
1日目　　10月17日（土）
時間

8:30～9:20

A-1 税制１

A-2 財政政策１

A-3 公共資本

A-4 社会保障１

A-5 地方財政１

B-1 税制２

B-2 財政政策２

B-3 外国財政

B-4 社会保障２

B-5 社会保障３

B-6 地方財政２

15:00～15:20

C-1 税制３

C-2 財政政策３

C-3 公共財

C-4 社会保障４

C-5 所得税

C-6 地方財政３

17:30～18:30

2日目　　10月18日（日）

コーディネーター　畑農鋭矢（明治大学）

シンポジウム パネリスト 松本勝明（熊本学園大学）

　　　　　　　酒井正（法政大学）

　　　　　　　是川夕（国立社会保障・人口問題研究所）

　　　　　　　神野真敏（南山大学）

D-1 法人税

D-2 教育

D-3 社会保障５

D-4 消費税

D-5 地方財政４

日本財政学会　第77回全国大会プログラム

日本財政学会理事会

分科会A

内容

「国際労働力移
動と社会保障」

会員総会

休憩

日本財政学会理事会

休憩

休憩

（2020年10月17日・18日　東北大学　開催方式：オンライン大会）

12:30～14:00

14:00～16:00 分科会D

9:30～11:30

11:30～13:00

13:00～15:00 分科会B

15:20～17:20 分科会C

10:00～12:30

日本地方財政学会理事会
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論題 氏名 所属 討論者

Decomposition Approach on Effects of Taxes
and Social Insurance Premiums on Income
Distribution

大野 太郎
北村 行伸
宮崎 毅

信州大学
立正大学
九州大学

川出 真清（日本大学）

介護保険制度を通じた環境税収の還元
ケーススタディーを踏まえた議論

木元 浩一 早稲田大学
横山 彰（総合政策フォーラ
ム）

論題 氏名 所属 討論者

予算管理の機能強化
企業の予算管理論からのインプリケーション

大西 淳也 財務省
松元 崇（国家公務員共済組合
連合会）

石橋湛山の財政思想
戦後復興の基礎の形成

松元 崇
国家公務員共済組合連合
会

井手 英策（慶應義塾大学）

論題 氏名 所属 討論者

社会資本が住宅立地に与える影響 林 勇貴 大分大学 横山 直子（大阪産業大学）

高速交通インフラと地域経済 近藤 春生 西南学院大学 中東 雅樹（新潟大学）

2

3

A-3 公共資本

座長　麻生 良文　（　慶應義塾大学　）

A-2 財政政策　１

座長　木村 佳弘　（　桃山学院大学　）

分科会プログラム
〔分科会A〕 1日目　10月17日（土）9:30～11:30

1

A-1 税制　１

座長　佐藤 康仁（東北学院大学）
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論題 氏名 所属 討論者

中小企業における退職給付制度の決定要因
北村 智紀
中嶋 邦夫

東北学院大学
ニッセイ基礎研究所

前川 聡子（関西大学）

コンパクトシティ推進政策が高齢者介護とその
財政に与える影響

竹本 亨
沓澤 隆司
赤井 伸郎

日本大学
国土交通省
大阪大学

山内 康弘 （近畿大学）

乳幼児医療費助成が医療費に与える影響
釧路市個票データによる実証分析

木村 真 兵庫県立大学 湯田 道生 (東北大学)

論題 氏名 所属 討論者

災害対応の財源スキームとその役割 細井 雅代 追手門学院大学 桒田 但馬（岩手県立大学）

市町村における特別交付税の活用について 中村 稔彦 長野県立大学 浅羽 隆史（成蹊大学）

4

5

A-4 社会保障　1

座長　赤井 伸郎（大阪大学）

A-5 地方財政　１

座長　倉地 真太郎 （　明治大学　）
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論題 氏名 所属 討論者

