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【日程】2017 年 10 月 6 日(金) 役員会、10 月 7 日(土)～10 月 8 日(日) 第 37 回全国大会 
 ≪第１日目≫ 10 月 7 日(土)  
9:30 受付開始  会員控室 受付：４号棟１階, 会員控室：３階 431，432 

10:00～12:00 自由論題報告（その１） （ ４号棟 3 階 433，434，435，436 各教室） 
第１分科会 (433 教室) [中小企業のグローバル化] 座 長 黄  完晟 (九州産業大学) 
(1) 中国自動車産業の変容と日系サプライヤーの取引構造の変化 報告者 的場 竜一 (大阪市立大学大学院生) 

 －中国江蘇省蘇州市における日系サプライヤーを事例として－ 討論者 遠山 恭司 (立教大学) 
(2) ミャンマーの中規模製造業における生産性向上の課題 報告者 中原 寛子 (神戸大学大学院生) 

 －小ロット受注工場の事例から－ 討論者 足立 文彦 (金城学院大学) 
(3) ASEAN 経済共同体発足に対する ASEAN 中小企業の動向 報告者 三浦 佳子 (兵庫県立大学大学院生) 

  討論者 居城 克治 (福岡大学) 
第２分科会 (434 教室) [地域経済と中小企業（その 1）] 座 長 長山 宗広 (駒澤大学) 
(1) 移動販売車による買物弱者支援 報告者 佐々木純一郎 (弘前大学) 

 －青森県を中心とした地場小売業の持続可能性－ 討論者 鶴坂 貴恵 (摂南大学) 
(2) 中小サービス企業のインバウンド事業戦略 報告者 須佐 淳司 (大阪経済大学) 

 ―奈良市・うめもり寿司学校の事例― 討論者 出家 健治 (熊本学園大学) 
(3) 産地の縮小過程における中小企業の行動 報告者 吉原 元子 (山形大学) 

  討論者 長谷川英伸 (玉川大学) 
第３分科会 (435 教室) [地域経済と中小企業（その 2）] 座 長 太田 一樹 (大阪経済大学) 
(1) 地域小規模事業者からみたソーシャル･イノベーションに関する一考察 報告者 山下紗矢佳 (神戸山手大学) 

  討論者 八幡 一秀 (中央大学) 
(2) 地域中小企業家ネットワークが事業承継の円滑化に果たす役割に関する研究 報告者 堀越 昌和 (熊本学園大学) 

 －熊本県中小企業家同友会の取り組み事例を通じて－ 討論者 大貝 健二 (北海学園大学) 
(3) 中小企業の海外進出によるハイブリッド経営戦略への転換 報告者 大橋 勇一 (筑波大学大学院生) 

 ―農業機械ﾒｰｶｰのｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽを通じた新たな価値創造に向けた挑戦― 討論者 梅村  仁 (大阪経済大学) 
第４分科会 (436 教室) [地方自治体と中小企業] 座 長 本多 哲夫 (大阪市立大学) 

(1) 地方自治体による創業支援策導入の要因 報告者 飯塚 俊樹 
岡室 博之 

(みずほ銀行) 
(一橋大学) 

  討論者 町田 光弘 (大阪府) 
(2) 自治体中小企業政策における支援担当職員のキャリア 報告者 近藤 健一 (兵庫県) 

 －Ａ県を事例に－ 討論者 中山  健 (横浜市立大学) 
(3) 中小企業の競争優位とリスクマネジメント 報告者 三嶋 恒平 (慶應義塾大学) 

 －2016 年 4 月の熊本地震の事例から－ 討論者 川上 義明 (福岡大学) 
   
12:00～13:30 昼食休憩 会員控室  431，432 
 役 員 会 （4 号棟 441 室） 編集委員会 （4 号棟 443 室） 
13:30～14:30 会員総会 （ユニバーシティホール蒼天） 
14:45～17:10 信金中央金庫 地域・中小企業研究所協賛・国際交流セッション (ユニバーシティホール蒼天) 
 協賛 産学公人材イノベーション推進協議会   
 開会挨拶 松崎 英一氏（信金中央金庫 地域・中小企業研究所長） 
 共通演題 「ASEAN 統合下で発展する事業展開 日系中小企業の役割と生産分業」 
 座  長 前田 啓一 (大阪商業大学) ・ 渡辺 俊三 (名城大学) 
 通  訳 平井 拓巳 (プール学院大学) 
  "SME Development in CLMV: AEC Initiatives & Policy Directions (VN ASEAN illustration)" 
  Vo Tri Thanh 氏 (the Central Institute for Economic Management (CIEM)) 
  「東アジアの国際分業とベトナム」 
  池部  亮氏 (専修大学) 
  「自動車産業におけるアセアン市場動向と当社タイ現地法人における位置付け、今

