司会 西岡 洋子     

基調講演  村上 輝康 氏(産業戦略研究所代表) 

「スマート化する社会と公益事業」 

14:10～17:00 パネルディスカッション 
「通信」  川添 雄彦（日本電信電話（株）理事  研究企画部門プロデュース統括部長） 
「交通」  東浦 亮典（東京急行電鉄（株 ）都市開発事業本部 都市戦略事業部 企画開発部 統括部長） 

「電力」  浅野 浩志（(財) 電力中央研究所 副研究参事） 

「ガス」  菱沼 祐一（東京ガス（株） スマエネ推進部長） 

モデレーター   菅谷 実 （慶應義塾大学教授 メディア・コミュニケーション研究所） 

17:10～18:10 総会 
 学会長挨拶・定時総会議事 

18:30～20:30 懇親会（深沢キャンパス  大ホール）、会費 5,000 円 
 開催校挨拶 廣瀬良弘（駒澤大学学長） 司会 各務 洋子（駒澤大学） 



 
第 2 日目／6 月 15 日(日) 

 電力１セッション 
(１号館３階 1-302 教室) 

交通セッション 
（１号館３階 1-303 教室） 

通信１セッション 
(１号館２階 1-204 教室) 

司会者 
 

鳥居昭夫（中央大学） 藤井秀樹（京都大学） 根本二郎（名古屋大学） 

10:00～10:35 わが国におけるデマン

ド・レスポンスの現状と展

望 
―国際比較分析― 
発表者 西村 陽  

（関西電力（株）） 
討論者 依田高典 

（京都大学） 

ロンドンにおける路線バスの

組み合わせ入札に関する考察 
発表者 笠井文雄 

（早稲田大学大学院） 
討論者 青木 亮  

（東京経済大学） 

2012年米国周波数法に対す

る理論的考察 

発表者 吉本尚史 
（早稲田大学大学院） 

討論者 湧口清隆 
（相模女子大学） 

10:35～11:10 電力先物市場の取引実態

と事業者のヘッジ戦略－

米国 PJM 市場について－ 
発表者 遠藤 操 

（電力中央研究所） 
討論者 桑原鉄也 
（関電エネルギーソリューショ

ン） 

ヒューマンエラーに起因する

鉄道事故の防止に関する一考

察 
発表者 吉田 裕 

（関西大学大学院） 
討論者 寺田一薫 

（東京海洋大学） 

通信市場全体から見た個人

の郵便利用構造に関する分

析 
発表者 丸山昭治 

（日本郵便(株)） 
討論者 浦西秀司 

（大阪市立大学） 

11:10～11：45 電気料金メニューの複雑

性が消費者の料金メニュ

ー選択に与える影響に関

する実証分析 
発表者 後藤久典 

（電力中央研究所） 
討論者 山内弘隆 

（一橋大学） 

ユニバーサルサービスとラス

トリゾート―地域公共交通の

視点からの一検討― 
 
発表者 下村仁士（尚絅大学） 
討論者 新納克広 

（奈良県立大学） 

モバイルネットワークの混

雑解消に関する考察  ―ネ

ットワークのオフロードに

係るコンジョイント分析― 
発表者 岡本剛和（東京大学） 

中村彰宏 
（横浜市立大学） 

討論者 実積寿也（九州大学） 
11:45～12:55 昼 食 編集委員会（本部棟 6 階中会議室１）・企画委員会（本部棟６階中会議室 2）プ

ログラム委員会（本部棟 6 階大会議室 1） 
＊日曜日は、学内食堂は営業していませんので、近隣のレストラン等をご利用下さい 

キャンパス案内図 

 
 



 
 

電力２セッション 
(１号館３階 1-302 教室) 

エネルギーセッション 
（１号館３階 1-303 教室） 

通信２セッション 
(１号館２階 1-204 教室) 

司会者 
 

安部誠治（関西大学） 安藤 陽（埼玉大学） 中村 清（早稲田大学） 

13:00～13:35 EU 指令による配電の法的

分離と電気事業者の対応 
発表者 矢島正之（電力中央 

研究所） 
討論者 植村利男（亜細亜大学） 

米国地方自治の現状に見るシ

ェールガス規制の不整合 
発表者 草薙真一（兵庫県立 

大学） 
討論者 丸山真弘（電力中央 

研究所） 

Regulation of 
international roaming 
price for a non-EU 
country 
発表者 絹川真哉（駒澤大学） 
討論者 春日教測（甲南大学） 

13:35～14:10 電力システム改革下の電力

会社の経営 
発表者 秋山健太郎（星城 

大学） 
討論者 後藤美香（東京工業 

大学） 

平成の大合併が水道事業の統

合に与えた効果についての分

析 
発表者 中村春雄（諫早市役所） 
討論者 水谷文俊（神戸大学） 

情報通信サービス利用とプ

ライバシー懸念に関する経

済分析 
発表者 高崎晴夫（KDDI 

総研） 
高口鉄平（静岡大学） 
実積寿也（九州大学） 

討論者 浅井澄子（明治大学） 
14:10～14:45 英国の電気事業における全

面自由化後の競争状況の評

価 
発表者 澤部まどか（電力中央 

研究所） 
討論者 野村宗訓（関西学院 

大学） 

工業用水道事業における廃止

負担金制度について 
発表者 石﨑善隆（広島大学 

大学院） 
討論者 太田 正（作新学院大学） 

 

 

駒澤大学アクセスマップ 
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