
【東部部会活動記録 2010年度から2016年度まで】 

 

2010年度第一回東部部会 

日時: 2009年12月19日 場所: 日本大学 出席者数:30名 

報告1：新井大輔氏（中央大学大学院生） 

「信用金庫における渉外活動の機能」 

報告2： 永島昂氏（中央大学大学院生） 

「高度成長期初期における川口鋳物工業の発展と地域資源」 

 

2010年度第二回東部部会 

日時: 2010年5月29日 場所: 日本大学 出席者数:27名 

報告1：山本聡氏（機械振興協会経済研究所） 

「『人材』から見た国内素形材産業の営業機能と取引関係の変化」 

報告2：駒形哲哉氏（慶應義塾大学） 

「中国における電動車産業の発展 ―その特徴と可能性」 

 

2010年度第三回東部部会 

日時：2010年6月26日 場所：日本大学 出席者数:30名 

報告1：兼村智也氏（松本大学） 

「中国における日系ユーザーと現地企業との企業間関係－金型をめぐる長期継続取引関

係」 

報告2：小林世治氏（日本大学）･高橋慎二氏（日本大学） 

「大田区･中小機械金属工業の構造変化 ―1998年・2008年調査結果を通して」 

報告3：山本篤民氏（日本大学） 

「国内タオル産業の変容と課題」 

 

2011年度第一回東部部会 

日時：2010年12月19日 会場：専修大学 出席者数：50名 

シンポジウム：「中小企業憲章制定と今後の課題」 

コーディネーター： 

黒瀬直宏氏（嘉悦大学） 

パネリスト： 

三井逸友氏（横浜国立大学）  

大橋正義氏（中小企業家同友会全国協議会政策委員長） 

宮本昭彦氏(中小企業庁企画課長) 

 



2011年度第二回東部部会 

日時：2011年5月28日 会場：慶應義塾大学 出席者数：25名 

報告1：山本聡氏（機械振興協会） 

「中小部品企業における取引関係の国際化と組織能力の形成」 

報告2：唐斌氏（慶應義塾大学大学院生） 

「浙江省温州市の担保機構の発展特徴および中国の担保機構における位置づけ」 

報告3：鈴木孝男氏（千葉商科大学） 

「東京の古い産業集積地域におけるイノベーション」 

 

2011年度第三回東部部会 

日時：2011年7月17日 会場：日本大学 出席者数：24名 

報告1：陳傑氏（慶應義塾大学大学院生） 

「中国瑞安市における自動車補修部品産業の発展―その特徴と可能性」 

報告2：藤本理弘氏（高崎経済大学大学院生） 

「地域資源利用型インターネット通信販売業の分析」 

報告3：唐澤克樹氏（法政大学大学院生） 

「東日本震災における中小企業の経営行動―震災直後の動きを中心として」 

シンポジウム：「震災と中小企業」 

コーディネーター： 

黒瀬直宏氏（嘉悦大学） 

パネリスト： 

鈴木敏文氏（(株)松本精機代表取締役社長） 

瓜田靖氏（中小企業家同友会全国協議会政策局長） 

河高廣氏（中小企業基盤整備機構震災緊急復興事業推進部長） 

 

2012年度第一回東部部会 

日時：2011年12月18日 場所：日本大学 出席者数：45名 

シリーズ企画①中小企業研究～若い研究者に伝えること～ 

報告１：宇山翠氏（中央大学大学院生） 

「両毛地域における産業集積の複合性」 

報告２：港徹雄氏（青山学院大学） 

「日本のものづくり競争力基盤の変遷」 

 

2012年度第二回東部部会 

日時：2012年2月4日 場所：嘉悦大学 出席者数：41名 

シリーズ企画②中小企業研究～若い研究者に伝えること～ 



報告１：渡辺幸男氏（慶應義塾大学） 

「現代日本の産業集積研究」 

報告２：三井逸友氏（横浜国立大学） 

「中小企業政策と「中小企業憲章」」 

 

2012年度第三回東部部会 

日時：2012年6月30日 場所：東京経済大学 出席者数：38名 

報告１：山本聡氏（東京経済大学） 

「シンガポールの医療機器産業の発展プロセスにおける多重性」 

報告２：渡辺孝志氏（中小企業総合研究機構） 

「中小企業従業員の職務行動・自発的行動とその規定因」 

報告３：林松国氏（立命館大学） 

「中国の雑貨産地における商人の生産者化現象に関する研究  

―日本の問屋制生産と比較して―」 

 

