季刊 個人金融 バックナンバー
リテール決済の多様化・高度化

特
集

18
年
冬
号

リテール決済改革の世界的な「2大潮流」について
麗澤大学経済学部教授
中島 真志
リテール決済と決済インフラの課題
帝京大学経済学部教授
宿輪 純一
「多様化するリテール決済と法」 ―Fintechにより多様化するリテール決済分野における法整備状況と課題
中央大学大学院戦略経営研究科教授
杉浦 宣彦
リテール決済ビジネスの現状と展望
KPMGジャパン フィンテック推進支援室 副室長
有限責任 あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 シニアマネジャー
日本におけるキャッシュレス化の進展状況と課題
㈱ニッセイ基礎研究所 金融研究部 准主任研究員 福本 勇樹
我が国のキャッシュレス化への課題
㈱野村資本市場研究所 研究理事
淵田 康之
支払い手段によって支払いの痛みは異なるか？
中村学園大学流通科学部准教授
中川 宏道
我が国における非現金リテール決済手段の浸透に向けた課題
成城大学経済学部教授
中田 真佐男
確定拠出年金の運用資産メニューと求められる金融知識

調査・研究
ニュース解説

京都産業大学経済学部教授
西村 佳子
県立広島大学経営情報学部准教授
村上 恵子
奨学金と幸福度
同志社大学商学部准教授 佐々木 一郎
社会課題解決を支える資金提供手段の現代的位相～社会的インパクト投資を中心に～
㈱風とつばさ代表取締役

保木 健次

平成30年度税制改正大綱の概要

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

水谷 衣里

織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成30年3月期 日本郵政グループ第2四半期中間決算の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
日本郵便株式会社（個別財務諸表）
片桐 恵子 著 『「サードエイジ」をどう生きるか ―シニアと拓く高齢先端社会』
翁 百合 著 『国民視点の医療改革 – 超高齢社会に向けた技術革新と制度』

聖学院大学人間福祉学部長
明治大学政治経済学部教授

古谷野 亘
加藤 久和

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業
家計の借入をめぐる課題

特
集

17
年
秋
号

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～銀行カードローンが包含する本質的問題～
東京情報大学総合情報学部教授 堂下 浩
貸金市場・銀行カードローン市場の動向と課題
日本大学経済学部教授 鶴田 大輔
改正貸金業法公布後の無担保ローン市場と戦略推進上のポイント ㈱NTTデータ経営研究所 金融政策コンサルティングユニット マネージャー 菊重
住宅ローンの債務不履行と金融リテラシー：アメリカの状況と日本への示唆
日本福祉大学経済学部准教授 遠藤 秀紀
米国カリフォルニア州立大学サクラメント校経営学部教授
知念 賢一郎
奨学金・教育ローン問題の構造―大学進学はイリュージョンか―
長崎県立大学国際社会学部准教授 小原 篤次
家計の借入行動 ―行動経済学アプローチ
大阪大学社会経済研究所教授 池田 新介
心の会計と人の購買・借入行動
甲南大学経済学部教授 森 剛志

調査・研究
ニュース解説

日本人の生活賃金
中国環境政策の変遷と特徴

（独）労働政策研究・研修機構 主任研究員 周 燕飛
埼玉学園大学大学院後期博士課程 ビリキズ・アリキン

休眠預金活用法の概要
金融サービスのオープン・イノベーションに向けた環境整備

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

日本郵政株式会社の平成30年3月期第１四半期 四半期連結財務諸表の概要（資料）
日本郵便株式会社の平成30年3月期第１四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行の平成30年3月期 第１四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
平成28事業年度 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の財務諸表（資料）
馬奈木 俊介 編著『豊かさの価値評価 ―新国富指標の構築』
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 山内 直人
山口 一男 著『働き方の男女不平等 ―理論と実証分析』
九州大学大学院経済学研究院准教授 橋本 由紀

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業
家計のリスク性資産保有と金融リテラシー

特
集

17
年
夏
号

家計の株式投資行動の推移
県立広島大学経営情報学部准教授
塚原 一郎
金融資産選択における行動経済学的要因の影響
中国人民大学修士課程・九州大学経済学府博士前期課程 馮 譞
九州大学経済学府博士前期課程
チュアイシリ・パニニー
九州大学経済学研究院准教授
木成 勇介
Webアンケート調査による個人投資家の危険資産保有比率についての分析 ～個人投資家の利用する情報源を中心として～
佐賀大学経済学部准教授
野方 大輔
佐賀大学経済学部准教授
竹村 敏彦
家計のリスク資産保有行動の地域差 ―金融リテラシーの高さはリスク資産保有を促進するか―
㈱大和総研 金融調査部 研究員
森
家計のリスク性資産投資におけるライフイベントの役割について
九州国際大学現代ビジネス学部教授
上坂 豪
年金受給段階での金融商品の選択 ―据置年金の例による分析
㈱ニッセイ基礎研究所 金融研究部 主任研究員
北村 智紀
行動経済学と金融リテラシー：「冷静な投資判断」へ向けて
立命館大学経済学部教授
井澤 裕司

調査・研究
ニュース解説

地域・中小金融機関の能力開発実態にみるＯＪＴ高度化の着眼点
「骨太方針2017」について
「こども保険」に関する議論

西尾信用金庫 執行役員 企画部長

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

駿介

佐々木 城夛

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成29年３月期 日本郵政グループ決算の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
日本郵便株式会社（個別財務諸表）
下野 恵子 著 『「所得増税」の経済分析 －日本における財政再建と格差縮小』
関西学院大学経済学部教授 上村 敏之
翁 邦雄 著 『金利と経済 －高まるリスクと残された処方箋』
神戸大学社会システムイノベーションセンター特命准教授 砂川 武貴

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業
貯蓄から投資への現状と課題

特
集

17
年
春
号

我が国家計の金融資産選択行動の特徴
中村学園大学流通科学部准教授
吉川 卓也
近年の家計のリスク資産保有動向
㈱野村資本市場研究所主任研究員 宮本 佐知子
投資信託の現状と課題
FosterForum良質な金融商品を育てる会事務局長
永沢 裕美子
家計の投資信託保有と税制
東洋大学経済学部教授 大野 裕之
諸外国の投資信託の販売動向と我が国への示唆
公益財団法人日本証券経済研究所 特任リサーチ・フェロー
杉田 浩治
米国証券営業における受託者責任議論の動向と我が国への示唆
明治大学国際日本学部特任准教授
沼田 優子
家計のポートフォリオ選択からみた貯蓄から投資への課題
一橋大学経済研究所教授 祝迫 得夫
高度成長期以降の環境変容を踏まえた家計資産の活用戦略―「貯蓄から投資へ」の修正案の提示―
滋賀大学経済学部教授
家計資産構成のフレームワーク ―ソーシャルな資本主義と家計資産―
千葉商科大学人間社会学部教授 伊藤 宏一

調査・研究
ニュース解説

楠田 浩二

少子高齢社会におけるライフコースの変化と住宅取得行動の変化
桃山学院大学社会学部准教授 村上 あかね
金融資産を全く保有しない家計の状況－「第1回 家計と貯蓄に関する調査」分析結果－
広島大学名誉教授 松浦 克己
東洋大学経済学部教授 竹澤 康子
患者・利用者の視点からみた地域におけるヘルスケアの質について
埼玉学園大学大学院経営学研究科ヘルスケアサービス・マネジメント教授 一戸 真子
給付型奨学金制度の創設

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成29年3月期 日本郵政グループ 第3四半期決算の概要（資料）
平成29年3月期 ゆうちょ銀行 第3四半期財務・業績の概況（資料）
塚本一郎・金子郁容 編著 『ソーシャルインパクト・ボンドとは何か―ファイナンスによる社会イノベーションの可能性』
京都産業大学経営学部教授 大室 悦賀
岩本康志・鈴木亘・両角良子・湯田道生 著 『健康政策の経済分析 ―レセプトデータによる評価と提言』
信州大学経法学部准教授
増原 宏明

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

琢

季刊 個人金融 バックナンバー
生活保障における公助・共助・自助の役割

特
集

17
年
冬
号

長寿・格差社会における自助・共助・公助・互助の新しい連携
慶應義塾大学経済学部教授
駒村 康平
自助と社会保障（社会保険）－社会保険とは国民合意に基づく自助の連帯化である－
東京福祉大学副学長
喜多村 悦史
自助努力支援と税・社会保障一体改革
中央大学法科大学院教授・東京財団上席研究員
森信 茂樹
日本における年金の公私ミックスの動向と課題
立命館大学産業社会学部教授
鎮目 真人
公的年金を補完する所得保障
帝京大学経済学部教授・横浜国立大学名誉教授 山口 修
高齢者家計における私的年金の役割
㈱ニッセイ基礎研究所 保険研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター兼任
中嶋 邦夫
老後の生活保障のための自助努力を支援する制度・商品の現状と展望
㈱大和総研 金融調査部 研究員
是枝 俊吾

調査・研究
ニュース解説

誰がリバースモーゲージを必要としているのか？－日本のリバースモーゲージ市場における需給ニーズのミスマッチ－
名古屋学院大学経済学部准教授 上山 仁恵
2017年度一般会計予算案の概要
2017年度税制改正大綱の概要

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報
書 評

平成29年3月期 日本郵政グループ第2四半期中間決算の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
日本郵便株式会社（個別財務諸表）
岩田 一政・左三川 郁子 編著「マイナス金利政策 ―3次元金融緩和の効果と限界」 慶應義塾大学商学部准教授 寺西 勇生
村上 一真 著「環境配慮行動の意思決定プロセスの分析 －節電・ボランティア・環境税評価の行動経済学」 甲南大学経済学部教授 筒井 義郎

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業
データから見る多様化する女性の家族形態 ～生活困難な世帯～

