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授業の目標（Course Objectives） 

日本の租税（税金）制度及び地方財政について、身近な税の仕組みやその使途、地方創生に関する最新事例などをテーマに研

究し、社会に出てから活かせる「実践的な知識の習得」と、それを自分の言葉と資料によって人に伝える「プレゼン力の習得」を目

標とします。 

 

We will study the tax system and local finances in Japan, the tax system and its uses, and the latest cases of regional 

revitalization. 

The goal is "acquisition of practical knowledge" that can be utilized after going out into society, and "acquisition of 

presentation ability" that conveys it to people through their own words and materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

【背景】 

現在の日本においては、大都市圏と地方圏とでの経済格差（財政・人口・インフラ等）が大きくなりつつあるという見方がありま

す。しかしながら一方で、５Ｇ等の最新テクノロジーを活用して「地域活性化（地方創生）を積極的に目指している地方自治体」や、

東京一極集中を避け「ビジネスチャンスを地方に求める大企業」も少なくありません。 

 

また、新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの企業でテレワークの利用が進み、会社へ出勤せずに地方に住みながらでも

仕事ができる等、これまでの固定観念が見直されてきています。 

 

そのような日本社会の現状について”税金”と”地方財政”という二つを切り口に議論し、社会課題の発見能力を養い、課題解決に

向けた意見やアイデアを創出する力を身につけること、を主眼としています。 

 

 

【講義の進め方】 

そのためにまず、前半では租税に関する参考テキストを使用し、ベースとなる知識の習得を図ります。 

 

後半では、学生自身が主体的にテーマ（課題）を決めた上で、テーマ別の比較考察、地方創生に関する取組みの事例研究などを

行いながら、多角的に租税や財政、地方経済の現状理解を深めていきます。 

 

担当者（相良）は、過去に行われた税制改正が地方財政に与えた影響など、これまでの実務経験を踏まえながら必要な専門的ア

ドバイスを提供し、学生自身の問題発見能力の向上を促します。 

 

本講義内では、グループディスカッションなどの「思考のアウトプット」を積極的に実施し、講義で得た知識や作成した資料を自分

の言葉で伝える機会を多くしていく予定です。 

 

また、春・夏の長期の休暇中において、講義内テーマに関連する地方自治体へのフィールドワークやゼミ合宿の実施、地方経済

の実情を体感できるよう企業訪問等も行う予定です。 

（上記課外活動については、新型コロナウイルスの感染状況や学内方針により変更あり） 

 

【background】 

In Japan today, there is a view that the economic disparity (finance, population, infrastructure, etc.) between metropolitan areas 

and rural areas is increasing. However, there are many "local governments that are actively aiming for regional revitalization" by 

utilizing the latest technology such as 5G, and "large companies that seek business opportunities in rural areas" while avoiding 

overconcentration in Tokyo. 

 

In addition, the use of telework is increasing in many companies, and the conventional stereotypes are being reviewed, such as 

being able to work while living in a rural area without going to work. 

 



The main purpose is to discuss the current state of Japanese society, cultivate the ability to discover social issues, and acquire 

the ability to create opinions and ideas for solving issues. 

 

 

[How to proceed with the lecture] 

To that end, first of all, we will use reference texts on taxes in the first half to acquire the basic knowledge. 

 

In the second half, students will take the initiative in deciding the theme, and while conducting comparative studies by theme 

and case studies of efforts related to regional revitalization, deepen their understanding of the current state of taxes, finances, 

and local economies from various angles. To go. 

 

The instructor (Sagara) will provide necessary professional advice based on his practical experience, such as the impact of past 

tax reforms on local public finance. 

 

In this lecture, we will actively hold group discussions, etc., and increase opportunities to convey the knowledge gained in the 

lecture and the materials created in our own words. 

 

In addition, during long vacations in spring and summer, we plan to hold fieldwork and seminar camps for local governments 

related to the themes in the lectures, and visit companies so that they can experience the actual situation of the local 

economy.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 総論 

2. 所得税法の解説・議論 

3. 法人税法の解説・議論 

4. 消費税法の解説・議論 

5. 相続税法の解説・議論 

6. 地方税法の解説・議論 

7. 租税制度のまとめ ディスカッション 

8. 参考となる文献の輪読（１） 

9. 参考となる文献の輪読（２） 

10. 参考となる文献の輪読（３） 

11. 参考となる文献の輪読（４） 

12. 参考となる文献の輪読（５） 

13. 統計データの活用・分析演習 

14. 統計データの活用・分析演習 

15. 参考となる文献の輪読（６） 

16. 参考となる文献の輪読（７） 

17. 参考となる文献の輪読（８） 

18. 参考となる文献の輪読（９） 

19. 参考となる文献の輪読（１０） 

20. 参考となる文献の輪読（１１） 

21. 参考となる文献の輪読（１２） 

22. 研究報告と議論（プレゼン・改善指導） 

23. 研究報告と議論（プレゼン・質疑） 

24. 研究報告と議論（プレゼン・改善指導） 

25. 研究報告と議論（プレゼン・質疑） 

26. 最終報告（１） 

27. 最終報告（２） 

28. 年度総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に提示します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席及び授業参加度(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本税理士会連合会編、『やさしい税金教室』、日本税理士会連合会 

 

参考文献（Readings） 

1. 関口智編、2016、『地方財政・公会計制度の国際比較』、日本経済評論社 (ISBN:978-4818824188) 

 



その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 


