
時間時間時間時間 会場会場会場会場

8:30 ～ 9:20 152

172

161

162

163

173

164

151

152

172

161

162

163

173

164

15:00 ～ 15:15

シンポジウム 「協働社会における財政」

コーディネーター 奥野信宏（中京大学）

栗田卓也（国土交通省大臣官房審議官）

田辺恵一郎（プラットフォームサービス(株)会長）

山内直人（大阪大学）

村木美貴（千葉大学）

19:00 ～ 21:00

172

161

162

163

173

164

151

11:00 ～ 11:10

招待講演

講演者 Michael P. Devereux (University of Oxford)

司会 佐藤主光（一橋大学）

172

161

162

163

173

164

6.企画セッションIV 国民健康保険の財政問題と隣接諸制度

との関連

5.社会保障の実証分析II

昼食（大会参加者に弁当を提供：154教室）

4.租税の実証分析II

清明ホール

1.地方財政の実証分析III

2.財政の国際比較

12:10 ～ 13:10

4.租税の事例研究

5.社会保障の制度と理論

6.税に関する諸問題

13:10 ～ 15:50

11:10 ～ 12:10

分科会

1地方財政の理論と実証

3.財政政策の理論分析

5.社会保障の実証分析I

日本財政学会理事会

日本財政学会理事会

7.企画セッション I　戦後税制の再検討

4.租税の実証分析I

3.社会保障の経済学

5.日韓セッション

2.財政政策の実証分析

1.地方財政の実証分析II

　「Are we heading towards a corporate tax system fit for

the 21st century?」

3.公共資本

日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム

１日目　　10月25日（土）１日目　　10月25日（土）１日目　　10月25日（土）１日目　　10月25日（土）

2日目　　10月26日（日）2日目　　10月26日（日）2日目　　10月26日（日）2日目　　10月26日（日）

6.企画セッションII 「構造」としての日本財政 ―土建国家の

複眼的考察―

清明ホール

9:20 ～ 12:00

内容内容内容内容

9:00 ～ 11:00

15:15 ～ 18:15

分科会

懇親会（名鉄グランドホテル）

休憩

12:00 ～ 13:00

休憩

2.財政政策の事例研究

7.企画セッションIII 財政運営の政治経済学的分析

会員総会

分科会

昼食（大会参加者に弁当を提供：154教室）

6.財政の諸問題

分科会

2.公共財の実証分析

1.地方財政の実証分析I

13:00 ～ 15:00

4.租税の理論と制度

3.公共財の理論



172教室172教室172教室172教室

論題 氏名 所属 討論者

土地開発公社の清算と第三セクター等改革推進

債に関する実証分析 ―将来負担比率のガバナン

ス効果は働いているのか?――――

赤井伸郎

石川達哉

大阪大学

ニッセイ基礎研究所

井上靖朗（総務省自治財政局交付

税課）

地方公務員給与の給与削減に関する実証分析 石田三成 琉球大学 川崎一泰（東洋大学）

都道府県別構造的財政収支の推計

川出真清

石川達哉

日本大学

ニッセイ基礎研究所

福井唯嗣（京都産業大学）

都市行政における効率性の検証 林 亮輔 鹿児島大学 赤井伸郎（大阪大学）

161教室161教室161教室161教室

論題 氏名 所属 討論者

家計の財産所得に対するマクロ経済指標変動の

影響 ―分布統計での家計属性による影響の異質

性―

前田佐恵子

河越正明

内閣府経済社会総合研究所

内閣府

小塚匡文（流通科学大学）

Experimental evidence on social preferences

during young adulthood in Japan

川瀬晃弘 東洋大学 亀田啓悟（関西学院大学）

政策選好に関する個票データ分析 畑農鋭矢 明治大学 川瀬晃弘（東洋大学）

地方政府債務の持続可能性 持田信樹 東京大学 中井英雄（近畿大学）

162教室162教室162教室162教室

論題 氏名 所属 討論者

The efficiency of monopolistic provision of

public goods through simultaneous bilateral

bargaining

篠原隆介 法政大学 小林 航（千葉商科大学）

離脱可能なグループにおけるクラブ財供給 鈴木伸枝 駒澤大学 小川禎友（近畿大学）

地域の公共サービスと住民幸福度の関係につい

て ―国民生活選好度調査を使った分析―

林田吉恵 島根県立大学 村松幹二（駒澤大学）

Intergenerational Discrimination of User Charges

on Excludable Public Goods

吉田雅敏 龍谷大学 安岡匡也（関西学院大学）

163教室163教室163教室163教室

論題 氏名 所属 討論者

給付付き税額控除と労働所得課税 ―マーリー

ズ・レビューの提案―

大澤美和 千葉商科大学大学院 田代昌孝（桃山学院大学）

法人税改革の論点 國枝繁樹 一橋大学 鈴木将覚（京都大学）

法人税法の利益積立金額と租税公課 河野惟隆 元筑波大学 望月正光（関東学院大学）

Optimal income taxation without commitment:

