
［第１日］ 9月16日(土）

会 場

8:30 11号館1階

8:30 ～ 9:20 A303

Ａ－１ A304

Ａ－２ A301

Ａ－３ M302

Ａ－４ M301

Ａ－５ M202

Ａ－６ M201

A303

Ｂ－１ A304

Ｂ－２ A301

Ｂ－３ M302

Ｂ－４ M301

14:50 ～ 15:00

シンポジウム「財政をめぐる経済と政治――税制改革の場合」

コーディネーター： 横山　 彰（中央大学）

パネリスト： 井手 英策（慶應義塾大学）

小黒 一正（法政大学）

砂原 庸介（神戸大学）

西川 雅史（青山学院大学）

17:30 ～ 18:30

18:40 ～ 20:40 懇 親 会 第一食堂

［第２日］ 9月17日（日）

Ｃ－１ A304

Ｃ－２ A301

Ｃ－３ M302

11:00 ～ 11:10

招待講演：W. Elliot Brownlee (University of California, Santa Barbara)

    “Tax Populism in the United States from Reagan to Trump”

A303

Ｄ－１ A304

Ｄ－２ A301

Ｄ－３ M302

Ｄ－４ M301

Ｄ－５ M202

Ｄ－６ M201

日本財政学会理事会

日本財政学会 第74回大会 プログラム

（2017年9月16日･17日，立教大学 池袋キャンパス）

時 間 内 容

受付開始

9:30 ～ 11:30
分科会

Ａ

　財政政策 Ⅰ

　税制 Ⅰ

　社会保障制度改革

　地方財政 Ⅰ

　地方税

　外国財政 Ⅰ（アメリカ）

11:30 ～ 12:50
昼 食 休 憩

日本財政学会理事会

　年金

　財政政策史 Ⅰ

　日韓セッション（Korea-Japan Session）

休 憩

15:00 ～ 17:30
AB01

日本財政学会会員総会

12:50 ～ 14:50
分科会

Ｂ

　政策情報と税制

M301
　　の現段階――津波被害に焦点を当てて」

休 憩

11:10 ～ 12:10 AB01

9:00 ～ 11:00
分科会

Ｃ

　財政政策 Ⅱ

　医療 Ⅰ

　地方財政 Ⅱ

Ｃ－４
　震災復興セッション「東日本大震災復興

13:30 ～ 15:30
分科会

Ｄ

　税制 Ⅱ

　医療 Ⅱ

　外国財政 Ⅱ（ヨーロッパ）

　教育

　公共資本

　財政政策史 Ⅱ

12:10 ～ 13:30
昼 食 休 憩

日本地方財政学会理事会



［分科会Ａ］　第１日　9月16日（土）　9:30～11:30

Ａ－１ 財政政策 Ⅰ Ａ３０４教室

座 長： 加藤 久和（明治大学）

氏名

Ａ－２ 税制 Ⅰ Ａ３０１教室

座 長： 栗林　隆（千葉商科大学）

氏名

栗田 広暁

土居 丈朗

Ａ－３ 社会保障制度改革 Ｍ３０２教室

座 長： 井手 英策（慶應義塾大学）

氏名

Ａ－４ 地方財政 Ⅰ Ｍ３０１教室

座 長： 佐藤 主光（一橋大学）

氏名論題

家族支援のあり方―マーリーズ・レビュー提案を
中心にして―

2013年高齢者雇用安定化法改正の効果

障害者総合支援法への移行が障害者給付に与えた
影響の実証的検討

介護保険制度創設時における財源問題

地方債の格付けの二重保証効果

亀田 啓悟（関西学院大学）

