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平成 30 年 8 月吉日 
 

日本保険学会会員 各位 
日 本 保 険 学 会 
理 事 長 福田 弥夫 

  平成 30 年度全国大会  
実行委員長 岡田  太 

 

日本保険学会平成 30年度全国大会・総会のご案内 

 

平素から当学会の活動にご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。 

さて、当学会の今年度全国大会・総会は、別紙１のとおり、来る 10 月 27 日

～28 日の２日間、日本大学三軒茶屋キャンパス（アクセスマップは、別紙２）

において開催いたしますので、万障お繰り合わせのうえご出席願います。 

つきましては、準備の都合からご出席・ご欠席を問わず同封様式別紙４に必

要事項をご記入のうえ、9 月 30 日（日）（必着）までに当学会事務局あて FAX、

E-mail（ファイル添付）、または郵送にてご回答願います。 

 

１． 基本情報 

 開催日：平成 30年 10月 27日（土）～28日（日） 

   会 場：日本大学三軒茶屋キャンパス

http://www.nihon-u.ac.jp/risk_management/information/access.html 

住 所：〒154-8513 東京都世田谷区下馬３－３４－１ 

交 通： 東急東横線「祐天寺」駅から東急バス 三軒茶屋駅行（約

10 分）「日大前」下車 
 東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋」駅下車徒歩 10
分 

 

２．大会関連 

（１）「報告要旨」 

大会当日、「報告要旨」（冊子形態）を受付で配布いたします。 

なお、9月初めより、順次学会ホームページにも掲載いたしますので、事

前にダウンロードいただけます。 
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（２）「レジュメ」 

「レジュメ」につきましては、経費節減等の観点から、大会当日の受付

での配布はいたしません。 

10月初めより、順次ホームページ（※）に掲載いたしますので、事前に

ダウンロードいただけます。当日ご持参をお願いいたします。 

 

何らかの事由でダウンロードができない場合は、事務局までご一報下さい。 

 

(※)今年度より会員専用ページに掲載いたします。会員専用ページのユ

ーザー名およびパスワードについては、別紙５をご参照願います。 

 

（３）大会報告への質問 

大会での報告に関する質問を事前にお受けいたします。 

学会ホームページに質問フォームを設置いたしますので、ご活用下さい。 

(ホームページ右上にある「お問い合わせ」ボタンから「全国大会発表レジュメへの

質問」を選び、必要事項を入力のうえ送信して下さい。) 

 

３．総会関連 

（１）「平成 29年度事業報告書」 

（２）「平成 29年度決算報告書（案）」 

（３）「平成 30年度事業計画（案）」 

（４）「平成 30年度予算（案）」 

これらの資料は、いずれもホームページの会員専用ページから閲覧が可能

です。（9月中旬以降閲覧可能） 

事前にお目通しのうえ、総会にご出席願います。 

＊当日の時間の関係もあり 内容にご不明な点がございましたら、事前に事務局まで

ご連絡願います。 

 

 

４．懇親会および昼食について 

初日 10 月 27 日（土）18 時 00 分より、学生食堂において懇親会を行ないます。

ふるってご参加下さい。 

また、昼食につきましては、近隣にレストラン等が多数ございますので、そちら

をご利用下さい。なお、10月 27日（土）は学生食堂もご利用いただけます。 

 なお、事務の簡素化等の理由から、懇親会費は、大会実行委員長（岡田太）宛に

事前にお振込みいただいております。 

別紙３の要領にて、9月 30日（日）までに直接お振込みください。 

 

５．大学構内での喫煙について（ご注意） 

キャンパス内は全面禁煙となっておりますので、ご協力のほどお願いいたします。 
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（同封資料） 

① 平成 30年度全国大会・総会日程                （別紙１） 

② 日本大学三軒茶屋キャンパスアクセスマップ          （別紙２） 

③ 大会参加費・懇親会費のご案内                 （別紙３） 

④ 平成 30年度全国大会・総会 出欠通知            （別紙４） 

⑤ 日本保険学会ホームページ 会員専用ページへの 

大会レジュメの掲載とユーザー名・パスワードの変更について （別紙５） 

 

