
日本財政学会 第 72回大会プログラム 

 
 

１日目  10月 17日（土） 

時間 内容 会場 

8：30 〜 9：20 日本財政学会理事会 6701 

9：20 〜 12：00 分科会 1. 租税の理論・実証分析Ⅰ 5333 

2. 地方財政の実証分析Ⅰ 6317 

3. 地方財政の実証分析Ⅱ 6318 

4. 地方財政の実証分析Ⅲ 6325 

5. 社会保障の理論・実証分析Ⅰ 5334 

6. 公共財 5335 

12：00 〜 13：00 昼食（参加者に弁当を提供：５号館B1F生協食堂） 

日本財政学会理事会 6701 

13：00 〜 15：00 分科会 1. 租税の制度研究Ⅰ 6317 

2. 地方財政の事例研究 6318 

3. 社会保障の制度研究 6325 

4. 財政政策の理論・実証分析Ⅰ 5333 

5. 日韓セッション 5334 

6. 企画セッションⅠ 財政社会学の特質とその史的方法 5335 

15：00 〜 15：10 休憩 

15：10 〜 17：10 シンポジウム    「アベノミクスと税財政改革」 

コーディネーター  片桐正俊（中央大学） 

パネリスト     井手英策（慶應義塾大学） 

          佐藤主光（一橋大学） 

          武田公子（金沢大学） 

          林 宏昭（関西大学） 

 

 

 

5534 

 

 

 17：10 〜 18：10 会員総会 

  19：15 〜 21：15 懇親会（ホテルグランドパレス） 

 

 

２日目  10月 18日（日） 

9：00 〜 11：00 分科会 1. 租税の制度研究Ⅱ 6317 

2. 社会保障の理論・実証分析Ⅱ 5333 

3. 財政再建・財政制度 5334 

4. 財政政策の理論・実証分析Ⅱ 5335 

5. 公債 6318 

6. 公共資本 6325 

11：00 〜 11：10 休憩 

11：10 〜 12：10 招待講演  Current Challenges in Revenue Mobilization: Improving Tax Compliance 

講演者   Michael Keen（IMF） 

司会    佐藤主光（一橋大学） 

 

5534 

12：10 〜 13：10 昼食（参加者に弁当を提供：５号館B1F生協食堂） 

日本地方財政学会理事会 6701 

13：10 〜 15：50 分科会 1. 租税の理論・実証分析Ⅱ 5333 

2. 地方財政の実証分析Ⅳ 5334 

3. 地方財政の実証分析Ⅴ 6317 

4. 企画セッションⅡ 財政社会学における基本概念の再検討 5335 

5. 企画セッションⅢ 格差問題と財政‐国際比較の視点からの考察‐ 5336 

 



分科会プログラム 

１日目 10 月 17 日（土）午前 9：20 〜 12：00 分科会プログラム 
 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

                租税の理論・実証分析Ⅰ              5333教室 

座長：馬場義久（早稲田大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

社会保険料負担は企業の投資を抑制したのか？ − 個票

データを用いた設備・研究開発・対外直接投資の実証分

析 −  

小林庸平 三菱UFJリサーチ＆コンサ

ルティング 

濱秋純哉（法政大学） 

法人税負担の指標として、どのような指標がよいのか？ 林田吉恵 島根県立大学 

 

馬場義久（早稲田大学） 

How should the government finance for the 

redistribution policy? 

安岡匡也 関西学院大学 高松慶裕（静岡大学） 

消費増税と価格設定 白石浩介 拓殖大学 鈴木善充（近畿大学） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

               地方財政の実証分析Ⅰ                6317教室 

座長：赤井伸郎（大阪大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

Intergovernmental fiscal transfers and Tax Effort: 

Evidence from Japan 

宮崎 毅 九州大学 赤井伸郎（大阪大学） 

Heterogeneous Effects of Fiscal Equalization Grants 

on Local Expenditures ： Evidence from Two 

Formula-based Variations 

安藤道人 国立社会保障・人口問題研

究所 

広田啓朗（武蔵大学） 

地域の生産性と地方交付税 若松泰之 広島大学 伊多波良雄（同志社大学） 

地方交付税の合併算定替と合併自治体の効率性に関する

パネルデータ分析 

宮下量久 

鷲見英司 

北九州市立大学 

新潟大学 

湯之上英雄（兵庫県立大

学） 

 

 

 

 