policy implication of durable goods

森田薫夫 大阪大学 大野太郎（尾道市立大学）

1111

座長：朝日讓治（明海大学）

日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム

2222

10月25日（土）午前　9:20 ～ 12:0010月25日（土）午前　9:20 ～ 12:0010月25日（土）午前　9:20 ～ 12:0010月25日（土）午前　9:20 ～ 12:00

地方財政の実証分析 I地方財政の実証分析 I地方財政の実証分析 I地方財政の実証分析 I

財政政策の実証分析財政政策の実証分析財政政策の実証分析財政政策の実証分析

座長：岩本康志（東京大学）

3333

座長：村松幹二（駒澤大学）

4444

座長：望月正光（関東学院大学）

公共財の理論公共財の理論公共財の理論公共財の理論

租税の理論と制度租税の理論と制度租税の理論と制度租税の理論と制度



173教室173教室173教室173教室

論題 氏名 所属 討論者

高齢者の貯蓄の実態 ―全国消費実態調査の個票

による分析―

中澤正彦

菊田和晃

米田泰隆

京都大学

財務省

財務省

川出真清（日本大学）

介護保険料集中度係数の通時的変化 塩津ゆりか 愛知大学

菊池 潤（国立社会保障・人口問

題研究所）

誰が生活保護を利用しているのか ―JSTARによ

る中高齢者を対象にした検証―

中田大悟

独立行政法人 経済産業研究

所

別所俊一郎（慶應義塾大学）

医療保険，医療需要，健康指標：1971年保険医

総辞退のケース

高久玲音

別所俊一郎

医療経済研究機構

慶應義塾大学

酒井 正（法政大学）

164教室164教室164教室164教室

論題 氏名 所属 討論者

国家の意思決定と1990年代の公共事業 ―建設業

の資本蓄積との関連で―

西田祥隆 金沢大学大学院 森裕之（立命館大学）

財政再建と予算制度 中西 一 佐賀大学 田中秀明（明治大学）

行政官僚制における人事管理についての一考察

―パネルデータ分析による地方出向の官僚人事

に関する仮説検証―

米岡秀眞 名古屋大学大学院 山下耕治（福岡大学）

異次元緩和と財政ファイナンス ―異次元緩和の

功罪と財政の行方―

大塚耕平

早稲田大学・中央大学大学

院・参議院

井堀利宏（東京大学）

151教室151教室151教室151教室

論題 氏名 所属 討論者

減税税制と経済成長路線 島村玲雄 慶應義塾大学大学院

バブル経済下の税制改革

川勝 健志

藤 貴子

京都府立大学

九州国際大学

迷走する税制改革 根岸睦人 新潟大学

財政の諸問題財政の諸問題財政の諸問題財政の諸問題

企画セッション I　戦後税制の再検討企画セッション I　戦後税制の再検討企画セッション I　戦後税制の再検討企画セッション I　戦後税制の再検討

7777

座長：諸富 徹（京都大学）

5555

座長：跡田直澄（嘉悦大学）

6666

座長：井堀利宏（東京大学）

社会保障の実証分析 I社会保障の実証分析 I社会保障の実証分析 I社会保障の実証分析 I

神野直彦（総務省）

鶴田廣巳（関西大学）



172教室172教室172教室172教室

論題 氏名 所属 討論者

市町村合併による歳出削減効果 ―削減メカニズ

ムに関する検討―

下山 朗

三木潤一

釧路公立大学

関西学院大学

田中宏樹（同志社大学）

市町村合併と介護保険料 中澤克佳 東洋大学 湯之上英雄（兵庫県立大学）

介護給付水準の空間的自己相関 松岡佑和 東京大学大学院 斎藤由里恵（徳山大学）

161教室161教室161教室161教室

論題 氏名 所属 討論者

芸術・文化政策と企業活動 林 勇貴 関西学院大学大学院 宮崎智視（神戸大学）

中位投票者理論に基づく地方文化歳出の実証分

析

須原三樹 大阪大学 西垣泰幸（龍谷大学）

Fractionalization, Polarization, and Local

