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日本財政学会 

第 79 回全国大会 プログラム 

 

開催日 2022 年 10 月 8 日(土)，9 日（日） 

会場 東洋大学白山キャンパス 

http://www.gakkai.ne.jp/jipf/convention/79/ 

 

 

プログラム委員会 

伊集守直（横浜国立大学） 小林航（千葉商科大学）☆ 鷲見英司（日本大学） 

川瀬晃弘（東洋大学） 五嶋陽子（神奈川大学） 近藤春生（西南学院大学） 

佐藤雅代（関西大学） 高松慶裕（明治学院大学） 田中聡一郎（駒沢大学） 

沼尾波子（東洋大学）＊ 古市将人（帝京大学） 宮崎智視（神戸大学） 

宮﨑雅人（埼玉大学） 湯田道生（東北大学） 湯之上英雄（名古屋市立大学） 

  ＊委員長 ☆企画部会長 

 

実行委員会 

井上武史（東洋大学） 川瀬晃弘（東洋大学） 松﨑大介（東洋大学） 

石田三成（東洋大学） 中澤克佳（東洋大学）＊ 齊藤由里恵（中京大学） 

大野裕之（東洋大学） 沼尾波子（東洋大学） 宮下量久（拓殖大学） 

  ＊委員長 

 

大会に関するお問い合わせ 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-39-2 大住ビル 401 

（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 

E-mail：taikai.jipf@ml.gakkai.ne.jp 
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大会参加に関する注意事項 

 第 79 回大会は感染拡大防止に留意し，対面形式で実施します。キャンパスへ入構する

際，発熱（37.5 度以上）が無いことをご自身で事前に確認のうえ，マスク着用にご協力

お願いいたします。また，キャンパス内ではマスクの着用，手洗い，手指のアルコール

消毒等の励行に努めていただくとともに，発熱の有無に関わらず体調が優れない場合

には，キャンパスへの入構をお控えいただきますよう，ご理解とご協力お願いいたしま

す。 

 東洋大学は学外者の入構を制限しています。通常は入構者の氏名および目的を入口で

記入してもらっておりますが，本大会では参加者のスムーズな入構のため，参加登録確

認メールをスマートフォン等で提示いただくか，プリントアウトしたものを提示いた

だくことで入構可能としています。入口でのご提示をよろしくお願いします。 

 キャンパスへの入構は 8 号館入口（正門横）および西門（6 号館前）の 2 カ所です。会

場は 6 号館となるため，西門からの入場をお勧めします。 

 

報告および討論に関する注意事項 

 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，

リプライおよび質疑応答 10 分程度としますが，詳細については座長の裁量に委ねま

す。 

 報告及び討論の際，会場に備え付けの  Windows 搭載パソコンの  Microsoft 

PowerPoint を使用できます（Adobe Acrobat Reader，Word，Excel も使用可能）。デ

ータファイルを USB メモリに入れて持参してください。 

 報告者が会場で配布した資料について，大会実行委員会と学会事務局は関知しません

ので，各報告者に問い合わせてください。 

 

昼食に関して 

 10 月 8 日(土)は大学の食堂（6 号館地下 1 階，8 号館地下 1 階）が利用可能です。食堂

を利用されるか，各自お弁当などを持参ください。学内のコンビニエンスストアは営業

しておりません。 

 10 月 9 日(日)は大学の食堂が閉まるため，事前申込みを行った希望者にはお弁当を用

意します。 

 お弁当を予約した会員には 6102 教室でお弁当を引き渡します。 

 昼食は 6B13 教室，6314 教室，6315 教室を利用可能です。日曜日は 11:00～14:00 の

間，6 号館地下の飲食用スペースも利用可能です。 
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託児サービスの提供に関して 

 第 79 回大会では託児サービスを提供します。利用申請者には別途連絡をします。 

 

Wi-Fi 接続に関して 

 無線 LAN の接続を用意しております。接続方法の詳細については，当日受付で配布し

ます。 

 無線 LAN は会場のほぼ全てをカバーしておりますが，一部接続が不安定な場所（教室

内を含む）がありますので，ご了承ください。 

 東洋大学は eduroam 参加機関です。所属機関が eduroam 参加機関の方は，所属機関に

おいて事前に登録されることをお勧めいたします。 

 

開催教室・控室に関して 

 会場は東洋大学白山キャンパス 6 号館（地下 1 階から 3 階）の教室になります。 

 受付は 6 号館 1 階通路左側に設置します。 

 分科会・シンポジウム会場はプログラムに記載しています。 

 会員の皆様の休憩・懇親用に 6314 教室・6315 教室を用意しております。 
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時間 教室

