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Social Innovation for Women’s Empowerment in Disaster Risk 

Governance : Focusing on CIG in a Haor Region of Bangladesh

Sohel RANA, Lily KIMINAMI, Shinichi 

FURUZAWA(Niigata University)

Communicating risks of COVID-19 through maps: A brief 

comparative review of the use of spatial information for 

pandemic disaster in Indonesia and Japan

Kartika Puspita SARI, Hidehiko 

KANEGAE(Ritsumeikan University)

Sustainability Understanding of Buriganga River Restoration in 

Bangladesh by Inclusive Wealth and System Dynamics 

Modelling

Kumar BIPUL, Helmut YABAR, Takeshi

 MIZUNOYA(University of Tsukuba)

A Study on Economic Impacts of the Namche 1 Hydropower 

Project in Laos

Kongyang NHIAKAO, Helmut YABAR, Takeshi

 MIZUNOYA(University of Tsukuba)

Rice Farmers’ Post-Harvest Losses: An Economic value of 

degraded Swampy Wetlands in the Northern and Ashanti 

Region of Ghana.

Baffoe Jonathan DARKWAH, Helmut YABAR, 

Takeshi MIZUNOYA(University of Tsukuba)

Human capital accumulation, income protection insurance 

poverty in the least developed countries

Weiguang LIU(Nagoya University)

Policy Effects on Transitional Welfare in a Two-country Model Weizhen HU(Nagoya University)

Comparison of environmental standards for surface water 

quality

Zagdragchaa OTGONBAYAR(University of Tsukuba), 

Altantuya BOLD(Central Environmental Laboratory, 

Mongolia), Takeshi MIZUNOYA, Kazuya 

SHIMIZU(University of Tsukuba)

Assessing Tourists’ Preferences for the Conservation of 

Moeyungyi Wetland Wildlife Sanctuary, Myanmar

Suu Suu PHYOE, Helmut YABAR, Takeshi 

MIZUNOYA(University of Tsukuba)

SFLQによる汎用型２地域間産業連関モデル 石川 良文(南山大学)

新型コロナウイルス感染拡大による地域経済影響度分析～都道

府県別経済動向の比較

松嶋 慶祐(公益財団法人九州経済調査協会)，

三井 栄(岐阜大学)

コロナ禍における観光消費の減少がもたらす地域経済への影響 石川 良文(南山大学)，ﾃｨﾃｨﾎﾟﾝﾀﾗｸﾞﾝ ﾉﾝﾀﾁｬｲ(Create-

C)

講演論文リスト（提出のあったもののみタイトルにリンクされています）

セッションA　12月12日
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米政策の変革と市場創造型イノベーション 木南 莉莉，古澤 慎一(新潟大学)，木南 章(東京大

学)

社会的企業における組織間のネットワークの影響に関する研

究：日本における組織レベルの分析

古澤 慎一，木南 莉莉(新潟大学)，木南 章(東京大

学)

新規開業における起業家精神に関するパネルデータ分析 木南 章(東京大学)，木南 莉莉，古澤 慎一(新潟大

学)

PSマッチングと地方公営企業の効率性分析ー地方公営企業法の
改正と効率性改善の因果関係について－

佐々木 啓介(東洋大学)

市町村別の建築ストックおよび人口減少を考慮した災害廃棄物

発生原単位将来推計　―和歌山県を対象として―

山本 玲於奈，中尾 彰文，吉田 登(和歌山大学)

On the Working of the Human Life and the Environments 

before COVID-19 Risk：An empirical analysis of the 

KARAHORI area , Osaka city ,Japan

羽山 和慶

農村観光における体験プログラムの研究　―日中の比較― 黎 銘欣，黛 陽子(文教大学)

産業廃棄物焼却施設における地域共生に関する調査分析 山田 崇雄，中尾 彰文，吉田 登(和歌山大学)

名取川流域における再生可能エネルギーを考慮した統合的流域

管理

亀崎 龍一，永峯 弘規，ヤバール・ヘルムー

ト，水野谷 剛(筑波大学)

地域の食品産業におけるイノベーションの可能性に関する研究 百合岡 雅博(新潟大学／新潟市産業振興財団)，木

南 莉莉，古澤 慎一(新潟大学)

農業法人における従業員の多様性に関する研究 ‐戦略的人的資

源管理（SHRM)からのアプローチ‐

池田 健人，木南 莉莉，古澤 慎一(新潟大学)

研究報告：企業と経営

セッションB　12月13日

Early-bird Session III

Early-bird Session IV
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DEAによる都道府県別の中学教育の効率性評価 菊地 晃平，鈴木 聡士(北海学園大学)

未来ビークル普及の空間経済効果の計測に関する研究 仲山 隆人，渋澤 博幸(豊橋技術科学大学)