技術革新・人的資本形成および消費税と労働所
得税の経済成長・所得分配効果

孫 玲玲 龍谷大学大学院* 仲林 真子（近畿大学）

Optimal Taxation in an Endogenous
Fertility Model with Non-Cooperative
Couples

小原 拓也
小川 禎友

東北学院大学
関西学院大学

焼田 党（南山大学）

国税の予算・決算ギャップと租税政策運用の評
価

鞠 重鎬 横浜市立大学 川崎 一泰（中央大学）

論題 氏名 所属 討論者

Moderan Money Theory as the Ricardian
Equivalence with Seigniorage in a
Liquidity Trap

國枝 繁樹 中央大学 土居 丈朗（慶應義塾大学）

財政ルールの政策評価：周辺構造モデルによる
接近

中西 一 佐賀大学 近藤 春生（西南学院大学）

論題 氏名 所属 討論者

Tracing the Road to Universal Credit in
the UK
Echoes in Thatcherite Social Security
Policy?

土橋 康人 立教大学 田中聡一郎（関東学院大学）

イタリアの食品ロス削減・寄付促進に関わる税
制と地方自治体の取組み
地方自治体の廃棄物税軽減ほか

岩波 祐子 参議院事務局 河合伸治（広島修道大学）

イリノイ大学のレベニュー債と償還財源として
の授業料
国立大学法人の「大学債」への示唆

塙 武郎 専修大学 関口 浩（法政大学）

分科会プログラム
〔分科会B〕 1日目　10月17日（土）13:00～15:00

1

B-1 税制　２

座長　仲林 真子　（　近畿大学　）

3

2

B-2 財政政策　２

座長　小黒 一正　（　法政大学　）

B-3 外国財政

座長　小泉 和重　（　熊本県立大学　）
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論題 氏名 所属 討論者

ICT技術を活用したヘルスプロモーションの検
討及び医療費削減効果の試算

岡庭 英重
吉田 浩

東北大学
東北大学

西村 周三（京都大学）

日本における非正規雇用の現状と雇用保険制度
パネルデータによる実証分析

高橋 勇介 愛媛大学
中嶋 邦夫（ニッセイ基礎研究
所）

論題 氏名 所属 討論者

Endogenous Fertility and Social Security 安岡 匡也 関西学院大学 山重 慎二（一橋大学）

What causes fiscal imbalances for national
health and long-term care insurance
programs in Japanese local government

足立 泰美
北村 智紀

甲南大学
東北学院大学

濱秋 純哉（法政大学）

論題 氏名 所属 討論者

ふるさと納税の自治体間競争に関する実証分析 片木 博 慶應義塾大学大学院* 菅原 宏太（京都産業大学）

Do public account financial statements
matter? Evidence from Japanese
municipalities

別所 俊一郎
広田 啓朗

東京大学
武蔵大学

安藤 道人（立教大学）

「非正規」の地方公務員の増加要因に関する分
析

後藤 剛志 千葉大学 石田 三成（東洋大学）

*は大学院生または修了者

5

6

座長　山重 慎二　（　一橋大学　）

B-6 地方財政　２

座長　林 正義（　東京大学　）

B-5 社会保障　3

B-4 社会保障　2

4

座長　駒村 康平　（　慶應義塾大学　）
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論題 氏名 所属 討論者

イギリスの所得税改革における夫婦の取り扱い
の変容

森 一葉 滋賀大学大学院* 関口 智（立教大学）

所得税法の税率における金額の"正しい"理解 河野 惟隆 元筑波大学
塙 武郎 (専修大学 ）

論題 氏名 所属 討論者

財政政策と市場の規律に関する実証分析 原 一樹
株式会社　格付投資情報
センター

亀田 啓悟（関西学院大学）

再投資されない利潤による経済循環の阻害と税
財政政策

横溝 幸徳 大阪自治体問題研究所 内山 昭（立命館大学）

財政黒字危険論の検討 早﨑 成都 慶應義塾大学大学院* 岡本 英男（東京経済大学）

論題 氏名 所属 討論者

Election, Commitment and Interregional
Transfer in Decentralized Leadership

渡邉 高広
赤井 伸郎

大阪大学大学院*
大阪大学

須佐 大樹（立命館大学）

官民連携の経済分析
逆選択やシナジー効果に注目した理論・実証分
析

福田 紫 慶應義塾大学大学院* 下野 恵子（立命館大学）

A Tractable Yardstick Competition Model of
the Local Public Goods Provision
Efficiency Evaluation and Policy
Applications