３ 

                地方財政の実証分析Ⅱ               6318教室 

座長：大澤俊一（広島大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

歳出配分の効率性に着目した行政評価の検討 小川顕正 大阪大学大学院 吉田素教（大阪府立大学） 

規模の経済性を考慮した予算配分の効率性 − 地方公共

団体における厚生水準の改善効果に関する実証分析 − 

鈴木遵也 関西学院大学大学院 菅原宏太（京都産業大学） 

自治体公共資本の地価への影響 − 自治体財務書類を用

いた分析 − 

近藤春生 西南学院大学 赤木博文（名城大学） 

 

 

 

 

４ 

                地方財政の実証分析Ⅲ               6325教室 

座長：江川雅司（明治学院大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

分権化と知事の裁量性の変化 金田美加 青山学院大学 近藤春生（西南学院大学） 

九州地方の市町村における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 中田真佐男（成城大学） 

臨時財政対策債発行可能額と実際の起債額 − 交付団体

における起債抑制要因の実証分析 − 

石川達哉 ニッセイ基礎研究所 江川雅司（明治学院大学） 

 

 

 

 

５ 

                社会保障の理論・実証分析Ⅰ            5334教室 

座長：寺井公子（慶應義塾大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

A Transition Process of Strategic Interaction ：

Evidence from Long-term Care Insurance Premium 

Setting in Japan 

中澤克佳 

松岡佑和 

東洋大学 

東京大学大学院 

澤野孝一朗（名古屋市立大

学） 

 

賦課方式年金と教育制度に関する一考察 中橋 創 京都産業大学大学院 麻生良文（慶應義塾大学） 

公的年金積立金運用のあり方について 國枝繁樹 一橋大学 麻生良文（慶應義塾大学） 



 

 

 

 

 

 

６ 

                    公  共  財              5335教室 

座長：横田信武（早稲田大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

応用一般均衡モデルを用いた芸術・文化政策の便益帰着

構造と財源調達のあり方 

林 勇貴 関西学院大学大学院 鈴木伸枝（駒澤大学） 

 

Relationship among Government Size, Efficiency, and 

Subjective Well-being 

木谷耕平 旭川大学 田中廣滋（中央大学） 

 

Yardstick competition, efficiency of local public goods 

and fiscal transfer 

西垣泰幸 

東 裕三 

西本秀樹 

龍谷大学 

神戸市外国語大学 

龍谷大学 

井田知也（大分大学） 

Voluntary disaster prevention in populated area: A 

theoretical analysis 

中川真太郎 下関市立大学 宮崎 毅（九州大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１日目 10 月 1７日（土）午後 13：00 〜 15：00 分科会プログラム 
 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

                租税の制度研究Ⅰ                 6317教室 

座長：栗林 隆（千葉商科大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

米国連邦政府における再生可能エネルギーの租税政策 望月香苗 京都大学大学院 藤田 香（近畿大学） 

 

オバマ政権下の包括税制改革提案を巡る議論とその特徴 

− 第112議会における下院歳入委員会提出報告書を題材

として − 

吉弘憲介 桃山学院大学 八塩裕之（京都産業大学） 

 

人口問題と所得税改革 五嶋陽子 神奈川大学 栗林 隆（千葉商科大学） 

 

 

 

 

２ 

                地方財政の事例研究                6318教室 

座長：星野 泉（明治大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

上海市の「土地財政」と住宅政策についての一考察 蔡 鵬 横浜国立大学大学院 内藤二郎（大東文化大学） 

オレゴン州の地方財産税率制限をめぐる州民投票と学校

区の財源確保 

塙 武郎 大月市立大月短期大学 小泉和重（熊本県立大学） 

ふるさと納税制度の検証 橋本恭之 

鈴木善充 

関西大学 

近畿大学 

望月正光（関東学院大学） 

 

 

 

３ 

                社会保障の制度研究                6325教室 

座長：岡本英男（東京経済大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

日本の雇用保険制度が抱える財源・包摂の問題 高橋勇介 京都大学大学院 岡本英男（東京経済大学） 

公的年金制度改革と財政政策 –日・韓比較視点から − 朴 聖福 京都大学大学院 鞠 重鎬（横浜市立大学） 

社会保険財政における予算編成 佐藤一光 慶應義塾大学 関口 智（立教大学） 

 

 

 

 

 

４ 

                財政政策の理論・実証分析Ⅰ            5333教室 

座長：土居丈朗 （慶應義塾大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

Japanese Fiscal Policy under the Zero Lower Bound 

of Nominal Interest Rates: Time-Varying Parameters 

Vector Autoregression 

森田裕史 一橋大学経済研究所 江口允崇 （駒澤大学） 

政策の不確実性と経済活動 伊藤 新 経済産業研究所 新居理有（高知工科大学） 

The Effect of Policy Announcement in a Tax Policy 木内祐輔 兵庫県立大学 松本 睦（立命館大学） 

 

