
【日程】2013年9月13日(金) 役員会、9月14日(土)～9月15日(日) 第33回全国大会 

座　長 山田　基成

（１） 報告者 林　　尚志

討論者 林　　伸彦

（２） 報告者 長谷川英伸

討論者 村社　　隆

（３） 報告者 光山　博敏

討論者 小竹　暢隆

座　長 笹川　洋平

（１） 報告者 佐伯　靖雄　

討論者 弘中　史子　

（２） 報告者 藤原　孝男　

討論者 加藤　　敦

（３） 報告者 田野　　穂

討論者 太田　進一

座　長 八幡　一秀

（１） 報告者 近藤　健一

中村　嘉雄

討論者 池田　　潔

（２） 報告者 佐々木純一郎

討論者 遠山　　浩

（３） 報告者 許　　伸江

討論者 大熊　省三

座　長 太田　一樹 （大阪経済大学）

（１） 報告者 姜　　紅祥 （龍谷大学）

辻田　素子 （龍谷大学）

西口　敏宏 （一橋大学）

討論者 黒瀬　直宏 （嘉悦大学）

（２） 報告者 兼村　智也 （松本大学）

討論者 関　　智宏 （阪南大学）

座　長 堀　　　潔

（１） 報告者 町田　光弘

討論者 大林　弘道

（２） 報告者 藤川　　健

討論者 田口　直樹

（３） 報告者 藤井　辰紀

討論者 久保田典男

　　

  Development of Vietnamese SMEs in the strategy of economic-social
  development to 2020 and circumstance of building up of the AEC
  Purayoon　Shiowattana（泰日経済技術振興協会会長・国家計量標準機関理事） 
  2015年にむけたASEAN経済共同体の発足とタイの中小企業
  加藤　明彦（愛知中小企業家同友会代表理事・エイベックス㈱取締役会長）
  激動の時代を乗り越える企業づくり　～社員の成長が、会社発展のカギ～　

　   挨 　拶  森川　　章　(名城大学副学長)

────────────────────────────────────────────────────────

　　　報告2

　　　報告3

 18：00～20：00　懇親会　 共通講義棟北　地下１階　名城食堂

  アジア大の分業構造と中小企業-アジア共生時代の日本中小企業の行方-
  港　　徹雄（青山学院大学）・寺岡　　寛（中京大学）

  Nguyen　Trong Hieu　 （計画投資省企業開発庁副局長）

開会挨拶

共通演題

11：30～12：50　昼食休憩　　　共通講義棟北　Ｎ301，Ｎ302
　　　　　　　　 　　役員会　　　　 共通講義棟北　Ｎ237会議室　　　　編集委員会　　　共通講義棟北　Ｎ236会議室
13：00～13：50　会員総会　　　共通講義棟北　Ｎ101（名城ホール）

14：00～17：30　国際交流セッション　　共通講義棟北　N101（名城ホール）　　

　藤野　次雄　氏 （信金中央金庫　地域・中小企業研究所　所長）

　　　座　　長

　　　報告1

（愛媛大学）

（大阪市立大学）

（日本政策金融公庫）

（島根県立大学）

中小企業内規模別格差について

金型産業の技術競争力の再考

直接投資とイノベーション

第5分科会(N307） （桜美林大学）
（大阪産業経済リサーチセンター）

（神奈川大学）

［中小企業の海外投資・格差・競争力］
────────────────────────────────────────────────────────

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-

「中国工場の日本化」を図る日系中小企業

（桜美林大学）

（中央大学）

-デザイン､アート､建築､創業､ものづくりの力による地域再生-
────────────────────────────────────────────────────────

第4分科会(N306） [中国の中小企業]

-東日本大震災と八戸圏域企業- （専修大学）

″東トーキョー″の地域活性化の取り組みの現状と課題 （跡見学園女子大学）

[地域経済と中小企業]

における経営革新計画承認取得支援の取り組みを事例に- （兵庫県商工会連合会）

（兵庫県立大学）

地域経営における地場企業の役割 （弘前大学）

────────────────────────────────────────────────────────

第3分科会(N305）
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 （兵庫県）

（同志社女子大学）

日本における航空機サプライヤー・システムの拡大と （大阪市立大学大学院生）

参入支援事業　-近畿地域を事例にして- （同志社大学）

（滋賀大学）

バーチャルバイオベンチャーのオプションゲーム分析 （豊橋技術科学大学）

-兵庫県下の中小企業の海外事業展開を中心に-
受注生産型中小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～

────────────────────────────────────────────────────────

第2分科会(N304） [新産業、新技術と中小企業] （福岡大学）

（福山平成大学）

（福井県立大学）

（名古屋工業大学）

≪第1日目≫  　9月14日（土）
9：00　　　　　   受付開始　　共通講義棟北　１階フロアー　　　 会員控室　　共通講義棟北　 N301，N302　　　　　　　　　　　
9：30～11：30　自由論題報告（その1）　（共通講義棟北　Ｎ303，Ｎ304，Ｎ305，Ｎ306，Ｎ307各教室）

────────────────────────────────────────────────────────

第1分科会（Ｎ303）
“早すぎる登用”と“実力に応じた登用”
： 日系メーカーアジア子会社における事例研究
中小製造業のグローバル化に関する一考察 

（名古屋大学）

（南山大学）

（愛知学院大学）

（玉川大学）

[中小企業と国際化]

