
日本中小企業学会第 34 回全国大会 大会スケジュール 

 

役員会 【2014 年 9 月 12 日(金)】 

 

時間 ：18 時 00 分～20 時 00 分 

場所 ：PFC（桜美林大学淵野辺キャンパス／淵野辺駅徒歩 1 分） 

教室 ：P201 

 

 

自由論題報告① 【2014 年 9 月 13 日(土)】 

 

    受付 ：9 時 30 分～ 

時間 ：10 時 00 分～12 時 00 分 

場所 ：桜美林大学町田キャンパス（ 淵野辺駅からスクールバス 8 分） 

教室 ：A307、A308、A309、A407、A408 

控室 ：Ａ203、A204、 

 

役員会／編集委員会  

 

時間 ：12 時 10 分～13 時 10 分 

場所 ：役員会  （崇貞館 6F 大会議室 H） 

  編集委員会（崇貞館 6F 会議室 F） 

 

会員総会  

 

時間 ：13 時 20 分～14 時 20 分 

教室 ：太平館 2F（A200 レクチャーホール） 

  

国際交流セッション 

 

時間 ：14 時 30 分～17 時 30 分 

教室 ：A200 レクチャーホール 

 

   懇親会（国際交流セッション後、スクールバスが出ます。） 

    

時間 ：18 時 30 分～20 時 30 分 

場所 ：町田エルシーホテル  

 



自由論題報告② 【2014 年 9 月 14 日(日)】 

 

        受付 ：9 時 10 分～ 

時間 ：9 時 40 分～11 時 00 分 

場所 ：桜美林大学町田キャンパス（ 淵野辺駅からスクールバス 8 分） 

教室 ：A309、A407、A408 

    控室 ：Ａ203、A204 

 

統一論題Ⅰ 

 

時間 ：11 時 10 分～12 時 10 分 

教室 ：太平館 2F（A200 レクチャーホール） 

 

   昼食休憩  

 

時間 ：12 時 10 分～13 時 00 分 

教室 ：Ａ203、A204、A307 

 

   統一論題Ⅱ 

 

時間 ：13 時 10 分～15 時 10 分 

教室 ：太平館 2F（A200 レクチャーホール） 

 

   統一論題討論会 

 

時間 ：15 時 10 分～16 時 30 分 

教室 ：太平館 2F（A200 レクチャーホール） 

  

 

 

閉会挨拶 第 34 回全国大会準備委員長 堀 潔 (桜美林大学) 

 

 

 

 

 

 

 



＜第 1 日目＞【2014 年 9 月 13 日(土)】 

 

9：30 受付開始 明々館１F フロアー 

    会員控室  明々館 A203 教室、A204 教室 

 

10：00～12：00 自由論題報告①(A308 教室、A309 教室、A407 教室、A408 教室) 

第 1 分科会 【中小企業と経営】                   座長  駒形哲哉 (慶應義塾大学) 

（1）中小卸売業の収益性に関する実証研究       報告者  森岡  功 (日本政策金融公庫) 

     －2002 年度から 2012 年度までの長期分析－   討論者 小川雅人 (千葉商科大学) 

（2）コンテクスト視点によるネットワーク形成   報告者  平野哲也 (兵庫県立大学院生) 

プロセスの検討                           討論者 加藤   敦 (同志社女子大学)                             

（3）中小製造業におけるサービス事業の           報告者  奥山雅之 (多摩大学) 

実態と戦略的役割              討論者 川上義明 (福岡大学) 

第 2 分科会 【中小企業と人材】               座長  黒瀬直宏 (嘉悦大学) 

（1）富山県中規模製造業企業における       報告者  額田春華 (日本女子大学) 

多様な人材活用のマネジメント        討論者 林 伸彦 (愛知学院大学)  

（2）中小酒造業における人材開発にかんする考察   報告者  関  千里 (愛知学院大学) 

                                               討論者 山田基成 (名古屋大学) 

（3）後継者の学習プロセス            報告者  神谷宜泰 (名古屋市立大学院生) 

     －中小鉄工業の事例から－                   討論者 西岡 正 (兵庫県立大学) 

第 3 分科会 【中小企業と政策】             座長  太田進一 (同志社大学) 

（1）自治体中小企業政策における政策評価     報告者  本多哲夫 (大阪市立大学) 

     －大阪市のビジネスマッチング支援を事例として－   討論者 渡辺俊三 (名城大学) 

（2）2000 年代において中小企業支援機関に      報告者  上田恵美子(大阪市都市型産業振興センター) 

見られる支援事業の変化と課題               討論者 和田耕治 (日本大学)      

（3）経営改善が必要な段階にある中小企業には     報告者  村山賢誌 (中央総合研究所) 

どのような支援策が有効か           討論者 中山 健 (横浜市立大学) 

第 4 分科会 【中小企業とＣＳＲ】         座長  岡田浩一 (明治大学) 

（1）社会貢献意識がもたらす中小企業経営への     報告者  海上泰生 (日本政策金融公庫) 

好循環作用                     討論者 文能照之 (近畿大学) 

（2）中小企業グループと CSR                     報告者  瀬戸良昭 (大阪市立大学院生) 

     －フィールド・コア平野を事例として－            討論者 小林世治 (日本大学) 