 
 
 
 

５ 

                日韓セッション                  5334教室          

座長：Dr. Kim, Junghun  (Korea Institute of Public Finance) 
論題 氏名 所属 討論者 

The Effect of Moving to a Territorial Tax System on 

Profit Repatriation：Evidence from Japan 

長谷川 誠 政策研究大学院大学 Kim,SangKyum (DanKo

ok University)   

Corporate income tax rates and Location and 

Investment Decisions of Firms 

名方佳津子 摂南大学 Ju,Biung-Ghi(Seoul 

National University)   

Streotypes and Identity Choice Young-Chul Kim Sangmyung University 川瀬晃弘（東洋大学） 

Spillover Effects of Public Capital Stock using Spatial 

Frontier Analyses: A First Look at the Data 

Deockhyun Ryu Chung-Ang University 宮崎智視（神戸大学） 

 

 

 

 

６ 

            企画セッションⅠ 財政社会学の特質とその史的方法     5335教室 

座長：大島通義（慶應義塾大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

財政社会学が捉える国家と社会 佐藤 滋 東北学院大学 木村佳弘（公益財団法人 

後藤・安田記念東京都市研

究所） 

財政社会学とその方法的根幹としての財政史的考察方法 茂住政一郎 慶應義塾大学 高端正幸（埼玉大学） 

西洋史における財政史研究の展開とその示唆 村松 怜 山形大学 赤石孝次（長崎大学） 

 
  



２日目 10 月 18 日（日）午前 9：00 〜 11：00 分科会プログラム 
 

 

 

１ 

 

                租税の制度研究Ⅱ                 6317教室 

座長：関野満夫（中央大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

ドイツ事業承継税制の縮小について 野田裕康 駿河台大学 中村良広（熊本学園大学） 

消費税法の新設分割における納税義務の判定 − 既存文

献の検討 − 

河野惟隆 

 

元筑波大学 朴 源（鹿児島大学） 

 

 

 

 

 

２ 

                社会保障の理論・実証分析Ⅱ            5333教室 

座長：國枝繁樹（一橋大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

男性高齢会社員の雇用形態および退職行動の分析 −『中

高年者縦断調査』を利用した固定効果ロジット分析 − 

北村智紀 

中嶋邦夫 

上村敏之 

ニッセイ基礎研究所 

ニッセイ基礎研究所 

関西学院大学 

山田篤裕（慶應義塾大学） 

児童に対する医療費助成制度が医療サービス利用に与え

る影響 

湯田道生 

両角良子 

岩本康志 

中京大学 

富山大学 

東京大学 

塩津ゆりか（愛知大学） 

見守りを要する子ども・障害をもつ子どものいる世帯の

所得状況と再分配政策 

金子能宏 国立社会保障・人口問題研

究所 

別所俊一郎（慶應義塾大

学） 

 

 

 

 

３ 

                財政再建・財政制度                5334教室 

座長：井手英策（慶應義塾大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

1980 年代の「増税なき財政再建」と比較した小泉政権

期の財政再建策について 

宋 宇 横浜国立大学大学院 池上岳彦（立教大学） 

基金制度の沿革と課題 藤井亮二 参議院予算委員会調査室 浅羽隆史（成蹊大学） 

財政再建と閾値問題 中西 一 佐賀大学 中里 透（上智大学） 

 

 

 

 

 

 

４ 

                財政政策の理論・実証分析Ⅱ            5335教室 

座長：加藤久和（明治大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

新エネルギー産業形成による財政負担に関する研究 王 敦彦 

 

中澤正彦 

小寺 剛 

京都大学経済研究所先端

政策分析センター 

京都大学 

財務省 

加藤久和（明治大学） 

製造業による海外設備投資後の国内設備投資行動 

－製造業による国内／海外設備投資比率の変動要因に

ついて－ 

山中美子 大阪大学大学院 布袋正樹（関西国際大学） 

財政悪化とCDSレートの関係 − テキストマイニングデー

タを用いた検証 − 

亀田啓悟 関西学院大学 井堀利宏（政策研究大学院

大学） 

 

 

 

 

５ 

                公         債               6318 教室 

座長：望月正光（関東学院大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

公債の課税平準化機能 − 不確実性のないLucas-Stokey

モデルによる考察 − 

小林 航 

高畑純一郎 

千葉商科大学 

獨協大学 

畑農鋭矢（明治大学） 

 