On the working to New Urban Sustainable Clean region from 

First Wave and Silent Wave of COVID-19: Empirical analysis 

of KARAHORI Street in Osaka, Japan

羽山 和慶

公共的意思決定過程の可視化に関する検討 杉山 雄(東京都立大学)

地方財政の資本化による地価の地域差に関する分析 惠比壽 美和(東京都立大学)，松村 俊英(淑徳大学)

環境汚染に関する消費者購買行動への影響－福島第一原発事故

の加工食品に関する「風評被害」の経済分析－

田島 正士(滋賀大学)

災害時にペットとの避難を確実に実行するための課題に関する

基礎的研究

壽崎 かすみ(龍谷大学)

大学生の地域連携活動の効果とその測定に関する研究 加藤 基樹(早稲田大学)

地域鉄道に関する研究――過去・現在・未来 竹内 龍介(国土交通省)，浅見 均(鉄道・運輸機構)

住民のライフステージに着目した地方部における転出回避政策

の定量的評価モデル

竹口 祐二，鈴木 聡士(北海学園大学)

訪日外国人流動表の小地域への展開　～中部圏を例にして～ 奥田 隆明(南山大学)

地域鉄道の歴史的経緯と経営指標推移 浅見 均(鉄道・運輸機構)，竹内 龍介(国土交通省)

Cultural impact on Economic Resilience in Japanese rural area 

A comparative study on community’s capacity development 

between Nagahama city and Koka city

Kiyoto KUROKAWA(Ritsumeikan University)

研究報告：一般論題

研究報告：地域経済・人口流動

セッションC　12月13日
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都市住民の生活の質（QOL）とコミュニティガーデン ―中国上

海市を事例に―

葛 英傑，木南 莉莉，古澤 慎一(新潟大学)

On the Working of the KARAHORISM ：An empirical analysis 

of the before COVID-19

羽山 和慶

On the Working of KARAHORISM in COVID-19 ：A historical 

perspective of the Region of KARAHORI, JAPAN

羽山 和慶

九州地域における流域水害の経済被害と復旧プロセスの評価 米光 結衣，渋澤 博幸(豊橋技術科学大学)

農泊事業によるソーシャル・キャピタルの形成の検証 ～滋賀県

蒲生郡日野町における事例研究～

三木 泉佳，尾上 みか(立命館大学)

インドネシア・アチェ州において災害復興が遅れている地域の

住民の暮らしぶりについてのケイパビリティアプローチによる

分析

松本 祐香(東京大学)

民族観光による地域の伝統文化に与える影響に関する分析 —イ

ンドネシアバリ島における伝統工芸を事例として

黛 陽子(文教大学)

協議会型住民自治組織の導入とその課題 伊藤 純一，石川 良文(南山大学)

帰還困難区域内コミュニティの環境管理に係る合意形成方法の

研究

山中 知彦(新潟県立大学)

Strong and Weak Linkages of Social Capital for Natural 

Disaster Resilience

川本 清美(東洋大学)，Eric YAMASHITA(University 

of Hawaii)

人口規模別に見た地方自治体の公共施設等総合管理計画と公共

施設別のマネジメント意識に関する研究

白柳 博章，北村 幸定(大阪府立大学工業高等専門

学校)

利用者属性および施設属性を考慮した公共施設の経済的評価手

法に関する考察

松村 俊英(淑徳大学)，朝日 ちさと(東京都立大学)

地域の公共サービスの包括的供給スキームの制度設計に関する

考察：ドイツの都市公社”Stadtwerke”を事例として

朝日 ちさと(東京都立大学)，土屋 依子(東京大学)

Early-bird Session V

研究報告：社会資本と公共サービス

研究報告：地域コミュニティと住民
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Urbanization and Debts of the Elderly in Thailand: 

Perspectives from the National Credit Bureau

Nij TONTISIRIN(Thammasat University)

Education subsidy and human capital accumulation in Bhutan  

-Macroeconomic Simulation -

Pema DORJI(Nagoya University)

Local cooperative coordination and a sustainable regional  

economic system

Daisuke NAKAMURA(Chuo University)

Innovation Districts in Bangkok: The concept and its 

implementation

Erja KETTUNEN(University of Turku)

Regional Convergence and Spatial Dependence across 

Subnational Region of ASEAN: Evidence from Satellite 

Nighttime Light Data

Carlos MENDEZ, Felipe SANTOS(Nagoya University)

Regional Studies from Various Aspects
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実行委員長： 佐々木 啓介（東洋大学経済学部教授・経済学研究科長）

委員： 加賀見 一彰（東洋大学経済学部教授）

委員： 松﨑 大介（東洋大学経済学部教授）

委員：　久米 功一（東洋大学経済学部准教授）

委員： 川上 淳之（東洋大学経済学部准教授）
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