
【西部部会活動記録 2010年度から2016年度まで】 

 

2010年度第一回西部部会 

日時：2010年1月9日 場所：流通科学大学 出席者：37名 

①林幸治氏（大阪商業大学） 

「中小製造業の資金調達と金融機関との関係 ―東大阪市を事例として―」 

②斎藤慎介氏（兵庫県信用保証協会） 

「保証協会の信用保証制度の概要と現状」 

②稲田顕氏（大阪府商工団体連合会） 

「中小業者にとっての消費税問題」 

 

2010年度第二回西部部会 

日時：2010年5月8日 場所：龍谷大学 出席者：38名 

①関智宏氏（阪南大学） 

「サプライヤー関係下での中小企業と関係レント―下請理論の新展開を目指して―」 

②鶴坂貴恵氏（プール学院大学） 

「経営者の感情と行動 ―地域商業における商店主を例として―」 

③松下隆氏（大阪府商工労働部） 

「受託ｿﾌﾄｳｪｱ産業の取引構造と存立基盤の変化 

―中小ｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ系ｿﾌﾄｳｪｱ業から組込み系への多角化を視点として―」 

 

2010年度第三回西部部会 

日時：2010年7月3日 場所：大阪市立大学 出席者：28名 

①柘野直樹氏（㈱グリーンキュービック） 

「中小企業における事業承継に関する研究  

―事業承継予定者の視点に基づく岡山県企業に対する調査を中心にして―」 

②藤川昇悟氏（阪南大学） 

「00年代における韓国の自動車メーカーと部品メーカーの取引関係の変化」 

 

2011年度第一回西部部会 

日時：2011年1月8日 場所：流通科学大学 出席者数：35名 

①本多哲夫氏（大阪市立大学） 

「大都市自治体における中小企業政策 ―大阪市のケーススタディ―」 

②北村慎也氏（㈱帝国データバンク産業調査部） 

「金融機関と集積地域の中小企業の関係について」 

③大杉奉代氏（広島大学大学院生） 



「中小建設業における存立と新事業開発に関する一考察 

―『価値創造』『組織形成』を中心に―」 

 

2011年度第二回西部部会 

日時：2011年5月7日 場所：兵庫県立大学 出席者数：33名 

①松本日彦氏（関西学院大学大学院生） 

「日本の中小企業の事業再生政策の実態と課題」 

②穐原寿識氏（甲南大学大学院生） 

「音楽産業におけるSCNと財についての認識」 

③竹田英司氏（大阪市立大学大学院生） 

「産地型和履き中小企業集積地の存続要因に関する実証研究 

―大阪市日本橋集積地と三重県桑名市集積地の比較―」 

 

2011年度第三回西部部会 

日時：2011年7月2日 場所：兵庫県立大学 出席者数：34名 

①中村尊裕氏（同志社大学大学院生） 

「産業集積ネットワークにおけるイノベーション促進 

―八尾市と東大阪市の事例研究―」 

②長谷川英伸氏（兵庫県立大学大学院生） 

「豊岡カバン産地の構造変化」 

③石澤雄一郎氏（兵庫県立大学大学院生） 

「産学連携の意義と効果に関する一考察」 

④加藤敦氏（同志社女子大学） 

「国際分業生産体制下における地方ソフトウェア産業の活路 

―高まる不確実性と『ニアショア開発』の中期的意義―」 

⑤溝下博氏（広島大学大学院生） 

「情報技術を活かす中小企業の組織能力の研究 ―分析枠組みの設定と課題―」 

 

2011年度第四回西部部会 

日時：2011年7月9日 場所：兵庫県立大学 出席者数：41名 

①小寺倫明氏（兵庫県立大学） 

「産学連携から生まれる自立型小規模企業経営」 

②西平守秀氏（立命館大学大学院生） 

「中小企業の医療機器分野参入における医工連携に関する研究 

―中小企業と医療機関両者の認識ギャップ調査―」 

③熊野正樹氏（同志社大学） 



「我が国の起業風土に関する研究 

―ベンチャー創業時の資金調達を中心に―」 

④亀井克之氏（関西大学） 

「フランスにおける事業承継研究の展開」 

⑤梅村仁氏（高知短期大学） 

「開発型中小企業の支援と公設試験研究機関の役割 

―近畿高エネルギー加工技術研究所を事例として―」 

 