9:00 受付開始 6号館1階通路

A-1　税と社会保障 6B12

A-2　公共財・公共支出 6101

A-3　外国財政 6202

A-4　財政政策 6310

6214

B-1    法人税 6B12

B-2　公共経営 6101

B-3　企画セッション「移民の財政学的検討ー国際比較ー」 6202

B-4　日韓セッション 6310

14:40-15:00

　パネリスト   中村　保（神戸大学）

　　　　　　   鈴木将覚（専修大学）

　　　　　　   足立泰美（甲南大学）

　　　　　　   高端正幸（埼玉大学）

17:30-18:30

時間 教室

8:50 受付開始 6号館1階通路

C-1　消費税 6B12

C-2　地方財政 6101

C-3　社会保障　 6202

C-4　財政史 6310

12:00-13:00

D-1　所得税 6B12

D-2　雇用・労働 6101

D-3　教育 6202

D-4　財政と政策選好 6310

昼食休憩

日本財政学会理事会

12:40-14:40
分科会

(B)

8B11

(8号館B1）

日本財政学会　第79回全国大会プログラム
（2022年10月8日・9日　東洋大学）

1日目　10月8日（土）

9:30-11:30
分科会

(A)

内容

内容

13:00-15:00
分科会

(D)

昼食休憩

9:20-12:00
分科会

(C)

2日目　10月9日（日）

15:00-17:30

　司会：寺井公子（慶應義塾大学）

休憩

シンポジウム「成長と分配の好循環と財政」

日本財政学会会員総会

11:30-12:40
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6B12教室

論題 氏名 所属 討論者

Income Redistribution Effect of a Shift from Income

Deduction to Tax Credit: Discrete Choice Model-Based

Simulation  Incorporating Labor Supply

小笠智樹 財務省財務総合政策研究所 別所俊一郎・東京大学

経済変動における家計と政府の所得調節 川出真清 日本大学 北村行伸・立正大学

Transfer Benefits, Implicit Taxes, and the Earnings of

Welfare Recipients: Evidence from Public Assistance

Programs in Japan

林正義 東京大学 北村智紀・武蔵大学

6101教室

論題 氏名 所属 討論者

Do municipal mergers reduce public expenditure? : Evidence

from MTE approach
後藤剛志 千葉大学 宮崎毅・九州大学

Voluntary participation in a negotiation providing public

goods and renegotiation opportunities

篠原隆介

＊※平井俊行

法政大学

法政大学
鈴木伸枝・駒沢大学

「やってる感」の政策評価 岩本康志 東京大学 國枝繁樹・中央大学

6202教室

論題 氏名 所属 討論者

中国の都市間税収格差の実態に対する基礎的考察 徐一睿 専修大学 宋宇・帝京大学

フィンランドにおける公共投資と地域間格差について

―地域開発政策の展開から見る福祉国家再編過程
鈴木伸 京都大学(博士課程) 小野島真・明治大学

韓国型ニューディールにおける社会保障関連財源保障

の実態と今後の方向についての考察―社会保障事業の

インフラ部門の財政支援策を中心に

金根三 志學館大学 倉地真太郎・明治大学

6310教室

論題 氏名 所属 討論者

財政不安が乗数効果に与える影響

福井将来

＊亀田啓悟

＊陸震坤

関西学院大学(修士課程,推薦会

員:亀田啓悟）

関西学院大学

関西学院大学(博士課程)

