
時間 会場
8:30 ～ 9:20 445

446
447
453
456
457
465
466

445
446
447
453
456
457
465
466

15:00 ～ 15:15

パネリスト 大田弘子（政策研究大学院大学）
大竹文雄（大阪大学）
金子勝（慶應義塾大学）
國枝繁樹（一橋大学）

コーディネーター中里透（上智大学）

19:00 ～ 21:00

446
447
453
456
457
465
466
467

11:00 ～ 11:10

講演者 八田達夫（大阪大学）
司会 岩本康志（東京大学）

446
447
453
456
457
465
466
467

内容

3.所得税
4.家計

9:00 ～ 11:00

6.企画セッション2 グローバル社会における租税論の国際的新潮流

7.企画セッション3 経済発展と公共財政管理

分科会

1.公共投資1
2.災害
3.税と社会保障

8.企画セッション4 現代税制の思想と機軸

13:10 ～ 15:50

11:10 ～ 12:10
特別講演 「消費税率引き上げではなく直接税改革を」

分科会

1.財政政策

5.租税2

2.地方財政

12:10 ～ 13:10
日本財政学会 顧問会

4.財政調整
5.公共投資2
6.人口問題
7.日加セッション
8.企画セッション1 現代支出税論争の起源

13:00 ～ 15:00

15:15 ～ 18:15

分科会

2.財政制度
3.市町村合併

12:00 ～ 13:00

9:20 ～ 12:00

1.医療政策
2.企業課税
3.高齢者福祉と医療・介護
4.地方自治体にまつわる諸課題
5.租税１
6.年金

昼食

分科会

4.都市構造

7.財政赤字

1地方交付税と国庫支出金

会員総会

シンポジウム「『社会保障・税一体改革』後の日本財政」

5.租税競争
6.諸外国を対象とする研究
7.日韓セッション

休憩

日本財政学会 第70回大会プログラム

１日目 10月5日（土）

2日目 10月6日（日）

昼食（大会参加者に弁当を提供）

南校舎ホール

休憩

南校舎ホール

懇親会（シェラトン都ホテル東京）

日本財政学会理事会

日本財政学会理事会



446教室

論題 氏名 所属 討論者

Determinants of health expenditure
efficiency

Horn Theara
林 正義

東京大学
東京大学

井伊雅子（一橋大学）

医療政策の国際比較

佐藤一光
大津 唯
土橋康人
島村玲雄
倉地真太郎

慶應義塾大学
慶應義塾大学大学院*
慶應義塾大学大学院*
慶應義塾大学大学院*
慶應義塾大学大学院*

大森正博（お茶の水女子大学）

諸外国と日本の医療費の将来推計
太田 勲
中澤正彦

財務省
京都大学

佐藤 格（国立社会保障・人口問
題研究所）

国民健康保険における保健事業費に関する分析 漆戸宏宣 嘉悦大学
泉田信行（国立社会保障・人口問
題研究所）

447教室

論題 氏名 所属 討論者

投資に対する法人税コストの測定誤差の存在に
ついて

林田吉恵 島根県立大学 前川聡子（関西大学）

対外直接投資と企業課税 伊藤潤平 中央大学大学院* 福重元嗣（大阪大学）

ストックベースの内部留保に関する検証 川口真一 立正大学 戸谷裕之（大阪産業大学）

社会保険料負担と企業の投資行動 小林庸平 経済産業研究所
酒井 正（国立社会保障・人口問
題研究所）

453教室

論題 氏名 所属 討論者

老人保護費の地域間格差要因と格差の妥当性 青木一郎 明星大学 的場啓一（静岡大学）

高齢化と医療・介護費
菊池 潤
田近栄治

国立社会保障・人口問題研究所

一橋大学
中田大悟（経済産業研究所）

介護保険料の地域間格差の実証分析
齊藤由里恵
菅原宏太
中澤克佳

徳山大学
京都産業大学
東洋大学

望月正光（関東学院大学）

医療・介護サービス提供の賃金コストと就業インセン
ティブとの関係に関する実証分析

金子能宏 国立社会保障・人口問題研究所 佐藤雅代（関西大学）

