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地区部会・支部会 活動報告 

【東部部会】 
2017年度第一回東部部会 国際ワークショップ 

日時：2017年1月29日（日） 場所：立教大学 参加人数：10名 

（１）山本聡（東京経済大学） 

 「中小企業の国際化プロセスと経営者の思考様式（マインドセット）」 

（２）Prof. Dirk Czarnitzki (KU Leuven) 

“The Italian Start-up Act: A Microeconometric Evaluation”

2017年度第二回東部部会 

日時：2017年4月22日（土） 場所：立教大学池袋キャンパス 参加人数：27名 

（１）谷口彰一（嘉悦大学大学院生） 

「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」 

（２）新井稲二（嘉悦大学大学院生） 

「中小企業再生支援における支援制度の活用度合―認定支援機関による経営改善計画策定支

援事業を事例に―」 

（３）大后治雄（嘉悦大学大学院生） 

「事業所数と失業率の相関関係における中小企業の経済的役割（雇用創出に貢献する中小企

業）に関する考察―国勢調査と経済センサスから―」 

2017年度第三回東部部会  

日時：2017年5月27日（土） 会場：立教大学池袋キャンパス 参加人数：21名 

（１）村上義昭（日本政策金融公庫） 

「副業起業は起業家の幅を広げるか」 

（２）竜浩一（明治大学大学院生） 

「地域貢献型の中小企業等組織に学ぶ経営安定化の手法」 

（３）吉原元子（山形大学） 

「産地の縮小過程における中小企業の行動と社会的分業への影響―山形県ニット産地の事例

から― 」 

（４）藤坂浩司（株式会社ぶぎん地域経済研究所） 

「製造業のデジタル化が中小企業に与える今日的課題」 

（５）稲垣啓（東京都中小企業診断士協会）  

「中小企業のコーポレート・ガバナンスに関する一考察」 

2017年度第四回東部部会 

日時：2017年7月9日（日） 会場：立教大学池袋キャンパス 参加人数：36名 

（１）三嶋恒平（慶應義塾大学） 

「中小企業の競争優位とリスクマネジメント－2016年4月の熊本地震の事例から－」 

（２）佐々木純一郎（弘前大学） 

「移動販売車による買物弱者支援－青森県を中心とした地場小売業の持続可能性－」 

（３）大橋勇一（元筑波大学大学院生） 

「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―農業機械メーカーのソーシャ

ルビジネスを通じた新たな価値創造に向けた挑戦―」 

（４）植田浩史（慶應義塾大学） 

「協力会によるサプライヤー組織化―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―」 

（５）川村悟（関西外国語大学） 

「中小企業診断士資格の社会的認識に関する一考察―民間の視点による新たな解釈の追究

―」 

（６）山本篤民（日本大学） 

「地域中小企業の発展と地域経済の活性化―地場産業の中小企業を中心に―」 

【東部部会北海道支部】
2017年度第一回東部部会北海道支部会

日時：2017年7月15日（土） 場所：小樽商科大学札幌サテライト 参加人数：7名 

（１）金子正信（日本販売士協会） 

「人間関係形成の方法論としての販売技術」 

（２）嶋瀬拓也(森林総合研究所)