東 裕三
西垣 泰幸

釧路公立大学
龍谷大学

篠崎 剛（東北学院大学）

分科会プログラム
〔分科会C〕 1日目　10月17日（土）15:20～17:20

1

C-1 税制　３

座長　伊集 守直 （　横浜国立大学　）

3

2

C-2 財政政策　３

座長　岡田 徹太郎　（　香川大学　）

C-3 公共財

座長　寺井 公子　（　慶應義塾大学　）
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論題 氏名 所属 討論者

国民皆年金成立時の財源確保の論理
福祉国家の社会保障財源確保を巡って

齋藤 敦 埼玉大学大学院* 池上 岳彦（立教大学）

短期的な経済変動を考慮した公的年金改正案の
効果検証

中嶋 邦夫
北村 智紀

(株)ニッセイ基礎研究所
東北学院大学

中田 大悟（独立行政法人経済
産業研究所）

Caseworkers’ Workload and Bureaucratic
Disentitlement
Evidence from Public Assistance in Japan

林 正義 東京大学 野口 晴子（早稲田大学）

論題 氏名 所属 討論者

所得税における課税ベースの変動の要因分解
坂巻 潤平
大野 太郎
小嶋 大造

財務省
信州大学
東京大学

八塩 裕之（京都産業大学）

公的負担と公的給付に関するマイクロ・シミュ
レーション

川出 真清 日本大学 金田 陸幸（尾道市立大学）

論題 氏名 所属 討論者

A Corrective Device for Large
heterogeneous Jurisdictions in a Two-
Period Economy with Spillover Effect

楊 通 広島大学大学院* 小川 光（東京大学）

自治体病院におけるバランスト・スコアカード
の導入効果に関する実証的研究

林 亮輔
鈴木 遵也
林 勇貴

甲南大学
島根県立大学
大分大学

獺口 浩一（琉球大学）

*は大学院生または修了者

6

5

座長　宮崎 毅　（　九州大学　）

C-6 地方財政３

座長　中東 雅樹　（　新潟大学　）

C-5 所得税

C-4 社会保障　4

4

座長　木村 真　（　兵庫県立大学　）
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論題 氏名 所属 討論者

Nash Equilibria in Models of Fiscal
Competition with Unemployment

菊池 悠矢 名古屋大学大学院* 寺井 公子（慶應義塾大学）

Optimal Uniform Capital Taxation in A
Partially Automated Society

小泉 秀人 一橋大学 板谷 淳一（北海道大学）

論題 氏名 所属 討論者

Effects of aging on education, elderly
welfare, and social welfare expenditures

宮里 尚三 日本大学
湯田 道生（東北大学）

公立小中学校における規模の経済性
費目別による分析

宮錦 三樹
赤井 伸郎

中央大学
大阪大学

田中 宏樹（同志社大学）

学校運営協議会設置の要因分析 田中 宏樹 同志社大学 中野 英夫（専修大学）

論題 氏名 所属 討論者

公的年金の財政方式と機能配分
高畑 純一郎
小林 航

獨協大学
千葉商科大学

宮﨑 浩一（広島大学）

令和元年年金財政検証報告の再検証
吉田 浩 東北大学 駒村 康平（慶應義塾大学）

2

3

D-3 社会保障　5

座長　加藤 久和（ 明治大学 ）

D-2 教育

座長　別所 俊一郎　（　東京大学　）

分科会プログラム
〔分科会D〕 2日目　10月18日（日）14:00～16:00

1

D-1 法人税

座長　鈴木 将覚　（　専修大学　）
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論題 氏名 所属 討論者

