
 

【日程】2011年 9月 30日(金) 役員会、10月 1日(土)～10月 2日(日) 第 31回全国大会 

 

 ≪第１日目≫ 10月 1日(土)  

10:00 受付開始（教育棟Ⅱ1階 C101前） 会員控室 （教育棟Ⅱ 1階 C102） 

10:30～12:30 自由論題報告（その１） （教育棟Ⅱ1階 C103,C104,C105,C201,C202 各教室） 

第１分科会 (C103教室) [産業集積と中小企業] 座 長 港  徹雄 (青山学院大学) 

(1) 産業集積の再生と発展に関する比較考察 報告者 河藤 佳彦 (高崎経済大学) 

  討論者 長山 宗広 (駒澤大学) 

(2) 中小企業と産業集積の規模に関する研究 報告者 灌   五景 (長岡大学) 

  討論者 義永 忠一 (桃山学院大学) 

(3) 東京の古い産業集積におけるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 報告者 鈴木 孝男 (千葉商科大学) 

  討論者 村社  隆 (福山平成大学) 

第２分科会 (C104教室) [中小企業経営] 座 長 松岡 憲司 (龍谷大学) 

(1) 中小企業経営者能力に関するｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ論的分析 報告者 河野 良治 (長野大学) 

  討論者 弘中 史子 (滋賀大学) 

(2) 中小企業における経営革新と従業員行動 報告者 高石 光一 (東京富士大学) 

  討論者 西岡  正 (兵庫県立大学) 

(3) 情報技術(ＩＴ)を活かす中小企業に関する研究 報告者 溝下   博 (広島大学大学院生) 

 －ＩＴ投資意思決定プロセスとＩＴ活用能力－ 討論者 井上 芳郎 (流通科学大学) 

第３分科会 (C105教室) [東アジアの中小企業] 座 長 渡辺 幸男 (慶応義塾大学) 

(1) 新興国市場を開拓する中小企業のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略 報告者 丹下 英明 (日本政策金融公庫総合研究所) 

  討論者 駒形 哲哉 (慶応義塾大学) 

(2) 中国自動車補修部品産業の発展 報告者 陳     傑 (慶応義塾大学大学院生) 

  討論者 久保田典男 (島根県立大学) 

(3) 韓国の中小企業銀行の設立とその役割 報告者 三好   元 (札幌学院大学) 

  討論者 藤川 昇悟 (阪南大学) 

第４分科会 (C201教室) [連携と中小企業] 座 長 大林 弘道 (神奈川大学) 

(1) 産学連携の意義と効果に関する一考察 報告者 石澤雄一郎 (兵庫県立大学大学院生) 

  討論者 二場 邦彦 (立命館大学) 

(2) 産学連携から生まれる自立型小規模経営を目指した取組 報告者 小寺 倫明 (兵庫県立大学) 

  討論者 太田 一樹 (大阪経済大学) 

(3) 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 報告者 西平 守秀 (立命館大学大学院生) 

  討論者 岡室 博之 (一橋大学) 

第５分科会 (C202教室) [産地中小企業] 座 長 池田  潔 (兵庫県立大学) 

(1) 草履産業集積地の存続と消滅の要因に関する実証研究 報告者 竹田 英司 (大阪市立大学大学院生) 

  討論者 山本 篤民 (日本大学) 

(2) 産業集積ネットワークにおけるイノベーション促進 報告者 中村 尊裕 (同志社大学大学院生) 

 (報告者の申出によりご辞退されました) 討論者 田中 幹大 (摂南大学) 

(3) 豊岡カバン産地の構造変化 報告者 長谷川英伸 (兵庫県立大学大学院生) 

  討論者 八幡 一秀 (中央大学) 

  

ディスカションルームとして 2日間（教育棟Ⅱ 1階 C102）教室をご用意いたしております。 



12:30～13:50 昼食休憩 （教育棟Ⅱ 1階 C102、C103、C104、C105） 

 役 員 会 （本部棟大会議室） 編集委員会 （本部棟特別会議室） 

14:00～15:00 会員総会 （C101教室） 

15:00～17:30 信金中央金庫協賛・国際交流セッション、特別セッション （C101教室） 

【産学公人材イノベーション推進協議会 後援】 

兵庫県商工会連合会、兵庫県中小企業家同友会、神戸信用金庫、尼崎市、 (財)尼崎地域･産業活性化機構、      

兵庫県信用保証協会、(公財)ひょうご産業活性化センター、豊岡市、加東市、但馬銀行 （協定締結順） 

国際交流セッション 開会挨拶 平尾 光司（信金中央金庫地域･中小企業研究所 所長  昭和女子大学 理事長） 

 共通演題 「中小企業のイノベーション」 

 座  長 黒瀬 直宏 (嘉悦大学)・足立 文彦 （金城学院大学） 

 報告 １ 陳   子雷 (上海対外貿易学院大学) 

 報告 ２ 大和田淳一 (パナソニック液晶ディスプレイ(株)取締役ＣＴＯ) 

 報告 ３ 藤谷 良樹  (兵庫県中小企業家同友会アドック神戸会長) 

特別セッション 学長挨拶 清原 正義  (兵庫県立大学長)  

 演  題 「震災からの復興と中小企業」 

 座  長 高田 亮爾  (流通科学大学)  

 特別講演 「リスククライシスと中小企業 阪神淡路大震災の経験から」 

 報  告 佐竹 隆幸  (兵庫県立大学) 

