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2019 年 9 月 1 日 

会員各位 

 

日本財務管理学会第 49 回秋季全国大会 

準備委員長 森 宏之 

 

日本財務管理学会第 49 回秋季全国大会開催のご案内 

 会員各位におかれましては、お変わりなくご活躍のこととお喜び申し上げます。 

さて、来る 10 月 12 日(土)、青森大学におきましては、JR 青森駅から徒歩 5 分の青森市

中心街にありますアラスカ会館を会場に日本財務管理学会第 49 回秋季全国大会を開催いた

します。 

令和の時代の幕開けとなる今回の統一論題は「青森における地域創生」です。 

急速に進む人口減少と高齢化の中で地方の人口減少の歯止めをかけ、日本全体の活力を

挙げることが愁眉の急であるとの認識のもとに政府をはじめ全国各地におきまして地域創

生への取組が活発になされております。 

今回の統一論題では、人口減少が顕著な地方都市である青森において地域創生の各種政

策や支援を直接担っている青森県や青森市の行政責任者と商工会議所や中小企業の総合的

な支援団体である 21 あおもり産業総合支援センターのトップにパネリストして登壇いただ

き、現在の活動状況について報告をしていただきます。また各パネリストを中心としたシン

ポジウムを通じて、全国的な課題である地域創生についての会員相互のご理解を深めてい

ただくとともに皆様の研究のご参考となれば幸いです。 

 自由論題の報告につきましては、今回 9件のご応募を頂きました。いずれも興味深いテー

マとなっておりますので、内容の濃いご報告と議論を期待しております。 

 

記 

1. 日時 2019年 10 月 12 日(土) 9：20～17：00(開場は 9：00 からになります) 

2. 会場 アラスカ会館 3・4 階 

住所 〒030-0801 青森県青森市新町１丁目１１−２２ 

 （JR 青森駅より徒歩 10 分、青森空港からタクシーで 20 分、車を利用の場合は青森中

央ＩＣより車で 15 分） 

3. 参加要領 

 同封の郵便振替用紙に必要事項を記入の上、大会参加費を 10月 4 日(金)までにお振込く

ださい。入金確認を持って参加申し込みとさせていただきます。念のため、振替用紙の控え

(コピー可)をご持参ください。 

 ゆうちょ銀行以外の金融機関からの送金の場合には、以下の口座情報をご参照ください。 
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 ゆうちょ銀行二二九店（229）当座 0127826 

口座名 ニホンザイムカンリガッカイダイヨンジュウキュウカイシュウキゼンコクタイカ 

 尚、大会参加費は、事前申し込みと当日申込では金額が異なりますのでご注意下さい。 

 

【大会参加費一覧】 

 

申込区分 一般/院生 事前申し込み 

(振替：10月 4 日まで) 

当日申込 

(現金払いのみ) 

大会参加費 一般 3.000 円 4,000 円 

院生会員 2,000 円 3,000 円 

懇親会費 一般/院生共通 4,000 円 5,000 円 

 

＊1：大学院生の方は院生会費にてご参加頂けます。事前申し込み時に振替用紙に在籍大学

院名を記入いただき、参加当日受付時に学生証をご提示ください。 

＊3：昼食の準備はございませんが、同会館の 1階には「寿司処あすか」、また近辺には飲食

店やコンビニ等が多数ございますので、各自で昼食をお取りください。 

＊3：尚、アラスカ会館内にはホテル(ホテルアベスト青森)も併設されていますので、ご利

用される方は直接ホテル予約係へお問い合わせください。 

ホテルアベスト青森予約係：017（723）2001 
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日時：2019年 10 月 12 日(土) 開場：9：00 

場所：アラスカ会館 3 階・4階（4階受付） 

■午前の部(自由論題報告)：第 1会場：4階ダイヤモンド（1/3）、第 2会場 3階エメラルド 

■年報編集委員会：4階パール 

■理事会：4階パール 

■午後の部(統一論題報告・会員総会)4 階ダイヤモンド（2/3） 

 

 

 

【第 1会場(アラスカ会館 4階ダイヤモンド(1/3))】 

第 1 報告 9：20～9：55 

司会：篠田 朝也 

(北海道大学) 

テーマ：ANAと JALの自己株式取引 

報告者：桒田 彰（広島大学大学院） 

討論者：三浦 后美(文京学院大学) 

第 2 報告 10：00～10：35 

司会：同 上 

 

テーマ：地方証券取引の役割と上場企業の特性に関する研究 

報告者：宗田 健一（鹿児島県短期立大学） 

    飛田 勉(福岡大学) 

討論者：古山 徹(嘉悦大学) 

第 3 報告 10：40～11：15 

司会：同 上 

 

テーマ：ファンド売却企業の買収プレミアム率と新規株式市

場との関係の計量分析 

報告者：丸山 宏(愛知産業大学) 

討論者：平田 博紀(文京学院大学) 

第 4 報告 11：20～11：55 

司会：同 上 

 