Public Goods: Natural-Experimental Evidence

from Japan

宮崎 毅 九州大学 牧野智一（長岡大学）

162教室162教室162教室162教室

論題 氏名 所属 討論者

介護保険制度の財源調達のあり方 安岡匡也 関西学院大学 神野真敏（東洋大学）

市町村介護保険財政の将来分析 若松泰之 広島大学 鈴木善充（近畿大学）

Comparing public opinions regarding the

old-age livelihood among the four East

Asian countries

大野裕之 東洋大学 両角良子（富山大学）

163教室163教室163教室163教室

論題 氏名 所属 討論者

動学マクロ計量モデルを用いた資本課税等に関

するシミュレーション分析

石川大輔

王 敦彦

中澤正彦

中沢伸彦

籠島敬幸

財務省

京都大学

京都大学

財務省

財務省

加藤久和（明治大学）

欠損金の繰越控除制度が企業行動に与える影響 折原正訓 財務省 長谷川誠（政策研究大学院大学）

わが国法人税の限界実効税率の決定要因 澁谷英樹 南山大学 林田吉恵（島根県立大学）

日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム

10月25日（土）午後　13:00 ～ 15:0010月25日（土）午後　13:00 ～ 15:0010月25日（土）午後　13:00 ～ 15:0010月25日（土）午後　13:00 ～ 15:00

1111

座長：橋本恭之（関西大学）

2222

座長：宮崎智視（神戸大学）

地方財政の実証分析 II地方財政の実証分析 II地方財政の実証分析 II地方財政の実証分析 II

公共財の実証分析公共財の実証分析公共財の実証分析公共財の実証分析

3333

座長：日高政浩（大阪学院大学）

4444

座長：林宏昭（関西大学）

社会保障の経済学社会保障の経済学社会保障の経済学社会保障の経済学

租税の実証分析 I租税の実証分析 I租税の実証分析 I租税の実証分析 I



173教室173教室173教室173教室

論題 氏名 所属 討論者

Tax-Smoothing Theory with Dual Approach 小林 航 千葉商科大学

Byung Mok Jeon (Korea

Institute of Public Finance)

Revisiting the theoretical analysis of

vertical fiscal externalities

菅原宏太 京都産業大学

Heonjae Song (University of

Seoul)

Fair Allocation of Disputed Properties Biung-Ghi Ju Seoul National University 篠原隆介（法政大学）

A Study of the effects of Fiscal Expansions

on the Open Economies: the case of Japan

and Korea

Hyesun Kim

National Assembly of

Budget Office

濱秋純哉（法政大学）

164教室164教室164教室164教室

論題 氏名 所属 討論者

土建国家の構造的特質 井手英策 慶應義塾大学

国際比較からみた土建国家への道－機関車論を

巡る米日独の関係

茂住政一郎

嶋田崇治

慶應義塾大学大学院

立教大学

日米構造協議と財政赤字の形成 天羽正継 高崎経済大学

企画セッション II 「構造」としての日本財政 ―土建国家の複眼的考察―企画セッション II 「構造」としての日本財政 ―土建国家の複眼的考察―企画セッション II 「構造」としての日本財政 ―土建国家の複眼的考察―企画セッション II 「構造」としての日本財政 ―土建国家の複眼的考察―

5555

座長：Wonsik Kim (Kunkook University)