「製材業における大規模層の存立形態としての「市場出し」」 

【中部部会】
2017年度第一回中部部会

日時：2017年5月27日（土） 場所：名城大学天白キャンパス 参加人数：24名 

（１）弘中史子（滋賀大学） 

「中小企業の技術変化と海外生産―マレーシアの顧客開拓のケースから―」 

（２）渡辺俊三（名城大学） 

「中小企業基本法の制定要求とその帰結」 

2017年度第二回中部部会

日時：2017年6月24日（土） 場所：愛知学院大学名城公園キャンパス 参加人数：19名 

（１）西浦尚夫（公益財団法人三重北勢地域地場産業振興センター・三重大学大学院） 

「四日市萬古焼産地問屋の実態」 

（２）大前智文（岐阜経済大学） 

「中小企業の存立条件に関する一考察―『残存部門の新部門への転化』の検討から―」 

【西部部会】
2017年度第一回西部部会 冬季西部部会シンポジウム

共催：大阪商業大学比較地域研究所・産学公人材イノベーション推進協議会 

日時：2017年1月28日（土） 場所：大阪商業大学小阪キャンパス 参加人数：62名 

（１）神戸直樹（東大阪商工会議所 企画調査部長） 

講演「東大阪産業の概況について」 

（２）品川隆幸（株式会社ロダン21 代表取締役社長／株式会社シナガワ 代表取締役会長／

東大阪市モノづくり親善大使） 

講演「東大阪からの出発と地域中小企業の再生に向けて―私の歩みから―」 

（３）シンポジウム パネルディスカッション 

パネリスト 神戸直樹（東大阪商工会議所 企画調査部長） 

品川隆幸（株式会社ロダン21 代表取締役社長） 

粂野博行（大阪商業大学） 

モデレーター 前田啓一（大阪商業大学） 

2017年度第二回西部部会

共催：大阪商業大学比較地域研究所 

日時：2017年5月13日（土） 場所：大阪商業大学小阪キャンパス 参加人数：45名 

（１）西嶋淳（大阪商業大学） 

「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」 

（２）中原寛子（神戸大学大学院生） 

「ミャンマーの中規模縫製企業における生産性向上の課題―小ロット受注工場の事例から
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【東部部会】
2017年度第一回東部部会 国際ワークショップ

日時：2017年1月29日（日） 場所：立教大学 参加人数：10名 

（１）山本聡（東京経済大学） 

「中小企業の国際化プロセスと経営者の思考様式（マインドセット）」 

（２）Prof. Dirk Czarnitzki (KU Leuven) 

“The Italian Start-up Act: A Microeconometric Evaluation”

2017年度第二回東部部会

日時：2017年4月22日（土） 場所：立教大学池袋キャンパス 参加人数：27名 

（１）谷口彰一（嘉悦大学大学院生） 

「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」 

（２）新井稲二（嘉悦大学大学院生） 

「中小企業再生支援における支援制度の活用度合―認定支援機関による経営改善計画策定支

援事業を事例に―」 

（３）大后治雄（嘉悦大学大学院生） 

「事業所数と失業率の相関関係における中小企業の経済的役割（雇用創出に貢献する中小企

業）に関する考察―国勢調査と経済センサスから―」 

2017年度第三回東部部会

日時：2017年5月27日（土） 会場：立教大学池袋キャンパス 参加人数：21名 

（１）村上義昭（日本政策金融公庫） 

「副業起業は起業家の幅を広げるか」 

（２）竜浩一（明治大学大学院生） 

「地域貢献型の中小企業等組織に学ぶ経営安定化の手法」 

（３）吉原元子（山形大学） 

「産地の縮小過程における中小企業の行動と社会的分業への影響―山形県ニット産地の事例

から― 」 

（４）藤坂浩司（株式会社ぶぎん地域経済研究所） 

「製造業のデジタル化が中小企業に与える今日的課題」 

（５）稲垣啓（東京都中小企業診断士協会）  

「中小企業のコーポレート・ガバナンスに関する一考察」 

2017年度第四回東部部会

日時：2017年7月9日（日） 会場：立教大学池袋キャンパス 参加人数：36名 

（１）三嶋恒平（慶應義塾大学） 

「中小企業の競争優位とリスクマネジメント－2016年4月の熊本地震の事例から－」 

（２）佐々木純一郎（弘前大学） 

「移動販売車による買物弱者支援－青森県を中心とした地場小売業の持続可能性－」 

（３）大橋勇一（元筑波大学大学院生） 

「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―農業機械メーカーのソーシャ

ルビジネスを通じた新たな価値創造に向けた挑戦―」 

（４）植田浩史（慶應義塾大学） 

「協力会によるサプライヤー組織化―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―」 

（５）川村悟（関西外国語大学） 

「中小企業診断士資格の社会的認識に関する一考察―民間の視点による新たな解釈の追究

―」 
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（６）山本篤民（日本大学） 

「地域中小企業の発展と地域経済の活性化―地場産業の中小企業を中心に―」 

【東部部会北海道支部】 
2017年度第一回東部部会北海道支部会 

日時：2017年7月15日（土） 場所：小樽商科大学札幌サテライト 参加人数：7名 

（１）金子正信（日本販売士協会） 

「人間関係形成の方法論としての販売技術」 

（２）嶋瀬拓也(森林総合研究所) 

