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日本財政学会第 67回大会

日本財政学会第 67回大会は， 2010年 10

月23日と 24日の 2日間にわたって滋賀大学

彦根キャンパスにて開催された.今大会では，

9テーマにわたる多様なセッションが設けら

れ，報告数も 89に上り，非常に精力的な議

論が行われた.そのすべてをここでお伝えす

ることは不可能であるため 以下では大会全

体の概要をまとめたうえで，シンポジウムの

内容と個別セッションにおけるいくつかの報

告をご紹介することとしたい.

ァーマ セッション数 報告数

租税 6 23 
地方財政 6 23 
社会保障 5 18 
財政政策 2 8 
予算 1 4 

公共投資 1 4 
国際比較 1 4 

企画 1 3 
日韓 1 2 
合計 24 89 

分科会のテーマ，セッション数，報告数は

表のように整理される.テーマ別にみると，

租税および地方財政のセッションがそれぞれ

6っと最も多くなっており，社会保障がこれ

らに続いている.財政学会の中心的なテーマ

である租税に加え，地方財政と社会保障につ

いてのセッションおよび報告数が多いのは近

年一貫して見られる傾向である.

租税については，環境関連税制をとりあげ

た分析のほか，地方税も含めた個別税目の税

収調達能力や税収変動要因に関する分析が増

加していることが見受けられる.また，地方
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財政においても地方自治体の財政の健全化や

個別事業の持続可能性に関する報告が比較的

多く行われた財政状況の悪化を背景に，財

政再建に向けた政策的合意を重視する研究関

心の高まりが表れていると言えよう.

一方で，財政構造改革や各種の行財政改革

が進められると同時に，政権交代にともなう

政策の方向性の一定の変化も見られるなか

で，国民の共同需要を充足することが求めら

れる財政の役割，政策をめぐる意思決定，予

算制度や予算編成過程などの領域における研

究が今後増加していくことも期待される.

初日の午後に，全体シンポジウム「グリー

ン・ニューデイールと財政政策」が開催され

た.パネリストとして，佐和隆光氏(滋賀大

学学長)，嘉回由紀子氏(滋賀県知事)，神野

直彦氏(地方財政審議会会長)，横山彰氏(中

央大学教授)の 4名が参加し各氏からの報

告がなされた後，デイスカッション，質疑応

答と非常に活気に満ちた議論が展開された.

佐和氏からは低酸素社会に向けたグローバ

ル・ケインズ主義の提起が行われたまず，最

近の気候変動をめぐる国内外の動向に触れなが

ら，社会経済システムの改編として， ヨーロッ

パ諸国における環境税や排出枠取引制度などの

経済的措置の導入や都心へ自動車流入規制，フ

ィード・イン・タリフ制度の紹介がなされ，今

後の公共交通機関の整備・充実や二酸化炭素の

排出削減のインセンテイブをもたせた政策の導

入の必要性が指摘された国内では，以上のよ

うな政策に対して，経済成長を阻害する，排出

削減効果がないという点で経済界からの反対が

強いが，税収の使途を誤らない限り，環境と経
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済の両立は可能であり，排出削減についても技

術開発も含め中長期的には十分な効果があると

の主張がなされた.そのうえで，環境と経済を

両立に向け，すでに先進国で無効となっている

ケインズ主義的財政金融政策からクリーン開発

メカニズムの確立による先進国から新興国・発

展途上国への資金の流れを創出し， 日本を含め

た先進国が投資のブーメラン効果を受けるとい

う枠組みへ転換していくことの重要性が指摘さ

れた

嘉田氏からは，低酸素社会の実現に向けた

滋賀県の取り組みの紹介とともに，今後の環

境税制の活用のあり方についての提起がなさ

れた.滋賀県では， 2008年 3月の「持続可

能な滋賀社会ビジョン」の策定に続き，環境

総合計画における温室効果ガス排出量の 50%

削減 (1990年比)を掲げたうえで，それを

実現するための政策行程が示されている.具

体的には，排出削減量の部門間配分，施策実

施における責任配分，行程表による取り組み

規模と時期の設定などから構成されている.

