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授業の目標（Course Objectives） 

 現代経済において、政府の活動は大きな役割を果たしている。経済の動きを理解するためには、政府活動の実態を正確に理

解できなければならない。そのような政府活動の実態を分析する学問が財政学である。履修者が財政学の基本的な知識を用い

て現代の諸問題を理解できるようになることが、本講義の基本的な目標である。 

 

 Government activities play a significant role in Contemporary Economics. To understand economic trends, one must 

accurately understand the current state of government activities. Public Finance is the academic discipline that analyzes the 

current state of such government activities. The fundamental objective of this course is to enable students to use basic 

knowledge of Public Finance to better understand various contemporary problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半の講義（1～14 回）では、財政学の基本的な知識を説明する。特に、経費論、予算論、租税論、公債論の基礎を講義にて扱

う。前半で学んだ知識を用いて、15 回目以降からは、財政政策の基礎（15～17 回）、再分配政策（18～20 回）、教育財政（21・22

回）、地方財政（23・24 回）、社会保障制度（25～27 回）について説明をする。各講義では、具体的な制度と関連する理論を中心

に説明をする。また、国際比較と歴史的な視点から財政について説明をする。 

 

 During the first half of the course (sessions 1 through 14), the lectures will impart fundamental knowledge concerning Public 

Finance. In particular, classes will cover the fundamental aspects of the public expenditure, budget, tax, and public debt 

theories. Using this knowledge, the lectures starting from the fifteenth session will discuss the fundamentals of fiscal policy 

(sessions 15 through 17), redistribution policy (sessions 18 through 20), education finance (sessions 21 and 22), local 

government finance (sessions 23 and 24), and the social security system (sessions 25 to 27). Each lecture will focus on the 

theory associated with a specific system. Moreover, government activities will also be explained through international 

comparisons and from a historical perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 財政学入門の入門：政府活動の実態と財政学 

2. 財政の機能から政府の役割を学ぶ 

3. 経費論：なぜ、各国の政府規模は拡大しているのか 

4. 予算循環論と予算編成論 

5. 予算と決算から見た日本財政（1）：2000 年代前半の財政運営 

6. 予算と決算から見た日本財政（2）：2000 年代後半の財政運営 

7. 戦後の日本財政と公共投資 

8. 租税論入門（1）：市場と租税 

9. 租税論入門（2）：租税原則 

10. 租税の理論と制度（1）：所得課税－なぜ、各国に累進課税が存在するのか 

11. 租税の理論と制度（2）：日本の所得税制度について 

12. 租税の理論と制度（3）：所得課税と消費課税について 

13. 租税の理論と制度（4）：環境税の理論 

14. 公債論：公債論の基礎と日本財政 

15. 財政政策入門（1）：国民経済計算の基礎 

16. 財政政策入門（2）：財政政策と経済安定化 

17. 財政政策入門（3）：経済成長と所得分配の関係について 

18. 再分配政策（1）：再分配の理論の基礎 

19. 再分配政策（2）：近年の再分配政策の論点について－普遍主義、ターゲッティング、選別主義 

20. 再分配政策（3）：再分配政策と国際比較－なぜ、各国の再分配政策に違いがあるのか 

21. 教育財政（1）：教育財政の意義とその歴史的展開 

22. 教育財政（2）：教育財政と政府間財政 

23. 地方財政論（1）：地方交付税の意義とその役割 

24. 地方財政論（2）：財源保障と公共サービス 

25. 公的年金制度の基礎 



26. 公的年金制度が直面する課題 

27. 医療保険制度の基礎 

28. 現代財政が直面する諸問題：国際比較の視点から 

 

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

 テキスト、講義ノート、配付資料、参考文献などを用いて、履修者は講義の復習をするのが望ましい。事前学習については、上

記の資料を用いて、講義中に指示したトピックや用語について予習をすること。あるいは、事前に示した練習問題や例題を利用し

て、履修者は予習をするのが望ましい。講義に関連する参考文献については、講義内で紹介をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(25%)/講義中に指示した提出物(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 講義にて、講義ノートや資料等を配布する。第 1 回目の講義で、テキストと講義ノート・資料との関係について説明をする。財政

学の基本知識を学んだ後の事例分析としてテキストを用いる。また、リアクションペーパーや提出物作成に、テキストを用いる。詳

細は講義にて説明をする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 池上岳彦（編）、2015、『現代財政を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:978-4641184244) 

2. 神野直彦、2021、『財政学〔第 3 版〕』、有斐閣 (ISBN: 978-4641165816) 

3. 高端正幸・伊集守直（編）、2018、『福祉財政』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623083695) 

4. 佐々木伯朗編、2019、『財政学 制度と組織を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16554-0) 

5. 赤井伸郎編、2017、『実践 財政学 基礎・理論・政策を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:978-4641165045) 

6. 寺井公子・肥前洋一、2015、『私たちと公共経済』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15020-1) 

7. 高端正幸・佐藤滋、2020、『財政学の扉をひらく』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15082-9) 

 講義内容と関係のある参考文献は、講義ノートにて紹介をする。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