安岡 匡也（関西学院大学）

西南学院大学

米岡 秀眞

慶應義塾大学大学院＊

慶應義塾大学

北村 智紀 ニッセイ基礎研究所

国立社会保障・人口問
題研究所

泉田 信行

奥　愛 立教大学大学院＊

論題 所属 討論者

中村 良広（熊本学園大学）

高松 慶裕（静岡大学）

河野 惟隆 元 筑波大学

大澤 美和 千葉商科大学大学院
＊

所得税法の税率の“正しい”図示

論題 所属 討論者

Reconsidering the Non-Keynesian Effects

: A Microdata Analysis

アベノミクス期の財政政策と地域経済 近藤 春生

Uncertainty about Secession, Natural Resources and

Fiscal Policy

論題

熊本大学大野 正久

所属 討論者

亀田 啓悟 関西学院大学 宇南山 卓（一橋大学）

金田 陸幸（尾道市立大学）

別所 俊一郎（財務省）

所属 討論者

獺口 浩一（琉球大学）

石田 三成（琉球大学）

松岡 佑和（武蔵野大学）東京大学大学院
＊

愛知工業大学

広島大学若松 泰之議員定数と投票率

永廣　顕（甲南大学）

地方公務員の組織不祥事に関する実証分析

分科会プログラム

社会保険料を含めた｢公的資金の社会的限界費用｣
の推計―配偶者控除見直しの厚生分析―

宮崎　毅（九州大学）

卿　瑞



Ａ－５ 地方税 Ｍ２０２教室

座 長： 望月 正光（関東学院大学）

氏名

上村 敏之

足立 泰美

北村 智紀

Ａ－６ 外国財政 Ⅰ（アメリカ） Ｍ２０１教室

座 長： 赤石 孝次（長崎大学）

氏名

＊大学院学生もしくはＰＤ

立教大学大学院＊

ニューヨーク市における地方所得税の現状と改革
論

市町村民税所得割の課税方式統一の影響に関する
分析

固定資産税が土地利用に与える影響の検証

個人住民税が退職期の家計の消費に与える影響

論題

米国オハイオ州の2004年企業課税改革―課税ベー
スをめぐる議論を中心に―

岡田 徹太郎

谷　達彦

松井 克明

アメリカの住宅にかかる租税支出の受益の帰着に
ついて

東北学院大学

林　勇貴

香川大学

所属

宮﨑 雅人 埼玉大学

論題 所属

小泉 和重（熊本県立大学）

諸富　徹（京都大学）

野村 容康（獨協大学）

討論者

討論者

藤　貴子（九州国際大学）

横山 直子（大阪産業大学）

河原 礼修（千葉経済大学）

大分大学

関西学院大学

甲南大学

ニッセイ基礎研究所



［分科会Ｂ］　第１日　9月16日（土）　12:50～14:50

Ｂ－１ 政策情報と税制 Ａ３０４教室

座 長： 小川　光（東京大学）

氏名

Ｂ－２ 年金 Ａ３０１教室

座 長： 國枝 繁樹（一橋大学）

氏名

伊藤 健宏 岩手県立大学

迫　一光 高千穂大学

金田 陸幸 尾道市立大学

足立 泰美 甲南大学

Ｂ－３ 財政政策史 Ⅰ Ｍ３０２教室

座 長： 篠原 正博（中央大学）

氏名

Ｂ－４ 日韓セッション（Korea-Japan Session） Ｍ３０１教室（Room No. M301）

Chair: Choe, Byeong Ho (Pusan National University, Former President of KAPF)

Author(s)