特
集

16
年
秋
号

女性活躍推進に向けて企業はどのように取り組むべきか －女性管理職の状況把握と課題提起－ 大阪産業大学経営学部准教授
井上 仁志
配偶者控除と有配偶女性の労働供給
甲南大学経済学部准教授 足立 泰美
子育て期の働き方：理想と現実の格差
（独）労働政策研究・研修機構副主任研究員
周 燕飛
子育て貧困世帯の動向
山形大学人文学部准教授
戸室 健作
子どもの貧困と母子世帯
同志社大学社会学部教授
埋橋 孝文
生活保護世帯と家計管理－制度からみた生活保護世帯の家計の構造と水準－
帝塚山学院大学人間科学部教授
室住 眞麻子
高齢期女性の貧困：レスキュー事業利用者からみる生活困窮の実態
神戸学院大学経済学部准教授 田宮 遊子

調査・研究
ニュース解説

家計調査からみる日本の貯蓄の特徴
県立広島大学経営情報学部准教授
塚原 一郎
中国鉄鋼業の環境保全対策の物量・財務分析−「上海宝鋼」の環境会計情報を中心に−
川口短期大学ビジネス実務学科准教授
新たな経済対策と平成28年度第2次補正予算の概要
「働き方の未来2035」報告書の概要

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

劉 博

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報
書 評

日本郵政株式会社の平成29年3月期第１四半期 四半期連結財務諸表の概要（資料）
日本郵便株式会社の平成29年3月期第１四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行の平成29年3月期 第１四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
平成27事業年度 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の財務諸表（資料）
伊豆 久 著『金融危機と中央銀行』
鹿児島大学法文学部教授 永田 邦和
坪井 ひろみ 著『進化するグラミン銀行 ―ソーシャル・ビジネスの躍動』
明治大学経営学部准教授

小関 隆志

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業
データによる家族形態の多様化と生活設計

特
集

16
年
夏
号

NFRJ（全国家族調査）からみた日本の家族の変化
慶應義塾大学文学部教授
稲葉 昭英
共働き社会と家族の機能：生活満足度に注目して
立命館大学産業社会学部教授 筒井 淳也
家族の変動と貧困率の変化
関西学院大学総合政策学部准教授
四方 理人
家族の変化と福祉の変化
東洋大学経済学部教授
中澤 克佳
社会保障・税制・労働法制の被扶養配偶者モデルの見直しをどう実現するか
お茶の水女子大学生活科学部教授
家族形態の多様化と生活設計
日本女子大学家政学部教授
天野 晴子
単身世帯の増加と金融機関に期待される役割
みずほ情報総研㈱ 主席研究員 藤森 克彦

調査・研究
ニュース解説

永瀬 伸子

キウィバンク（NZのゆうちょ銀行）の統治構造とビジネスモデルの分析 －③ゆうちょ銀行がキウィバンクの成功から得られる示唆－
滋賀大学経済学部リスク研究センター 客員研究員 中尾 彰彦
米国大学のパーソナルファイナンス教育からの示唆
札幌学院大学経営学部准教授 橋長 真紀子
「ニッポン一億総活躍プラン」の概要
仮想通貨に関する改正資金決済法の概要

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報
書 評

平成28年３月期 日本郵政グループ決算の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
日本郵便株式会社（個別財務諸表）
佐藤 順子 編著『マイクロクレジットは金融格差を是正できるか』
社会的金融研究所代表・事業創造大学院大学教授 唐木 宏一
大庫 直樹 著『地域金融のあしたの探り方 ―人口減少下での地方創生と地域金融システムのリ・デザインに向けて』
龍谷大学経済学部准教授
谷 直樹

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業
データ分析からみる家計行動の変化

特
集

16
年
春
号

公的統計でみる家計行動
一橋大学経済研究所准教授
宇南山 卓
社会調査の意義と課題
立教大学社会学部教授 間々田 孝夫
家計行動とパネル調査の発展と課題
群馬大学社会情報学部准教授
坂本 和靖
ミクロデータによる家計行動分析の有用性
大阪大学社会経済研究所教授
小川 一夫
遺産分割と遺産動機：日本のミクロデータを用いた実証分析
法政大学経済学部准教授 濱秋 純哉
東北大学大学院経済学研究科准教授
家族介護は介護者の健康を悪化させるのか？配偶者の親の要介護度を操作変数に使って
国立社会保障・人口問題研究所 社会保障応用分析研究部 第４室長
家計行動の実証分析とミクロデータの活用 ―金融リテラシーを中心に―
京都産業大学経済学部准教授
関田 静香

調査・研究
ニュース解説

若林 緑
暮石 渉

キウィバンク(NZのゆうちょ銀行)の統治構造とビジネスモデルの分析 －②キウィバンクの小口金融分野における成功要因－
滋賀大学経済学部リスク研究センター 客員研究員 中尾 彰彦
購入型クラウドファンディングを端緒とした地域エコシステムの形成
青森公立大学経営経済学部講師 野呂 拓生
新たな所得連動返還型奨学金制度の創設
ジュニアNISA

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報
書 評

平成28年3月期 日本郵政グループ 第3四半期決算の概要（資料）
平成28年3月期 ゆうちょ銀行 第3四半期財務・業績の概況（資料）
上村敏之、足立泰美 著 『税と社会保障負担の経済分析』
慶應義塾大学経済学部教授 駒村 康平
酒井 泰弘 著 『ケインズ対フランク・ナイト ―経済学の巨人は「不確実性の時代」をどう捉えたのか』 立教大学経済学部准教授

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

藤原 新

季刊 個人金融 バックナンバー
人口減少時代の金融チャネル

特
集

16
年
冬
号

地域金融機関が地域で何をしたいのかを表現する場としてのチャネル
～人口減少、女性活躍推進、エコシステム、IoT、フィンテックの世界で～
茨城大学学長特別補佐
内田 聡
人口減少社会と地域金融機関の店舗戦略
関西外国語大学英語キャリア学部教授・九州大学名誉教授 堀江 康煕
保険商品の窓口販売と金融機関店舗―2000年代入り後の概況―
京都学園大学経済経営学部教授 畔上 秀人
地域銀行のネット支店の開設動向と課題
信金中央金庫 地域・中小企業研究所 上席調査役
刀禰 和之
金融サービスにおけるオムニチャネル化
㈱富士通総研 金融・地域事業部 シニアマネジングコンサルタント 隈本 正寛
㈱富士通総研 金融・地域事業部 シニアコンサルタント 松原 義明
多様化する金融チャネルと金融リテラシー ―生命保険の加入チャネルの観点からの分析―
神戸大学経済経営研究所教授

調査・研究
ニュース解説

家森 信善

ウィバンク(NZのゆうちょ銀行)の統治構造とビジネスモデルの分析－①キウィバンクの統治構造とその成功との関係性－
滋賀大学経済学部リスク研究センター 客員研究員 中尾 彰彦
個人の労働意欲を引き出すためのほめるマネジメント
川口短期大学ビジネス実務学科准教授 山本 重人
2016年度一般会計予算案の概要
2016年度税制改正大綱の概要

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報
書 評

平成28年3月期 日本郵政グループ中間決算の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
日本郵便株式会社（個別財務諸表）
埋橋 孝文・矢野 裕俊 編著『子どもの貧困／不利／ 困難を考えるⅠ―理論的アプローチと各国の取組み』
九州大学大学院経済学研究院 准教授 浦川 邦夫
堤 研二 著『人口減少・高齢化と生活環境 ―山間地域とソーシャル・キャピタルの事例に学ぶ』
日本大学法学部教授
稲葉 陽二

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業
少子化対策と経済的支援

特
集

15
年
秋
号

少子化対策の必要性と具体策
一橋大学 経済学研究科、国際・公共政策大学院 教授
山重 慎二
少子化対策の課題
㈱日本総合研究所主任研究員
池本 美香
子育て費用と支援策
名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授
森田 陽子
児童手当・子ども手当と高校無償化の経済効果
法政大学経営学部教授
林 直嗣
社会保障・税一体改革と少子化対策の課題―子ども・子育て支援新制度を中心に－
成蹊大学経済学部教授
結婚・子育てのために活用できる金融制度・金融商品
㈱大和総研金融調査部研究員
是枝 俊吾

調査・研究
ニュース解説

イギリス住宅バブルと住宅需給アンバランス
英国クレジットユニオンの活動事例と地域性

和歌山大学経済学部准教授
名古屋経済大学経済学部准教授

丸山 桂

簗田 優
峯岸 信哉

「郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方」答申の概要
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
「女性活躍推進法」の成立と税制・社会保障制度の見直し
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報
書 評

日本郵政株式会社の平成28年3月期第１四半期 四半期連結財務諸表の概要（資料）
日本郵便株式会社の平成28年3月期第１四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行の平成28年3月期 第１四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
平成26事業年度 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の財務諸表（資料）
木下 信行 著『決済から金融を考える』
麗澤大学経済学部教授 中島 真志
間々田 孝夫 編『消費社会の新潮流―ソーシャルな視点 リスクへの対応』
山形大学准教授

貞包 英之

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業
地域活性化のための新たな仕組み

特
集

15
年
夏
号

地域活性化とふるさと投資
早稲田大学研究院客員教授 「ふるさと投資」連絡会議アドバイザー 赤井 厚雄
地域活性化とファンドレイジング
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授
山内 直人
地域活性化とふるさと納税 ～北海道上士幌町と北海道東川町の事例から～
昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授
保田 隆明
クラウドファンディングの世界的成長と投資型クラウドファンディングの課題
桃山学院大学経営学部教授 松尾 順介
休眠預金のより良い活用に向けて ～法案制定を見据えた論点整理～
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ ソーシャルエコノミー研究センター 副主任研究員 水谷 衣里
地域活性化と地方からのIPO
新潟大学経済学部教授
齋藤 達弘

調査・研究

ニュース解説

Help to Buy: ISAとイギリス住宅金融市場
和歌山大学経済学部准教授
簗田 優
ドイツ公的医療機関の民営化における会計 ―日独医療改革における組織再編を踏まえて―熊本県立大学総合管理学部教授
詐欺・悪質商法の実態と経済的考察 －その３
埼玉学園大学経済経営学部教授 相沢 幸悦
消費生活相談員
佐藤 洋子 山口 玲子
「経済財政運営と改革の基本方針2015」について
決済サービスの高度化に向けた検討の動向