2012年度第四回東部部会 

日時：2012年7月21日 場所：嘉悦大学C301教室・C305教室 出席者数：41名 

A会場（C305教室） 

報告１：浜松翔平氏（東京大学大学院生） 

「諏訪地域海外展開中小企業の国内競争力強化の一要因 

―海外展開が国内拠点に与える触媒的効果―」 

報告２：徳井美智代氏（北海道大学大学院学術研究員） 

「小零細企業の経営体の特質 

―経営と労働の実相に着目して―」 

報告３：藤坂浩司氏（日刊工業新聞社） 

「デジタル化時代における中小製造業の海外進出成功の一考察」 

報告４：堤悦子氏（北海商科大学） 

「日本の医療機器市場の考察と中小企業参入の可能性について」 

B会場（C301教室） 

報告１：建井順子氏（東京大学大学院生） 

「産業集積における主体性の発生と喪失 ―鯖江の眼鏡産地の事例―」 

報告２：中村宙正氏（北海道大学大学院生） 

「進化財政学と中小企業」 

報告３：鈴木正明氏（日本政策金融公庫総合研究所） 

「どのような開業者が廃業したのか ―自発的、非自発的廃業の実証分析―」 

報告４：權五景氏（長岡大学） 



「これまでの産業集積間における競争力逆転現象が中小企業のこれからに暗示するもの」 

 

2013年度第一回東部部会 

日時：2012年12月15日 場所：嘉悦大学 出席者数：20名 

報告１：石坂 健氏（財団法人日本立地センター） 

「起業活動における信頼獲得」 

シリーズ企画③中小企業研究～若い研究者に伝えること～ 

報告２：黒瀬直宏氏（嘉悦大学） 

討論者：渡辺幸男氏（慶應義塾大学） 

「複眼的中小企業論―中小企業は発展性と問題性の統一物」 

 

2013年度第二回東部部会 

日時：2013年7月20日 場所：嘉悦大学C301教室・C305教室 出席者数：29名 

A会場（C305教室） 

報告１：村山賢誌氏（中小企業診断士） 

「中小企業支援策の課題～経営改善・事業再生支援を中心に～」 

報告２：中島章子氏（駒澤大学大学院生） 

「小規模ファミリービジネスにおける事業承継～第2創業前後における、経営者の学習～」 

報告３：許伸江氏（跡見学園女子大学） 

「東トーキョーの地域活性化の取り組みの現状と課題 

～デザイン、アート、建築、ものづくりの力による地域再生～」 

B会場（C301教室） 

報告１：兼村智也氏（松本大学） 

「労働集約型から資本集約型生産システムに転換する中国・日系中小企業」 

報告２：山藤竜太郎氏（横浜市立大学） 

「アジア大の分業ネットワークと日本の中小企業～海外事業と国内事業の両立可能性～」 

報告３：佐々木純一郎氏（弘前大学） 

「地域経営における地場産業の役割～東日本大震災と八戸圏域企業～」 

 

2014年度第一回東部部会 

シンポジウム：「中小企業政策分析のフロンティア」 

日時：2014年3月1日 会場：東京経済大学 参加人数：40名強 

①岡室博之 氏（一橋大学） 

「政府の研究開発支援のスピルオーバー効果：中小企業と大企業の比較分析」 

②植杉威一郎 氏（一橋大学） 

「Are Lending Relationship Beneficial or Harmful for Public Credit Guarantees? 