後の構想について」 
  嶋田  守氏 (株式会社フセラシ) 
  「ベトナム人材育成から海外進出について」 
  西島 大輔氏 (株式会社中農製作所) 
17:30～19:30 懇 親 会 （S-terrace） 
   



 ≪第２日目≫ 10 月 8 日(日)  
8:30 受付開始 会員控室 （4 号棟３階 431，432        ） 
9:00～11:00 自由論題報告（その２） （ 4 号棟 3 階 433，434，435，436 各教室） 
第５分科会 (433 教室) [中小企業の創業と起業家] 座 長 堀   潔 (桜美林大学) 
(1) 創業支援政策としての受給資格者創業支援助成金制度に関する一考察 報告者 谷口 彰一 (嘉悦大学大学院生) 

  討論者 大杉 奉代 (香川大学) 
(2) 「副業起業」は起業家の幅を広げるか 報告者 村上 義昭 (日本政策金融公庫) 

  討論者 笹川 洋平 (福岡大学) 
(3) 中小企業診断士資格の社会的認識に関する一考察 報告者 川村  悟 (関西外国語大学) 

 －民間の視点による新たな解釈の追究－ 討論者 井田 憲計 (桃山学院大学) 
第６分科会 (434 教室) [中小企業とものづくり] 座 長 山田 基成 (名古屋大学) 
(1) ものづくり都市における立地適正化と中小規模事業者の課題 報告者 西嶋  淳 (大阪商業大学) 

  討論者 木村  弘 (広島修道大学) 
(2) イタリア中小企業の製品開発の分析フレームワーク構築に向けて 報告者 児山 俊行 (大阪成蹊大学) 

  討論者 和田 耕治 (日本大学) 
(3) 協力会によるサプライヤ組織化 報告者 植田 浩史 (慶應義塾大学) 

 ―三菱自動車柏会（名古屋）の 1960 年代後半から 70 年代の事例より― 討論者 松岡 憲司 (龍谷大学) 
第７分科会 (435 教室) [中小企業の理論的展開] 座 長 高橋 美樹 (慶應義塾大学) 
(1) 中小企業研究の方法的立場 報告者 平野 哲也 (山口大学) 

  討論者 鈴木 孝男 (千葉商科大学) 
(2) 中小企業の存立条件に関する一考察 報告者 大前 智文 (岐阜経済大学) 

 ―「残存部門の新部門への転化の検討から」― 討論者 藤川  健 (兵庫県立大学) 
第８分科会 (436 教室) [中小企業の諸課題分析] 座 長 池田  潔 (大阪商業大学) 
(1) 製造業のデジタル化が中小企業に与える今日的課題 報告者 藤坂 浩司 (ぶぎん地域経済研究所) 

  討論者 加藤  敦 (同志社女子大学) 
(2) 中小企業において順調な人材育成の実現を促す各種の要因と具体的な組織的取り組み 報告者 海上 泰生 (日本政策金融公庫) 

  討論者 井上 善海 (東洋大学) 

(3) ファミリービジネスのコーポレート･ガバナンス 
－事例研究をもとに－ 

報告者 飛田  努 
松村 勝弘 
篠田 朝也 
田中  伸 

(福岡大学) 
(立命館大学) 
(北海道大学) 
(滋慶医療科学大学院大学) 

  討論者 大熊 省三 (関西学院大学) 
11:15～12:15 統一論題 Ⅰ （ユニバーシティホール蒼天） 
  座 長 岡室 博之 (一橋大学) 

(1) 中小企業の維持・発展と地域経済の活性化にむけて 
―地場産業の中小企業を中心に― 

報告者 山本 篤民 (日本大学) 

  討論者 林  伸彦 (愛知学院大学) 
12:15～13:00 昼食休憩 （431，432） 
13:00～15:00 統一論題 Ⅱ （ユニバーシティホール蒼天） 
  座 長 佐竹 隆幸 (関西学院大学) 
(2) 中小企業の海外生産と顧客開拓 報告者 弘中 史子 (滋賀大学) 
  討論者 西岡  正 (兵庫県立大学) 
(3) 現代中小企業の国際化と企業発展プロセス 報告者 関  智宏 (同志社大学) 
  討論者 岡田 浩一 (明治大学) 
15:00～16:30 統一論題討論会 （ユニバーシティホール蒼天） 
 座 長 岡室 博之(一橋大学)・佐竹 隆幸(関西学院大学) 
 パネリスト 山本 篤民 (日本大学) 
  弘中 史子 (滋賀大学) 
  関  智宏 (同志社大学) 
  林  伸彦 (愛知学院大学) 
  西岡  正 (兵庫県立大学) 
  岡田 浩一 (明治大学) 

16:30 閉会挨拶 第 37 回全国大会準備委員長 前田 啓一 (大阪商業大学) 
 