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

森 美智代

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報
書 評

平成27年３月期 日本郵政グループ決算の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
日本郵便株式会社（個別財務諸表）
森 祐司 著『地域銀行の経営行動―変革期の対応』
橘木 俊詔 編著 『共生社会を生きる』

鹿児島大学法文学部教授 永田 邦和
早稲田大学文学学術院教授 和田 修一

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

特
集

15
年
春
号

人口減少社会と地域銀行
地域銀行の役割 －地域創生の担いとしての期待－
成城大学社会イノベーション学部教授 村本 孜
人口動態からみた地域銀行の現状と課題
㈱日本総合研究所 調査部 副主任研究員
星 貴子
預貸率は地域経済に影響を与えるか？
京都産業大学経済学部教授 寺崎 友芳
相続から見た個人金融資産市場の動向
㈱野村資本市場研究所 主任研究員
宮本 佐知子
人口減少社会に求められる地方創生と地方銀行の役割
㈱大和総研 経済環境調査部長
内野 逸勢

調査・研究

送金における金融インクルージョンの考察
詐欺・悪質商法の実態と経済的考察 －その２
マイクロファイナンスによる移民・難民の金融包摂（3）

ニュース解説

少子化社会対策大綱の概要
預金保険料率の引下げについて

社会的金融研究所 代表
唐木 宏一
埼玉学園大学経済経営学部教授 相沢 幸悦
消費生活相談員
佐藤 洋子 山口 玲子
明治大学経営学部准教授 小関 隆志
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報

平成26年度 国際ボランティア貯金の寄附金の配分決定について（資料） 平成27年3月期 日本郵便㈱ 第3四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
平成27年3月期 日本郵政グループ 第3四半期決算の概要（資料）
平成27年3月期 ゆうちょ銀行 第3四半期財務・業績の概況（資料）

書 評

小﨑 敏男、永瀬 伸子 編著『人口高齢化と労働政策―人口学ライブラリー15』 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 藤村 博之
駒村 康平、齋藤 潤 編著 『2035年の経済社会とイノベーション ―超成熟社会発展の経済学Ⅱ』 学習院大学経済学部准教授
西村 淳一

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

季刊 個人金融 バックナンバー
特
集

15
年
冬
号

高齢化と医療・介護保険
超高齢社会における医療費
㈱大和総研経済調査部研究員 石橋 未来
医療介護保障における民間保険の役割と重要性
慶応義塾大学商学部教授 堀田 一吉
医療保険における官民役割分担：保険外併用療養費制度と民間保険の役割
山口大学経済学部教授 石田 成則
第三分野保険市場のゆくえ
新潟大学経済学部教授
芹澤 伸子
生命保険販売における消費者保護―銀行窓販をめぐって―
早稲田大学商学学術院教授
江澤 雅彦

調査・研究

ニュース解説

銀行業に参入したアメリカ大手保険会社
マイクロファイナンスによる移民・難民の金融包摂（2）
詐欺・悪質商法の実態と経済的考察 －その１
2015年度一般会計予算案の概要
2015年度税制改正大綱の概要

東洋大学経営学部教授 宮村 健一郎
明治大学経営学部准教授 小関 隆志
埼玉学園大学経済経営学部教授 相沢 幸悦
消費生活相談員
佐藤 洋子 山口 玲子
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報
書 評

平成27年3月期 日本郵政グループ中間決算の概要（資料）

株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
日本郵便株式会社（個別財務諸表）

菅 正広 著「貧困克服への挑戦 構想グラミン日本 ―グラミン・アメリカの実践から学ぶ先進国型マイクロファイナンス―」
秋田大学大学院工学資源学研究科教授 坪井 ひろみ
遠藤 正寛 著 「北海道経済の多面的分析 ―TPPによる所得増加への道筋」
北海道大学公共政策大学院教授
石井 吉春

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

特
集

14
年
秋
号

高齢化と信託 ～ 高齢者資産の管理・活用 ～
信託と分権的意思決定―高齢社会における信託の理論的解明のために―
九州国際大学経済学部教授
西山 茂
高齢者の資産管理と新しい個人向け信託
㈱農林中金総合研究所 基礎研究部 主事研究員
田口 さつき
事業承継問題の多面性と信託スキーム
長崎大学経済学部教授
深浦 厚之
高齢化と終身保障信託―終身保障信託が少子高齢化社会を豊かにする―
中村学園大学短期大学部教授 小野 浩二

調査・研究
ニュース解説

アメリカの量的緩和政策とその住宅市場への影響 ―迫りくる債務危機をさぐる―
埼玉大学経済学部教授
マイクロファイナンスによる移民・難民の金融包摂（1）
明治大学経営学部准教授 小関 隆志
英国の金融包摂政策とクレジットユニオンの展開
松蔭大学経営文化学部准教授 長谷川 清
株式型クラウドファンディング
「学生への経済的支援の在り方に関する検討会」報告の概要

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

田中 恭子

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報

書 評

日本郵政株式会社の平成27年3月期第１四半期 四半期連結財務諸表の概要（資料）
日本郵便株式会社の平成27年3月期第１四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行の平成27年3月期 第１四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
平成25事業年度 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の財務諸表（資料）
折谷 吉治 著「中央銀行制度の経済学―新制度経済学からのアプローチ」
関西学院大学経済学部教授
津田 直則 著 「連帯と共生―新たな文明への挑戦」
明治大学経営学部准教授
小関 隆志

春井 久志

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業
長生きリスクと自助努力

特
集

14
年
夏
号

長生きリスクの現状と課題
㈱ニッセイ基礎研究所 金融研究部 兼 年金総合リサーチセンター主任研究員
新美 隆宏
トンチン型終身年金の今日的な意義
法政大学社会学部教授
長沼 建一郎
終身年金は本当に嫌われているのか―行動経済学的考察―
一橋大学大学院経済学研究科准教授
竹内 幹
終身年金はなぜ普及しないのか－アニュイティパズルとその解決策
名古屋市立大学大学院経済学研究科教授 臼杵 政治
我が国のリバース・モーゲージ普及のための課題
㈱野村資本市場研究所 主任研究員
小島 俊郎
高齢者の金融リテラシーを考える
金沢星稜大学女子短期大学部教授
松﨑 陽子

調査・研究
ニュース解説

家計の金融資産構成の特徴と要因
韓国住宅金融市場の近年の動向

福山大学経済学部准教授 塚原 一郎
和歌山大学経済学部准教授

簗田 優

「日本郵政株式会社の株式の処分について」の答申の概要
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
「郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方」中間答申の概要
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報
書 評

平成26年3月期 日本郵政グループ決算の概要（資料）
阿部 周造 著 「消費者行動研究と方法」
津田 直則 著 「連帯と共生―新たな文明への挑戦」

日本郵便株式会社（個別財務諸表）
株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
横浜国立大学国際社会科学研究院教授 白井 美由里
明治大学経営学部准教授
小関 隆志

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

特
集

14
年
春
号

人的投資と教育資金
大学教育投資の経済効果
広島大学高等教育研究開発センター准教授 島 一則
家計における教育費負担の高止まりと負担軽減に向けて
東京学芸大学教育学部准教授
田中 敬文
奨学金制度の課題と在り方
東京大学総合教育研究センター教授
小林 雅之
教育費負担とその支援制度の現状と課題：「教育ローン」を中心に
千葉大学普遍教育センター准教授
白川 優治
教育資金の一括贈与非課税措置の仕組みと政策効果
㈱大和総研 金融調査部 研究員
是枝 俊悟

調査・研究
ニュース解説

金融知識の情報源
大東文化大学経済学部准教授 郡司 大志
郵便貯金の資金的役割―1990年代の経験から―
静岡英和学院大学人間社会学部専任講師
日本郵政グループの「中期経営計画」
ビットコイン

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

伊藤 真利子

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報
書 評

平成25年度 国際ボランティア貯金の寄附金の配分決定について（資料） 平成26 年3月期 日本郵便㈱ 第3四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
平成26年3月期 日本郵政グループ 第3四半期決算の概要（資料）
平成26年3月期 ゆうちょ銀行 第3四半期財務・業績の概況（資料）
竹田 陽介・矢嶋 康次 著「非伝統的金融政策の経済分析―資産価格からみた効果の検証」 神戸大学大学院経済学研究科教授

古松 紀子 著 「教育の経済学」

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

名古屋大学大学院国際開発研究科准教授

米澤 彰純

地主 敏樹

季刊 個人金融 バックナンバー
特
集

14
年
冬
号

ジェンダー －格差・意識・行動－
失われた20年に女性労働者は何を得たか：ジェンダー賃金格差の変動要因と政策課題
同志社大学政策学部教授 川口 章
生活意識から見る男女の違いと主観的幸福度
大阪ガス㈱ エネルギー・文化研究所 主席研究員 豊田 尚吾
男女共同参画社会の推進と女性の幸福感、男性の幸福感 －国際的データによる実証的確認－
東北大学大学院経済学研究科教授 吉田 浩
現代女性の消費行動と意識
㈱第一生命経済研究所 ライフデザイン研究本部 主任研究員
宮木 由貴子
女性の金融行動の特徴
三井住友信託銀行㈱ 調査部 調査役
青木 美香

調査・研究
ニュース解説

地域銀行の経営多角化～非金利収入の拡大・分散化の影響～
イギリス住宅金融市場の動向とＲＭＢＳ・カバードボンド市場
平成26年度税制改正大綱
平成26年度一般会計予算案から見る家計

九州共立大学経済学部准教授
和歌山大学経済学部講師 簗田 優

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

森 祐司

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成26年３月期 日本郵政グループ中間決算の概要（資料）

株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
日本郵便株式会社（個別財務諸表）

宮川 公男 著 「日経平均と「失われた20年」－平均株価は経済の実態を正しく映しているか」 成城大学社会イノベーション学部教授
相沢 幸悦 著 「環境と人間のための経済学 ―転換期の資本主義を読む」
青森大学経営学部教授
森 宏之