お問い合わせ先 

日本保険学会事務局  

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル 3階 

（公財）生命保険文化センター内 

電話： 03-5218-5225 

E-mail: gakkai@jsis365.onmicrosoft.com 
 

以 上 

 

 

追伸：2019年度全国大会に向けて 

 

2019 年度大会は 2019 年 10 月 19 日（土）～20 日（日）または 26 日（土）～27 日

（日）のいずれかの日程で、関西大学 千里山キャンパスでの開催を予定しておりま

す。 

 

同大会における「自由論題」研究発表をご希望の方につきましては、同封の「2019

年度全国大会・総会 出欠通知」(別紙４)下段の記入欄にご記入のうえ、お届け願い

ます。 

また、後日、ホームページ上でも公募します。 

なお、報告者の最終決定は理事会で行いますので、お含みおきください。 

mailto:gakkai@jsis365.onmicrosoft.com


別紙１　

開始時間 終了時間

9:45 一般受付開始　　                                           　 【1310教室前】

9:30 10:10 ●評議員会：　【1306教室】

10:15 　 ●大会　　                                              　　　【1310教室】

10:15 10:20 開会の辞　　　　福田理事長

10:20 11:10 1 【招待報告：韓国保険学会】 韓国保険法の現状と課題

　報告者　 　　　　　　　　 張德祚（西江大學校）

　司会者兼通訳者　　　　　  李芝妍（東洋大学）

11:20 12:10 【平成30年度総会】
開会挨拶

議長選出

議案
　　第1号議案　平成29年度事業報告および平成29年度決算（案）
　　第2号議案　平成30年度事業計画（案）および平成30年度予算（案）
 　 第3号議案　役員および評議員の選任

　　第4号議案　第8回日本保険学会賞発表

12:10 13:00 　　　　　　　　　　　　　　　＜昼食＞　【学生食堂（１階）】

12:10 13:00 ●大会企画委員会：　　【1305教室】

●大会

13:00 16:30 2  シンポジウム「欧米、アジアの経験から学ぶ保険研究・教育の展望」【1310教室】

13:00 13:05 はじめに　司会／岡田 太（日本大学）

13:05 14:20 海外学会から見る保険研究の動向

13:05 13:20 ①北米：ARIA (American Risk and Insurance Association) の研究動向

　　報告者：柳瀬 典由（東京理科大学）

13:20 13:35 ②欧州：EGRIE (European Group of Risk and Insurance Economists) の研究動向

    報告者：藤井 陽一朗（大阪産業大学）

13:35 13:50 ③アジア太平洋：APRIA (Asia-Pacific Risk and Insurance Association) の研究動向

　　報告者：中林 真理子（明治大学）

13:50 14:20 パネルディスカッション

14:20 14:40 　　　　　　　　　　＜休憩＞

14:40 15:50 研究アプローチから見る保険研究の動向

14:40 15:00 ④ミクロ経済学の保険論への適用　

　　報告者：大倉 真人（同志社女子大学）

15:00 15:20 ⑤コーポレート・ファイナンスの保険論への適用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　報告者：山﨑 尚志（神戸大学）

15:20 15:50 パネルディスカッション

15:50 16:25 フロアとの質疑応答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

16:25 16:30 まとめ　 岡田 太（日本大学）

16:50 17:50 ポスターセッション 　　　　　　　　　　　　　　　　　　【学生ホール（１階）】

16:50 17:20 新理事会：　【1306教室】

18:00 19:30 ●懇親会　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【学生食堂（１階）】

平成30年度（2018年度）全国大会・総会日程

開催場所　日本大学 三軒茶屋キャンパス
〒154-8513　東京都世田谷区下馬３－３４－１

第１日　10月27日（土）

午前の部

午後の部



開始時間 終了時間

9:00 11:00 ●大会／第Ⅰセッション（経済・経営・商学系）　　　　　　　　【1306教室】

　 　 　    座長：諏澤 吉彦(京都産業大学)