Evidence from Japan's Emergency Credit Guarantee Program」 

「Lending Pro-Cyclicality and Macro-Prudential Policy: Evidence from Japanese LTV 

Ratios」 

③鈴木正明 氏（文教大学） 

「創業後の状況と支援策研究」 

 

2014年度第二回東部部会 

日時：2014年5月17日 会場：明治大学 参加人数：28名 

①小林世治氏（日本大学） 

「大田区・工業集積における企業規模階層構成の変化」 

②小椋俊秀 氏（小樽商科大学大学院） 

「小規模企業の業績における経営指針制度の有効性」 

③土屋隆一郎氏 

「新興経済における政治的競争と企業の新規設立・廃業の関係」 

 

2014年度第三回東部部会 

日時：2014年7月13日 会場：明治大学 参加人数：36名 

①村山賢誌氏（株式会社 中央総合研究所） 

「経営改善が必要な段階にある中小企業にはどのような支援策が有効か」 

②海上泰生氏（日本政策金融公庫総合研究所） 

「社会貢献意識がもたらす中小企業経営への好循環作用」 

③近藤博子氏（法政大学） 

「配置薬から医薬品産業への転換・集積・変貌の要因に関する研究」 

④奥山雅之氏（多摩大学） 

「中小製造業におけるサービス事業の実態と戦略的役割」 

⑤許伸江氏（跡見学園女子大学） 

「中小企業のＣＳＲ活動と組織形態」 

⑥山本聡氏（東京経済大学） 

「地場産業企業の国際化プロセスと国際的企業家志向性」 

 

2014年度第一回東部部会北海道研究会 

日時：2014年7月26日 会場：北海道大学 参加人数：14名 

①金子正信 氏（日本販売士協会） 

｢商業の本質と販売士の役割｣ 

②溝渕新蔵 氏（アクティビジネスコンサル） 

「ものづくり産業イノベーションのマネジメント戦略」 



 

2015年度第一回東部部会 国際ワークショップ 

「Frontiers of Entrepreneurship Research（起業家研究のフロンティア）」 

日時：2015年4月4日 場所：一橋大学一橋講堂 参加人数：25名 

①村上義昭 氏（日本政策金融公庫総合研究所主席研究員） 

「起業予備軍を起業家として顕在化させるには ―日本政策金融公庫『起業と起業意識

に関する調査』より―」 

②Dr. Dirk Czarnitzki（ベルギー、ルーヴァン・カトリック大学教授） 

“The Influence of Patent Rights on University Technology Transfer and Faculty 

Entrepreneurship” 

（大学からの技術移転と教員による起業への特許権の影響） 

 

2015年度第二回東部部会 

日時：5月31日 場所：東京経済大学 国分寺キャンパス 参加人数：30名 

①唐斌氏（慶應義塾大学大学院 博士後期課程 ） 

「中国の中小企業金融の視点から見る村鎮銀行の位置づけ  

―遼寧省同合村鎮銀行の事例研究を通して―」 

②津島晃一氏（嘉悦大学大学院 博士後期課程） 

「経営者保証ガイドラインと事業承継 

―収益別にみた企業への適用可能性と課題―」 

③河藤佳彦氏（高崎経済大学）、井上 真由美氏（高崎経済大学） 

「企業城下町の下請中小企業の事業発展方策に関する考察  

―群馬県太田市の自動車産業を事例として―」 

④權五景氏（長岡大学） 

「中小企業の技術と成長に関する研究 

―新潟県中越地域の産業系譜図の作成から見えたもの―」 

 

2015年度第三回東部部会 

日時：2015年7月4日 場所：明治大学駿河台キャンパス 参加人数：35名 

①森田喜芳氏（嘉悦大学大学院） 

「日本最後発自動車メーカーの調達戦略の考察」 

②井上孝二氏（日本政策金融公庫） 

「新規開業企業が顧客・販路を開拓するには何が必要か  

―開業時と開業後の違い―」 

③小林世治氏（日本大学） 

「大田区・工業集積における企業規模階層構成の変化 



 ―2014年大田区・悉皆調査を踏まえてー」 

④浜松翔平 氏（成蹊大学） 

「海外進出中小企業の国内転換行動と国際分業」 

⑤桃井謙祐氏（信州大学） 

「産業集積地域における産業観光まちづくりの意義」 

 

2015年度第一回東部部会北海道支部会 

（日本経営診断学会北海道部会との共催） 

日時：2014年11月1日（土） 場所：毎日会館 参加人数：17名 

①清水誓幸氏（株式会社スーパーライン北翔） 

「拘りを追及！妥協しない！戦わない！ 社員満足主義経営！」 

 