村本 孜

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

特
集

13
年
秋
号

若者の生活意識と貯蓄行動
若年者雇用の現状と課題
慶應義塾大学経済学部教授 太田 聰一
若年層の生活不安と生活設計 ― 結婚、子ども、親との同居による違い ―
㈱ニッセイ基礎研究所 保険研究部 研究員
若者の貯蓄行動
㈱第一生命経済研究所 首席エコノミスト
熊野 英生
若年未婚層の金融機関・金融商品に対する志向
㈱ニッセイ基礎研究所 生活研究部 准主任研究員
久我 尚子
若年層の暮らしと金融取引
㈱農林中金総合研究所 主事研究員
田口 さつき

調査・研究
ニュース解説

村松 容子

プラチナ社会のライフスタイル ―多世代交流型コミュニティの可能性―
㈱三菱総合研究所 プラチナ社会研究センター 主席研究員
わが国の地域金融機関による貸出金利の長期的分析
大阪産業大学経営学部准教授 石橋 尚平
アンケート調査から見た国債に関する知識・意識・購入意向―「くらしと生活設計に関する調査」の結果を中心に ―
前 ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄
消費税率引上げ
社会保障・税番号制度の概要

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長

松田 智生

織田 善則
織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

日本郵政株式会社の平成26年3月期第１四半期 四半期連結財務諸表の概要（資料）
日本郵便株式会社の平成26年3月期第１四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行の平成26年3月期 第１四半期 四半期財務諸表の概要（資料）
平成24事業年度 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の財務諸表（資料）
山重 慎二 著 「家族と社会の経済分析－日本社会の変容と政策的対応」
橘木 俊詔 著 「「幸せ」の経済学」
慶應義塾大学経済学部教授

明治大学政治経済学部教授
駒村 康平

加藤 久和

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

住宅取得と家計

特
集

13
年
夏
号

住宅取得と家計 －人口減少・少子高齢社会の住宅問題－
家計の住宅取得行動の経済学的考察
「一戸建注文住宅の取得と家計」 一次取得層に着目して
住宅ローン需要の決定要因分析－借入時と返済期間の比較―
住宅ローン保有世帯のリスク認知特性
住宅ローンビジネスの現状と戦略再構築

調査・研究
ニュース解説

成城大学社会イノベーション学部教授
村本 孜
日本大学経済学部教授
浅田 義久
㈱ニッセイ基礎研究所 社会研究部 研究員
塩澤 誠一郎
名古屋学院大学経済学部准教授
上山 仁恵
専修大学ネットワーク情報学部准教授
佐藤 慶一
小樽商科大学大学院商学研究科教授
齋藤 一朗

欧州債務危機と証券市場－ＭＭＬＲとＣＤＳを中心に 埼玉大学経済学部准教授 丸茂 幸平
埼玉学園大学経済経営学部教授 相沢 幸悦
銀行業の寡占化が金融政策に与える影響
弘前大学人文学部准教授 山本 康裕
消費税引上げ等と住宅市場
「日本再興戦略」について

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成２５年３月期 日本郵政グループ決算の概要（資料）

日本郵便株式会社（個別財務諸表）
株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）

茶野 努 著 「消費者金融サービス業の研究」
早稲田大学商学部教授 坂野 友昭
キャロル・グラハム 著 多田 洋介 訳 「幸福の経済学―人々を豊かにするものは何か」
大阪大学大学院経済学研究科教授

筒井 義郎

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

意志あるマネー ～新たな資金の流れ～

特
集

13
年
春
号

地元への資金還元「ふるさと投資ファンド」
慶應義塾大学経済学部教授
吉野 直行
NPOバンクがつなぐ「意志あるお金」と市民事業
文教大学国際学部教授
鈴木 正明
我が国寄付動向の現状と課題
三井住友信託銀行㈱ 調査部 経済調査チーム主任
貞清 栄子
エコ貯金への取り組み
国際青年環境NGO A SEED JAPAN エコ貯金プロジェクトスタッフ 近藤 良樹、土谷 和之
クラウドファンディング Crowdfunding -群れ集う投資家との遭遇 encounter with Funding Crowd- 公益財団法人資本市場研究会 主任調査役 千田 雅彦
ソーシャルレンディングはどのように機能しているのか？
東北大学大学院法学研究科准教授
森田 果
ソーシャルファイナンスの現状と課題
名古屋学院大学商学部教授 三井 哲

調査・研究
ニュース解説

中国の商業銀行における個人金融の一考察 ―(株)中国工商銀行の個人向け融資業務を中心に―
中国新疆財経大学金融学部准教授・川口短期大学非常勤講師
地方債の共同発行の現状と課題
上智大学経済学部准教授
中里 透
教育資金の一括贈与非課税措置
平成２５年度一般会計予算案の概要について

アハマド ニアズ

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成24年度国際ボランティア貯金の寄附金の配分決定について（資料） 日本郵政株式会社等の平成25事業年度事業計画について（資料）
平成25年3月期 ゆうちょ銀行 第3四半期財務・業績の概況(非連結)（資料）
井堀 利宏・金子 能宏・野口 晴子 編 著 「新たなリスクと社会保障―生涯を通じた支援策の構築」 一橋大学国際・公共政策大学院教授
翁 百合・西沢 和彦・山田 久・湯元 健治 著

「北欧モデル―何が政策イノベーションを生み出すのか」

同志社大学経済学部教授

井伊 雅子
橘木 俊詔

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

特
集

13
年
冬
号

高齢期における私的所得保障
老後所得保障における公私役割分担―包括的な年金政策と税支出のあり方―
山口大学経済学部教授 石田 成則
わが国の企業年金の現状と改革の動向
みずほ総合研究所㈱ 政策調査部 上席主任研究員 堀江 奈保子
個人年金保険の販売動向
三井住友信託銀行㈱ 調査部 調査役
青木 美香
イギリス・アメリカの私的年金制度の動向
公益財団法人 日本証券経済研究所 専門調査員
杉田 浩治
日本版個人退職年金（JIRA）構想について
慶應義塾大学大学院法務研究科教授
佐藤 英明

調査・研究
ニュース解説

中東欧諸国の銀行部門と金融危機の影響
神戸大学EUIJ関西准教授
住宅取得と家計
桃山学院大学社会学部准教授
村上 あかね
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の新規業務
日本経済再生に向けた緊急経済対策

バニンコバ エバ

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成25年3月期 日本郵政グループ 中間決算の概要（資料）
平成25年3月期 ゆうちょ銀行 中間財務諸表の概要（資料）

平成25年3月期 日本郵便（郵便局会社） 中間財務諸表の概要（資料）

鈴木 亘 著 「年金問題は解決できる！ 積立方式移行による抜本改革」
㈱日本総合研究所 調査部 上席主任研究員 西沢 和彦
東京大学ジェロントロジー・コンソーシアム 著 「2030年超高齢未来 破綻を防ぐ10のプラン ―ジェロントロジーが描く理想の長寿社会」
日本大学大学院グローバル・ビジネス研究科教授
塚田 典子

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

季刊 個人金融 バックナンバー
特
集

12
年
秋
号

グローバル化と個人金融
経済のグローバル化と家計所得
大阪経済大学経済学部准教授 山口 雅生
経済のグローバル化と我が国個人金融の課題
立命館大学大学院法学研究科教授
大垣 尚司
ビッグバン構想から16年を経る我が国のリテール金融市場
㈱農林中金総合研究所 調査第一部 主任研究員 重頭 ユカリ
我が国の対外証券投資動向：ホーム・バイアスの修正
長崎県立大学国際情報学部准教授 小原 篤次
個人投資家の投資対象としてのコモディティ ―わが国のコモディティ投資信託、ＥＴＦおよびＥＴＮの現状－
名古屋大学大学院経済学研究科教授

調査・研究
ニュース解説

ASEAN債券市場育成の取り組み―マレーシア社債市場を中心に―
消費主義の実証分析に向けて
文京学院大学人間学部助教
マイナンバー法案提出の経緯と課題
「日本再生戦略」について

東洋大学経済学部准教授
寺島 拓幸

家森 信善

中川 利香

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報

書 評

ゆうちょ銀行の平成25年3月期 第１四半期財務・業績の概況（資料）
平成23事業年度独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の財務諸表（資料）
郵政グループビジョン2021の概要
熊谷 亮丸 著 「消費税が日本を救う」
中央大学法科大学院教授 森信 茂樹
祝迫 得夫 著 「家計・企業の金融行動と日本経済―ミクロの構造変化とマクロへの波及」 上武大学ビジネス情報学部教授

矢島

格

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

特
集

12
年
夏
号

結婚と家計
社会構造の変化と未婚化・晩婚化
日本女子大学人間社会学部准教授 永井 暁子
若年層の経済基盤と結婚の関係
㈱第一生命経済研究所 ライフデザイン研究本部 主席研究員 松田 茂樹
若年層の所得・貯蓄の実態と家族形成意識
千葉大学教育学部教授
久保 桂子
女性のライフコースと金融行動－結婚・出産・就労をめぐる生活経済リスクに女性はどう対応するか－
リコー経済社会研究所 主任研究員
離婚と養育費 －離別父親に支払い能力がどこまであるのか－
(独)労働政策研究・研修機構 副主任研究員 周 燕飛

調査・研究
ニュース解説

アメリカの消費者金融ペイデイローンの空間的分布
中国における高齢者の遺産動機および貯蓄行動
郵政民営化改正法について
個人向け国債について

埼玉大学経済学部教授 田中 恭子
日本学術振興会 特別研究員
殷

栗林 敦子

婷

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成２４年３月期 日本郵政グループ決算の概要（資料）
日本郵政株式会社（連結財務諸表）
株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
郵便局株式会社（個別財務諸表）
熊野 英生 著 「本当はどうなの？ 日本経済―俗説を覆す64の視点」
横浜国立大学経済学部教授 秋山 太郎
宮本 みち子 著 「若者が無縁化する―仕事・福祉・コミュニティでつなぐ」 北海道大学大学院 教育学研究院 教授 宮﨑 隆志