テーマ：マネジメント・コントロール・システムの移転と定着 

報告者：飛田 勉(福岡大学) 

討論者：篠田 朝也(北海道大学) 

 

【第 2会場（アラスカ会館 3階エメラルド（1/2））】 

第 1 報告 9：20～9：55 

司会：落合 孝彦 

(青森公立大学) 

 

テーマ：家計のアセットアロケーションを考える－Robbins

［2014］のオールシーズン戦略を巡って－ 

報告者：竹田 聡（愛知大学） 

討論者：目 篤(セブン・ファイナンシャルサービス) 

第 2 報告 10：00～10：35 

司会：同 上 

 

テーマ：デジタルプラットホーム企業のビジネスモデル 

報告者：酒巻 雅純（東京証券取引所) 

討論者：箕輪 徳二（埼玉学園大学） 
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第 3 報告 10：40～11：15 

司会：同 上 

 

テーマ：投資不動産保有企業の経営者行動および時価情報の

有用性の検証―賃貸不動産会計基準適用初年度との対比か

ら見いだせたもの― 

報告者：古川 傑(明海大学大学院生) 

    山本 卓（明海大学） 

討論者：酒巻 雅純(東京証券取引所) 

 

【第 3会場（アラスカ会館 3階エメラルド（2/2））】 

第 1 報告 10：40～11：15 

司会：阿部 修平 

 

 

テーマ：ＡＩを用いたナーススケジュールによる看護の人件

費マネジメント―遺伝的アルゴリズムを使ったシュミレー

ション分析― 

報告者：田中 伸 （滋慶医療科学大学院大学） 

山下 哲平（滋慶医療科学大学院大学） 

藤本 政治(滋慶医療科学大学院大学院生) 

田中 龍也（滋慶医療科学大学院大学研究生） 

討論者：松村 勝弘(立命館大学) 

第 2 報告 11：20～11：55 

司会：同 上 

 

 

テーマ：公共交通事業における日本とカナダの比較―独占と

競争― 

報告者：山下 功(新潟国際情報大学) 

討論者：阿部 修平(財務省 東北財務局) 

 

 

年報編集委員会 

 

11：20～12：00   アラスカ会館 4 階パール 

 

理事会 

 

12：10～13：00   アラスカ会館 4 階パール 
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【会場 アラスカ会館 4階ダイヤモンド（2/3）】 

13：15～13：20 講演者紹介 

13：20～13：50 

 

第 1 報告 

講演者：西 秀記 青森商工会議所副会頭 

テーマ：青森における商工会議所の中小企業支援について 

13：55～14：25 

 

第 2 報告 

講演者：秋田 佳紀 青森県観光国際戦略局長 

テーマ：青森県における観光戦略について 

14：30～15：00 

 

第 3 報告 

講演者：大櫛 寛之 青森市都市整備部長 

テーマ：青森市の都市整備について 

15：05～15：35 

 

第 4 報告 

講演者：今 喜典 （公財）21 あおもり産業総合支援センター

理事長 

テーマ：地域創生のための中小企業支援：考え方と事例紹介 

15：35～15：50 小休憩（質問用紙回収、司会者と統一論題報告者は別室にて打

合せ） 

 

15：50～16：30 統一論題シンポジウム 

「青森における地域創生」 

パネリスト： 西 秀記 秋田 佳紀 大櫛 寛之 今 喜典 

司会進行 ：森 宏之 

 

会員総会 16：40～17：00 アラスカ会館 4階 ダイヤモンド 

 

懇親会 17：00～19：00 アラスカ会館 4 階 ダイヤモンド

（1/3） 

 

 

財務管理学会 第 49回秋季全国大会準備委員会 

 準備委員長 森 宏之（青森大学 総合経営学部） 

連絡先：hmori＠aomori-u.ac.jp 

携帯：090（3642）2289 
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【会場案内と会場への交通アクセス】 

住所 
〒030-0801 

青森県青森市新町 1-11-22  アラスカ会館 ［1階は寿司処あすか］ 

電車での 

アクセス 

JR 奥羽本線「青森駅」徒歩 5分 

東北新幹線 「新青森駅」より JR「青森駅」まで 1駅 6分 

お車での 

アクセス 

青森自動車道 

「青森中央 IC」から 15 分・「青森空港」からタクシーで 20 分 

 
【会場内のご案内】 

＊大会受付、自由論題の第 1会場、統一論題報告とシンポジウム、懇親会はアラスカ会館

の 4階ダイヤモンドで行います。自由論題の第 2会場は同会館の 3階エメラルドです。 

＊理事会、年報編集委員会は、同会館の 4階パールで行います。 

 
【昼食等について】 

・昼食はご用意しておりませんが、大会会場の周辺は市内中心部の繁華街なので、多くの

飲食店、コンビニ、ファミレス(ガスト)、ホテル等があり、不便なくご利用が可能です。 

また、会場であるアラスカ会館内にもホテル、寿司店がテナントとして入っております。 