9:00 9:40 3. 長寿リスクの経済的保障に関する考察

　　　報告者：根本 篤司（九州産業大学）

9:40 10:20 4. 終身年金パズルによる年金・一時金の選択に関する考察 -公私年金の役割分担を踏まえて-

　　　報告者：谷内 陽一（りそな銀行）

10:20 11:00 5. 相互会社のコーポレートガバナンスに関する一考察

　　　報告者：丸山 高行（上武大学）

9:00 11:00 ●大会／第IIセッション（法律系）　　　　　　　　　　　　　　【1307教室】

　 　 　    座長：潘 阿憲（法政大学）

9:00 9:40 6. 規約上の自動更新条項と更新拒否条項－一律掛金・一律保障の共済を中心に－

　　　報告者：坂本 貴生（日本コープ共済生活協同組合連合会）

9:40 10:20 7. 生命保険契約の復活における自殺免責条項

　　　報告者：村上 裕行（外苑前法律事務所・弁護士）

10:20 11:00 8. 因果関係の判断方法－損保系傷害保険を中心として－

　　　報告者：勝野 真人（勝野法律事務所・弁護士）

11:00 12:00 ポスターセッション 　　　　　　　　　　　　　　　　　　【学生ホール（1階）】

12:00 13:00 　＜昼食＞

●大会

13:00 16:30 ９ 共通論題「大規模自然災害とリスクファイナンス」　　　　　　【1310教室】

13:00 13:45 基調講演　「大規模自然災害と再保険」

　講演者：石井 隆（ｼﾞｪﾝﾘｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｻｰﾋﾞｽ株式会社代表取締役社長）

13:50 13:55 はじめに　司会／遠山 聡(専修大学)

13:55 14:10 ①個人のリスクファイナンス

　　　報告者：黒木 松男(創価大学)

14:10 14:25 ②事業継続計画の役割と今後の課題

　　　報告者：野田 健太郎(立教大学)

14:25 14:40 ③伝統的な保険によるリスクファイナンス

　　　報告者：村田 毅（ＭＳ＆ＡＤホールディングス）

14:40 14:55 ④伝統的な保険以外のリスクファイナンス

　　　報告者：野崎 洋之（野村総合研究所）

14:55 15:10 ⑤農業経営リスクの変化と農業保険での対応

　　　報告者：徳井 和久（全国農業共済協会）

15:10 15:30 　　　　　　　　　＜休憩＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15:30 16:00 パネルディスカッション

16:00 16:25 フロアとの質疑応答

16:25 16:30 まとめ

16:30 16:35 【閉会の辞】　新理事長

午後の部

第２日　10月28日（日）

午前の部



日本大学 三軒茶屋キャンパス アクセスマップ 

 
 

 
 
■ 東急東横線「祐天寺」駅から、東急バスで 10 分 「日大前」下車 

■ 東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋」駅下車徒歩 10 分 

 

 

 

 

大会・懇親会会場 

別紙２ 

http://www.nihon-u.ac.jp/risk_management/images/map1.png
http://www.nihon-u.ac.jp/risk_management/images/map1.png�


 別紙３　 

　　　　　　　　　 大会参加費・懇親会費のご案内

[大会参加費]　　日本保険学会会員：無料　　 会員以外：2,000円

[懇親会費]

懇親会 10月27日

会費 　(土） 5,000円 　懇親会会場：　学生食堂

　18:00～

 

 

 
 
 

 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　当座　0750455

＊会員以外の方の参加費は、学会事務局へお振り込みください。
（事務局より、お申込者に対して、別途ご連絡いたします。）

　　　＜ゆうちょ口座振込＞　ゆうちょ銀行　〇一九（ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ）店

　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　太（オカダ　フトシ）

　　　　　 　　　　　　 　口座名　岡田　太

☆ ご注意 ☆
　　事務の簡素化等の理由から、懇親会費は、大会実行委員長宛に事前に
　お振込いただいております。
　　添付「平成30年度大会・総会　出欠通知」（別紙４）でお申込のうえ、
　同封の払込用紙（または、郵便局備付の払込用紙）を利用し、通信欄に必
　要事項を記載し、下記口座宛お振込みください。
　*複数名分を一括でお振込みの場合は、各人の申込内容を明記してください。

　　　　　振込〆切日　　9月30日（日）　必着

　　　＜郵便振替＞　口座番号　00120-6-750455


	別紙１：大会プログラム
	Sheet1

	別紙３：参加費御案内（ｐ
	Sheet1