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

特
集

12
年
春
号

東日本大震災と家計行動
近年の日本家計の消費・貯蓄行動と家計消費理論 ―リーマンショックと東日本大震災の影響に関する一考察― 一橋大学経済研究所教授 阿部 修人
東日本大震災後の家計の金融行動
三井住友信託銀行㈱ 調査部 調査役 青木 美香
東日本大震災の被災地における地域金融機関の対応
㈱農林中金総合研究所 調査第二部 研究員 寺林 暁良
被災企業再建における民間資金の活用促進に向けて
㈱日本総合研究所 調査部 金融ビジネス調査グループ 副主任研究員 星 貴子
二重債務問題とは何か
神戸大学大学院経営学研究科教授
内田 浩史

調査・研究
ニュース解説

1990～2000年代における結婚の経済的利点の変容
慶應義塾大学大学院経済学研究科特任准教授 坂本 和靖
証券化型金融のもとでの金融システムの安定について：コンティンジェント転換証券と保険の役割
一橋大学大学院商学研究科准教授
中村 恒
TPPと郵政事業
日本の将来推計人口

ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成23年度国際ボランティア貯金の寄附金の配分決定について（資料）
平成24年3月期 ゆうちょ銀行 第3四半期財務・業績の概況(非連結)（資料）
郵政民営化の進捗状況についての総合的な見直しに関する郵政民営化委員会の意見（資料）
大嶋 寧子 著 「不安家族―働けない転落社会を克服せよ」
放送大学教養学部教授
古江 晋也 著 「地域金融機関のCSR戦略」
日本大学商学部准教授
長谷川 勉

宮本 みち子

一般財団法人ゆうちょ財団の公益事業

金融リテラシー

特
集

12
年
冬
号

我が国における金融リテラシー教育の現状と課題
金沢星陵大学経済学部准教授
北野 友士
イギリスの金融教育最新事情
（財）日本証券経済研究所 専門調査員 大橋 善晃
米国における金融ケイパビリティ重視への転換―米国金融教育の最新事情―
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授 伊籐 宏一
村上 恵子
金融教育が家計の金融資産選択に及ぼす影響― 投資家タイプ別にみた教育効果測定の試み ― 県立広島大学経営情報学部准教授
京都産業大学経済学部教授
西村 佳子
金融機関のマーケティング戦略と金融リテラシー
㈱金融リテラシー研究所代表 岡田 正樹

調査・研究
ニュース解説

CSRとSRIファンド普及の意義
名古屋市立大学大学院経済学研究科研究員
米国の郵便貯金は何故廃止されたか
(財)ゆうちょ財団貯蓄経済研究部
税制の抜本改革の動向
平成24年度一般会計予算案の概要について

浅野 礼美子

（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き
ゆうちょ情報
書 評

平成24年3月期 日本郵政グループ 中間決算の概要（資料）
平成24年3月期 ゆうちょ銀行 中間財務諸表の概要（資料）
平成24年3月期 郵便局会社 中間財務諸表の概要（資料）
林 宏昭 著 「税と格差社会―いま日本に必要な改革とは―」
聖学院大学大学院政治政策学研究科教授
熊谷 亮丸 著 「世界インフレ襲来」
東京大学大学院経済学研究科教授
井堀 利宏

横山 彰

(財)ゆうちょ財団の公益事業

特
集

11
年
秋
号

社会保障と個人金融
社会保障・税一体改革案と家計への影響
みずほ総合研究所㈱ 政策調査部 上席主任研究員
堀江 奈保子
最後の社会保障としてのベーシックインカム
駒澤大学経済学部准教授 飯田 泰之
子どもへの社会保障給付
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ 経済・社会政策部長 主任研究員 横山 重宏
若年世代の所得・貯蓄動向と社会保障の拡充
㈱第一生命経済研究所 経済調査部 副主任エコノミスト
鈴木 将之
国際比較で見た高齢者世帯における公的年金と私的年金
㈱ニッセイ基礎研究所 主任研究員
石川 達哉

調査・研究
ニュース解説

金融市場における取引規制について
横浜国立大学大学院国際社会科学研究科准教授
金融危機と預金保険
慶應義塾大学商学部准教授
渡部 和孝
個人版私的整理ガイドライン
子ども手当の見直し

西出 勝正

（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

ゆうちょ銀行の平成24年3月期 第１四半期財務・業績の概況（資料）
平成22事業年度独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の財務諸表（資料）
小関 隆志 著 「金融によるコミュニティ・エンパワーメント ―貧困と社会的排除への挑戦」 聖学院大学大学院政治政策学研究科教授
西沢 和彦 著 「税と社会保障の抜本改革」
一橋大学政策大学院経済学研究科教授
佐藤 主光

(財)ゆうちょ財団の公益事業

富沢 賢治

季刊 個人金融 バックナンバー
遺産・相続と個人金融

特
集

11
年
夏
号

遺産動機の国際比較
大阪大学社会経済研究所教授 チャールズ・ユウジ・ホリオカ
少子・高齢化と遺産・相続の意義と役割
東北大学大学院経済学研究科教授 吉田 浩
資産形成における相続の位置づけと相続税のあり方について
関西大学経済学部教授
橋本 恭之
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻特任助教
鈴木 善充
我が国世帯における資産の世代間移転と資産格差：
内閣府経済社会総合研究所研究官 濱秋 純哉
アンケート調査の個票を用いた実証分析
一橋大学経済研究所教授・内閣府経済社会総合研究所客員主任研究官
高齢者資産を活用した内需振興策
みずほ総合研究所㈱ 市場調査部 シニアエコノミスト
井上 淳

調査・研究
ニュース解説

平成金融危機下の現金担保付債券貸借取引の役割
埼玉大学経済学部教授
相沢 幸悦
埼玉大学大学院経済科学研究科博士後期課程
中澤 克浩
世代間格差の政治経済学
秋田大学教育文化学部准教授・内閣府経済社会総合研究所 客員研究員
東日本大震災の被災者に対する生活支援策
社会保障と税の一体改革

島澤 諭

（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成２３年３月期 日本郵政グループ決算の概要（資料） 日本郵政株式会社（連結財務諸表）
株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
郵便局株式会社（個別財務諸表）
藤井 良広 編著 「進化する金融機関の環境リスク戦略」
大阪電気通信大学金融経済学部教授
内田 浩史 著 「金融機能と銀行業の経済分析」
東洋大学経済学部教授
竹澤 康子

山本 利明

(財)ゆうちょ財団の公益事業

国債と個人金融

特
集

11
年
春
号

我が国の国債管理政策の現状と課題
一橋大学経済研究所教授
北村 行伸
国債運用拡大における地銀・地域金融機関におけるＡＬＭ頑健性
－模擬モデル銀行におけるリスクシミュレーション試算による－ データ・フォアビジョン・ホールディングズ㈱ 代表取締役
個人金融資産の動向と国債
㈱野村資本市場研究所 主任研究員 宮本 佐知子
個人向け国債の動向
㈱ニッセイ基礎研究所 金融研究部門 主任研究員
千田 英明
国債と個人金融：無利子国債の活用を考える
㈱第一生命経済研究所 首席エコノミスト
熊野 英生

調査・研究
ニュース解説

子育て支援の財源選択と世代間効用 －人口内生OLGモデルの視点から－
一橋大学経済研究所准教授・内閣府経済社会研究所客員研究員
財務総合政策研究所コンサルティングフェロー・経済産業研究所コンサルティングフェロー
子ども・子育て支援策の動向
「一人ひとりを包摂する社会」特命チーム等の動き

大久保 豊

小黒 一正

（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成22年度国際ボランティア貯金の寄附金の配分決定について（資料）
平成23年3月期 ゆうちょ銀行 第3四半期財務・業績の概況(非連結)（資料）
日本郵政株式会社等の平成23事業年度事業計画について（資料）
高田 創・柴崎 健・石原 哲夫 著 「世界国債暴落 ―世界を蝕む日本化現象」 中央大学商学部教授
太田 聰一 著 「若年者就業の経済学」
㈱日本総合研究所 調査部 主席研究員 山田 久

御船 洋

(財)ゆうちょ財団の公益事業

特
集

11
年
冬
号

税制改革と個人金融
格差問題と所得税改革
㈱三菱総合研究所 政策・経済研究センター 主席研究員
白石 浩介
金融所得一体課税 －「貯蓄から投資」の実現に向けた方策－
関西大学経済学部教授
林 宏昭
わが国におけるISAのポテンシャルと普及への課題
㈱野村総合研究所 金融ＩＴイノベーション研究部 上級研究員
基礎年金の税方式化と家計行動
関西学院大学経済学部教授
上村 敏之
個人型年金積立金非課税制度「日本版IRA」の検討開始を
中央大学法科大学院教授
森信 茂樹

調査・研究
ニュース解説

金子 久

世代間利他主義と財政負担：世代間格差の改善は可能か？－政治経済学の視点から－ 一橋大学経済研究所准教授
財務総合政策研究所コンサルティングフェロー・経済産業研究所コンサルティングフェロー
小黒 一正
地域通貨論をめぐる問題状況：信頼説を中心として
埼玉大学経済学部講師 結城 剛志
平成23年度税制改正大綱の概要について
平成23年度一般会計予算案の概要について

（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成23年3月期 日本郵政グループ 中間決算の概要（資料）
平成23年3月期 ゆうちょ銀行 中間財務諸表の概要（資料）

平成23年3月期 郵便局会社 中間財務諸表の概要（資料）

橘木 俊詔 著 「安心の社会保障改革―福祉思想史と経済学で考える―」 東京大学社会科学研究所教授
奥野 信宏・栗田 卓也 著 「新しい公共を担う人びと」
同志社大学経済学部教授 八木 匡

