
受講料無料／事前申込不要　受講ご希望の方は、当日直接会場までお越しください。

札幌学院大学経済学部 公開講座 経済学特別講義　9月28日金～2013年1月25日金［全15回］

会 場／札幌学院大学 B201教室（B館2階）

講 義 時 間／13：10～14：40

コーディネーター／湯川 郁子（札幌学院大学経済学部准教授）

主 催／札幌学院大学 経済学部、道民カレッジ連携講座

●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

第1回 本特別講義の進め方とねらい
9/28 湯川 郁子 氏 ●札幌学院大学経済学部准教授

第9回 信用金庫と地域経済（2）
11/30 辻　昌一  氏 ●大地みらい信用金庫常務理事　地域みらい創造センター部長

第3回 グローバル経済の中の北海道と金融（2）
10/12 井上 久志 氏 ●北海道大学名誉教授

第11回 金融機関の現場
12/14 有澤 宏一 氏 ●旭川信用金庫

第2回 グローバル経済の中の北海道と金融（1）
10/5 井上 久志 氏 ●北海道大学名誉教授

第10回 農業と金融
12/7 坂下 明彦 氏 ●北海道大学大学院農学研究院教授

第4回 北海道の地域金融の歴史と現状
10/19 鈴木 栄基 氏 ●岩見沢市役所総務部広報統括担当次長　元北海道拓殖銀行

第12回 地域金融を支える補完的制度（1）
12/21 市村 隆典 氏 ●北海道信用保証協会企業支援課

第5回 地域金融機関の経営特性
10/26 北林 雅志 氏 ●札幌学院大学経営学部教授

第13回 地域金融を支える補完的制度（2）
1/11 石井 吉春 氏 ●北海道大学公共政策大学院教授

第6回 リレーションシップ・バンキングの理論と実践
11/2 播磨谷 浩三 氏 ●立命館大学経営学部教授

第14回 地方自治体の金融支援
1/16 吉田　博 氏 ●札幌市経済局農政部農政課長

第7回 地方銀行と地域経済の関係
11/9 水口 千秋 氏 ●株式会社北洋銀行執行役員　法人部部長

第15回 まとめ
1/25 平澤 亨輔 氏 ●札幌学院大学経済学部教授

第8回 信用金庫と地域経済（1）
11/16 野中 英世 氏 ●株式会社さっしん地域経済金融センター取締役 センター長

2012（平成24）年度

北海道の金融と地域経済
　地域金融機関は地域の企業に資金を供給する役割を担ってい
ます。地域経済の低迷のなか、北洋銀行や北海道銀行などの地
方銀行、北海道の各地で活動している信用金庫、信用組合などが
果たす役割は重要になっています。そのことは、1997年の北海
道拓殖銀行の破綻に見られたように、金融機関の破綻が地域経
済に大きな影響を及ぼしたことからもわかります。

　そのほか地方自治体や政府金融機関も中小企業などに対する
企業支援を行っており、その役割も無視できません。
　この講義では、研究者ばかりでなく、実際に金融の実務に携
わっている方々のお話を伺いながら、地域経済と地域金融との結
びつきを知るとともに、これからの北海道を展望するうえで地域
金融の果たす役割、方向性を考えていきます。

総 合 テ ー マ



2012
（平成24年度）

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

第1回（9月28日） 湯川 郁子 氏 ●札幌学院大学経済学部准教授

本特別講義の進め方とねらい
愛知県出身。一橋大学社会学研究科博士後期課程単位修得退学。2000年札幌学院大

学経済学部助教授（准教授）、現在に至る。専門は日本近代史。

第9回（11月30日） 辻　昌一 氏 ●大地みらい信用金庫常務理事　地域みらい創造センター部長

信用金庫と地域経済（2）
根室市出身。1979年立教大学理学部数学科卒業。1979年4月根室信用金庫（現大地
みらい信用金庫）入庫、1997年4月中小企業診断士登録。2004年6月常勤理事、2008年6
月常務理事就任を歴任し、現在、常務理事　地域みらい創造センター部長。趣味は釣り、
臨済宗の龍の天井画の鑑賞。