「製材業における大規模層の存立形態としての「市場出し」」 

【中部部会】 
2017年度第一回中部部会 

日時：2017年5月27日（土） 場所：名城大学天白キャンパス 参加人数：24名 

（１）弘中史子（滋賀大学） 

「中小企業の技術変化と海外生産―マレーシアの顧客開拓のケースから―」 

（２）渡辺俊三（名城大学） 

「中小企業基本法の制定要求とその帰結」 

2017年度第二回中部部会 

日時：2017年6月24日（土） 場所：愛知学院大学名城公園キャンパス 参加人数：19名 

（１）西浦尚夫（公益財団法人三重北勢地域地場産業振興センター・三重大学大学院） 

「四日市萬古焼産地問屋の実態」 

（２）大前智文（岐阜経済大学） 

「中小企業の存立条件に関する一考察―『残存部門の新部門への転化』の検討から―」 

【西部部会】 
2017年度第一回西部部会 冬季西部部会シンポジウム 

共催：大阪商業大学比較地域研究所・産学公人材イノベーション推進協議会 

日時：2017年1月28日（土） 場所：大阪商業大学小阪キャンパス 参加人数：62名 

（１）神戸直樹（東大阪商工会議所 企画調査部長） 

講演「東大阪産業の概況について」 

（２）品川隆幸（株式会社ロダン21 代表取締役社長／株式会社シナガワ 代表取締役会長／

東大阪市モノづくり親善大使） 

講演「東大阪からの出発と地域中小企業の再生に向けて―私の歩みから―」 

（３）シンポジウム パネルディスカッション 

パネリスト 神戸直樹（東大阪商工会議所 企画調査部長） 

品川隆幸（株式会社ロダン21 代表取締役社長） 

粂野博行（大阪商業大学） 

モデレーター 前田啓一（大阪商業大学） 

2017年度第二回西部部会 

共催：大阪商業大学比較地域研究所 

日時：2017年5月13日（土） 場所：大阪商業大学小阪キャンパス 参加人数：45名 

（１）西嶋淳（大阪商業大学） 

「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」 

（２）中原寛子（神戸大学大学院生） 

「ミャンマーの中規模縫製企業における生産性向上の課題―小ロット受注工場の事例から
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―」 

（３）永岡俊哉（羽衣国際大学） 

「よりニッチな市場に進むことで生き残りをかける中小企業」 

2017年度第三回西部部会 

日時：2016年7月8日（土） 場所：兵庫県立大学神戸商科キャンパス 参加人数：53名 

第１会場（本部棟2階中会議室） 

（１）山下紗矢佳（神戸山手大学） 

「地域におけるソーシャル・イノベーションと企業行動―地域小規模事業者に関する一考察

―」 

（２）須佐淳司（大阪経済大学） 

「地域中小企業のサービス経営における存立戦略―インバウンドによる経営再生―」 

（３）的場竜一（大阪市立大学大学院生） 

「中国自動車産業の発展と日系サプライヤーの現地調達化とその課題―江蘇省蘇州市におけ

る日系自動車部品サプライヤーを事例として―」 

（４）関智宏（同志社大学） 

「現代中小企業の国際化と企業発展プロセス」 

第２会場（大学会館別館2階 大会議室） 

（１）近藤健一（兵庫県） 

「自治体中小企業政策における支援人材のキャリアと専門性―『Ａ県職員録』に基づいて―」 

（２）三浦佳子（兵庫県立大学大学院生） 

「タイ企業の成長戦略―ASEAN経済共同体のインパクト―」 

（３）児山俊行（大阪成蹊大学） 

「イタリア中小企業の製品開発モデル化の課題―若干のヒアリングをもとに―」 

（４）平野哲也（山口大学） 

「中小企業研究の方法的立場」 

【九州部会】 
2017年度第一回九州部会 

日時：2017年7月22日（土) 場所：福岡大学 参加人数：12名 

（１）堀越昌和(熊本学園大学) 