大沢 真理

(財)ゆうちょ財団の公益事業

特
集

10
年
秋
号

雇用問題と個人金融
日本的雇用システムの変容と家計金融資産の変化
㈱大和総研 主任研究員
鈴木 準
高齢者の雇用問題と貯蓄率の動向
㈱第一生命経済研究所 首席エコノミスト
熊野
雇用問題の現状と課題
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 調査部 主任研究員
小林
若年層の雇用問題の背景と社会保障改革の方向性
㈱日本総合研究所 調査部 主席研究員
女性の低就業と就労促進に向けた課題
みずほ総合研究所㈱ 政策調査部 主任研究員
大嶋

調査・研究
ニュース解説

コミュニティ投資と金融の役割
明治大学経営学部准教授
小関 隆志
社会調査に見る消費社会における消費態度と価値意識
立教大学社会学部助教
初のペイオフ発動
経済対策 ステップ1から3へ

英生
真一郎
山田 久
寧子

水原 俊博

（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則
（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

ゆうちょ銀行の平成23年3月期 第１四半期財務・業績の概況（資料）
平成21事業年度独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の財務諸表（資料）
安宅川 佳之 著 「家族と福祉の社会経済学―少子化から日本を救う処方箋」 山梨大学教育人間科学部教授
土居 丈朗 編 「日本の税をどう見直すか」
㈱大和総研 専務理事チーフエコノミスト 原田 泰

三重野 卓

(財)ゆうちょ財団の公益事業

高齢生活者の問題と個人金融

特
集

10
年
夏
号

高齢化の課題とジェロントロジーの役割～「高齢化最先進国日本」の今後の可能性～
㈱ニッセイ基礎研究所 生活研究部門 副主任研究員（東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員） 前田 展弘
高齢単身世帯の生活構造の実態と社会保障
明星大学人文学部福祉実践学科教授 馬場 康彦
財政危機下における高齢者の資産運用へのサポート ―安全神話の崩れる前にー
早稲田大学商学学術院教授 藤原 洋ニ
リバースモーゲージの現状と展望
㈱日本総合研究所調査部金融ビジネス調査グループ副主任研究員
星 貴子
高齢化と金融サービス
㈱農林中金総合研究所主事研究員 田口 さつき

調査・研究
ニュース解説

裁判の審理期間と家計の自己破産確率

大阪大学社会経済研究所教授 チャールズ・ユウジ・ホリオカ
大阪大学社会経済研究所特任研究員
関田 静香
グローバル・グレイング下の個人金融資産 －「経済のストック化」再考
明治大学経営学部教授 藤江 昌嗣
「新成長戦略」について
「財政運営戦略」について

（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄
（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成２２年３月期 日本郵政グループ決算の概要（資料）

日本郵政株式会社（連結財務諸表）
株式会社ゆうちょ銀行（個別財務諸表）
郵便局株式会社（個別財務諸表）

根本 直子 著 「残る銀行 沈む銀行」
専修大学商学部教授 小藤 康夫
高山 憲之 著 「年金と子ども手当」
筑波大学大学院ビジネス科学研究科長

(財)ゆうちょ財団の公益事業

江口 隆裕

堀 雅博

季刊 個人金融 バックナンバー
特
集

10
年
春
号

教育問題と個人金融
教育の能力識別機能と教育システム
一橋大学経済研究所教授 小塩 隆士
所得格差と教育格差
九州大学大学院経済学研究院准教授 浦川 邦夫
教育費の家計負担の現状と課題
東京大学大学総合教育研究センター教授 小林 雅之
教育資金ファイナンスの現状と課題
㈱野村資本市場研究所 主任研究員 宮本 佐知子
貧困・低所得世帯のための教育資金貸付 ―福祉的貸付制度から見た日本の教育費― 北海道大学大学院教育学研究院助教 鳥山 まどか

調査・研究
ニュース解説

1988年・2006年マル優制度改正と家計の資産選択行動 大阪大学社会経済研究所特任研究員 関田 静香
決済サービス電子化と国際標準の動向 ㈱日本総合研究所 調査部金融ビジネス調査グループ主任研究員 野村 敦子
子ども手当について
平成２２年度税制改正の概要について

（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部研究員 平川 本雄
（財）ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部長 織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成２１年度国際ボランティア貯金の寄附金の配分決定について（資料） 日本郵政株式会社等の平成２２事業年度事業計画について（資料）
平成２２ 年３月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結)（資料）
千田 亮吉、塚原 康博、山本 昌弘 著 「行動経済学の理論と実証」 信州大学経済学部教授
高橋 正彦 著 「証券化の法と経済学」
広島大学経済学部教授 松浦 克己

真壁 昭夫

(財)ゆうちょ財団の公益事業

環境問題と個人金融

特
集

10
年
冬
号

環境金融の現状と課題
上智大学大学院地球環境学研究科教授 藤井 良広
個人投資家による「草の根ＳＲＩ」を通じた人類・社会や環境への貢献 ㈱ニッセイ基礎研究所 取締役理事 神座 保彦
個人の環境への投資（エコファンド）の最新動向
㈱グッドバンカー 代表取締役社長 筑紫 みずえ
環境金融に取り組む金融機関の動向 ㈱日本総合研究所 調査部金融ビジネス調査グループ主任研究員 野村 敦子
グリーンファンド・スキームにみる環境問題解決に向けた新たな資金循環システム－政府支援と金融機関との協力関係の構築に関する実態把握を中心に
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ 環境エネルギー部研究員 水谷 衣里

調査・研究
ニュース解説

少子高齢化社会の都市と社会資本 同志社大学経済学部教授 八木 匡
郵政民営化の見直し －モデルとしてのニュージーランド－
名古屋大学大学院経済学研究科教授
家森 信善
岡山大学大学院社会文化科学研究科教授 西垣 鳴人
郵政株式処分停止法について
（財）ゆうちょ財団貯蓄経済研究部長 織田 善則
中小企業金融円滑化法について （財）ゆうちょ財団貯蓄経済研究部長 織田 善則

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成22年3月期 日本郵政グループ 中間決算の概要（資料）
平成22年3月期 ゆうちょ銀行 中間財務諸表の概要（資料）
平成22年3月期 郵便局会社 中間財務諸表の概要（資料）
原田 泰著 「日本はなぜ貧しい人が多いのか―「意外な事実」の経済学」 横浜国立大学経営学部教授 高橋 正彦
井堀 利宏著 「誰から取り、誰に与えるか―格差と再分配の政治経済学」 学習院大学経済学部教授 三井 清

(財)ゆうちょ財団の公益事業

中国における個人金融の動向

特
集

09
年
秋
号

中国における個人金融分析
資金循環と個人金融―個人の資金調達・運用の動向 武漢大学経済与管理学院金融系準教授 謝 珺
個人金融と金融機関―商業銀行の個人金融を中心に 武漢大学外国語学院日本語研究科準教授 曽 丹
個人金融と金融当局―個人金融への規制緩和を中心に 武漢大学経済与管理学院講師 代 軍 勳
個人金融と金融経済発展 武漢大学経済与管理学院準教授
馬 理
中国における家計貯蓄行動の分析 桃山学院大学経済学部准教授 唐 成
中国都市部家計の負債状況～住宅ローンと自動車ローンを中心に～ みずほ総合研究所㈱ 調査本部 アジア調査部 中国室研究員
中国郵政貯蓄銀行の設立と今後の展望 ㈱野村資本市場研究所 主任研究員 関根 栄一

調査・研究
ニュース解説

公的年金純債務と資本蓄積 慶應義塾大学法学部教授
個人の貯蓄行動 ―行動ファイナンス理論を使った分析―

麻生 良文
信州大学経済学部教授

協同組織金融機関ワーキンググループ報告書の概説 東洋大学経済学部教授
エコポイント制度について ㈱大和総研 情報技術研究所 荻原 充彦

劉 家敏

真壁 昭夫

宮村 健一郎

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

㈱ゆうちょ銀行平成22年3月期 第1四半期決算について（資料）
郵便局チャネルの強化に関する検討委員会」報告書について（資料）
平成20事業年度 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の財務諸表（資料）
内田 聡著 「アメリカ金融システムの再構築 ―ウォールストリートとメインストリート―」中京大学総合政策学部教授 由里 宗之
富樫 直記著「銀行・証券・生保・カードがひとつになる―金融大統合時代のリテール戦略」松蔭大学観光文化学部准教授 長谷川 清

(財)ゆうちょ財団の公益事業

特
集

09
年
夏
号

欧州大陸のリテール金融
欧州大陸のリテール金融サービスの現況 ㈱野村総合研究所バンキング事業推進室兼金融ITコンサルティング部上級システムコンサルタント
欧州大陸における協同組合銀行グループ ―再編による効率化を経て「製販分離」の国際展開へ―
信金中央金庫 井上 有弘
欧州大陸におけるポストバンクの金融サービス ㈱野村総合研究所戦略IT研究室兼事業企画部上席システムコンサルタント 梅屋 真一郎
ドイツ、フランスにおける地域金融機関 拓殖大学商学部准教授 山村 延郎 拓殖大学商学部非常勤講師 三田村 智
イタリアの金融再編と地域金融機関 非営利協同金融研究者 平石 裕一

調査・研究
ニュース解説

内山 浩一

幸福の経済学は世界を変えるか？ 大阪大学大学院経済学研究科教授 筒井 義郎
志あるお金は社会を動かす－「個人寄付」の多様化をめぐる現状と今後の課題 ㈱ニッセイ基礎研究所社会研究部門研究員 柄田 明美
グリーン・ニューディールと環境金融市場の動向 上智大学大学院地球環境学研究科教授 藤井 良広
消費者庁の設置と消費者行政 長岡大学経済経営学部准教授 松崎 陽子

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成２１年３月期 日本郵政グループ決算の概要（資料）
ゆうちょ銀行財務状況（平成２０年度決算）の概要（資料）