2012年度第一回西部部会 

日時：2012年1月7日 場所：大阪経済大学 出席者数：36名 

①長谷川英伸氏（兵庫県立大学大学院生） 

「産地企業の産地内企業間関係の構築と製品差別化 

―豊岡カバン産地の産地企業を事例に―」 

②穐原 寿識氏（甲南大学大学院生） 

「トヨタとホンダの広告展開からみたコミュニケーション戦略と市場地位の関連性 

―プリウスとインサイトの広告比較からみた中小企業への政策的インプリケーション

―」 

③松本輝雅氏（同志社大学大学院生） 

「中小金属加工業の成長モデル」 

 

2012年度第二回西部部会 

日時：2012年5月12日 場所：兵庫県立大学 出席者数：32名 

①近藤健一氏（兵庫県） 

「商店街活性化にＢ級ご当地グルメが示唆するもの 

―中間支援組織の観点から―」 

②唐慎睿氏（大阪経済大学大学院生） 

「中国市場の現状と日本企業の経営課題 ―マーケティング課題を中心に―」 

③レ・ティ・ゴック・ハン氏（大阪商業大学大学院生） 

「ベトナムの日本直接投資誘致政策について ―裾野産業育成の観点から―」 

 

2012年度第三回西部部会 

日時：2012年7月14日 場所：兵庫県立大学 出席者数：39名 

①稲葉哲氏（追手門学院大学） 

「韓国における受託製造加工の効率性に関する決定要因分析」 

②掛章孝氏（大阪市立大学大学院生） 

「日本の代表的工業都市、川崎市と尼崎市の比較研究 



―『制度的厚み』を分析視角として―」 

③熊野正樹氏（同志社大学） 

「我が国の起業風土に関する研究 ―ベンチャー創業時の資金調達を中心に―」 

④秋山秀一氏（兵庫県立大学） 

「デザイン思考によるイノベーション」 

⑤関智宏氏（阪南大学） 

「中小企業の国際連携による企業発展のプロセス 

―タイに進出しようとする日系中小企業のケースを中心に―」 

 

2013年度第一回西部部会 

日時：2013年1月12日 場所：兵庫県立大学 出席者数：34名 

①長谷川英伸氏（兵庫県立大学大学院生） 

「中小製造業のグローバル化に関する一考察 

―兵庫県下の中小企業の海外事業展開を中心に―」 

②近藤健一氏（兵庫県）・中村 嘉雄氏（兵庫県商工会連合会） 

「地域における中小企業支援体制の構築 

―兵庫県商工会地域における経営革新計画承認取得支援の取組を事例に―」 

③長野寛之氏（兵庫県立大学・元パナソニックプラズマディスプレイ㈱代表取締役社長） 

「電機業界の現状とものづくりの課題―中堅、中小企業の目指すべき方向は？―」 

 

2013年度第二回西部部会 

日時：2013年4月27日 場所：兵庫県立大学 出席者数：39名 

①久富健治氏(神戸山手大学) 

飯嶋香織氏(神戸山手大学) 

中村嘉雄氏(兵庫県商工会連合会) 

「震災後の中小企業の環境経営の取組について 

―兵庫県西播磨地域商工会の調査結果を踏まえて―」 

②青田良介氏(兵庫県立大学) 

「災害における中小企業復興と新しい公共の関係における考察」 

③佐伯靖雄氏(名古屋学院大学) 

「中小企業によるコンバージョンＥＶ事業参入戦略」 

 