2015年度第二回東部部会北海道支部会 

日時：2015年3月28日 場所：北海道大学 参加人数：11名 

①徳井美智代氏（北海道大学） 

「中小企業の経営者が従業者に求める『行動能力（コンピテンシー）』に関する考察  

―経営者と従業者へのアンケート調査の分析・報告―」 

②上原慎一氏（北海道大学大学院教育学研究院） 

「中対オルグの展開過程に関する一考察 ―北海道の事例から―」 

 

2015年第三回東部部会北海道支部会 

日時：2015年8月1日 場所：北海道大学 参加人数：12名 

①小椋俊秀氏（小樽商科大学大学院）  

｢経営指針の効果にみる小規模･小企業経営者に求められる能力と役割」  

②嶋瀬拓也氏（国立研究開発法人森林総合研究所）  

｢国内合板工業の構造変化とその要因 ―原料対策からの方向転換―｣  

③大貝健二氏（北海学園大学）  

｢地域資源の活用による価値創造の取り組み ―北海道の事例を中心に｣ 

 

2016年度第一回東部部会（12月企画ワークショップ） 

「アントレプレナーシップ研究の国際動向と若手研究者の成果」 

共催：企業家研究フォーラム 

日時：2015年12月20日 場所：東京経済大学 参加人数：32名 

①曽根秀一氏（静岡文化芸術大学） 

「老舗同族企業存続における企業家精神の発現 ―伝統建築企業の比較分析―」 

②Nabil Abou Lebdi, Ph.D Candidate (University of Luxembourg) 



“ Innovation behavior and characteristics of SMEs in German Manufacturing 

Industries” 

③土屋隆一郎氏（東洋大学） 

「開業希望と開業準備の要因比較：『就業構造基本調査』個票データ13万人分の分析結果」 

④山本聡氏（東京経済大学） 

「中小企業の国際化プロセスにおける国際的アントレプレナーシップ」 

⑤ビクトリヤ・カン氏（帝京大学） 

「企業城下町の再生とアントレプレナーシップ：カザフスタンの事例研究」 

 

2016年度第二回東部部会 

日時：2016年5月28日 場所：明治大学駿河台校舎 参加人数：34名 

①中村宙正氏(尚美学園大非常勤講師） 

「市場関係者地域通貨と中小企業」  

②北嶋守氏（機械振興協会） 

「ヘルスケア産業における中小企業の新製品開発」 

③唐斌氏（中央大学大学院） 

「中国中小企業政策の変遷 ―2005－2015年十年間『中小企業報告書』を読む―」 

④竜浩一氏（明治大学大学院） 

「地方創生に資する協同組合活動のあり方」 

⑤藤坂浩司氏（ぶぎん地域経済研究所） 

「生産技術のデジタル化の潮流と中小製造業への影響」 

 

2016年度第三回東部部会 

日時：2016年7月9日 場所：明治大学駿河台校舎 参加人数：34名 

①山本篤民氏（日本大学） 

「伝統的工芸品産地の現状と課題」 

②鉢嶺実氏（信金中央金庫） 

「業況堅調な小規模事業者の研究」 

③兼村智也氏（松本大学） 

「地域中小企業の海外事業が国内事業の拡大・縮小を決める要因分析」 

④佐々木真佑氏（日本政策金融公庫） 

「中小企業における借入シェア構造の決定要因」 

⑤奥山睦氏（慶應義塾大学大学院） 

「下請企業群から創造集団への転換」 

⑥山本聡氏（東京経済大学） 

「中小製造業の国際化プロセスにおけるドイツ企業との取引がもたらした変化」 



 

2016年度第一回東部部会北海道支部会 

共催：日本経営診断学会北海道部会 

日時：2016年3月18日 会場：小樽商科大学札幌サテライト 参加人数：15名 

①須田孝徳氏（北海道大学）（日本経営診断学会） 

「大学の地域貢献について～共同研究、ベンチャー設立を通して～」 

②金子正信氏（1級販売士）（日本中小企業学会） 

「商業の構造及びその本質とマーケティング戦略」 

 

2016年度第二回東部部会北海道支部 

日時：2016年8月30日 会場：小樽商科大学札幌サテライト 参加人数：10名 

①金子勇氏(神戸学院大学、北海道大学名誉教授) 

「『地方創生』政策の光と影 ―コミュニティ社会学の立場から―」 

 