第2回「日本郵政グループ顧客満足度調査」結果について（資料）

由里 宗之著「地域社会と協働するコミュニティ・バンク―米国のコミュニティ銀行・クレジット ユニオンとNPO」 明治大学経営学部准教授 小関 隆志
上村 敏之著「公的年金と財源の経済学」 慶應義塾大学法学部教授 麻生 良文

(財)ゆうちょ財団の公益事業

小口決済の動向 ―新しい決済サービス―

特
集

09
年
春
号

主要国における電子的決済サービスの現状と課題
㈱農林中金総合研究所専任研究員 鈴木 博
リテールバンキングと決済 ～ITを活用した銀行決済サービスのイノベーション～
㈱NTTデータ経営研究所金融コンサルティング本部長 パートナー 山上 聰
シニアコンサルタント 上野 健夫
わが国における電子マネーの現状と金融機関の動向
信金中央金庫総合研究所
宮﨑 崇
電子マネーの普及が小口決済手段に及ぼす影響
九州大学大学院経済学研究院准教授 中田 真佐男
ポイント経済と地域通貨、電子マネーThe Point Economy, Regional Money and Electronic Money
富山国際大学現代社会学部講師 小西 英行

調査・研究
ニュース解説

預金金融機関の店舗配置分析：郵便局と民間金融機関の比較を中心に 新潟大学経済学部教授 伊藤 隆康
個人金融とは何か （財）ゆうちょ財団ゆうちょ資産研究センター事務長・総括研究員 野澤 隆
新住宅ローン減税の実際の効果～年収700万円以上、借入2,500万円以上なら早期の入居が有利～
㈱大和総研 制度調査部 研究員 是枝 俊悟

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

郵政民営化の進捗状況についての総合的な見直しに関する郵政民営化委員会の意見について（資料）
平成２０年度国際ボランティア貯金の寄附金の配分決定について（資料）
日本郵政株式会社等の平成２１事業年度事業計画について（資料）
チャールズ・ユウジ・ホリオカ／財団法人家計経済研究所編「世帯内分配と世代間移転の経済分析」同志社大学経済学部教授 橘木 俊詔
菅 正広著「マイクロファイナンスのすすめ―貧困・格差を変えるビジネスモデル―」 東海大学政治経済学部非常勤講師 唐木 宏一

(財)ゆうちょ財団の公益事業

季刊 個人金融 バックナンバー
住宅ローン市場の現状と将来の課題

特
集

09
年
冬
号

住宅ローン市場の需給動向と将来の課題 住宅金融支援機構住宅総合調査室主任研究員 松家 真一
住宅ローン市場の動向と地域金融機関のローン推進戦略 ㈱農林中金総合研究所調査第二部長 渡部 喜智
リテールビジネスの収益拡大に向けた住宅ローンビジネスモデルのあり方 ～住宅ローンを起点としたリテールビジネスの基盤強化に向けて～
㈱NTTデータ経営研究所金融コンサルティング本部マネージャー 大河原 久和
コンサルタント 四方 義嗣
リバースモーゲージをめぐるわが国と欧米の状況
みずほ総合研究所㈱政策調査部上席主任研究員 野田 彰彦
米国におけるサブプライム問題をどう考えるか
住宅金融支援機構住宅総合調査室主任研究員 小林 正宏

調査・研究
ニュース解説

インビジブル・ファミリー（見えない家族）と消費動向 ㈱野村総合研究所流通ITイノベーション推進部副主任コンサルタント 川津 のり
金融資産市場の変容とわが国金融改革のあり方 －日・米・英比較にみる「金融危機」の教訓－
㈱富士通総研シニアフェロー 南波 駿太郎
金融機能強化法の改正
㈱大和総研制度調査部 堀内 勇世
米国における公的資金の注入と不良債権買取策（TARP）について
みずほ証券㈱金融市場調査部シニアクレジットアナリスト 石原 哲夫

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

平成２１年３月期 日本郵政グループ中間決算の概要（資料）
平成２１年３月期 中間財務諸表の概要 ゆうちょ銀行（資料）

平成２１年３月期 中間財務諸表の概要 郵便局（資料）
ゆうちょ銀行財務状況（貯金残高・投資信託取扱状況など）について（資料）

ジュゼッペ・ベルトーラ他 編「消費者信用の経済学」早稲田大学商学学術院教授 晝間 文彦
品田知美 著「家事と家族の日常生活 ―主婦はなぜ暇にならなかったのか―」東京家政学院大学家政学部教授 上村 協子
片山覚監修、㈱ミロク情報サービス税経システム研究所編 著 「中堅・中小企業のための会計処理ハンドブック」
東京富士大学短期大学部准教授 井手 健二

(財)ゆうちょ財団の公益事業

特
集

08
年
秋
号

金融ＣＳＲとＣＳＲ金融 ： 金融の社会的責任の２つの意味
日本のＣＳＲの系譜と金融機関の２つのＣＳＲ ㈱ニッセイ基礎研究所上席主任研究員 川村 雅彦
ＣＳＲ金融と社会的責任投資 ―新たな資金の流れと金融機能の活用― 東洋大学経済学部教授 竹澤 康子
ＣＳＲ金融とサステナブル・インベストメント ㈱大和総研経営戦略研究所主任研究員 河口 真理子
ＣＳＲ金融とソーシャルバンク 東海大学政治経済学部非常勤講師 唐木 宏一

調査・研究
ニュース解説

地域間格差分析の視点 明海大学経済学部教授 朝日 讓治
銀行の経営動向とリテール金融 日興シティグループ証券㈱マネージングディレクター 野崎 浩成
個人、家・家族、世帯・家計―「個人金融」の理解のために(2)― (財)ゆうちょ財団ゆうちょ資産研究センター総括研究員 野澤 隆
券業界にとどまらない株券電子化のインパクト ㈱ＮＴＴデータ経営研究所金融コンサルティング本部マネージャー 大野 博堂
進化するインターネットの方向性 ㈱富士通総研経済研究所主任研究員 湯川 抗

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報

書 評

郵便局の新規事業“総合生活取次ぎサービス”の開始について（資料） 「ゆうちょボランティア貯金」の取扱開始について（資料）
ローソン坂城村上店（長野県）の店内に郵便局を開局（資料）
全銀システムによる振込のご利用方法、料金等について（資料）
「郵便局等の顧客満足度調査」の結果について（資料）
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令（平成19年総務省令第98号）第17条の規定に基づく公表事項（資料）
平成19事業年度 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の財務諸表（資料）
大竹 文雄著「格差と希望 ―誰が損をしているか？」 一橋大学経済学研究科教授 石倉 雅男
橘木 俊詔・木村 匡子著「家族の経済学 お金と絆のせめぎあい」日本女子大学家政学部 准教授 天野 晴子

(財)ゆうちょ財団の公益事業

特

08
年
夏
号

家計における貯蓄行動

11か国比較で見る世帯レベルの資産と負債の保有構造 ㈱ニッセイ基礎研究所主任研究員 石川 達哉
金融無貯蓄世帯の増加と背景 九州大学大学院経済学研究院教授 堀江 康煕
―高齢化の進行を受けて― ㈱農林中金総合研究所主事研究員 田口 さつき
集 今後の貯蓄率を考える
家計の貯蓄行動の変化 信金中央金庫総合研究所上席主任研究員 角田 匠
カテゴライゼーションと消費者行動 ㈱富士通総研経済研究所主任研究員 新堂 精士
調査・研究
個人金融と関連統計―「個人金融」の理解のために―
(財)ゆうちょ財団ゆうちょ資産研究センター総括研究員 野澤 隆

ニュース解説

米国からみたわが国の信金・信組の制度改革 茨城大学人文学部准教授 内田 聡
電子マネーと決済法の整備 ㈱野村総合研究所金融戦略コンサルティング部研究創発センター兼務主任コンサルタント

上田 恵陶奈

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

クレジットカード業務等新規業務の認可について（資料）
「JP BANKカード」の発行開始について（資料）
変額年金保険の販売開始について（資料）

平成19年度 日本郵政グループ決算の概要（資料）
株式会社ゆうちょ銀行とスルガ銀行株式会社との業務提携に
係る合意について（資料）

前田 拓生著 「銀行システムの仕組みと理論―地域を支える中小企業金融の理解のために―」関西学院大学経済学部教授
リチャード・セイラー著、篠原 勝訳 「セイラー教授の行動経済学入門」 立命館大学経済学部教授 井澤 裕司

田中 敦

(財)ゆうちょ財団の公益事業

特
集

08
年
春
号

金融教育の現状と課題
英国・米国の金融消費者教育への取組み 金融消費者問題研究所代表 楠本 くに代
金融教育の現状と課題 弘前大学教育学部教授 猪瀬 武則
金融経済教育の国際的な潮流 （財）日本証券経済研究所主任研究員 若園 智明
NPO法人が取り組む金融経済教育 ―金融知力普及協会の活動― 特別非営利活動法人金融知力普及協会上席研究員

調査・研究
ニュース解説

団塊の世代の退職と金融機関への期待 野村信託銀行㈱取締役 藤岡 長道
サブプライムローン問題をケインズならどう解決する 神戸大学大学院経済研究科教授

李 秀雄

滝川 好夫

改正貸金業法 （財）ゆうちょ財団貯蓄経済研究部長 織田 善則
証券税制の改正案
㈱大和総研制度調査部研究員 鳥毛 拓馬

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報

書 評

平成19年度下期国際ボランティア貯金の寄付金の配分決定等について（資料）
第5期 日本郵政公社決算の概要（資料）
第2期 中期経営目標及び平成19年度に係る日本郵政公社の業績評価（資料）
郵政民営化承継財産評価委員会の審議結果と日本郵政株式会社等の貸借対照表について（資料）
石田 成則著「老後所得保障の経済分析―年金システムの役割と課題―」
東北福祉大学感性福祉研究所教授 小笠原 浩一
方波見 寧著「定年後マネーは二極化する―公的年金・貯蓄・退職金で不足する時代の"自分年金"のつくり方―」
㈱ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所長、千葉商科大学会計大学院教授 可児 俊信