｢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（中間報告）―

熊本県中小企業家同友会の取り組み事例を通じて―｣ 

（２）飛田努(福岡大学) 

「ファミリービジネスにコーポレート・ガバナンス：事例研究をもとに」 

（３）出家健治 (熊本学園大学)  

 ｢九州新幹線全線開通と九州経済に変容―福岡一極集中の加速と市場再編成―｣ 

以上 

会員動向

1．新規入会希望者

■個人会員 ３４名

部会 氏名 所属機関 紹介会員

東部 飯塚 俊樹 みずほ銀行 岡室博之 西村淳一

東部 池内 健太 経済産業研究所 岡室博之 山本聡

東部 池田 雄哉 文部科学省科学技術・学術政策研究所 岡室博之 山本聡

東部 石原 慎士 石巻専修大学 佐々木純一郎 番場博之

東部 臼木 智昭 秋田大学 堀潔 小川雅人

東部 内本 博行 流通経済大学 奥山雅之 吉原元子

東部 江口 政宏 商工総合研究所 岡室博之 山本聡

東部 大橋 勇一 国際協力機構 岡室博之 山本聡

東部（北） 河田 真清 札幌学院大学 森永文彦 本田康夫

東部 金 榮愨 専修大学 植杉威一郎 岡室博之

東部 権 赫旭 日本大学 岡室博之 山本聡

東部 後藤 隼人 帝国データバンク・東京工業大学（院生） 岡室博之 山本聡

東部 後藤 康雄 成城大学 岡室博之 山本聡

東部 齋藤 有希子 経済産業研究所 岡室博之 山本聡

東部 佐藤 平太郎 アクセンチュア 岡室博之 山本聡

東部 沈 政郁 京都産業大学 岡室博之 山本聡

東部 鈴木 真也 武蔵大学 岡室博之 山本聡

東部 高橋 徳行 武蔵大学 岡室博之 堀潔

東部 滝澤 美帆 東洋大学 岡室博之 山本聡

東部 田路 則子 法政大学 岡室博之 山本聡

東部 鶴田 大輔 日本大学 岡室博之 山本聡

東部 殿崎 正芳 法政大学 樋口一清 長山宗広

東部 中村 吉明 専修大学 岡室博之 山本聡

東部 原 泰史 政策研究大学院大学 岡室博之 山本聡

東部 藤原 一正 一橋大学（院生） 岡室博之 山本聡

東部 光山 博敏 信州大学 岡室博之 山本聡

東部 宮川 大介 一橋大学 岡室博之 山本聡

東部 米岡 英治 茨城キリスト教大学 堀潔 遠山恭司

中部 後藤 時政 愛知工業大学 山田基成 川崎綾子

中部 高橋 陽二 岐阜聖徳学園大学 岡室博之 山本聡

中部 中畑 裕之 高田短期大学 岡室博之 山本聡

中部 山田 実加 名古屋文化短期大学 小竹暢隆 寺岡寛

西部 武内 靖貴 兵庫県 佐竹隆幸 近藤健一

在外 戸島 仁嗣 国際協力機構 岡室博之 山本聡

■賛助会員 １件

港製器工業株式会社

2．退会者

■ご逝去 ３件

部会 氏名 所属機関

東部 川名 和美 高千穂大学

東部（北） 徳井 美智代 北海道大学

西部 松村 彰 同志社大学

■申出による退会（個人会員） ２０名

部会 氏名 所属機関

東部 相川 直之

東部 荒井 久夫 専修大学


