2014
（ 平成26）年度

札幌学院大学経済学部公開講座 経済学特別講義A '14年9月26日金〜'15年1月23日金［ 全15回］

■ 日本経済と北海道
総 合
テーマ

― 日本の財政・金融・産業の視点 ―

本じめに、本講座の目標と簡単な概要を示します。

講座は、社会人の教養講座として位置づけております。講義のは

第2 回から第 7 回までは、日本の財政･金融の実態の説明が提示され
ます。日本の財政制度や金融制度の実態をしり、財政・金融について
深く思索します。
第 8 回から第14 回は、消費税率の変化やアベノミクス消費税率の変

受講料無料／事前申込不要
第1回
9月26日

第2回
10月3日

第3回
10月10日

第4回
10月17日

第5回
10月24日

第6回
10月31日

第7回
11月7日

会

久保田義弘

●札幌学院大学経済学部教授

日本の人口減少と財政悪化がもたらす地方の将来
須永

新平 氏

●財務省主計局調査課課長補佐

我が国の金融行政 （
1 総論的）
井上

泰延 氏

●財務省北海道財務局理財部長

我が国の金融行政 （
2 各論的）
村上

勝彦 氏

●財務省北海道財務局金融監督官

公社債・証券市場
石田

良氏

●財務省理財局国債企画課課長補佐

アベノミクスと北海道経済
板谷

淳一 氏

●北海道大学公共政策大学院教授

西川

宏彰

●札幌国税局徴収部長

場／札幌学院大学 B202教室（B館2階 ）

講 義 時 間／13：10〜14：40
コーディネーター／久保田義弘（ 札幌学院大学経済学部教授 ）
主

第8回
11月14日

第9回
11月21日

第10回
11月28日

第11回
12月5日

第12回
12月12日

第13回
12月19日

第14回

日本の税制
氏

業や金融機関に及ぼす影響をマクロ・ミクロの視点から（ 計量的に）
調べ、さらに北海道民の日々の生活にいかなる影響を及ぼすのかにつ
ても深く思惟します。
最後の講義で、13 回の講義のまとめを致します。

受講ご希望の方は、当日直接会場までお越しください。

本特別講義の進め方とねらい
氏

化やアベノミクス（ 大胆な金融政策、機動的財政政策、成長戦略政策の

3 政策 ）などの財政・金融政策が日本経済や、北海道経済の第一次産

催／札幌学院大学経済学部、
えべつ市民カレッジ、
道民カレッジ連携講座

1月9日

第15回
1月23日

北海道経済の現状と展望
斉藤

―消費税率引き上げ後の道内経済の動向―

正広 氏

●北海道二十一世紀総合研究所調査部長

北海道の経済情勢等
多田

誠一 氏

●財務省北海道財務局総務部長

成長産業と地域金融
坂口

収氏

●株式会社北洋銀行地域産業支援部特任審議役

海外展開支援と金融サポート
矢嶋

洋一 氏

●株式会社北洋銀行国際部副部長

北海道農業を経済から見る
佐藤

泰一 氏

●株式会社北海道銀行営業推進部アグリビジネス推進室室長

海外ビジネスと地域金融
佐々木

剛氏

―極東ロシア編―

●株式会社北海道銀行国際部長

これからの北海道経済
飯田

治

―データで見る北海道経済―

氏

●株式会社道銀地域総合研究所経済調査部担当部長

まとめ
久保田義弘 氏

●札幌学院大学経済学部教授

●お問い合わせ先

札幌学院大学教務課（ 経済学部係 ）
〒069-8555

江別市文京台11番地

☎011-386-8111（ 内線3212、3222）

［URL］
http://www.sgu.ac.jp
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札幌学院大学経済学部 公開講座 経済学特別講義 講師紹介