2013年度第三回西部部会 

日時：2013年6月29日 場所：兵庫県立大学 出席者数：44名 

第1会場 

①藤川健氏（愛媛大学） 



「金型産業における技術力の再検討」 

②町田 光弘氏（大阪府） 

「規模間生産性格差と中小工業の存立基盤について」 

③光山博敏氏（福井県立大学） 

「貸与図メーカーの非代替要素と持続的競争優位性に関する研究 

―ＶＲＩＯフレームワークを手がかりとして―」 

④溝下博氏（広島大学大学院生） 

「中小サービス業のＩＴプラットフォームの活用に関する考察 

―中小旅館業の事例から―」 

第2会場 

①足立辰雄氏（近畿大学） 

「サステナビリティと中小企業」 

②文能照之氏（近畿大学） 

井戸田博樹氏（近畿大学） 

辻正次氏（兵庫県立大学） 

「中小企業におけるイノベーション創出と組織能力」 

③姜紅祥氏（龍谷大学大学院生） 

辻田素子氏（龍谷大学） 

西口敏宏氏（一橋大学） 

「リーマン・ショック以降の温州中小企業と温州民間信用危機 

―結束型ソーシャル・キャピタルに内在する負の効果―」 

④田野穂氏（大阪市立大学大学院生） 

「日本における航空機サプライヤー・システムの拡大と参入支援事業 

―近畿地域を事例にして―」 

⑤石澤雄一郎氏（兵庫県立大学大学院生） 

「商店街活性化支援と地域振興の考察 

―豊岡市日高町のケースとして―」 

 

2014年度第一回西部部会 

日時：2014年1月11日 会場：近畿大学 参加人数：56名 

①シンポジウム「中小企業研究の今日的課題を考える」 

高田亮爾氏（流通科学大学･前日本中小企業学会会長） 

二場邦彦氏（立命館大学･元日本中小企業学会副会長） 

太田進一氏（同志社大学･前日本中小企業学会副会長） 

佐竹隆幸氏（兵庫県立大学･日本中小企業学会副会長） 

②参加者との意見交換 



「中小企業研究の今後の展望」 

 

2014年度第二回西部部会 

日時：2014年5月10日 会場：大阪市立大学 参加人数：51名 

①井上尚之氏（神戸山手大学） 

「ＣＳＲからＣＳＶへの変遷に中小企業は如何に対応すべきか」 

②三浦佳子氏（兵庫県立大学大学院生） 

「ミャンマー企業の実態と支援策」 

③中村嘉雄氏（兵庫県商工会連合会） 

 木村真一氏（兵庫県商工会連合会） 

「地域活性化に向けた商工会の活動 ―中小企業施策を活用して―」 

 

2014年度第三回西部部会 

日時：2014年7月5日 会場：兵庫県立大学 参加人数：62名 

1-①瀬戸良昭氏（大阪市立大学大学院生） 

「中小企業グループとＣＳＲ ―フィールド･コア平野を事例として―」 

1-②山下紗矢佳氏（兵庫県立大学大学院生） 

「中小企業のイノベーションと存立基盤の強化 ―海外事業展開の事例から―」 

1-③平野哲也氏（兵庫県立大学大学院生） 

「コンテクスト視点からみる新しいネットワーク形成プロセス 

―ゼネラルプロダクション株式会社 石崎氏の事例から―」 

1-④中島孝夫氏（大阪商業大学大学院生） 

「近代大阪における雑菓子業界の発展過程」 

2-①上田恵美子氏（大阪市都市型産業振興センター） 

「大阪市外郭団体の取組に見る中小企業支援策の変化と課題」 

2-②高橋信弘氏（大阪市立大学） 

「ソフトウェア産業におけるオフショア開発の影響」 

2-③関智宏氏（阪南大学） 

「中小企業の海外事業展開と産業集積 

―タイに進出する大阪の中小企業をケースとして―」 

2-④木下和紗氏（大阪市立大学大学院生） 

「東大阪における中小企業経営者の地域教育へのコミット 

―布施北高校のデュアルシステムを事例として―」 

2-⑤本多哲夫氏（大阪市立大学） 

「自治体中小企業政策における政策評価 

―大阪市のビジネスマッチング支援を事例として―」 



特別講演：中沢孝夫 氏（福山大学）  

「海外展開する中小企業の技術革新と人材育成」 

 

2015年度第一回西部部会 

日時：2015年1月 10日 場所：兵庫県立大学 参加人数：72名 

①内山怜和氏（大阪商業大学嘱託研究員） 

「ラオスの開発戦略と比較優位産業の育成」 

阪神・淡路大震災20年シンポジウム 

①「震災の教訓を踏まえた課題とイノベーションへの挑戦」 

  二場邦彦氏（立命館大学） 

  表具喜治氏（（公財）ひょうご産業活性化センター相談役） 

  森﨑清登氏（近畿タクシー株式会社代表取締役社長） 

  中村嘉雄氏（兵庫県商工会連合会総務課長） 

  佐竹隆幸氏（兵庫県立大学） 

②参加者との意見交換 

 

