日本租税理論学会

会報 第 61 号
2020 年 10 月 9 日

１．日本租税理論学会 ２０２０年度研究大会・総会・役員（理事）会プログラム
（１）開催日程
本年度(2020 年度)の研究大会・総会は、新型コロナウィルスの感染状況を考慮し、運営
委員会及びオンライン開催 WG で慎重に検討した結果、以下のとおり、インターネットで
の Zoom の遠隔会議システムを使った完全オンライン方式による 1 日開催に変更いたしま
した。ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、役員（理事）会は、研究大会・総会の前日に開催いたしますので、ご注意くださ
い。
① 役員（理事）会
２０２０年１１月２８日（土） １５時～１７時（14 時 30 分から接続可能）
② 研究大会・総会
２０２０年１１月２９日（日） ９時３０分～１７時２０分（9 時から接続可能）
* 開催主体（ホスト）は、今回、日本租税理論学会事務局内に設置した「情報メディア
事務センター」となります。当初予定しておりました立正大学東京品川キャンパスに
は会場を設けませんので、ご注意ください。
（２）役員（理事）会の開催
本年度（2020 年度）の役員（理事）会は、Zoom 遠隔会議システムを利用した完全オン
ライン方式により行います。役員（理事）会での配布資料および Zoom へのアクセス方法
や諸注意、URL、ID、パスワードについては、各理事・監事あてに、事前に電子メール（招
待状）により送付し、ご案内いたします。
（３）研究大会・総会の開催
本年度の研究大会・総会は、Zoom 遠隔会議システムを利用した完全オンライン方式に
よるライブ配信で行います。
① 報告者のレジメ
報告者のレジメは、昨年度（2019 年度）と同様に、学会ホームページ（HP）の各報告
者のタイトルの下に PDF 処理してアップし（貼り付け）
、会員がそれぞれダウンロードの
上、プリントアウト（印刷）できるようにいたします。各報告者は、遅くとも 10 月末ま
でに、レジュメを学会事務局（info@j-ast.com）メールに添付してご送付ください。
また、報告時に zoom の「画面共有」機能を使用される場合は事前にご連絡ください。
② 研究大会・総会への参加手続
本年度の研究大会・総会への参加は、今回電子メールアドレスをご連絡いただいた会
員については、Zoom へのアクセス方法や諸注意、URL、ID、パスワードをその電子メール
アドレスに電子メール（招待状）にてご案内いたします。したがいまして、すでに電子メ
ールアドレスを学会事務局に提供されている会員は、本年度については別途参加の申込
み手続は不要とします。また、もし研究大会・総会に参加を希望される会員で、電子メー
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ルアドレスを学会事務局にご連絡いただいていない場合は、ご自身の電子メールアドレス
を、至急学会事務局（info@j-ast.com）あてに電子メールでお送りください。
なお、事務局から招待状でお知らせした Zoom のアクセス URL、ID、パスワードは、会員
本人のみが使用し、絶対に他の方にメール転送したり、知らせないでください。
③ 配信接続テスト
本年度研究大会・総会の開催までに、Zoom 遠隔会議システムを使った配信接続テスト
を１０月３１日（土）と１１月２０日（金）の２度、行います。どちらも１８時開始（１
７時３０分より接続可能）です。会員（役員/理事を含む）は、都合のよい日を選んだう
えで、ご参加ください。両日参加もできます。
なお、Zoom へのアクセス方法や留意点、URL、ID、パスワードなどについては、すでに
電子メールアドレスを学会事務局に提供されている会員全員に対して、電子メール（招
待状）にて事前にご案内いたします。また、緊急の変更等が生じた場合には、学会ホーム
ページ（HP）でお知らせします。
（４）研究大会・総会：シンポジウムのテーマと報告タイトル・報告者
○ テーマ：企業課税をめぐる内外の諸課題
○ 報告タイトルと報告者
● シンポジウム報告「企業課税をめぐる内外の諸課題」
司会：木村 幹雄（愛知大学経営学部准教授）
望月 爾 （立命館大学法学部教授）
➀「近年の地方法人 2 税の税源偏在問題（東京問題）」
報告者：関野 満夫（中央大学経済学部教授）【梅原英治会員】
②「国際的デジタル企業課税と各国のデジタル企業課税の動向」
報告者:望月 爾（立命館大学法学部教授）【鶴田廣己会員】
③「新型コロナ感染を契機とした災害税制・被災者支援税制の改革課題」
報告者：岡田 俊明（税理士）【木村幹雄会員】
④「パンデミックにおける国税通則法 11 条の期限の延長を巡る諸問題」
報告者：高木 英樹（産業能率大学経営学部特任教授・税理士）
【望月爾会員】
⑤「コロナ対応緊急支援策としてのドイツでの減税政策」
報告者：奥谷 健（広島修道大学教授）【森 稔樹会員】