森田裕史・法政大学

RDFの日本への導入による経済成長及び財政の安定性
に与える影響について

入江政昭 九州大学(博士課程) 土居丈朗・慶應義塾大学

高齢化のもとでの財政政策の有効性低下（実証分析）
吉野直行

＊※宮本弘暁

慶応義塾大学

東京都立大学
中東雅樹・新潟大学

※非会員

＊非登壇共同報告者

3

A-3　外国財政

座長 佐々木伯朗・東北大学

4

A-4　財政政策

座長　土居丈朗 ・慶應義塾大学

2

A-2　公共財・公共支出

座長　國枝繁樹・中央大学

分科会プログラム
［Ａ］　1日目午前　10月8日（土）9:30～11:30

1

A-1　税と社会保障

座長　飛田博史・地方自治総合研究所
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6B12教室

論題 氏名 所属 討論者

法人税の抜本的税制改革による実効税率の変化―
Forward-looking型モデルによる資金調達の中立性の

分析

上村敏之 関西学院大学 佐藤主光・一橋大学

Windfalls? Costs and Benefits of Investment Tax Incentives

due to Financial Constraints

鈴木崇文
＊折原正訓

愛知淑徳大学
筑波大学

小泉秀人・一橋大学

A Price Discrimination Model of Digital Taxation 國枝繁樹 中央大学 渡辺智之・敬愛大学

6101教室

論題 氏名 所属 討論者

水害対策の財政研究
江成　穣
＊白石智宙

松山大学
立教大学

桒田但馬・立命館大学

地方公営企業の「稼ぐ」行為に関する制度的分析 白石智宙 立教大学 杉浦勉・関西大学

地域通貨と地域社会 奥　愛 立教大学 宮﨑雅人・埼玉大学

6202教室

論題 氏名 所属 討論者

移民と財政制度ーカナダの“Multiculturalism”を事
例として

池上岳彦 立教大学

都市の移民ニーズと財政調整制度ーデンマークのオペ
アをめぐる「論争」

倉地真太郎 明治大学

移民を“労働者”としてだけ位置づけないようにする

ことは可能か？ースイスの移民政策財政と多様性、直
接民主主義を題材に

掛貝祐太 茨城大学

6310教室

論題 氏名 所属 討論者

 Does Tax Policy Matter for Donating Behavior? Evidence

from the Korean Tax Reform

洪 雨亨
Hong,

WooHyung

漢城大学
Hansung University

長谷川 誠・京都大学
Hasegawa, Makoto,   Kyoto University

The impact of introducing tax-donation system in Japanese

local government

小川　顕正

Ogawa,

Akinobu

新潟大学

Niigata University

洪 性勳・ソウル市立大学

Hong, Sunghoon,   University of Seoul

Intergenerational mobility and voting in the presidential

election: Evidence from U.S. counties and commuting zones

崔 承聞
Choi, Sungmun

建國大学
Konkuk University

近藤 春生・西南学院大学
Kondo, Haruo,   Seinan Gakuin University

Yardstick Competition in Japanese Local Governments: A

Dynamic Approach

山本 航
Yamamoto,

Wataru

東京大学

The University of Tokyo

姜 聲燻・漢陽大学

Kang, Sunghoon,  Hanyang University

＊非登壇共同報告者

3

座長　谷達彦・東北学院大学

4

座長　具正謨 (Koo, ChungMo)・中信金融管理学院 (CTBC Business School)

岡田徹太郎・香川大学
島村玲雄・熊本大学大学院

B-4　日韓セッション

B-3　企画セッション：「移民の財政学的検討ー国際比較ー」

2

B-2　公共経営

座長　門野圭司・山梨大学

分科会プログラム
［Ｂ］　 1日目午後　10月8日（土）12:40～14:40

1

B-1　法人税

座長　井田知也・近畿大学
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6B12教室

論題 氏名 所属 討論者

Pass-through and prior adjustment in VAT increase 白石浩介 拓殖大学 高松慶裕・明治学院大学

年齢階級別における消費税の軽減税率の実証分析 田代歩 札幌学院大学 鈴木善充・近畿大学

納税の時間的コストの重要性 横山直子 大阪産業大学 鈴木将覚・専修大学

テキストマイニングを用いた消費税に対する日本の

人々の納税意識の分析
富田愛優 神戸大学(博士課程) 諸富徹・京都大学

6101教室

論題 氏名 所属 討論者

臨時財政対策債と地方債市場 足立泰美 甲南大学 天羽正継・高崎経済大学

Impact of Debt Levels in Local Governments on Fiscal

Spending Structure: Evidence from Japan

近藤春生

＊浦川邦夫

＊入江政昭

西南学院大学

九州大学

九州大学(博士課程)

