
一橋大学政策フォーラム 

 

どうする日本の社会保障と税 

～一体改革への提言～
一橋大学 

大学院経済学研究科 

国際・公共政策大学院  

田近栄治 

eiji.tajika@r.hit-u.ac.jp 

2011年11月25日 

mailto:Eiji.tajika@r.hit-u.ac.jp
mailto:Eiji.tajika@r.hit-u.ac.jp
mailto:Eiji.tajika@r.hit-u.ac.jp


一橋大学政策フォーラム： 
研究成果の社会への発信 

• 長い経済停滞、経済的・政治的な混迷。そのなかで、
日本は新しい経済成長の原動力と世界政治における
貢献のあり方を模索。 

 

• 次の日本を目指して、一橋大学の研究者の企画によ
る政策発信を行うことを目的としている。 

 

• 各分野の第一人者や政策の最前線の人たちとの討
論を経て、研究成果を研ぎ澄まされた政策として発信
することを目指す。 
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これまでの活動 
• 第1回 2010年9月28日（火） 「年金の将来」 

• 第2回       12月11日（土） 「イノベーションと日本の活力」 

• 第3回       12月15日（水） 「成長戦略の再検討」 

• 第4回 2011年1月22日（土） 「東アジアにおける製品開発と人材   

        マネジメント－日本・韓国・中国企業 

        の比較分析－」 

• 第5回         2月24日（木） 「等身大の人間行動を考えた地震   

         リスクマネジメント」 

• 第6回        3月 7日（月） 「大企業の自己革新と脱成熟化」 

• 第7回       5月26日（木）    「大震災からの復興を考える」 
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「年金の将来」  

― 信頼できる年金制度の構築を目指して ―  

2010 年 9 月 28 日 

 

山内 進（一橋大学理事・副学長） 

古川元久（内閣官房副長官） 

高山 憲之（一橋大学特任教授） 

西沢 和彦（株式会社日本総合研究所主任研究員） 

 （一橋大学世代間問題研究機構特任講師） 

井堀 利宏（東京大学大学院経済学研究科教授） 

稲垣 誠一（一橋大学世代間問題研究機構教授） 

高橋 進（株式会社日本総合研究所副理事長） 
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「イノベーションと日本の活力」 
2010年12月11日 

開会挨拶 米倉 誠一郎 一橋大学イノベーション研究センター長 

基調講演 「チャンスを逃すな」 

安藤 忠雄  建築家、東京大学名誉教授 

 

【環境と経済を両立させるイノベーション】 

 野中 ともよ NPO法人ガイア・イニシアティブ代表 

 米倉 誠一郎  一橋大学イノベーション研究センター長 

 江藤 学   一橋大学イノベーション研究センター教授 

 長岡 貞男   一橋大学イノベーション研究センター教授 

 楡井 誠   一橋大学イノベーション研究センター准教授 

 

【日本企業のものつくり力とイノベーション】   

 延岡 健太郎  一橋大学イノベーション研究センター教授 

 青島 矢一   一橋大学イノベーション研究センター准教授 

 軽部  大   一橋大学イノベーション研究センター准教授 

 中馬 宏之   一橋大学イノベーション研究センター教授 

 西口 敏宏   一橋大学イノベーション研究センター教授 

 

閉会挨拶 米倉 誠一郎 一橋大学イノベーション研究センター長 
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「成長戦略の再検討」 
日時 2010年12月15日 
 

• 開会挨拶 田近栄治（一橋大学経済学研究科 教授）  

• 「成長戦略の再検討：問題提起」      北村行伸（一橋大学経済研究所 教授） 

• 「成長戦略と日本経済再生の原動力」 深尾京司（一橋大学経済研究所 教授） 

• 「成長戦略の有効性を問うー産業構造の転換と企業活動の活性化の 

視点から」                    宮川努（学習院大学経済学部 教授・副学長） 

• 「成長戦略としての法人税減税」  田近栄治 

• 「成長戦略と雇用・人材育成政策」   川口大司（一橋大学経済学研究科准教授） 

• 閉会挨拶 深尾京司 
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「東アジアにおける製品開発と人材マネジメント―

日本・韓国・中国企業の比較分析―」 
2011年1月22日（土） 
  

基調講演 

・藤本隆宏氏（東京大学大学院経済学研究科・教授） 
 

研究概要 

・都留康氏（一橋大学経済研究所・教授） 
 

研究成果発表 

・徳丸宜穂氏（名古屋工業大学大学院工学研究科・准教授） 
・馬駿氏（富山大学経済学部・教授） 
・尹諒重氏（名古屋商科大学経営学部・専任講師） 
・都留康氏（一橋大学経済研究所・教授） 
・福澤光啓氏（東京大学大学院経済学研究科ものづくり経営研究センター・特
任助教） 
・守島基博氏（一橋大学大学院商学研究科・教授） 
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等身大の人間行動を考えた 

地震リスクマネジメントのすすめ 
2011 年 2 月 24 日 

 