分科会プログラム

論題 所属 討論者

政府の公表する経済政策情報に対する国民の信
頼度調査結果―国民は日本の高齢社会が本当に
持続可能だと信じているのか―

吉田　浩 東北大学 宮里 尚三（日本大学）

食料品における消費税課税の帰着 白石 浩介 拓殖大学 望月 正光（関東学院大学）

税制・社会保障負担の再分配効果と要因分解 大野 太郎 信州大学 八塩 裕之（京都産業大学）

論題 所属 討論者

非市場性ＧＤＰ連動債としてのみなし確定拠出
年金（ＮＤＣ）とその政策的含意

國枝 繁樹 一橋大学 小黒 一正（法政大学）

イギリス帝国の「福祉国家」構想―マラヤ,シン
ガポールにおけるベヴァリッジ･プランの｢受容｣
と被用者積立基金の生成･発展を中心に―

佐藤　滋 東北学院大学 末廣　昭（学習院大学）

論題 所属 討論者

高橋是清による国債の日本銀行直接引き受け―
財政赤字の弊害は何か―

松元　崇
国家公務員共済組
合連合会

岩本 康志（東京大学）

介護が存在する世代重複モデルによる年金制度
改革の経済効果の分析

神野 真敏（関東学院大学）

ニューディール期農業調整事業の受益・負担構
造―綿作を中心にして―

五嶋 陽子 神奈川大学 河音 琢郎（立命館大学）

高齢世帯における勤労所得・年金所得と貯蓄の
検証

麻生 良文（慶應義塾大学）

Title Affiliation Discussant

Longevity risks in Korea Choi, Yongok
Chung-Ang

University

Kobayashi, Wataru (Chiba

University of Commerce)

Tax avoidance by capital reduction: Evidence from

corporate tax reform in Japan
Hotei, Masaki

Daito Bunka

University

Park, Jongsang (Sookmyung

Women's University)

The effects of tax incentives on dividend, investment,

and employment: Evidence from a natural experiment

in Korea

Woo, Seokjin Myongji University
Suzuki, Masaaki (Senshu

University)

Estimating the Elasticity of Taxable Income: Evidence

from Top Japanese Taxpayers
Ishida, Ryo

Policy Research

Institute, Ministry of

Finance Japan

Go, Sun (Chung-Ang

University)



［分科会Ｃ］　第２日　9月17日（日）　9:00～11:00

Ｃ－１ 財政政策 Ⅱ Ａ３０４教室

座 長： 寺井 公子（慶應義塾大学）

氏名

小林　航

高畑 純一郎

Ｃ－２ 医療 Ⅰ Ａ３０１教室

座 長： 安藤 道人（立教大学）

氏名

Ｃ－３ 地方財政 Ⅱ Ｍ３０２教室

座 長： 中東 雅樹（新潟大学）

氏名

足立 泰美

赤井 伸郎

石川 達哉

Ｃ－４ 震災復興セッション｢東日本大震災復興の現段階―津波被害に焦点を当てて―｣ Ｍ３０１教室

座 長： 井上 博夫（岩手大学）

氏名

＊ 大学院学生もしくはＰＤ

分科会プログラム

論題 所属 討論者
消費税率引き上げ（引き下げ）によって消費計
画を変更する（しない）家計はどのようなタイ
プか―家計の時間割引率やリスク回避度を中心
に，リカード＝バローの等価定理やシムズ理論
の含意も射程に入れて―

保原 伸弘 東京福祉大学 竹内　幹（一橋大学）

債務制約と政策連携の下での財政政策の効果 中西　一 佐賀大学 加藤 久和（明治大学）

課税平準化理論における政府支出と物価水準の
関係性

麻生 良文（慶應義塾大学）
千葉商科大学

獨協大学

論題 所属 討論者

The channels of risk-sharing in the system of regional

social insurance programs: A comparison between the

National Health Insurance and the Long-term Care

Insurance in Japan

林　正義 東京大学 安藤 道人（立教大学）

Detecting Waste in Health Care Via Hospital Sorting 井深 陽子（慶應義塾大学）

Institutional inheritance versus national health

insurance: Explaining regional variation in psychiatric

hospitalization

高久 玲音(医療経済研究機
構)