456教室

論題 氏名 所属 討論者

課税徴収権と地方税・国税担税力 染谷好寛 草加市役所 赤井伸郎（大阪大学）

横浜市における行財政運営の民営化過程、PFI方
式の効果と限界そして財政健全化法への影響

大島 誠 横浜市立大学 川崎一泰（東洋大学）

国庫支出金改革について 鈴木善充 近畿大学 大島考介（流通科学大学）

地方における外国人労働者の働きと地域参加 蘭 哲郎 大阪大学大学院* 中村匡克（高崎経済大学）

1

座長：西村周三（国立社会保障・人口問題研究所所長）

日本財政学会 第70回大会プログラム

2

10月5日（土）午前 9:20 ～ 12:00

医療政策

企業課税

座長：跡田直澄（嘉悦大学）

3

座長：伊多波良雄（同志社大学）

4

座長：山下耕治（福岡大学）

高齢者福祉と医療・介護

地方自治体にまつわる諸課題



日本財政学会 第70回大会プログラム
10月5日（土）午前 9:20 ～ 12:00

457教室

論題 氏名 所属 討論者

カルドア勧告とインドの税制改革 五嶋陽子 神奈川大学 鶴田廣巳（関西大学）

電子インボイス 渡辺智之 一橋大学 小室裕一（明治大学）

Re-evaluating the Tobin Tax 大野裕之 東洋大学 野村容康（獨協大学）

EU金融取引税の制度設計と実行可能性 諸富 徹 京都大学 渡辺智之（一橋大学）

465教室

論題 氏名 所属 討論者

Explaining the Difference between Male and
Female in Pension System

木内祐輔 大阪大学 神野真敏（東洋大学）

Subsidies for Elderly Care in Pay-As-You-Go
Pension

安岡匡也 関西学院大学 木内祐輔（大阪大学）

年金財政と支給開始年齢等に関する定量的分析 中澤正彦 京都大学 横山寛和（愛知大学）

466教室

論題 氏名 所属 討論者

国際比較から見られる日本の財政赤字と財政再
建の特徴

宋 宇 横浜国立大学大学院* 江口允崇（駒澤大学）

政府累積債務の帰結 岩本康志 東京大学 河越正明（内閣府）

財政安定化条件であるドーマー条件・ボーン条
件の再構築

吉野直行
溝口哲郎

慶應義塾大学
麗澤大学

川出真清（日本大学）

年金

財政赤字

7

座長：加藤久和（明治大学）

5

座長：赤石孝次（長崎大学）

6

座長：寺井公子（慶應義塾大学）

租税１



446教室

論題 氏名 所属 討論者

大正期義務教育費国庫負担制度の形成過程分析 山口隆太郎 横浜国立大学大学院* 町田俊彦（専修大学）

公立小学校の教育条件整備の地域間格差と地方
財政措置

金目哲郎 弘前大学 星野菜穂子（和光大学）

1970年代における地方交付税制度の構造と変化 宮﨑雅人 埼玉大学 飛田博史（地方自治総合研究所）

447教室

論題 氏名 所属 討論者

スウェーデン中央政府の予算・決算と公会計制
度

伊集守直
関口 智
木村佳弘

横浜国立大学
立教大学
後藤・安田記念東京都市研究所

田中秀明（明治大学）

予算制度の個別効果 中西 一 佐賀大学 中村和之（富山大学）

政府の統治構造と財政政策の決定メカニズム 田中秀明 明治大学 小黒一正（法政大学）

453教室

論題 氏名 所属 討論者

自治体合併と戦略的負債形成 田中宏樹 同志社大学 竹本 享（帝塚山大学）

合併特例債の発行要因に関する実証分析
宮下量久
中澤克佳

PHP研究所
東洋大学

広田啓朗（名古屋商科大学）

市町村合併による行財政効率化の実証分析
下山 朗
三木潤一

釧路公立大学
関西学院大学

宮崎 毅（九州大学）

456教室

論題 氏名 所属 討論者

Public Investment Competition, Spillover
Effects and Regional Integration

大野正久 九州大学 青山直人（青森公立大学）

我が国における都市のスプロール現象と地方自
治体の行政コスト

