
 

【日程】2012年9月21日(金) 役員会、9月22日(土)～9月23日(日) 第32回全国大会 

 ≪第１日目≫ 9月22日(土)  

10:00 受付開始  10:00 会員控室 B201,B202 

10:30～12:30 自由論題報告（その１） （B棟 B203,B204,B205,B206各教室） 

第１分科会 (B203教室) [産業集積と中小企業(その1)] 座 長 渡辺 幸男 (慶応義塾大学) 

(1) 両毛地域の産業集積 報告者 宇山  翠 (中央大学大学院生) 

 －産業構造の転換と地域間関係－ 討論者 義永 忠一 (桃山学院大学) 

(2) 川崎中小製造業の新展開と産業集積の構造変化 報告者 遠山  浩 (専修大学) 

 －下野毛工業協同組合(高津区)会員企業等にみる事例研究－ 討論者 粂野 博行 (大阪商業大学) 

(3) 大都市圏工業集積における大企業と中小企業の  報告者 掛  章孝 (大阪市立大学大学院生)  

 関係性の一考察 －兵庫県尼崎市を事例に－ 討論者 鈴木 孝男 (千葉商科大学) 

第２分科会 (B204教室) [中小企業と国際化] 座 長 林  伸彦 (愛知学院大学) 

(1) 中小企業の国際連携による企業発展のプロセス 報告者 関  智宏 (阪南大学) 

 －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－ 討論者 川上 義明 (福岡大学) 

(2) 技術開発型中堅・中小製造業の海外競争力の一考察 報告者 藤坂 浩司 (日刊工業新聞社) 

 －生産技術のデジタル化が進む中で成功するビジネスモデル－ 討論者 藤川  健 (愛媛大学) 

(3) 諏訪地域海外展開中小企業の国内競争力強化の一要因 報告者 浜松 翔平 (東京大学大学院生) 

 －海外展開が国内拠点に与える触媒的効果－ 討論者 池田  潔 (兵庫県立大学) 

第３分科会 (B205教室) [中小企業と労働] 座 長 八幡 一秀 (中央大学) 

(1) 中小企業が女性従業員の活用を推進するうえでの 報告者 松井 雄史 (日本政策金融公庫総合研究所) 

 課題と克服策－小企業との比較を中心に－ 討論者 川名 和美 (高千穂大学) 

(2) 中小企業従業員の職務行動・自発的行動と 報告者 渡辺 孝志 (中小企業総合研究機構) 

 その規定因 討論者 髙石 光一 (大東文化大学) 

(3) 小零細企業の経営と労働の実相 報告者 徳井美智代 (北海道大学大学院研究員) 

 －妻の経営への参加過程に着目して－ 討論者 松永 桂子 (大阪市立大学) 

第４分科会 (B206教室) [中小企業の業種別分析] 座 長 出家 健治 (熊本学園大学) 

(1) 金属加工業の成長モデル 報告者 松本 輝雅 (同志社大学大学院生) 

 －イノベーション技術を中心として－ 討論者 弘中 史子 (滋賀大学) 

(2) 日本の医療機器産業を論じる意義と中小企業の 報告者 堤  悦子 (北海商科大学) 

 位置付け 討論者 河崎亜洲夫 (四日市大学) 

(3) 製材業の産業組織と中小規模層の存立形態としての 報告者 嶋瀬 拓也 (森林総合研究所) 

 「小売主体型」製材業 討論者 大熊 省三 (桜美林大学) 

 

 

12:30～13:50 

 

 

昼食休憩 

 

 

会員控え室 B201,B202でお願いします 

 役 員 会 （E棟大会議室） 編集委員会 会議室を別途用意します 

 

14:00～14:50 

 

会員総会 

 

（カエツホール） 

 

15:00～17:30 

 

信金中央金庫協賛・国際交流セッション 

 

（カエツホール） 

 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） 

 共通演題 日本産業の再構築と中小企業 

 座  長 岡室 博之 (一橋大学)・ 權  五景（長岡大学） 

 報告 １ Luca Grilli ルカ・グリッリ（ミラノ工科大学） 

 報告 ２    李 祐光 リ・ウカン（韓日財団） 

 

18:00～20:00 

 

懇 親 会 

 