論題 所属 討論者

高久 玲音 医療経済研究機構

安藤 道人 立教大学

地方自治体の財政調整基金残高拡大の要因分析
―非合併自治体の実態と将来可能性に着目した
分析―

鷲見 英司（新潟大学）

甲南大学

大阪大学

ニッセイ基礎研究所

日本における自治体間財政競争―歳出分類別の
分析―

山本　航 東京大学大学院＊ 菅原 宏太（京都産業大学）

論題 所属 討論者

武田 公子（金沢大学）岩手沿岸市町村の震災対応財政6年間―土地利用
関連事業を中心に―

桒田 但馬 岩手県立大学

町の再建で見えたこと ―暮らしは何で支えられ
ているか―

岡本 全勝 元 復興庁

震災後の宮城県における経済構造の変化と復興
政策の現状

佐々木 伯朗 東北大学

宮﨑 雅人（埼玉大学）



［分科会Ｄ］　第２日　9月17日（日）　13:30～15:30

Ｄ－１ 税制 Ⅱ Ａ３０４教室

座 長： 林　正義（東京大学）

氏名

Ｄ－２ 医療 Ⅱ Ａ３０１教室

座 長： 上村 敏之（関西学院大学）

氏名

Ｄ－３ 外国財政 Ⅱ（ヨーロッパ） Ｍ３０２教室

座 長： 半谷 俊彦（和光大学）

氏名

Ｄ－４ 教育 Ｍ３０１教室

座 長： 菅原 宏太（京都産業大学）

氏名

分科会プログラム

論題 所属 討論者

税制と海外投資―国際課税制度の移行と法人税
率・源泉税率の影響―

田中　豪 財務省 渡辺 智之（一橋大学）

徴税・納税システムをめぐる問題と法人税・消
費税の納税協力費

横山 直子 大阪産業大学 林　宏昭（関西大学）

What types of firms relocate their headquarters and

why? Analyzing the effects of the dual corporate tax

system

名方 佳寿子 摂南大学 林　正義（東京大学）

論題 所属 討論者

Interdependency in vaccination policies among

Japanese municipalities
別所 俊一郎 財務省 西川 雅史（青山学院大学）

薬局サービスによる医療費効率化論への一考察
大津　唯（国立社会保障･人口
問題研究所）

生活保護の開始前における医療費水準の変化に
関する分析

大津　唯
国立社会保障・人口
問題研究所

國枝 繁樹（一橋大学）

渡辺　祐
日本医師会総合政策
研究機構

論題 所属 討論者
フィンランドにおける高齢者福祉サービスの民
営化の進行と財政関係諸制度の役割―営利企業
の台頭，抑制基調のサービス給付，サービス給
付と民営化の地域間差異―

横山 純一 北海学園大学 川瀬 憲子（静岡大学）

オランダの地方分権改革と自治体基金

（gemeentefonds）
星野 菜穂子 和光大学 星野　泉（明治大学）

Does income inequality constrain local government

policies?: Taxing and spending patterns in Swedish

local government, 1922–1992

古市 将人 帝京大学 伊集 守直（横浜国立大学）

論題 所属 討論者

公教育をめぐる政府間の共有責任と財政外部性
―確率的投票モデルによる実証分析―

田中 宏樹 同志社大学 寺井 公子（慶應義塾大学）

インクルーシブ教育と教育財政改革 中野 英夫 専修大学 田中 宏樹（同志社大学）



Ｄ－５ 公共資本 Ｍ２０２教室

座 長： 赤木 博文（名城大学）

氏名

竹本　亨

赤井 伸郎

沓澤 隆司

Ｄ－６ 財政政策史 Ⅱ Ｍ２０１教室

座 長： 世利 洋介（久留米大学）

氏名

＊ 大学院学生もしくはＰＤ

論題 所属 討論者

都市のコンパクト化に対する土地の利用規制の
影響

帝塚山大学

川崎 一泰（東洋大学）大阪大学

政策研究大学院大学

韓国における国民年金法の成立過程 金　敏貞 立教大学大学院＊ 諸富　徹（京都大学）

論題 所属 討論者

現代スイス財政における新自由主義改革とその
抵抗―91年白書の影響と限界を中心に―

掛貝 祐太 慶應義塾大学大学院＊ 武田 公子（金沢大学）