井田知也
小野 宏

大分大学
大分大学

倉本宜史（甲南大学）

地域政策と空間構造 林 亮輔 鹿児島大学 桑原美香（福井県立大学）

日本財政学会 第70回大会プログラム
10月5日（土）午後 13:00 ～ 15:00

1

座長：青木宗明（神奈川大学）

2

座長：栗林 隆（千葉商科大学）

地方交付税と国庫支出金

財政制度

3

座長：宮崎 毅（九州大学）

4

座長：川崎一泰（東洋大学）

市町村合併

都市構造



日本財政学会 第70回大会プログラム
10月5日（土）午後 13:00 ～ 15:00

457教室

論題 氏名 所属 討論者

Vertical fiscal externalities and joint
provision of public inputs

菅原宏太
國崎 稔

京都産業大学
愛知大学

松本 睦（立命館大学）

地方政府間におけるヤードスティック競争の実
証分析

東 裕三
西垣泰幸

神戸市外国語大学
龍谷大学

菅原宏太（京都産業大学）

Clarify the Mechanism of Horizontal and
Vertical Tax Competition

名方佳寿子 摂南大学 東 裕三（神戸市外国語大学）

465教室

論題 氏名 所属 討論者

イギリスにおける連邦制国家の形成とその形骸
化

佐藤 滋 東北学院大学 池上岳彦（立教大学）

北欧諸国における租税政策の相互関係 倉地真太郎 慶應義塾大学大学院* 星野 泉（明治大学）

アジアにおける租税競争 鈴木将覚 京都大学 大野太郎（尾道市立大学）

466教室

論題 氏名 所属 討論者

A Distributional Preferences Experiment: A
Precursor to Japan’s Fiscal Consolidation

亀田啓悟 関西学院大学
Woochul Kim (University of
Seoul)

Behavioral externalities, vertical
competition, and its extension,
- classification of internalised
policies -

國崎 稔 愛知大学
Jin-Yeong Kim (Konkuk
University)

Structural Estimation of Bargaining Power
within the Family: Allowing Functional
Forms to Change with Corner Solutions

Heonjae Song University of Seoul 山重慎二（一橋大学）

Promotion and Incentive Sangwon Park
Hankuk University of
Foreign Language

小川 光（名古屋大学）

諸外国を対象とする研究

日韓セッション

7

座長：Dr. Jinkwon Hyun (Director, Center for Social Cohesion, Korea Economic Research Institute)

5

座長：松本 睦（立命館大学）

6

座長：北村裕明（滋賀大学）

租税競争



446教室

論題 氏名 所属 討論者

国内港湾における財政の相互依存関係に関する
検証

赤井伸郎
倉本宜史

大阪大学
甲南大学

澤野孝一朗（名古屋市立大学）

社会資本整備総合交付金と公共事業改革の展望 只友景士 龍谷大学 江川雅司（明治学院大学）

地方政府の公共投資と経済安定化
舟島義人
堀場勇夫
宮原勝一

青山学院大学
青山学院大学
青山学院大学

菅原宏太（京都産業大学）

447教室

論題 氏名 所属 討論者

Death Toll and Fractionalization and
Polarization: Evidence from the Earthquake
in the Northeastern Area of Japan