第2回（10月5日） 井上 久志 氏 ●北海道大学名誉教授

グローバル経済の中の北海道と金融（1）
福岡県出身。1970年北海道大学経済学部卒業。三和（現三菱UFJ）銀行入社後、1976

年バンク・オブ・アメリカ・アジア総本部調査役。1982年英国マンチェスター大学科学技
術研究院博士号取得後に帰国し、1983年日興リサーチセンター主任研究員。ニューヨーク
事務所長、経済調査部長などを歴任し、1994年北海道大学経済学部教授に就任。2000年
同大学大学院経済学研究科教授、2004年同経済学研究科長・経済学部長等を経て、2011
年同大学退任、その後2012年同大学特任教授を務め、北海道大学名誉教授、現在に至る。
千歳科学技術大学客員教授。主な社会活動として、北海道商工業振興審議会会長、NHK
札幌放送局放送番組審議会会長などを歴任。現在、「住んでみたい北海道」推進会議会
長、北海道道州制特区提案検討委員会会長、北海道生産性本部常務理事、テレビ北海道放
送番組審議会会長、コープさっぽろ監事など。

第10回（12月7日） 坂下 明彦 氏 ●北海道大学大学院農学研究院教授

農業と金融
北海道出身。1984年北海道大学大学院農学研究科博士後期課程単位取得退学。1984
年4月北海道大学農学部助手、1990年8月同大学農学部助教授（1999年4月同大学大学院
農学研究科助教授：改組による）、2003年4月同大学大学院農学研究科教授（2006年4月
同大学大学院農学研究院教授：改組による）、現在に至る。

第3回（10月12日） 井上 久志 氏 ●北海道大学名誉教授

グローバル経済の中の北海道と金融（2）
プロフィールについては、第2回を参照してください。

第11回（12月14日）有澤 宏一 氏 ●旭川信用金庫

金融機関の現場
旭川市出身。2007年札幌学院大学経済学部経済学科卒業。2007年4月旭川信用金庫

入社、東旭川支店配属、融資係として個人融資、法人融資業務を担当。2010年4月平岸支
店勤務、現在に至る。現在は渉外担当として個人先、法人先を訪問し、営業活動をしている。
趣味はゴルフで特技はスキー。

第4回（10月19日） 鈴木 栄基 氏 ●岩見沢市役所総務部広報統括担当次長　元北海道拓殖銀行

北海道の地域金融の歴史と現状
北海道出身。1985年東京都立大学大学院工学研究科修士課程修了。1985年4月財団

法人日本不動産研究所、1989年5月株式会社北海道拓殖銀行を経て、1991年3月東京大学
大学院工学博士号取得（都市工学科）、1998年3月岩見沢市役所、現在、総務部広報統括
担当次長。大学では、都市、農村計画を学び、民間企業では、不動産評価、中小企業支援や
不良債権の回収のほか、国鉄資産の分割、リゾート開発のための研究会や融資などを担当。
岩見沢市では、主に、道路や公園づくり、商店街活性化などのまちづくり関することを担当。
現在、市の広報戦略として、ホームページや広報紙などの魅力アップに取り組む。

第12回（12月21日）市村 隆典 氏 ●北海道信用保証協会企業支援課

地域金融を支える補完的制度（1）
札幌市出身。2002年札幌学院大学法学部法律学科卒業。2002年4月北海道信用保証

協会入協、旭川支店、小樽支店、監査室、保証部・保証三課を経て、業務部・企業支援課、
現在に至る。2010年11月中小企業診断士登録。

第5回（10月26日） 北林 雅志 氏 ●札幌学院大学経営学部教授

地域金融機関の経営特性
京都府出身。1984年中央大学大学院商学研究科博士後期課程修了。1984年北海学園
北見女子短期大学を経て、1990年札幌学院大学商学部、現在に至る。1994～1995年及び
1999～2000年レディング大学客員研究員。担当講義科目は金融システム論（経営学部）、
所属学会は金融学会及び経営史学会。編著「金融サービス企業のグローバル戦略」中央
経済社（2005年）、共著「国際銀行とアジア』慶応大学出版会（2012年）など。