 

 プロスペクト理論とマンションの耐震性能の選択 

    中川雅之（日本大学経済学部教授） 
 

 空間認識と耐震性：アイトラッカーを用いた研究 

    竹内 幹（一橋大学大学院経済学研究科講師） 
 

 公的地震保険の普及促進に向けて 

    佐藤主光（一橋大学大学院経済学研究科教授） 
 

 等身大の人間行動を考えた地震リスクマネジメント 

    齊藤 誠（一橋大学大学院経済学研究科教授） 
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大企業の自己革新と脱成熟化  
2011 年 3 月 7 日 

 

• 開会挨拶   沼上 幹（一橋大学大学院商学研究科・教授） 

• 橘川 武郎（一橋大学大学院商学研究科・教授） 

  「『失われた 20 年』と日本企業の自己革新」 

• 島本 実（一橋大学大学院商学研究科・准教授） 

  「出光興産の自己革新（1）：上場への道のり」 

•  平野 創（成城大学経済学部・専任講師） 

  「出光興産の自己革新（2）：出光石油化学との経営統合」 

• 報告者全員による討論会 

 「大企業の自己革新と脱成熟化」 

• 講 演    天坊 昭彦（出光興産株式会社代表取締役会長） 

• 閉会挨拶   沼上 幹 

  



  
大震災からの復興を考える 
2011年5月26日 

 開会挨拶 （田近栄治 一橋大学・大学院経済学研究科教授） 

問題提起（北村行伸 一橋大学経済研究所教授） 

 

田近栄治 「震災復興のビジョンと財源：事前の復興と国民の連帯」 

 

小黒一正（一橋大学経済研究所准教授）  「震災と財政を巡る今後の課題」 

 

小林慶一郎（一橋大学経済研究所教授） 「大震災後の経済政策と復興支援」 

 

佐藤主光（一橋大学大学院経済学研究科教授）  

 「東日本大震災からの経済復興の課題と提言：復興に向けた８カ条」 

             

齊藤誠（一橋大学大学院経済学研究科教授） 

「震災前の経済状況に遡って震災後の経済復興を考える： 

            関東大震災後の経済政策の失敗を踏まえて」 

 

ディスカッション（コーディネーター：北村行伸、参加者：田近栄治、小黒一正、小林慶一郎、佐藤主光、齊藤誠） 

 

閉会の辞（北村行伸）  
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どうする日本の社会保障と税 

～一体改革への提言～ 
現状 

 高齢化の進行によって厳しさの増す社会保障財政 

 長期にわたるデフレ経済によって税収の確保が困難に 

 若年および将来世代への負担の先送りが続いている 

課題 

 日本の社会保障と税を同時に考える。 

   歳入の裏付けのない社会保障は持続可能ではなく、 

   何に使うかが明らかでない増税は納得を得られない 

 「国家リスク」 の回避 

   「一体改革」によって財政健全化を実現し、公債累積による 

   「国家リスク」を避けなければならない。 
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『一橋経済学』特集号 

•  「税と社会保障の一体改革」（上） 『一橋経済学』第4巻第1号（2011年1月） 
– 田近栄治・小林航  「税と社会保障の一体改革」特集の狙い 

– 田近栄治    税と社会保障の一体改革－「財政規律」と「安心の保障」の実現 

– 渡辺智之       税・社会保障の一体改革と情報システム 

– 田近栄治・菊池潤   市町村介護保険分析の標準化－第1号保険料、サービス利用状況と将来財政の分析－ 

– 河口洋行・油井雄二 介護保険と高齢者住宅 

– 竹内 幹    終身年金パズルの行動経済学：フレーミング効果と心理会計 

 

•  「税と社会保障の一体改革」（下） 『一橋経済学』第5巻第1号（2011年7月） 
– 佐藤主光    グローバル経済における財政の在り方：所得課税から消費課税への転換 

– 國枝繁樹     新しい最適所得税理論と日本の所得税制・最低賃金 

– 山重慎二    少子化と税・社会保障制度の一体改革 
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どうする日本の社会保障と税 

一体改革への提言 
開会挨拶 古川元久（国家戦略兼経済財政政策担当大臣） 

基調講演 峰埼直樹（内閣官房参与、元財務副大臣） 

    「社会保障と税一体改革、強い財政・強い社会保障・強い 

     経済を目指して」 

田近栄治(一橋大学）・小林航（千葉商科大学）、 

    「社会保障と税を一体改革で考える―課題の整理」 

パネルディスカッション 

  峰埼直樹、田近栄治 

  渡辺智之（一橋大学） 共通番号 

  山重慎二（一橋大学） 社会保障 

  佐藤主光（一橋大学） 税制 
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一橋大学政策フォーラム 

ウェブサイト 

 

URL: http://www.hit-u.ac.jp/academic/index.html 

 

E-mail: res-info.g@dm.hit-u.ac.jp 

TEL： 042-580-8053 Fax： 042-580-8050 
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