宮崎 毅 九州大学 小林庸平（経済産業研究所）

米国の災害税制と東日本大震災 増山裕一 大阪経済大学 國枝繁樹（一橋大学）

453教室

論題 氏名 所属 討論者

オランダの所得税と社会保険料の統合の意義に
ついて

島村玲雄 慶應義塾大学大学院* 後藤和子（埼玉大学）

税制と社会保険制度の再分配効果
足立泰美
上村敏之

大阪大学大学院*
関西学院大学

田中聡一郎（関東学院大学）

経済循環と日本の社会保障システムの問題点 横溝幸徳 大阪市立大学大学院 駒村康平（慶應義塾大学）

456教室

論題 氏名 所属 討論者

日本の地方財政制度における一般財源の意味の
再検討

中島正博 和歌山大学 小西砂千夫（関西学院大学）

ドイツにおける垂直的・水平的財政調整制度と
しての共同税

田尾真一 京都大学大学院* 中村良広（熊本学園大学）

韓国のノ・ムヒョン政権における国庫補助金に
よる高齢者福祉財源保障の考察

金 根三 立教大学大学院* 高端正幸（新潟県立大学）

日本財政学会 第70回大会プログラム
10月6日（日）午前 9:00 ～ 11:00

1

座長：花井清人（成城大学）

2

座長：國枝繁樹（一橋大学）

公共投資1

災害

3

座長：駒村康平（慶應義塾大学）

4

座長：中村良広（熊本学園大学）

税と社会保障

財政調整



日本財政学会 第70回大会プログラム
10月6日（日）午前 9:00 ～ 11:00

457教室

論題 氏名 所属 討論者

準公共財の財政分析 林 勇貴 関西学院大学大学院* 片山泰輔（静岡文化芸術大学）

インフラ維持更新費の将来シミュレーション
赤井伸郎
竹本 享
上村敏之

大阪大学
帝塚山大学
関西学院大学

三原 岳（東京財団）

韓国における公共土地備蓄制度と公共開発事業 朴 赫緒 江南大学校 中東雅樹（新潟大学）

465教室

論題 氏名 所属 討論者

失業給付と子ども数 池田亮一 大阪大学大学院*
佐藤 格（国立社会保障・人口問
題研究所）

Having a child and subjective well-being 木谷耕平 国際協力機構 山重慎二（一橋大学）

アメリカの子育て支援制度における分権的財政
構造

塚谷文武 大阪経済大学 前田高志（関西学院大学）

466教室

論題 氏名 所属 討論者

Non-cooperative Pollution Control in an
Inter-jurisdictional Setting

J-F Tremblay Ottawa University 篠原隆介（法政大学）

Centralization and political stability in
federations

Jean-Denis
Garon

UQAM 名方佳寿子（摂南大学）

Communication in Federal Politics:
Universalism, Policy Uniformity, and the
Optimal Allocation of Fiscal Authority