(財)ゆうちょ財団の公益事業

特
集

07
年
冬
号

イギリスのリテール金融
イギリスの金融改革とリテール金融の動向
ジャーナリスト 星野 興爾
イギリスの住宅金融市場の動向と金融機関
獨協大学経済学部教授・中国社会科学院日本研究所客員研究員 斉藤 美彦
英銀のリテール戦略事例評価と今後の邦銀リテール戦略への視座
宮城学院女子大学国際交流センター主任・准教授 熊谷 優克
イギリスにおけるリテール金融の論点 ―銀行口座の確保と金融機関の店舗閉鎖―
関西学院大学商学部教授 寺地 孝之
イギリスにおける金融排除に関する政策
関西学院大学商学部准教授 岡村 秀夫

調査・研究
ニュース解説

日本郵政グループは「市場にリンクした社会的企業」の道を ―急がれる資本リスク対応と株主構成の工夫―
東京国際大学経済学部長・大学院経済学研究科教授 田尻 嗣夫
家計貯蓄率低下の背景と今後の見通し ㈱大和総研資本市場調査部 尾野 功一
ワークライフバランスとテレワーク 法政大学大学院政策科学研究科教授 諏訪 康雄
国債新型窓口販売導入 大和証券SMBC㈱金融市場調査部長 末澤 豪謙

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

ゆうちょ銀行の新規業務（運用対象の自由化）の認可申請について（資料）
ゆうちょ銀行の新規業務の認可申請について（資料）
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の中期目標・計画（資料）
高橋 洋一著「財投改革の経済学」 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 米澤 康博
飯田 泰之著「歴史が教えるマネーの理論」 慶應義塾大学経済学部教授 前多 康男

(財)ゆうちょ財団の公益事業

季刊 個人金融 バックナンバー
特
集

07
年
秋
号

米国の貯蓄金融機関とリテール金融
米国における貯蓄金融機関と住宅モーゲージ市場 中央大学経済学部教授 井村 進哉
米国商業銀行のリテール金融の展開と金融機関間競争 ㈱農林中金総合研究所専任研究員 鈴木
米国の銀行業界の変化とＣＲＡ（地域社会再投資法） 中京大学総合政策学部教授 由里 宗之
米国クレジットユニオンの概要とその業務展開 ㈱農林中金総合研究所主席研究員 橘髙 研二

調査・研究
ニュース解説

博

高齢化社会における家計貯蓄と資金循環構造の変容 ㈱富士通総研研究理事 南波 駿太郎
主要な金融機関間のイメージ差異と金融行動との関係 ㈱ニッセイ基礎研究所生活研究部門研究員 井上 智紀
地域内資金循環の円滑化 －地域通貨と地域金融機関－ 東京富士大学短期大学部経営学科専任講師 松田 岳
金融商品取引法制と投資家保護 －金融商品取引法の施行は投資家にどのような影響を与えるか？－
神戸大学大学院法学研究科教授 志谷 匡史
生命保険商品の全面解禁を控えた銀行窓販の課題と展望㈱野村総合研究所金融ITマネジメントコンサルティング部上席システムコンサルタント 梅屋 真一郎

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

「日本郵政公社の業務等の承継に関する実施企画」－郵便貯金銀行が行う業務の運営の内容及び見直し－（資料）
ディスクロージャー誌「日本郵政公社2007」の発行 －郵便貯金業務の状況－（資料）
熊沢 誠著「格差社会ニッポンで働くということ」 名古屋市立大学大学院経済学研究科教授 森 徹
藤井 良広著「金融ＮＰＯ－新しいお金の流れをつくる」明治大学情報コミュニケーション学部教授 金子 邦彦

(財)ゆうちょ財団の公益事業

①ドイツの貯蓄金融機関

07
年
夏
号

特

ドイツの銀行システムと貯蓄金融機関の動向 関東学院大学准教授 黒川 洋行
ドイツ・ポストバンクのマルチ・チャネル戦略 ㈱野村資本市場研究所副主任研究員
ドイツの貯蓄銀行のコミュニケーション・チャネル戦略 ㈱池田銀行人事総務部部長

集

②「団塊」世代の引退

林 宏美
南地 伸昭

団塊世代引退で加速する消費構造の変化 ㈱日本総研調査部主任研究員 小川 尚子
高齢化社会で普及が期待されるリバースモーゲージ みずほ総合研究所㈱政策調査部主任研究員

調査・研究
ニュース解説

野田 彰彦

米国の401（Ｋ）プランに見る個人投資家の行動と日本への示唆－行動ファイナンスの観点から－ ㈱ニッセイ基礎研究所金融研究部門主席研究員 臼杵 政治
金融サービスの販売チャネルの利用状況と課題 －（財）郵便貯金振興会が実施したアンケート調査結果から－ 成城大学社会イノベーション学部長 村本 孜

財政融資資金の貸付金の証券化 名古屋大学教授 竹内 信仁
地域密着型金融と課題 成城大学社会イノベーション学部長・教授

村本

孜

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ゆうちょ情報
書 評

第4期 日本郵政公社決算の概要（資料）

日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画に対する郵政民営化委員会の意見（資料）

ロナルド・ドーア著 「誰のための会社にするのか」
長崎大学教授
内田 滋
野口 悠紀雄著
「日本経済は本当に復活したのか」 立命館大学教授 高橋 伸彰

(財)郵便貯金振興会の公益事業

特
集

個人の支払・決済手段
電子マネーの浸透とその影響 ㈱野村総合研究所金融コンサルティング部上級コンサルタント 山崎 大輔
クレジットカード市場の新たな展開 ㈱日本総合研究所調査部研究員 藤山 光雄
個人向けインターネット金融市場の動向 ㈱矢野経済研究所マーケティングリサーチ・金融サービスグループ上級研究員 新名 成忠

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

07
年
春
号

ニュース解説
調査・研究

金融商品取引法等の施行と投資家保護
急成長する投資信託市場と確定拠出年金

㈱ベネフィット・ワンヒューマン・キャピタル研究所長、千葉商科大学会計大学院教授

（財）郵便貯金振興会研究員

宮下 恵子

貯蓄率低下の背景を探る ㈱富士通総研経済研究所主任研究員 新堂 精士
中小企業金融の現状と課題 名古屋大学教授 家森 信善
住宅ローン債権の証券化と「フラット35」の課題 ㈱富士通総研経済研究所主任研究員 米山 秀隆

書 評

伊藤 光晴著
正村 公宏著

海 外

米国におけるインターネット専業銀行の現状と「決済革命」の誤謬（その1） 明海大学教授

ゆうちょ情報

「日本経済を問う」
一橋大学教授 浅子 和美
「人間を考える経済学」 埼玉大学教授 相沢 幸悦

日本郵政グループの新スローガン発表（資料）

高月 昭年

日本郵政公社の中期経営目標・中期経営計画（資料）

(財)郵便貯金振興会の公益事業

特
集

06
年
冬
号

個人の金融負債
転換期を迎えた消費者金融市場 ㈱日本総合研究所主任研究員 岩崎 薫里
消費者金融と生活意識の変化 早稲田大学教授 晝間 文彦
日本の住宅金融市場の現状と課題 立命館大学教授 大垣 尚司
米国住宅モーゲージ市場の仕組みと日本への示唆 ㈱富士通総研経済研究所主任研究員
家計の持家取得と負債保有の実態 ㈱ニッセイ基礎研究所主任研究員 石川 達哉

米山 秀隆

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ニュース解説
調査・研究

信託法・信託業法改正法成立 ㈱大和総研制度調査部長 吉井 一洋
ノーベル平和賞を受賞した「マイクロ・クレジット」 （財）郵便貯金振興会研究員

宮下 恵子

発足5年を迎えた確定拠出年金制度 日興フィナンシャル・インテリジェンス㈱副理事長 中田

書 評

橘木 俊詔著
富田 俊基著

海 外

アメリカ金融機関にみる大衆層戦略 東洋大学教授 宮村 健一郎
金融取引における消費者保護(その2) 金融消費者問題研究所代表 楠本 くに代

ゆうちょ情報

正

「格差社会」 明海大学教授 朝日 讓治
「国債の歴史」 東京大学教授 井掘 利宏

平成18年9月中間期 日本郵政公社決算の概要（資料）
郵便貯金銀行及び郵便保険会社の新規業務の調査審議に関する所見（資料)

郵便局別損益の試算について（資料）

(財)郵便貯金振興会の公益事業

特
集

06
年
秋
号

金融資産・所得格差
金融資産・所得格差と資産選択 成城大学教授 村本 孜
高齢者世帯の所得格差及び資産格差の実態 ㈱ニッセイ基礎研究所主任研究員
家計の金融資産選択行動 帝塚山大学教授 白石 小百合
経済格差をめぐる最近の論議 明海大学教授 朝日 讓治

調査・研究

石川 達哉

㈱野村総合研究所金融コンサルティング部上級コンサルタント 山崎 大輔
㈱野村総合研究所情報通信コンサルティング二部グループマネージャー 森本 伊知郎
公的年金制度と家計の金融行動 （財）日本証券経済研究所主任研究員 若園 智明
生活の場に溶け込む金融

経済金融の動き＆ゆうちょの動き

ニュース解説

個人向け国債の販売状況
高齢者医療改革法の影響

編集担当
㈱ベネフィット・ワン ヒューマンキャピタル研究所長、千葉商科大学会計大学院教授 可児 俊信

書 評

伊藤 光晴著
中原 伸之著

海 外

金融取引における消費者保護（その1） 金融消費者問題研究所代表

ゆうちょ情報

「現代に生きるケインズ」 明海大学名誉教授 那須 正彦
「日銀はだれのものか」
植田 和男著 「ゼロ金利との戦い」 帝塚山大学教授

郵便貯金承継会社の「実施計画の骨格」（資料）

(財)郵便貯金振興会の公益事業

楠本 くに代

岩根 徹

可児 俊信