2015年度第二回西部部会 

日時：2015年5月9日 場所：大阪商業大学 参加人数：46名 

①小田利広氏（関西中小工業協議会） 

「グローバル化時代におけるペットボトルリサイクル企業の事業課題」 

②近藤健一氏（兵庫県庁） 

「自治体中小企業支援施策の間接効果と支援機関の役割にかかる試論 

 ―経営革新計画承認制度を事例に―」 

③大内寛子氏（神戸大学大学院生）  

「新興国における産業人材育成の課題について 

 ―在ベトナム日系企業の企業事例から―」 

④穐原寿識氏（帝塚山大学）     

「教育組織におけるマーケティング戦略特性に関する考察 

 ―専修学校の学生数向上をモデルとして―」 

 

2015年度第三回西部部会 

日時：2015年7月4日 場所：神戸山手大学 参加人数：48名 

①岡本好行氏（工場を記録する会） 

「小規模経営の後継者 ―東大阪市における切削加工業の事例研究―」 

②粂野博行氏（大阪商業大学） 

「グローバル化時代の地方都市における中小企業の存立要件  



―長野県上伊那地域における地域外需要獲得中小企業の発生メカニズム―」 

③藤原正樹氏（宮城大学） 

「東北復興支援ｅビジネスモデルの提案」 

④本多哲夫氏（大阪市立大学） 

「地域社会づくりと自治体中小企業政策 ―大阪の事例から―」 

⑤姜尚民氏（立命館大学大学院生） 

「製靴産業集積における企業類型化とネットワーク構造 

 ―韓国製靴産業を中心に―」 

⑥児山俊行氏（大阪成蹊大学） 

「イタリア産地の『革新』モデル」 

⑦張又心バーバラ氏（大阪経済大学） 

「中小食品企業の海外販路開拓戦略」 

⑧西岡正氏（兵庫県立大学） 

「需要搬入企業の変容と産業集積 

―九州における完成車メーカーの機能再編を中心に―」 

 

2016年度日本中小企業学会冬季西部部会シンポジウム（2016年度第一回西部部会） 

「企業の社会貢献と地域経済の持続的発展 

 ～環境・社会貢献・ガバナンスのイノベーションによるサスティナビリティの視点～」 

日時：2016年1月 30日 場所：兵庫県立大学 参加人数：83名 

①対談「ものづくりを通じた環境・社会貢献によるイノベーション戦略」 

川崎博也氏（株式会社神戸製鋼所 代表取締役社長） 

佐竹隆幸氏（兵庫県立大学） 

②シンポジウム・パネルディスカッション 

「社会との共生 ～産・学・公が果たすべき役割と課題～」 

シンポジスト： 

金澤和夫氏（兵庫県副知事） 

川崎博也氏（株式会社神戸製鋼所代表取締役社長） 

田中信吾氏（兵庫県中小企業家同友会筆頭代表理事） 

（株式会社日本ジャバラ工業㈱代表取締役） 

長野寛之氏（兵庫県立大学） 

（パナソニックプラズマディスプレイ㈱元代表取締役社長） 

コーディネーター： 

佐竹隆幸氏（兵庫県立大学） 

 

2016年度第二回西部部会 



日時：2016年 5月14日 場所：兵庫県立大学 参加人数：41名 

①井上尚之氏（神戸山手大学） 

 中村嘉雄氏（兵庫県商工会連合会）   

「商工会の産学連携事業調査と地方再生に向けた取組み」 

①木村弘氏（広島修道大学） 

「マツダおよび部品サプライヤーのグローバル化と関係進化」 

③上野 敏寛氏（龍谷大学大学院生） 

「産地システム再編における中小企業連携 ―鯖江眼鏡枠産地の地域経済学的視点によ

る実証分析―」 

 

2016年度第三回西部部会 

日時：2016年 7月 9日 場所：兵庫県立大学 参加人数：40名 

①石田文雄氏（大阪経済大学大学院生） 

「国内ウメ産業における和歌山県への一極集中過程の要因分析  

―和歌山県と群馬県のウメ産業の比較研究―」 

②久保田典男氏（島根県立大学） 

「地方中小企業における後継経営者の育成 ―島根県内の地域金融機関における取組み

―」 

③遠原智文氏（大阪経済大学） 

「中小企業診断士のキャリア志向」 

④田代智治氏（兵庫県立大学大学院生） 

「地域中小企業によるコミュニティ再生ビジネスの展開」 

 


