
 

パーソナルファイナンス学会 

第 18回全国大会のご案内 

パーソナルファイナンス学会第 18回全国大会を下記のとおり開催いたします。 

皆様のご参加をお待ちしております。 
 

統一論題  

「フィンテック革命がパーソナルファイナンスを変えるか」 
 

1.  開催期間  2017年 11月 11日（土），12日（日） 

2.  報告・会員総会会場 第 1日 11日（土）：富山国際会議場 多目的会議室 201-202 

〒930-0084 富山県富山市大手町１−２ 

第 2日 12日（日）：富山大学経済学部 講義棟 1Ｆ 

〒930-8555 富山県富山市五福 3190 

    懇親会会場 ＡＮＡクラウンホテルプラザ富山 19F スカイバー アストラル 

〒930-0084 富山県富山市大手町 2 番 3 号 TEL：076-495-1111 

3.   申し込み方法 同封の出欠票はがきに必要事項を記入のうえ，11 月 2 日（木）迄

にご返送（投函）ください。 もしくは、学会ＷＥＢサイト「全国大会情

報」に記載のＵＲＬ↓からもお申込が可能です。 

http://kokucheese.com/event/index/491195/ 

4.  参加費振込期限 2017年 11月 2日（木） 
            
  ＊大会参加費・懇親会費等は以下のとおりです。 

  ＊ご宿泊につきましては、お手数ですが会員各位でご手配下さい。 

  

会員種別 大会参加費 懇親会費 昼食代 

個人・院生会員 3,000 円 2,000 円 
     事前申込制 

（大会参加費に含まれます） 
賛助会員 3,000 円 2,000 円 

非会員 6,000 円 5,000 円 

消費者金融部会 無料 無料 事前申込制（無料） 
 

======================================================================== 
 

【開催校】 

富山大学 実行委員長 岸本寿生 
 

【お申込・参加費お振込についてのお問合せ】 

パーソナルファイナンス学会 リエゾンオフィス 

〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 518 司ビル 3Ｆ 

【業務委託先】(株)国際ビジネス研究センター 

Tel: 03-5273-0473  Fax: 03-3203-5964 japf@ibi-japan.co.jp 

URL：http://www.ibi-japan.co.jp/japf 

mailto:japf@ibi-japan.co.jp
http://www.ibi-japan.co.jp/japf


 

 

パーソナルファイナンス学会第 18回全国大会プログラム 

 
第１日：11月 11日（土）会場：富山国際会議場 多目的ホール 201-202 

午前の部 

11：00 
開会の言葉 会長         桑名義晴（桜美林大学） 

         大会委員長   岸本寿生（富山大学）  

統一論題報告Ⅰ 司会：杉江雅彦（同志社大学名誉教授） 

11：10 

～ 

12：00 

「貨幣経済の将来に関する考察」 

中川郁夫（株式会社インテック 先端技術研究所 特別研究員） 

午後の部 

統一論題報告Ⅱ・Ⅲ 司会：大東和武司（関東学院大学） 

13：00 

～ 

13：50 

「インドにおけるデジタル化政策とフィンテック発展の可能性」 

藤田哲雄（株式会社日本総合研究所 調査部 上席主任研究員）  

<休憩 5 分> 

13：55 

～ 

14：45 

「次世代利用者から見る Fin Tech と将来の金融サービス」 

桜井 駿（NTTデータ経営研究所 情報戦略コンサルティングユニット  

ビジネストランスフォーメーショングループ シニアコンサルタント） 

<休憩 5 分> 

14：50 

～ 

15：50 

パネルディスカッション 「フィンテック革命がパーソナルファイナンスを変えるか」 

パネリスト：中川郁夫、藤田哲雄、桜井 駿  

モデレータ：坂野友昭（早稲田大学） 

<休憩 10 分> 

特別講演Ⅰ 司会： 岸本寿生（富山大学） 

16：00 

～ 

16：40 

「地方銀行におけるカードローン対応について」 

宮田進一（株式会社北陸銀行 リテール推進部 副部長） 

<休憩 10 分> 

16：50 

～17：40 
会員総会 活動報告・研究奨励賞表彰式 

<移動> 

18：00 

～20：00 

懇親会  

ANA クラウンプラザホテル富山 スカイバー アストラル 

(敬称略) 