（ 平成26年度 ）

第1回（9月26日） 久保田義弘 氏

●札幌学院大学経済学部教授

第 8回（11月14日） 斉藤

正広 氏

●北海道二十一世紀総合研究所調査部長

本特別講義の進め方とねらい

北海道経済の現状と展望―消費税率引き上げ後の道内経済の動向―

北海道出身。小樽商科大学商学部経済学科卒業。北海道大学大学院経済学研究科経
済学専攻修士課程修了経済学修士。北海道大学大学院経済学研究科経済学専攻博士課
程単位取得退学。1981年4月北海道大学助手。1985年4月北海道教育大学助教授。1990
年4月札幌学院大学商学部助教授。1991年4月札幌学院大学経済学部助教授。1995年4
月札幌学院大学経済学部教授。大自然の中で、花々の中で蝶や蜻蛉と戯れ、野鳥に通じ
ることのない言語で語るのが自然に対する感謝であり、趣味。現在の経済学の世界（ 宇
宙 ）とは全くことなる中世世界の知識人を訪ね歩くのが知的趣味。

名寄市出身。札幌北高。昭和51年3月小樽商科大学商学部卒業。昭和51年4月北洋相
互銀行札幌北支店（ 現・北洋銀行光星支店 ）入行。昭和58年7月北海道東北開発公庫（ 現・
日本政策投資銀行 ）北海道支店出向。昭和60年9月〜平成3年3月北洋銀行札幌駅前支店、
白石本郷支店。平成3年4月〜平成22年6月北洋銀行本部（ 経営管理部、法人推進部、調
査部など ）
（ 主として経済調査担当 ）。平成22年6月北海道二十一世紀総合研究所調査
部長。趣味：囲碁、
野球観戦。

第9回（11月21日） 多田
第2回（10月3日） 須永

新平 氏

●財務省主計局調査課課長補佐

日本の人口減少と財政悪化がもたらす地方の将来
埼玉県出身。早稲田大学大学院政治学研究科修了。現職：財務省主計局調査課課長
補佐。2002年4月農林水産省入省。農地リースを拡大する農地政策、人口減少を見据え
た国土政策、1.3兆円の累積債務を抱える国有林野事業を経て、現在、財務省主計局にて
国・地方合計1,000兆円の累積債務を抱える財政政策に従事。

泰延 氏

●財務省北海道財務局理財部長

我が国の金融行政 （
1 総論的）
東京都出身。早稲田大学法学部。1986年4月大蔵省入省。1996年7月大蔵省銀行局課
長補佐。1998年12月金融再生委員会課長補佐。2006年7月内閣官房郵政民営化推進室
企画官。2008年7月預金保険機構総務部次長。2012年7月関東財務局横浜財務事務所長。
2014年7月北海道財務局理財部長。主な保有資格：公認内部監査人（CIA）、ファイナン
シャル・プランナー、司法書士（ 未登録 ）

●財務省北海道財務局総務部長

北海道の経済情勢等
山形県出身。法政大学法学部法律学科卒。1977年4月財務省東京税関採用。1984年7月
財務省主計局総務課。2007年主計局総務課課長補佐（ 予算総括係主査 ）。2009年7月中
国財務局鳥取財務事務所長。2010年7月主計局調査課財政調査官。2012年7月主計局司計
課予算執行企画室長。2014年7月財務省北海道財務局総務部長。趣味はウォーキング。

第10回（11月28日） 坂口
第 3回（10月10日） 井上

誠一 氏

収氏

●株式会社北洋銀行地域産業支援部特任審議役

成長産業と地域金融
和歌山県出身。東北大学法学部卒業。北海道大学経済学部修士課程修了。昭和50年4
月北海道入庁。以後経済分野を担当。平成18年経済部立地推進局長。平成20年上川支
庁長。平成22年経済部長。平成24年3月北海道退職。平成24年4月北洋銀行入行（ 国際
部審議役 ）。平成26年4月地域産業支援部審議役。