Regional and Sectoral Varieties of VAT
Pass Through in Japan

平賀 一希 東海大学 白石 浩介（拓殖大学）

Evading Compliance Costs: Evidence fromVAT
Reforms in Japan

鈴木 崇文 愛知淑徳大学 恩地 一樹（大阪大学）

消費税制改革における限界的効果の評価 田代 歩 関西学院大学大学院* 鈴木 善充（近畿大学）

論題 氏名 所属 討論者

米国イリノイ州の2019年企業課税改革
課税ベースをめぐる議論を中心に

松井 克明 八戸学院大学 篠田 剛（立命館大学）

定住自立圏および連携中枢都市圏の実態と課題
第32次地方制度調査会答申とかかわって

平岡 和久 立命館大学 入谷 貴夫（宮崎大学）

*は大学院生または修了者

4

5

D-4 消費税

座長　国枝 繁樹　（　中央大学　）

D-5 地方財政　４

座長　川瀬 憲子　（　静岡大学　）
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大会参加に関する注意事項 

 今大会は、Zoom（https://zoom.us/）によるオンライン会議方式により行われます。各

プログラム・分科会ごとに、オンライン接続のためのURL等を事前に会員情報管理システ

ム、マイページ内の「お知らせ」にご案内いたしますので、ログイン情報をあらかじめご確

認いただきますようお願いいたします。また、事前に大会参加登録をされていなくても、ご

参加いただけます。なお、今大会では実施本部はオンライン対応のみに従事します。東北大

学に直接お越しになっても対応はできませんので、ご注意願います。 

Zoomの利用に際しては、会員が自分でZoomの有償利用権を契約する必要はありませ

ん。ただし、事前に最新版のZoomにアップデートしておいてくださるようお願いいたしま

す。また、ヘッドホン、マイク、ウェブカメラ等の付属機器も準備願います。オンライン会

議への参加に際しては、所属研究機関等、回線速度に問題がない場所でお願いいたします。

Zoomへの接続時には、氏名プロフィール欄を「○○大学 財政太郎」のように、所属先、氏

名、の表示にしてください。 

 分科会における各報告の割り当て時間は 40 分です。報告時間 20 分，討論時間 7 分，リ

プライおよびフロアからの質疑応答を合わせて 10 分としますが，詳細については座長の裁

量に委ねます。具体的には下記の通りです。 

 

１．報告者の方へ 

 １）当日のプログラム会場に接続し、座長の指示により報告を開始していただきます。 

 ２）報告資料（パワーポイントやPDF）の画面共有による提示、進行は報告者ご自身が行

います。 

 ３）Zoomの視聴環境の技術的な保守は、専任のオペレーターが行いますので、ご報告に

専念してください。 

 

２. 討論者の方へ 

 １）当日のプログラム会場に接続し、ご担当の報告終了後、座長の指示により討論を開始

していただきます。 

 ２）討議資料（パワーポイントやPDF）の画面共有による提示、進行は討論者ご自身が行

います。 

 ３）Zoomの視聴環境の技術的な保守は、専任のオペレーターが行いますので、討論に専

念してください。 
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３． 座長の方へ 

 １）当日のプログラム会場に接続し、予定時刻になりましたら、分科会を開始していただ

きます。 

 ２）会場の視聴環境、時間管理は専任のオペレーターが行いますので、座長は通常の司会

の役割を担っていただきます。残り時間等の発言も、座長にお願いいたします。 

 

４．視聴参加の方へ 

 １）通常は、ミュート（音声オフ）の状態で視聴してください。 

 ２） 質問や意見等は、座長の指示なしには発言しないでください。質問する場合は、な

るべくZoomのチャット機能を使用し、質問と共に所属と名前を明らかにしてくださ

い。なお、各セッションのフロア質問の時間の有無については、座長の指示に従ってく

ださい。 

 

大会の共催と開催助成 

本大会は，東北大学大学院経済学研究科との共催であり、また、公益財団法人経和会記念

財団から助成を受けました。ここに記して謝意を表します。 

 

大会に関する問い合わせ先 

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-24-1-4F 

（株）ガリレオ 学会業務情報化センター内 日本財政学会事務局 

電話：03-5981-9824 ファクス：03-5981-9852 

E-mail： taikai.jipf@ml.gakkai.ne.jp ※大会当日は電子メールのみ対応いたします。 
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