18:10～20:00 懇 親 会 （大学会館生協食堂） 

 挨  拶 井内 善臣 (兵庫県立大学経営学部長)       

    

    

    

    

    

    

    

 ≪第２日目≫ 10月２日(日)  

8:30 受付開始（教育棟Ⅱ1階 C101前） 会員控室 （教育棟Ⅱ 1階 C102 ） 

9:00～11:00 自由論題報告（その１） （教育棟Ⅱ1階 C103,C104,C105,C201,C202 各教室） 

第６分科会 (C103教室) [中小企業と支援施策の役割] 座 長 岡田 浩一 (明治大学) 

(1) 地方自治体の産業振興ビジョンと中小企業 報告者 川名 和美 (高千穂大学) 

  討論者 渡辺 俊三 (名城大学) 

(2) 日本の中小企業の事業再生政策の実態と課題 報告者 松本 日彦 (関西学院大学大学院生) 

  討論者 和田 耕治 (嘉悦大学) 

(3) 開発型中小企業の支援と公設試験研究機関の役割 報告者 梅村   仁 (高知短期大学) 

  討論者 小林 伸生 (関西学院大学) 

第７分科会 (C104教室) [個別業種研究] 座 長 前田 啓一 (大阪商業大学) 

(1) 航空機産業における参入障壁の形成とその克服 報告者 海上 泰生 (日本政策金融公庫総合研究所) 

  討論者 河崎亜洲夫 (四日市大学) 

(2) 地域資源利用型インターネット通信販売業の分析 報告者 藤本 理弘 (高崎経済大学大学院生) 

 (報告者の申出によりご辞退されました) 討論者 藤川  健 (愛媛大学) 

(3) 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 報告者 加藤   敦 (同志社女子大学) 

  討論者 小竹 暢隆 (名古屋工業大学) 



第８分科会 (C105教室) [ﾍﾞﾝﾁｬｰとｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ] 座 長 林  伸彦 (愛知学院大学) 

(1) 大震災と中小企業の経営行動 報告者 唐澤 克樹 (法政大学大学院生) 

  討論者 近藤 義晴 (神戸市外国語大学) 

(2) 中小建設業における事業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝに関する一考察 報告者 大杉 奉代 (広島大学大学院生) 

  討論者 秋山 秀一 (兵庫県立大学) 

(3) 我が国の起業風土に関する研究 報告者 熊野 正樹 (同志社大学) 

  討論者 文能 照之 (近畿大学) 

第９分科会 (C201教室) [金融、ネットワーク、環境] 座 長 川上 義明 (福岡大学) 

(1) 中小企業ﾈｯﾄﾜｰｸの成立に関する理論的検討とﾌﾞﾘｯｼﾞの役割 報告者 木村 元子 (明治大学) 

  討論者 小川 正博 (大阪商業大学) 

(2) 中小企業に環境改善活動を促す政策のあり方について 報告者 竹内 英二 (日本政策金融公庫総合研究所) 

  討論者 平井 拓巳 (プール学院大学) 

(3) 信用調査ﾃﾞｰﾀを活用した地域における金融機関と中小企業の関係の変化 報告者 北村 慎也 (㈱帝国データバンク) 

  討論者 林  幸治 (大阪商業大学) 

第１０分科会 (C202教室) [事業の運営と承継] 座 長 堀   潔 (桜美林大学) 

(1) 小企業のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽと家族従業員の存在の関係性 報告者 深沼   光 

藤井 辰紀 

(日本政策金融公庫総合研究所) 

  討論者 岩崎 邦彦 (静岡県立大学) 

(2) 岩手県宮古市における産業集積 報告者 山藤竜太郎 (横浜市立大学) 

  討論者 粂野 博行 (大阪商業大学) 

(3) フランスにおける事業承継研究の展開 報告者 亀井 克之 (関西大学) 

  討論者 山口 隆之 (関西学院大学) 

11:10～12:10 統一論題 Ⅰ （C101教室） 

  座 長 三井 逸友 (横浜国立大学) 

(1) イノベーション、中小企業の事業継続力と存立条件 報告者 高橋 美樹 (慶応義塾大学) 

  討論者 佐竹 隆幸 (兵庫県立大学) 

12:10～13:00 昼食休憩 （教育棟Ⅱ 1階 C102、C103、C104、C105） 

13:00～15:00 統一論題 Ⅱ （C101教室） 

  座 長 高田 亮爾 (流通科学大学) 

(2) イノベーションと中小企業の新事業創出 報告者 山田 基成 (名古屋大学) 

  討論者 太田 進一 (同志社大学) 

(3) 大都市自治体の中小企業政策とイノベーション 

―大阪市を事例とした行財政分析― 

報告者 本多 哲夫 (大阪市立大学) 

  討論者 寺岡  寛 (中京大学) 

15:10～16:30 統一論題討論会 （C101教室） 

 座   長 三井 逸友 (横浜国立大学)・高田 亮爾 （流通科学大学） 

 パネリスト 高橋 美樹 (慶応義塾大学) 

  山田 基成 (名古屋大学) 

  本多 哲夫 (大阪市立大学) 

  佐竹 隆幸 (兵庫県立大学) 

  太田 進一 (同志社大学) 

  寺岡  寛 (中京大学) 

16:30 閉会挨拶 第 31回全国大会準備委員長 佐竹 隆幸 (兵庫県立大学) 

 