安藤道人・立教大学

コロナ禍の地方財政への影響
石川達哉

赤井伸郎

九州共立大学

大阪大学
鷲見英司・日本大学

6202教室

論題 氏名 所属 討論者

受療行動に基づいた受療圏域に関する実証研究 林亮輔 甲南大学 獺口浩一・琉球大学

日本の「少子化対策」における財源調達の特質 根岸睦人 新潟大学 古市将人・帝京大学

労働者の能力開発と日本の雇用保険制度―教育訓練給

付に対する考察
高橋勇介 愛媛大学 中澤正彦・財務総合政策研究所

Impact of Earning Tests on Labor Supply and Pension

Benefits Claims

北村智紀

＊足立泰美

武蔵大学

甲南大学
金田陸幸・大阪産業大学

6310教室

論題 氏名 所属 討論者

帝国議会と財政民主主義―予算を審議しなくなった戦

後の予算委員会
松元崇 国家公務員共済組合連合会 渡瀬義男・元国立国会図書館

「サッチャリズム」の包括的な再検討へ向けて―財
政・金融政策に投影されるイデオロギーと権力メカニ

ズムの歴史的位相

土橋康人 立教大学 佐藤滋・東北学院大学

The Origins of a Fiscal Outlier: The Abandonment of the

Federal VAT in the Nixon Presidency
茂住政一郎 横浜国立大学 河音琢郎・立命館大学

＊非登壇共同報告者

3

C-3　社会保障

座長　小黒一正・法政大学

4

C-4　財政史

座長　関口智・立教大学

2

C-2　地方財政

座長　八木信一・九州大学

分科会プログラム
［Ｃ］　　2日目午前　10月9日（日）9:20～12:00

1

C-1　消費税

座長　西村幸浩・大阪大学
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6B12教室

論題 氏名 所属 討論者

所得税法の税率表の金額―例えば3456万7千円は千円
の謂

河野惟隆 元筑波大学 金子憲・東京都立大学

ノルウェーにおける二元的所得税の変遷：2006年税制

改革を中心に
高山寛 大阪公立大学(博士課程) 伊集守直・横浜国立大学

Does the Extension of Spouse Deduction and Special

Spouse Deduction’s Coverage Encourage Women to Work

More?

唐寅 慶応義塾大学(博士課程) 宮崎毅・九州大学

6101教室

論題 氏名 所属 討論者

Impact of fiscal policies on labor market with search

friction: an estimated DSGE model for Japan
陸震坤 関西学院大学(博士課程) 平賀一希・名古屋市立大学

Immigration policy in two sectors model
安岡匡也
＊神野真敏

関西学院大学
南山大学

北浦康嗣・法政大学

内生的退職モデルにおける公的年金の世代内再分配効

果

高畑純一郎

小林航

獨協大学

千葉商科大学
安岡匡也・関西学院大学

6202教室

論題 氏名 所属 討論者

復帰前沖縄における地方教育財政の研究 只友景士 龍谷大学 根岸睦人・新潟大学

義務教育国庫負担金制度改革と教職員給与費の流動化
稲岡亮
＊中野英夫

松戸市役所
専修大学

田中宏樹・同志社大学

学校外教育機会の格差―Kakwani係数を用いた有償の

学習機会の不平等度の計測

中村和之

金田陸幸
田中宏樹

富山大学

大阪産業大学
同志社大学

福重元嗣・大阪大学

6310教室

論題 氏名 所属 討論者

福祉は金持ちの義務？ : 福祉に対する期待は納税意

欲を増進させるのか。
金栄録 大阪大学(博士課程) 宮崎智視・神戸大学

納税者の同意における自己利益と互恵性―所得再分配
政策の支持要因をめぐって

佐藤滋 東北学院大学 池上岳彦・立教大学

政策選択肢のコンジョイント分析―2021年10月の衆議
院選における有権者の選択

河越正明 日本大学 砂原庸介・神戸大学

＊非登壇共同報告者

3

D-3　教育

座長　加藤久和・明治大学

4

D-4　財政と政策選好

座長　小野島真・明治大学

2

D-2　雇用・労働

座長　釜田公良・中京大学

分科会プログラム
［Ｄ］　　2日目午後　10月9日（日）13:00～15:00

1

D-1　所得税

座長 関耕平・島根大学
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会場アクセス 

 会場へのアクセスは以下の URL を参照してください。 

 https://www.toyo.ac.jp/about/access/hakusan/ 

 東洋大学白山キャンパスは，現在 8 号館入口（正門横）および西門からのみ入場可能で

す。会場は 6 号館となるため，西門からの入場をお勧めします。白山駅をご利用の場合

は A1 出口から進んでください。 

 入構に際して事前登録を行った参加者は，参加登録確認メールをスマートフォン等で

提示いただくか，プリントアウトしたものを提示ください。 

 

 8 号館入口から入構の場合：8 号館 2 階に上がり，1 号館を抜けて 5 号館横のエスカレ

ーターを下り，直進すると 6 号館 1 階になります。 

 西門から入構の場合：入構した正面の建物が 6 号館となります。  

https://www.toyo.ac.jp/about/access/hakusan/
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会場図（白山キャンパス 6 号館） 
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会場図（シンポジウム／会員総会：8 号館 8B11 教室） 

 

 

6 号館からシンポジウム会場への移動について 

 6 号館突き当たり（西門と反対側）のエスカレーターで地上へ移動。 

 そのまま直進し，階段で 2 階下へ移動。 

 エレベーターでの移動も可能です。 

 案内用のスタッフおよび掲示を用意します。 

 