そのうえで，行程表に基づき必要となる年間

500億円(国で 5兆円)の公的費用の財源と

して，既存の税制の再編による新たな環境税

の枠組み，具体的には地方の環境自動車税お

よび国の石油石炭税の採用が提案された

これらの報告に対して 神野氏からは財政

学の立場でコメントが加えられた.その要点

を整理すれば，社会が環境問題に対応すると

き，伝統的な財政学の立場からすれば，環境

財を公共財と位置づけることで共同負担原則

により解決すべきではないかという指摘がさ

れたそして，環境税を租税制度全体の改革

のなかに位置づけなければならないとしたう

えで，佐和氏が主張するグリーン資本主義を

支える租税制度と，従来の重化学工業を基盤

とした社会における租税制度との違いを捉え

る必要が指摘された具体的には，従来の所

得税，さらには付加価値税を中心にする租税

体系において，たばこ税や酒税など間接消費

税の形で

して活用していくこと，さらに，人間と自然

の最適な関係を維持するという意味で，租税

原則としての公正の原則を捉え直していくこ

との重要性が強調された

続いて，公共選択論の視点から横山氏による

コメントが行われた現在の日本においては環

境問題の深刻さを示すシグナルが多く出ている

にもかかわらず，政策として対応できていない

政策決定の問題点や地方で進められている環境

政策の重要性が指摘されたうえで，今後のグリ

ーン化に向けた政策目標の選択，基礎となるマ

クロ経済理論や財政政策の選択のあり方が論じ

られた環境分野への投資により，短期的には

雇用創出，景気刺激を図り，長期的には産業構

造や社会構造の転換をめざす政策としてグリー

ン・ニューディール政策をとらえながら，環境

保全水準と経済成長を両立させる政策は何か，

フイスカル・ポリシーや地域振興策として最適

な環境関連投資は何か そのために最適な財源

は何かといった財政政策の選択の際に重要とな

る視点が提示された

今回のシンポジウムにおける議論では多くの

論点が提示されたが，全体として，グリーン・

ニューデイールそのものについての意見の対立

というよりも， 日本における政策決定の難しさ

に関わるものが多く見られた.その1っとして，

佐和氏からは政策論議における計量経済モデル

の活用のあり方に対する疑問が投げかけられ

た政策がもたらす結果について行われる分析

のモデル自体がブラック・ボックスであるため

どのような結論も導きうることから，むしろ定

性的分析を充実させるべきとの指摘は妥当なも

のだと言える.大きく見れば，経済社会の変化

を背景に歴史的に変遷してきた財政原則， とく

に租税原則について，市場経済や自然環境との

関わりという面からの再検討が財政研究に求め

られているのではないだ、ろうか.

次に，政策決定において見られるいわゆる

総論賛成・各論反対への対応をどのように学

問的に捉えるのかという点である.実際の政

策決定過程における環境税の導入に対する産

業界からの反対に対して，中長期的な産業構

造の転換を促すインセンテイブを埋め込んだ

政策の実施といった政策技術的な側面に加え

て，租税論において環境税を理論的にしっか

りと位置づけることが今後の重要な検討課題

になると思われる.
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とくに， ヨーロッパ諸国において導入されて

いる二酸化炭素税に代表される「環境税」と，

近年日本において見られる水源環境税のような

「環境税Jでは，課税の形式が大きく異なって

いる.前者はいわゆるピグー税的なインセンテ

イブ課税であり，税収の使途は制約されないの

が一般的であるのに対して，後者は，個人所得

や企業所得に対する課税を活用しながら，環境

保全事業財源を確保する意味において「環境税」

と位置づけられているが これらは税としての

意味合いが大きく異なるものである.パネリス

トからの指摘があったように，汚染者負担原則

をとるのか共同負担原則をとるのか，税で対応

するのか，負担金や課徴金を活用するのかとい

う点，さらに，政策主体や税務行政の観点から

国税と地方税のいず、れへの配分が妥当なのかと

いった論点について，十分に検討，整理する必

要があるように思われた

最後に，本シンポジウムでは時間の制約も

あり十分に議論されなかった点であるが，グ

リーン・ニューデイール政策としての雇用創

出や景気刺激という政策効果とその手段とし

ての環境関連投資の関わりについての議論の

発展も今後期待される.

ここでは筆者が参加した個別セッションの

なかから海外の事例を扱った「社会保障 (4)J 
の内容を簡単に紹介したい.

第 1報告「中国における所得格差の要因分

解と累進所得税・再分配政策の効果」は，著

しい経済成長の一方で、指摘されている所得格

差について， 20の省の 9年間のパネルデー

タを用いることで，所得格差の要因を分解し

たうえで，累進所得税とその再分配効果につ

いての分析を行っている.所得格差の最大の

要因は賃金格差にあるが，近年整備されつつ

ある累進所得税がその再分配効果を発揮しつ

つあることを明らかにしている.

第 2報告「ブレア政権の医療改革による

NHSの財政構造の変化」は，ブレア政権に

よる医療改革が財政に与えた影響を，効率性・

公平性の観点から検証している.階層別所得

の推移を分析することで，医療改革により再

分配効果が上がっている一方で， NHSの組

織形態・運営形態の変更の結果，一部のトラ

ストにおいて赤字が拡大しており，効率性が

弱まったと結論づけている.同政権期の医療

改革自体がNHSの理念から議離しているの

ではないかとの質問に対しては，公平性の担

保という理念を残しながら制度が変化してい

るとの見解が示された

第3報告「ドイツ年金は「一本化」されて

いるか?Jでは， 日本の年金改革を念頭に置

きながら， ドイツにおける老齢給付が対象と

する階層の問題，法定年金における連邦補助

金の使途，年金給付に関する条件の推移につ

いての考察が加えられている. とくに，階層

の問題について， Iすっきり」しているよう

に見えるドイツの年金体系であるが，高い失

業率があるなかで，細部では複雑なものにな

らざるを得ないという実態の指摘がなされ

た. 日本における年金一元化議論も念頭に，

「一元化」が意味するものやその必要性とい

う点について議論が行われた.

第4報告「スウェーデンの社会保障と財政」

は，スウェーデンは日本のモデルたりうるか

という問題意識から，スウェーデンの社会保

障制度や租税制度の再分配効果やその経年的

な推移についての分析を行っている.労働所

得課税と資本所得課税の傾向を示しながら，

低所得者に対しても相当程度の税負担を求め

つつ，社会保障制度， とくに現金給付を用い

て再分配政策を実施している同国の特徴を明

らかにしている.加えて， 1990年代前後の財

政再建に対する圧力など日本が直面している

諸条件の相違点について指摘がなされている.

本大会では，海外の事例を扱った報告がや

や少なかったように思われるが，シンポジウ

ムにおける議論も踏まえると， 日本における

政策の現状を相対化する視点からの研究もよ

り求められるように感じられた.その他，各

セッションにおいて多くの報告と活発な議論

がなされたが，ここでは割愛せざるを得ない.

最後に，非常に円滑な大会運営が行われた

ことに対して，大会事務局の皆様のご尽力に

感謝申し上げたい.
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