  



 

 

第２日：11月 12日（日）会場：富山大学経済学部 講義棟 1Ｆ 

午前の部 

司会：土井一生（九州産業大学） 

9：30 

～ 

10：15 

自由論題Ⅰ 

「コミュニティバスの運行における受益者負担に関する考察 –公共と個人のファイナンスの

視点から-」 尾形孔輝（福井大学大学院）、竹本拓治、米沢 晋（福井大学） 

コメンテータ：樋口大輔（東京情報大学） 

<休憩 5分>  

10：20 

～ 

11：05 

自由論題Ⅱ 

「クラウドファンディングに関する日米比較研究」 井上葉子（日本大学） 

コメンテータ：藤原七重（千葉商科大学） 

<休憩 5分>  

11：10 

～ 

11：55 

自由論題Ⅲ 

「ファイナンスからみた公民連携の輸送事例に関する考察 –自動車学校の送迎バスの取

り組みおよび費用対効果について–」 川上祥代、竹本拓治、川本義海（福井大学） 

コメンテータ：竹之内秀行（上智大学） 

<昼食 55分> 

午後の部  

司会：今井雅和（専修大学） 

12：50 

～ 

13：35 

自由論題Ⅳ 

「個人投資家がプラス収益を得るための行動に関する仮説立案」 

鬼崎泰至（㈱フィンテック・スタイル）、海老根智仁（デジタルハリウッド大学院） 

コメンテータ：吉元利行（㈱オリエント総合研究所） 

<休憩 5分>  

13：40 

～ 

14：25 

自由論題Ⅴ 

「日本の成人におけるギャンブル依存症の蔓延度とリスク要因」  

森 剛志（甲南大学）、後藤 励（慶応義塾大学） 

コメンテータ：竹本拓治（福井大学） 

<休憩 5分> 

特別講演Ⅱ 司会 飯田隆雄（札幌大学） 

14：30 

～ 

15：20 

消費者金融部会共同プログラム 

「貸金業制度 2006年改正後の消費者ローンの課題と小口金融のあり方」 

堂下 浩（東京情報大学） 

15：20 閉会の言葉  大会実行委員長  岸本寿生（富山大学） 

＊プログラムは当日変更される場合がございます。                                       (敬称略) 

  



 

◆【1日目】 富山国際会議場へのアクセス方法 

ＪＲ富山駅から 

バス・・・ 約 5分「城址公園前」下車 徒歩 3分 

徒歩・・・ 城址大通りを南へ約 15分 

市内電車（セントラム）・・・ 約 7分「国際会議場前」下車 

富山きときと空港から 

タクシー・・・ 約 20分 

バス（空港連絡バス）・・・ 約 25分「総曲輪（そうがわ）」下車 徒歩 2分 

詳しいルートマップは、https://www.ticc.co.jp/access/index.html をご覧ください 

 

◆【2日目】 富山大学（五福キャンパス）へのアクセス方法 

市内電車 

 

JR富山駅から約 20分： 

JR富山駅前「富山駅」停留所にて 2系統（大学前行）に乗車約 15分→「大学前」停留所下車 徒歩約 5分 

バス 

 

JR富山駅から約 20分： 

JR富山駅南口バスターミナル 3番のりばにて富山地鉄・路線バス「富山大学前経由」に乗車約 20分→ 「富山大学前」バス

停下車すぐ 

タクシー 

 

JR 富山駅から約 15 分 

富山空港から約 20 分 

https://www.ticc.co.jp/access/index.html