Anke Kessler Simon Fraser University 佐藤主光（一橋大学）

467教室

論題 氏名 所属 討論者

フィッシャーの支出税 松田有加 滋賀大学

カルドアの支出税 髙山 新 大阪教育大学

ヴィックリーの累進課税論 宮本章史 北海学園大学

5

座長：三井 清（学習院大学）

6

座長：金子能宏（国立社会保障・人口問題研究所）

公共投資2

人口問題

7

座長：佐藤主光（一橋大学）

8

座長：諸富徹（京都大学）

玉岡雅之（神戸大学）
関口 智（立教大学）

日加セッション

企画セッション1 現代支出税論争の起源



446教室

論題 氏名 所属 討論者

A Prelude to the Completion of Keynesian
Revolution? : Federal Tax Reform 1962

茂住政一郎 慶應義塾大学大学院* 河音琢郎（立命館大学）

ケネディ・ジョンソン政権下における連邦準備
制度の国債管理政策

土橋康人 慶應義塾大学大学院* 富田俊基（中央大学）

日本の構造的・摩擦的失業と非自発的失業の推
定

江口允崇 駒澤大学 近藤広紀（上智大学）

447教室

論題 氏名 所属 討論者

銀行等引受債の金利に関する実証分析 石田三成 琉球大学 石川達哉（ニッセイ基礎研究所）

産業活力強化のための空間構造戦略
鈴木健司
林 亮輔

日本福祉大学
鹿児島大学

坂口利裕（横浜市立大学）

都道府県別税収弾性値の推計
川出真清
石川達哉

日本大学
ニッセイ基礎研究所

橋本恭之（関西大学）

大阪府内における所得分布の形状と構成に与え
る財政政策の効果に関する実証分析

倉本宜史
齊藤由里恵

甲南大学
徳山大学

中井英雄（近畿大学）

453教室

論題 氏名 所属 討論者

所得課税における経済厚生分析 金田陸幸 関西学院大学大学院* 林 宏昭（関西大学）

子ども手当，扶養控除と家計の労働供給 別所俊一郎 慶應義塾大学 宮本拓郎（財務省）

高齢化社会の税制
中川雅央
石川大輔
中澤正彦

東北大学
財務省
京都大学

岡本 章（岡山大学）

A New Keynesian Approach to Redistribution
and the Marginal Cost of Public Funds

吉田雅敏 龍谷大学 別所俊一郎（慶應義塾大学）

456教室

論題 氏名 所属 討論者

税制改革マイクロ・シミュレーション・モデル
の検討

大野太郎
中澤正彦

尾道市立大学
京都大学

宮崎 毅（九州大学）

国民生活基礎調査の個票データによる所得税収
変動要因等の定量的分析

松田和也
中澤正彦
米田泰隆

財務省
京都大学
財務省

加藤久和（明治大学）

税・社会保障制度等改革による再分配のマクロ
的な効果～SNA分布統計を用いて

前田佐恵子
河越正明

内閣府連合総合生活開発研究所
内閣府

濱秋純哉（一橋大学）

Informal Care and Labor Force
Participation, Subjective Health and Life
Satisfaction of Middle-Aged Family Members

酒井 正
国立社会保障・人口問題研
究所

中澤正彦（京都大学）
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10月6日（日）午後 13:10 ～ 15:50

1

座長：村田 治（関西学院大学）

2

座長：鞠 重鎬（横浜市立大学）

財政政策

地方財政

3

座長：山重慎二（一橋大学）

座長：中里 透（上智大学）

4

所得税

家計
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457教室

論題 氏名 所属 討論者

消費税増税支持とフレーミング効果 田中聡一郎 関東学院大学 花輪宗命（大東文化大学）

徴税・納税制度と納税意識に関する研究 横山直子 大阪産業大学 諸富 徹（京都大学）

中国に於ける環境税の理論と現実 王 天荷 京都大学大学院* 小林 航（千葉商科大学）

Macroeconomic Effects of Chinese Tax Reform 申 雪梅 愛知大学 市岡 修（専修大学）

465教室

論題 氏名 所属 討論者

金融サービスに対する最適課税 高松慶裕 静岡大学

ベルギー法人税制におけるNID導入の効果
井上智弘
山田直夫

電力中央研究所
日本証券経済研究所

フィンランド二元的所得税の再分配効果 野村容康 獨協大学

466教室

論題 氏名 所属 討論者

インドネシアにおける業績評価と予算配分 天津邦明 国際協力機構（JICA）

アフリカ マラウイ公共投資計画制度の支援事
例

吉田亮介 国際協力機構（JICA）

学会との協力関係の構築 押切康志 国際協力機構（JICA）

467教室

論題 氏名 所属 討論者

カーター報告とその現代的意義 藤 貴子 九州国際大学

マーリーズ報告と法人課税 野口 剛 北海学園大学

マーリーズ報告と付加価値税 篠田 剛 鹿児島県立短期大学

5

座長：麻生良文（慶應義塾大学）

6

座長：望月正光（関東学院大学）

國枝繁樹（一橋大学）
大野裕之（東洋大学）

租税2

企画セッション2 グローバル社会における租税論の国際的新潮流

7

座長：田近栄治（一橋大学）

8

座長：鶴田廣巳（関西大学）

花井清人（成城大学）
高畑純一郎（獨協大学）

鈴木将覚（京都大学）
八塩裕之（京都産業大学）

企画セッション3 経済発展と公共財政管理

企画セッション4 現代税制の思想と機軸