6666

座長：高端正幸（新潟県立大学）

日韓セッション日韓セッション日韓セッション日韓セッション

岡本英男（東京経済大学）

木村佳弘（公益財団法人後藤・安

田記念東京都市研究所）



172教室172教室172教室172教室

論題 氏名 所属 討論者

公共下水道の効率性に関する実証分析 川村 顕 早稲田大学 堀場勇夫（青山学院大学）

地方財政における固定資産税の基幹性について

の一考察 ―市財政のパネルデータの検討から―

倉橋 透 獨協大学 宮崎雅人（埼玉大学）

基準財政需要額の算定構造の再検証 ―都道府県

パネルデータによる実証分析―

広田啓朗

湯之上英雄

武蔵大学

兵庫県立大学

福重元嗣（大阪大学）

161教室161教室161教室161教室

論題 氏名 所属 討論者

EU地域政策の財政実態とその効果 ―スペインを

事例に―

喜田智子 中央大学大学院 槌田 洋（日本福祉大学）

1975年ドイツ税制改革と財源調達を巡る政府間

関係の実像 ―付加価値税の政府間配分と増税に

関する一考察―

嶋田崇治 立教大学 関野満夫（中央大学）

上海と首都圏の住宅政策の国際比較に基づく実

証的考察

蔡 鵬 横浜国立大学 曹 瑞林（立命館大学）

162教室162教室162教室162教室

論題 氏名 所属 討論者

横浜市改良土型PFI事業における期待された効果

と課題について ―VFMとリスク配分を中心に―

大島 誠 横浜市立大学 岸 道雄（立命館大学）

Distribution of Funds for Roads Investment

and Regional Economic Growth ―A Case of

Japanese Prefectures―

近藤春生 西南学院大学 中東雅樹（新潟大学）

公共施設の老朽化問題における一考察 齊藤由里恵 徳山大学 樺 克裕（八戸学院大学）

163教室163教室163教室163教室

論題 氏名 所属 討論者

近年のオーストラリアにおける相続税・贈与税

改革の方向性 ―包括的所得概念の観点からの整

理を中心に―

八木原大 大東文化大学 花井清人（成城大学）

中国における「県改市」改革の効果について ―

公共サービス水準とその格差に与える影響を中

心に―

崔 振宇 大阪大学大学院 玉岡雅之（神戸大学）

環境税の視点から見た中国における環境目的の

土地課税 ―北京を事例として―

王 天荷 京都大学大学院 前田高志（関西学院大学）

日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム

10月26日（日）午前　9:00 ～ 11:0010月26日（日）午前　9:00 ～ 11:0010月26日（日）午前　9:00 ～ 11:0010月26日（日）午前　9:00 ～ 11:00

1111

座長：平岡和久（立命館大学）

2222

座長：武田公子（金沢大学）

地方財政の実証分析 III地方財政の実証分析 III地方財政の実証分析 III地方財政の実証分析 III

財政政策の事例研究財政政策の事例研究財政政策の事例研究財政政策の事例研究

3333

座長：赤木博文（名城大学）

4444

座長：前田高志（関西学院大学）

公共資本公共資本公共資本公共資本

租税の事例研究租税の事例研究租税の事例研究租税の事例研究



173教室173教室173教室173教室

論題 氏名 所属 討論者

韓国における基礎老齢年金の財源問題 金 敏貞 立教大学大学院 高端正幸（新潟県立大学）

日本の労働市場におけるフレキシキュリティ構

築の可能性 ―日本の労働市場の柔軟性・安定性

及び積極的労働市場政策―

高橋勇介 京都大学大学院 鎌田繁則（名城大学）

国際比較による後発薬割合の要因分析 渡辺 祐 慶應義塾大学 澤野孝一朗（名古屋市立大学）

164教室164教室164教室164教室

論題 氏名 所属 討論者

中国の政府間租税関係と資源税 何 彦旻 京都大学 曹 瑞林（立命館大学）

税制改正にともなう家計の所得弾性値の変化 ―

高齢者パネルデータによる実証分析―

上村敏之

北村智紀

中嶋邦夫

金田陸幸

関西学院大学

ニッセイ基礎研究所

ニッセイ基礎研究所

関西学院大学大学院

八塩裕之（京都産業大学）

デンマークは「納税者の反乱」をどう克服した

か ―福祉サービスの分権化と租税抵抗の関係性

に着目して―

倉地真太郎 慶應義塾大学大学院 小泉和重（熊本県立大学）

151教室151教室151教室151教室

論題 氏名 所属 討論者

「増税なき財政再建」へ至る道 村松 怜 慶応義塾大学

政治改革，行政改革は財政過程をどう変えたか 河音琢郎 立命館大学

政権交代以後の財政運営 佐藤 滋 東北学院大学

7777

座長：小西砂千夫（関西学院大学）

企画セッション III　財政運営の政治経済学的分析企画セッション III　財政運営の政治経済学的分析企画セッション III　財政運営の政治経済学的分析企画セッション III　財政運営の政治経済学的分析