第11回（12月5日） 矢嶋

洋一 氏

●株式会社北洋銀行国際部副部長

海外展開支援と金融サポート
第 4回（10月17日） 村上

勝彦 氏

●財務省北海道財務局金融監督官

我が国の金融行政 2
（ 各論的）
愛知県出身。名古屋大学理学部地球科学科。1992年4月北海道財務局入局。1993年
〜2007年、財務省（ 本省 ）
・金融庁等で勤務。2007年7月東海財務局理財部金融監督第
二課長。2010年7月東海財務局総務部総務課長。2012年7月北陸財務局理財部金融監督
官。2013年7月九州財務局理財部金融監督官。2014年7月北海道財務局理財部金融監督
官。趣味は、鉄道・アニメ、ほか多数。

第5回（10月24日） 石田

良氏

●財務省理財局国債企画課課長補佐

東京都出身。京都大学文学部卒業。昭和61年4月北海道拓殖銀行入行。平成3年〜4年
中国語研修生として北京留学。平成6年〜8年海外経済協力基金出向。平成10年11月北
洋銀行入行。大通支店、法務コンプライアンス室を経て平成16年9月国際部調査役。平
成17年3月大連駐在員事務所所長。平成20年10月帰国後国際部（ 現在副部長 ）。趣味：
旅行、
読書。

第12回（12月12日） 佐藤

泰一 氏

●株式会社北海道銀行営業推進部アグリビジネス推進室室長

北海道農業を経済から見る
滝川市出身。昭和63年3月札幌光星高校卒。平成4年3月北海学園大学卒。平成4年4月
北海道銀行入行。以降、北海道銀行の支店・本部に勤務。平成26年4月営業推進部アグ
リビジネス推進室室長。現在に至る。

公社債・証券市場
東京大学卒。東京大学大学院修了。財務省入省後、経済分析、マクロ経済モデルによ
る日本経済の中長期試算、国際刑事共助等に従事後、国債企画課課長補佐に着任。専門
は公共経済学及び金融工学。

第 6回（10月31日） 板谷

淳一 氏

●北海道大学公共政策大学院教授

第13回（12月19日） 佐々木

剛氏

●株式会社北海道銀行国際部長

海外ビジネスと地域金融―極東ロシア編―
由仁町出身。小樽商科大学商学部卒。昭和62年4月北海道銀行入行。平成2年、ロンド
ンのナショナル･ウェスト･ミンスター銀行にて短期研修後、国際部に配属となり、以来、
9年間、外国為替業務全般に携わる。平成7年、通関士試験合格。その後、営業店、本部の
勤務を経て、
平成25年10月より現職。

アベノミクスと北海道経済
北海道千歳市出身。北海道大学経済学部卒業。北海道大学大学院経済学研究科博士
課程単位取得退学。1984年4月北海道大学経済学部助手。1986年4月小樽商科大学商学
部講師。1987年10月小樽商科大学商学部助教授。1995年10月小樽商科大学商学部教授。
1998年10月北海道大学大学院経済学研究科教授。経済学修士（ 北海道大学大学院経済
学研究科 ）。Ph.D.（ 米国ロチェスター大学大学院 ）。日本経済学会（ 学会理事 ）。

第 7回（11月7日） 西川

宏彰 氏

第14回（1月9日） 飯田

治氏

●株式会社道銀地域総合研究所経済調査部担当部長

これからの北海道経済―データで見る北海道経済―
札幌市出身。昭和55年3月小樽商科大学商学部卒業。昭和55年4月北海道銀行入行。
昭和60年4月社団法人日本経済研究センターへ出向後、総合企画部情報調査室で経済産
業調査を担当。以降、営業店、本部に勤務。平成26年4月㈱道銀地域総合研究所勤務を経
て、
現在に至る。

●札幌国税局徴収部長

日本の税制
北海道出身。平成20年7月札幌国税局総務部人事第二課長。平成22年7月札幌国税局
課税第一部個人課税課長。平成23年7月札幌国税局課税第一部課税総括課長。平成24年
7月国税庁札幌派遣首席国税庁監察官。平成26年7月札幌国税局徴収部長。

受講料は無料で、どなた様でも受講できます。人数の制限はありません。
事前に申し込む必要はありませんので、当日直接会場までお越しください。

第15回（1月23日） 久保田義弘 氏

●札幌学院大学経済学部教授

まとめ
プロフィールについては、第1回を参照してください。