第13回（1月11日） 石井 吉春 氏 ●北海道大学公共政策大学院教授

地域金融を支える補完的制度（2）
宮城県出身。1976年一橋大学商学部卒業。1976年北海道東北開発公庫入庫、1992年

同開発企画部開発調査課長を経て、2000年日本政策投資銀行地域政策研究センター副所
長、2003年同四国支店長を歴任し、2005年北海道大学公共政策大学院教授、現在に至る

第6回（11月2日） 播磨谷 浩三 氏 ●立命館大学経営学部教授

リレーションシップ・バンキングの理論と実践
大阪府出身。1992年関西大学経済学部卒業。1992年4月中央信託銀行株式会社（現
三井住友信託銀行）入行（1997年3月まで）、その後、1999年3月関西学院大学大学院経済
学研究科博士課程前期課程修了、2002年3月神戸大学大学院経済学研究科博士課程後
期課程修了。2002年4月札幌学院大学経済学部専任講師、2006年4月同大学経済学部助
教授、2007年4月同大学経済学部准教授を経て、2010年4月立命館大学経営学部准教授、
20012年4月立命館大学経営学部教授を歴任し、現在に至る。

第14回（1月16日） 吉田　博 氏 ●札幌市経済局農政部農政課長

地方自治体の金融支援
札幌市出身。1979年北海道大学法学部卒業。1979年4月札幌市役所採用、2010年4月

札幌市経済局農政課長、現在に至る。この間、北海道銀行研修、札幌大学法学部非常勤講
師などを務める。市役所では、財政課、都市経営課、子育て支援課、区地域振興課などを
経験。
関心分野は地方財政論、地域経営、管理会計。著書に『自治体の予算要求―考え方・つ
くり方』吉田博・小島卓弥編著　2009年11月　学陽書房、『行政経営革命』（共同執筆）、
『地方自治体の2007年問題』（共同執筆）『実践！「自治体ABC」によるコスト削減』（共
同執筆）『拓銀破綻後の北海道経済＝地域再生と金融の役割』（共同執筆）など。

第7回（11月9日） 水口 千秋 氏 ●株式会社北洋銀行執行役員　法人部部長

地方銀行と地域経済の関係
1979年4月北海道拓殖銀行入行、渋谷支店、蒲田支店、東京経営相談所、東京営業本部、

総合企画部、営業推進第一部スタッフグループを経て、1992年4月同行大阪支店課長。そ
の後、同行営業推進第一部スタッフグループ上席調査役、企画グループ上席調査役、企画グ
ループ主査を歴任して1996年6月同行花川支店支店長。1998年11月同行営業企画部（札
幌）業務企画グループ次長、北洋銀行業務企画部管理役。北洋銀行藻岩支店長兼藤野出
張所長、川沿支店長兼藻岩支店長、琴似中央支店長兼山の手出張所長、琴似中央支店長、
清田区役所前支店長、札幌駅南口支店長を歴任し、2010年6月北洋銀行執行役員旭川中央
支店長。2012年6月より北洋銀行執行役員法人部長、現在に至る。

第15回（1月25日） 平澤 亨輔 氏 ●札幌学院大学経済学部教授

まとめ
長野県出身。北海道大学大学院経済学研究科博士課程単位修得退学。1984年札幌学

院大学商学部助教授、1999年札幌学院大学経済学部教授、現在に至る。専門は都市経済
論。

第8回（11月16日） 野中 英世 氏 ●株式会社さっしん地域経済金融センター取締役　センター長

信用金庫と地域経済（1）
札幌市出身。1980年札幌大学外国語学部英語学科卒業。1980年4月札幌信用金庫入

庫。1997年3月新札幌支店長、2002年3月北海道大学大学院経済学研究科修士課程修了、
2009年1月総合経営推進部担当部長を務め、2012年6月より現職。また、道内各大学や行
政機関等からの依頼で「金融論」「ベンチャー金融論」「協同組織金融論」等の講師や
各種講演を行っている。

受講料は無料で、どなたでも受講できます。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。