Effects of Direct Underwriting of Public Bonds by the 

Central Bank in Japan 

吉田素教 大阪府立大学 加藤竜太（国際大学） 

財政の破綻可能性を考慮した世代会計の分析 水谷 剛 滋賀大学 日高正浩（大阪学院大学） 

 

 

 

 

 

６ 

                公  共  資  本                6325 教室 

座長：五嶋陽子（神奈川大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

水道事業運営の新潮流 − 再公営化とプノンペンの「奇

跡」の分析から 

賴 俊輔 明治学院大学 伊集守直（横浜国大） 

ESCO 事業を用いた環境配慮型 PFI 方式の制度設計に向

けて − 横浜市下水道局整備・運営事業を素材に − 

大島 誠 横浜市立大学 柏木 恵（キヤノングロー

バル戦略研究所） 

整備から維持への転換期における簡易水道事業の財政分

析 

清水雅貴 和光大学 吉弘憲介（桃山学院大学） 



 
２日目 10 月 18 日（日）午後 13：10 〜 15：50 分科会プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

                租税の理論・実証分析Ⅱ              5333教室 

座長：大野裕之（東洋大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

所得税と消費税の好みに対する選択実験 大竹文雄 

森 知晴 

黒川博文 

大阪大学 

関西大学 

大阪大学大学院 

中田大悟（創価大学） 

Corporate tax asymmetries and R&D: Evidence from 

a tax reform for business groups in Japan 

折原正訓 財務省財務総合政策研究

所 

長谷川 誠（政策研究大

学院大学） 

 

Unit versus Ad-Valorem Taxes in New-Keynesian 

DSGE Model 

平賀一希 東海大学 小寺 剛（財務省財務総

合政策研究所） 

寄付行動の経済分析 – 東日本大震災前後の変化を中心

として − 

中田大悟 創価大学 福重元嗣（大阪大学） 

 

 

 

 

 

 

２ 

                地方財政の実証分析Ⅳ               5334教室 

座長：別所俊一郎（慶應義塾大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

固定資産税率における参照行動 − 昭和30年代の制度改

正を事例に − 

河原礼修 青山学院大学大学院 安藤道人（国立社会保

障・人口問題研究所） 

特別養護老人ホーム定員数に見る地方公共団体の相互参

照行動 

青木一郎 明星大学 大野太郎（尾道市立大学） 

都市圏における地方公共財のスピルオーバー効果 林 亮輔 鹿児島大学 西川雅史（青山学院大学） 

地域内所得格差が公教育サービスに与える影響 − 都道

府県パネルデータを用いた投票モデルによる実証分析 − 

田中宏樹 同志社大学 中野英夫（専修大学） 

 

 

 

 

 

 

３ 

               地方財政の実証分析Ⅴ                6317教室 

座長：森 裕之（立命館大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

サービス付き高齢者住宅はコンパクトシティ化を実現で

きているのか − 立地状況と要因分析に基づくまちづく

り政策 − 

工藤千尋 大阪大学大学院 岩田真一郎（富山大学） 

再生可能エネルギーの導入と自治体財政 − 全国市区町

村アンケート調査を用いた実証分析 − 

吉村武洋 

藤井康平 

山下英俊 

一橋大学 

一橋大学 

一橋大学 

小林 航（千葉商科大学） 

 

公共スポーツ施設の整備財源に関する分析 宮崎雅人 埼玉大学 森 裕之（立命館大学） 

 

 

 

 

４ 

 企画セッションⅡ 財政社会学における基本概念の再検討 5335教室 

座長：金子 勝（慶應義塾大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

共通の利益、再分配、ニーズ - 支出と負担の正当化論

の検討 − 

古市将人 帝京大学 横山 彰（中央大学） 

松沢祐作（慶應義塾大学） 

比較財政における方法論的検討 − 財政社会学における

国際比較 − 

倉地真太郎 慶應義塾大学大学院 

財政学における「公」と「私」について考える 井手英策 慶應義塾大学 

 

 

 

５ 

企画セッションⅢ 格差問題と財政‐国際比較の視点からの考察‐  5336 教室 

座長：御船 洋（中央大学） 

論題 氏名 所属 討論者 

OECD諸国における社会的リスクへの対応と格差 飯島大邦 中央大学 花井清人（成城大学） 

松田有加（滋賀大学） 資産格差と資産課税 − ニュージーランドの議論 − 篠原正博 中央大学 

福祉国家の財政と所得再分配 − 先進諸国の比較から − 関野満夫 中央大学 

 

 