（５）研究大会・総会：スケジュール
９時００分
：
９時３０分～ ９時４０分 ：
９時４０分～１０時２０分 ：
１０時２０分～１０時３０分 ：
１０時３０分～１１時１０分 ：
１１時１０分～１１時２０分 ：
１１時２０分～１２時００分 ：
１２時００分～１３時００分 ：
１３時００分～１３時４０分 ：
１３時４０分～１３時５０分 ：
１３時５０分～１４時３０分 ：
１４時３０分～１４時５０分 ：
１４時５０分～１６時３０分 ：

受付（zoom へのアクセス）開始
開会（理事長挨拶）
シンポジウム報告①（報告４０分）
休憩（１０分）
シンポジウム報告②（報告４０分）
休憩（１０分）
シンポジウム報告③（報告４０分）
昼食休憩
シンポジウム報告④（報告４０分）
休憩（１０分）
シンポジウム報告⑤（報告４０分）
休憩・討論準備（２０分）
シンポジウム質疑討論（途中１０分休憩）
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１６時３０分～１６時４０分
１６時４０分～１７時１０分
１７時１０分～１７時２０分

： 休憩（１０分）
： 総会
： 閉会

＊今後、変更や修正が生じましたら、逐次、学会ホームページ（HP）でお知らせし
ます。
２．学会機関誌について
2019 年分会費を納入いただいた会員には、学会機関誌である租税理論研究叢書 29 号
「税制改革の今日的課題」を順次郵送いたしました。
また、学会機関誌/租税理論研究叢書 30 号「租税上の先端課題への挑戦」は、現在出
版準備中（年内に刊行予定）ですので、しばらくお待ちください。2020 年分会費を納入
いただいた会員には、刊行次第、郵送いたします。
３．会費の納入のお願い
2020 年分会費を納入されていない会員の方は、
年内にお振込みをお願いいたします。
未納の会員には、再請求書/ゆうちょ銀行の払込用紙を同封いたしますので、こちらを
お使いください。なお、お振込みが、再請求書と行き違いになりましたら、何卒ご容赦
ください。
学会費は、会員（9,000 円）、準会員（4,000 円）ですが、ご納入して頂いた金額は、
旧い年度の未納会費から順次充当されます。
４．事務局からのお知らせ
学会ホームページ（HP）に、日本租税理論学会への入会、退会、住所変更など各種手
続のフォーマット（様式）がありますので、そのフォーマットに記入し、学会事務局あ
てにメール（または郵便）にてご連絡ください。

【送付書類】
□会報第 61 号
１部
□2020 年度 役員（理事）会・研究大会・総会 日程 早見表
□再請求書/ゆうちょ銀行払込票
１枚（未納会員のみ）
＊今後の日程の変更等については、学会ホームページ（http://www.j-ast.com/）でお知
らせしますので、しばらくの間、常時閲覧をよろしくお願いします。
以上
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2020 年度日本租税理論学会

役員（理事）会・研究大会・総会 日程早見表
学会事務局作成
2020 年 10 月 9 日現在
2020 年度学会は、Zoom 遠隔会議システムを使いオンライン開催しますが、
主な日程の早見表を用意しました。
① 報告者のレジメ（PDF）の提出期限
・2020 年 10 月末日まで
＊送付先:学会事務局（info@j-ast.com）

② Zoom 遠隔会議システムを使った配信接続テスト
・2020 年 10 月 31 日（土）18 時開始（17 時 30 分から接続可能）
・2020 年 11 月 20 日（金）18 時開始（17 時 30 分から接続可能）
*会員（理事/役員を含む）は、いずれか都合のよい日を選択可能。両日参加も可能。

③役員（理事）会の開催
２０２０年１１月２８日（土）
④ 研究大会・総会の開催
２０２０年１１月２９日（日）

１５時～１７時
（14 時 30 分から接続可能）
９時３０分～１７時２０分
（９時から接続可能）

＊なお、Zoom での会議へのアクセスのための URL、ID、パスワードなどについては、す
でに電子メールアドレスを学会事務局に提出されている会員全員には、事前に（お
おむね開催日の 1 週間前までに）電子メール（招待状）にて、ご案内いたします。た
だし、電子メールアドレスを学会事務局に提出されていない会員には、電子メール
（招待状）は送られませんので、ご了解ください。なお、現在未提出で、2020 年学
会への参加を希望する会員は、電子メールの追加提出ができますので、10 月 20 日
までに学会事務局あて（info@j-ast.com）に電子メールで提出してください。
＊今後の日程の変更等については、学会ホームページ（http://www.j-ast.com/）でお
知らせしますので、しばらくの間、常時閲覧をよろしくお願いいたします。