（学生食堂さくら） 

 挨  拶 赤沢 正人 (嘉悦大学学長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

≪第２日目≫ 

 

9月23日(日) 

 

8:30 受付開始8:30 会員控室 B201,B202 

9:00～11:00 自由論題報告（その2） （B棟 B203,B204,B205,B206各教室） 

第5分科会 (B203教室) [産業集積と中小企業(その2)] 座 長 岡田 浩一 (明治大学) 

(1) 産業集積におけるイノベーションの発生と衰退 報告者 建井 順子 (東京大学大学院生) 

 ―鯖江産地を事例として― 討論者 山本 篤民 (日本大学) 

(2) 産業集積の動態的視点に関する一考察 報告者 木村 元子 (明治大学) 

  討論者 髙橋 慎二 (大阪経済法科大学) 

(3) これまでの産業集積間における競争力逆転現象が、 報告者 權  五景 (長岡大学) 

 これからの中小企業に暗示するもの 討論者 佐竹 隆幸 (兵庫県立大学) 

第6分科会 (B204教室) [海外における中小企業] 座 長 足立 文彦 (金城学院大学) 

(1) 韓国における受託製造加工の効率性に関する 報告者 稲葉  哲 (追手門学院大学) 

 決定要因分析 討論者 堀   潔 (桜美林大学) 

(2) シンガポールの医療機器産業の発展プロセス 報告者 山本  聡 (東京経済大学) 

 における多重性 討論者 山田 基成 (名古屋大学) 

(3) 中国の雑貨産地における商人の生産者化現象に 報告者 林  松国 (立命館大学) 

 関する研究－日本の問屋制生産と比較して－ 討論者 大林 弘道 (神奈川大学) 

第7分科会 (B205教室) [中小企業と金融財政、新規開業、戦略] 座 長 高橋 美樹 (慶応義塾大学) 

(1) 公務受託と中小企業金融 報告者 中村 宙正 (北海道大学大学院研究員) 

  討論者 寺岡  寛 (中京大学) 

(2) 中小企業による顧客価値の共創戦略 報告者 川崎 綾子 (名古屋大学大学院生) 

 －玄人顧客が認める価値－ 討論者 中山  健 (横浜市立大学) 

(3) どのような開業者が廃業したのか 報告者 鈴木 正明 (日本政策金融公庫総合研究所) 

 －自発的、非自発的廃業の実証分析－ 討論者 安田 武彦 (東洋大学) 

 

 

 

 

 

 

11:10～12:10 統一論題 Ⅰ (カエツホール） 

   

(1) 日本産業の再構築と中小企業 

－中小企業は3D・ICT革新に適合しうるか－ 

座 長 

報告者 

三井 逸友 

港  徹雄 

(嘉悦大学) 

(青山学院大学) 

  討論者 駒形 哲哉 (慶応義塾大学) 

 

12:10～13:00 

 

昼食休憩 

 

会員控え室 B201,B202でお願いします 

    

13:00～15:00 統一論題 Ⅱ （カエツホール） 

 

(2) 深層現調化時代を支えるグローバルネットワークと中小企業海外

進出の諸課題 

座 長 

報告者 

渡辺 俊三 

清 晌一郎 

(名城大学) 

(関東学院大学) 

―日本自動車産業のインド現地生産の実態調査を踏まえて― 討論者 植田 浩史 (慶応義塾大学) 

(3) 

 

日本産業の再構築と中小企業 

―大企業セットメーカー後退に伴う中小企業の低迷― 

報告者 

討論者 

太田 進一 

小川 正博 

(同志社大学) 

(大阪商業大学) 

  

  

15:10～16:30 統一論題討論会 （カエツホール） 

 座   長 三井 逸友 (嘉悦大学) ・ 渡辺 俊三  (名城大学） 

 パネリスト 港  徹雄 (青山学院大学) 

  清 晌一郎 (関東学院大学) 

  太田 進一 (同志社大学) 

  駒形 哲哉 (慶応義塾大学) 

  植田 浩史 (慶応義塾大学) 

  小川 正博 (大阪商業大学) 

 

16:30 

 

閉会挨拶 

 

第32回全国大会準備委員長 黒瀬 直宏 (嘉悦大学) 

 