（3）中小企業のＣＳＲ活動と組織形態       報告者  許 伸江 (跡見学園女子大学) 

                                               討論者 弘中史子 (滋賀大学) 

 

 

 

 



12：10～13：10  昼食休憩  教室；Ａ203、A204、 

         役員会   崇貞館 6F 大会議室 H 

         編集委員会 崇貞館 6F 会議室 F 

 

13：20～14：20   会員総会   教室；太平館 2F（A200 レクチャーホール） 

 

14：30～17：30   信金中央金庫協賛 国際交流セッション （A200 レクチャーホール） 

 

        開会挨拶 藤野次雄(信金中央金庫 地域･中小企業研究所長) 

    共通演題  多様化する社会と中小企業の果たす役割 

    座長    岡室博之(一橋大学)・堀 潔(桜美林大学) 

 

    報告 1 Professor Brigitte Hoogendoorn, Erasmus University Rotterdam, the 

Netherlands. What drives environmental practices of SMEs? 

    報告 2  Professor Kim Jaehyun, Konkuk University, Korea. 

              （金才賢教授（韓国・建国大学校） 

               韓国における社会的企業育成の背景と課題（仮） 

    報告 3  Professor Yuko Aoyama, Clark University, USA. Social Business in India 

 

18：30～20：30   懇親会 (ホテルザ･エルシィ町田 ＊国際交流セッション後、スクールバスで出発。) 

 

         挨拶  三谷 高康(桜美林大学学長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜第 2 日目＞【2014 年 9 月 14 日(日)】 

 

 

9：30 受付開始 明々館１F フロアー 

    会員控室  明々館 A203 教室、A204 教室 

 

10：00～12：00 自由論題報告②(A308 教室、A309 教室、A407 教室、A408 教室) 

                                               

第 5 分科会 【中小企業と国際化】                 座長  渡辺幸男 (慶應義塾大学) 

（1）中小企業の海外事業展開と産業集積      報告者  関 智宏 (阪南大学) 

                                               討論者 足立文彦 (金城学院大学) 

（2）地場産業企業の国際化プロセスと             報告者  山本 聡 (東京経済大学) 

国際的企業家志向性                      討論者 港 徹雄 (青山学院大学) 

（3）ソフトウェア産業における                   報告者  高橋信弘 (大阪市立大学) 

オフショア開発の影響                    討論者 小川正博 (大阪商業大学) 

第 6 分科会 【中小企業と経営分析】               座長  佐竹隆幸 (兵庫県立大学) 

（1）中小企業における                           報告者  飛田  努 (福岡大学) 

マネジメントコントロールシステムの研究   討論者 池田 潔 (兵庫県立大学) 

（2）小規模企業における業績向上要因と       報告者  小椋俊秀 (小樽商科大学院生)  

その理論的考察                          討論者 大林弘道 (神奈川大学) 

第 7 分科会 【中小企業と集積】                   座長  笹川洋平 (福岡大学) 

（1）中小企業による産業集積の再編成と進化    報告者  木村元子 (明治大学)  

                                                討論者 藤川 健 (愛媛大学) 

（2）配置薬から医薬品産業への転換・集積・変貌   報告者  近藤博子 (法政大学院生) 

討論者 遠山恭司 (立教大学) 

第 8 分科会 【地域の中小企業】                   座長  前田啓一 (大阪商業大学) 

（1）新興経済における政治的競争と起業の         報告者  土屋隆一郎 (東洋大学) 

新規設立･廃業の関係についての予備的考察  討論者 村上義昭 (日本政策金融公庫) 

（2）疑似エクイティ型クラウドファンディングに  報告者  玉井由樹 (福山市立大学) 

よる資金調達が被災中小企業に与えた影響   討論者 服部秀樹 (信金キャピタル) 

（3）中小企業経営者の地域における        報告者  木下和紗 (大阪市立大学院生) 

教育活動へのコミット                   討論者 鹿住倫世 (専修大学) 

 

 

 

 

 

                          



12：10～13：00 昼食休憩 教室；Ａ203、A204、A307 

 

13：00～15：00 統一論題Ⅰ 教室；太平館 2F（A200 レクチャーホール） 

 

                          座長  寺岡 寛(中京大学) 

                              高橋美樹(慶應義塾大学) 

    報告１ 『社会的企業』支援の方向性（仮）  報告者  鈴木正明(文教大学) 

討論者 三井逸友(嘉悦大学) 

                           

報告２ 女性起業家の現状と課題       報告者  川名和美(高千穂大学) 

討論者 出家健治(熊本学園大学) 

    

15：00～15：10 休憩 

 

15：10～16：30 統一論題討論会 教室；太平館 2F（A200 レクチャーホール） 

    座   長 寺岡 寛(中京大学)、高橋美樹(慶應義塾大学) 

    パネリスト 鈴木正明(文教大学)、川名和美(高千穂大学) 

          三井逸友(嘉悦大学)、出家健治(熊本学園大学) 

 

 

16：30 閉会挨拶 第 34 回全国大会準備委員長 堀 潔 (桜美林大学) 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊桜美林大学の駐車場は、1 時間 100 円で加算されます。 

 

＊タクシーの御用命は、 

東日本タクシー(TEL：042-792-7777)、京王タクシー(TEL：042-723-1111)です。 