横山 彰（中央大学）

中井英雄（近畿大学）

5555

座長：西垣泰幸（龍谷大学）

6666

座長：後藤和子（摂南大学）

社会保障の制度と理論社会保障の制度と理論社会保障の制度と理論社会保障の制度と理論

税に関する諸問題税に関する諸問題税に関する諸問題税に関する諸問題



172教室172教室172教室172教室

論題 氏名 所属 討論者

Yardstick Competition and Efficiency of

Local Public Goods

東 裕三

西垣泰幸

西本秀樹

神戸市外国語大学

龍谷大学

龍谷大学

大島考介（流通科学大学）

地方法人課税を巡る租税競争と租税輸出の関係

―法人事業税を対象とした実証分析―

深澤映司 国立国会図書館 井田知也（大分大学）

The central government-led fiscal

competition

山本 航 東京大学大学院 東 裕三（神戸市外国語大学）

非対称地域間公共投資競争における戦略的権限

移譲

須佐大樹 名古屋大学大学院 寺井公子（慶応義塾大学）

161教室161教室161教室161教室

論題 氏名 所属 討論者

中国における政府間財政関係の変容と問題点 張 忠任 島根県立大学 李 森（福山大学）

ドイツにおける財政調整制度の意義と限界 田尾真一 京都大学大学院 武田公子（金沢大学）

韓国の国民基礎生活保障制度改編に伴う住居給

与政策の転換と課題

朴 赫緒 韓国，江南大学校 藤岡純一（関西福祉大学）

162教室162教室162教室162教室

論題 氏名 所属 討論者

消費税増税と摩擦的失業 池田亮一 大阪大学大学院 新居理有（広島大学）

Government Organization and Economic

Performance

木内祐輔 大阪大学 平賀一希（東海大学）

ゼロ金利下において流動性制約家計の存在が財

政乗数に及ぼす影響

小寺 剛 京都大学 江口　允崇（駒澤大学）

租税政策と国債の維持可能性 中本 淳 兵庫大学 畑農鋭矢（明治大学）

163教室163教室163教室163教室

論題 氏名 所属 討論者

The Effects of Repatriation Taxes on FDI -

Evidence from OECD Multinationals -

鈴木将覚 京都大学 日高政浩（大阪学院大学）

消費税の低所得者対策の効果分析 田中聡一郎 関東学院大学 木村 真（兵庫県立大学）

自動車関連税負担の地域間の公平性からみた評

価

中東雅樹 新潟大学 齊藤 仁（神戸国際大学）

所得税と住民税に関する納税意識と納税協力費

の根拠

横山直子 大阪産業大学 林 宏昭（関西大学）

日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム日本財政学会 第71回大会プログラム

10月26日（日）午後　13:10 ～ 15:5010月26日（日）午後　13:10 ～ 15:5010月26日（日）午後　13:10 ～ 15:5010月26日（日）午後　13:10 ～ 15:50

1111

座長：中村和之（富山大学）

2222

座長：堀場勇夫（青山学院大学）

地方財政の理論と実証地方財政の理論と実証地方財政の理論と実証地方財政の理論と実証

財政の国際比較財政の国際比較財政の国際比較財政の国際比較

3333

座長：田平正典（南山大学）

座長：戸谷裕之（大阪産業大学）

4444

財政政策の理論分析財政政策の理論分析財政政策の理論分析財政政策の理論分析

租税の実証分析 II租税の実証分析 II租税の実証分析 II租税の実証分析 II



173教室173教室173教室173教室

論題 氏名 所属 討論者

少子化社会における子ども支援政策の政府間競

争の検証

足立泰美

赤井伸郎

甲南大学

大阪大学

中澤克佳（東洋大学）

世代別政治力が地域福祉財政に与える影響 ―年

齢別投票率を用いた実証分析―

田中宏樹 同志社大学 福重元嗣（大阪大学）

政令指定都市、中核市における、障害者ホーム

ヘルプサービスの自治体間格差

丹波勇気 関西学院大学大学院 菅原宏太（京都産業大学）

164教室164教室164教室164教室

論題 氏名 所属 討論者

国民健康保険制度における保険者の広域化と保

険料の低減

高久玲音 医療経済研究機構

高齢者のケアにおける医療と介護の関係

菊池 潤

田近栄治

国立社会保障・人口問題研

究所

一橋大学

低所得者の医療利用と制度間異動の国民健康保

険財政への影響

大津 唯

山田篤裕

立教大学

慶應義塾大学

早期の健康喪失が国民健康保険と後期高齢者医

療制度にもたらす影響

泉田信行

国立社会保障・人口問題研

究所

5555

座長：福重元嗣（大阪大学）

6666

座長：田近栄治（一橋大学）

社会保障の実証分析 II社会保障の実証分析 II社会保障の実証分析 II社会保障の実証分析 II

企画セッション IV 国民健康保険の財政問題と隣接諸制度との関連企画セッション IV 国民健康保険の財政問題と隣接諸制度との関連企画セッション IV 国民健康保険の財政問題と隣接諸制度との関連企画セッション IV 国民健康保険の財政問題と隣接諸制度との関連

湯田道生（中京大学）

黒田有志弥（国立社会保障・人口

問題研究所）