中小企業によるコンバージョンEV事業参入戦略 （名古屋学院大学）

 



座　長 佐竹　隆幸　

（１） 報告者 森岡　　功　　

討論者 岡室　博之　

（２） 報告者 山藤竜太郎　

討論者 長山　宗広

（３） 報告者 田中　武憲

討論者 西岡　　正

座　長 川上　義明

（１） 報告者 坂本　隆行

討論者 小川　正博

（２） 報告者 石澤雄一郎　

討論者 出家　健治

（３） 報告者 伊藤　　薫

討論者 山本　篤民

座　長 高橋　美樹

（１） 報告者 村山　賢誌

討論者 青山　和正

（２） 報告者 池内　秀樹

討論者 植田　浩史

（３） 報告者 文能　照之

井戸田博樹

辻　　正次

討論者 本多　哲夫

────────────────────────────────────────────────────────

第9分科会(N306） 座　長 松岡　憲司

（１） 報告者 川名　和美

討論者 安田　武彦

（２） 報告者 中島　章子

討論者 鹿住　倫世

（３） 報告者 溝下　　博

討論者 中山　　健　

────────────────────────────────────────────────────────

11：10～12：10　統一論題　Ⅰ  共通講義棟北　N101（名城ホール）

（１）

12：10～13：00　昼食休憩　 共通講義棟北　Ｎ301，Ｎ302

13：00～15：00　統一論題　Ⅱ  共通講義棟北　N101（名城ホール）

（２）

（３）

15：10～16：30　統一論題討論会　 共通講義棟北　N101（名城ホール）
　　 三井　逸友（嘉悦大学）・高田　亮爾（流通科学大学）

駒形　哲哉（慶應義塾大学）

渋井　康弘（名城大学）

前田　啓一（大阪商業大学）

丸川　知雄（東京大学）

渡辺　幸男（慶應義塾大学）

足立　文彦（金城学院大学）

16：30　　　　　閉会挨拶 第33回全国大会準備委員長　渡辺　俊三　（名城大学）

直接投資と工業化・中小企業形成
-ベトナム北部での動きを中心に-

座　　　長

（大阪市立大学）

［中小企業の事業承継・起業家教育］ （龍谷大学）

パネリスト

グローバリゼーションと集積間連携 
-日本機械工業を中心に-

-日本の中小企業の選択-

座　長  高田　亮爾　  （流通科学大学）

報告者   渋井　康弘  （名城大学） 

討論者   渡辺　幸男  （慶應義塾大学）

報告者   前田　啓一  （大阪商業大学）

討論者   足立　文彦  （金城学院大学）

討論者  丸川　知雄   （東京大学）

中国企業、中国市場といかに関わるか？

-日本における起業家教育システムと生育メカニズム-
小規模ファミリービジネスにおける事業承継
-第二創業前後における、経営者の学習-
中小サービス業のＩＴ活用に関する考察

（東洋大学）

（駒澤大学大学院生）

（専修大学）

（広島大学大学院生）

（横浜市立大学）-中小旅館業におけるプラットフォーム・プレーヤーの戦略-

座　長  三井　逸友  　（嘉悦大学）

報告者  駒形　哲哉   （慶應義塾大学）

中小企業の創業とアントレプレナー・起業家教育 （高千穂大学）

中小企業におけるイノベーションと組織能力 （近畿大学）

（近畿大学）

（兵庫県立大学）

～経営改善・事業再生支援を中心に～ （東京富士大学）

中小企業家の経営環境改善の取り組み （愛知中小企業家同友会）

-東アジア版「中小企業憲章」を展望して- （慶應義塾大学）

第8分科会(N305） ［中小企業と経営改善・イノベーション］ （慶應義塾大学）

「中小企業支援策の課題（仮）」 （中小企業診断士）

観光地間と観光地内の競争と協力    （岐阜聖徳学園大学）

－岐阜県飛騨地域のケーススタディ- （日本大学）

────────────────────────────────────────────────────────

メカニズムの解明と必然性について （大阪商業大学）

商店街活性化支援と地域振興の考察　 （兵庫県立大学大学院生）

豊岡市日高町をケースとして （熊本学園大学）

────────────────────────────────────────────────────────

第7分科会(N304） ［中小企業と地域経済・マーケティング］ （福岡大学）

中小企業のブランド構築における「マンパワーの開放」の （九州産業大学大学院生）

-海外事業と国内事業の両立可能性- （駒澤大学）

アジア大の分業構造における愛知・日本の中小自動車 （名城大学）

部品メーカーの意義と役割 （兵庫県立大学）

海外展開しない中小製造業に関する実証研究 （日本政策金融公庫）

-電子部品及び輸送用機械製造業に係る定量・定性分析-　 （一橋大学）

アジア大の分業ネットワークと日本の中小企業 （横浜市立大学）

8：30　　　　　　　受付開始　　共通講義棟北　１階フロアー     会員控室　　共通講義棟北　N301，N302
9：00～11：00　 自由論題報告（その2）　（共通講義棟北　Ｎ303，Ｎ304，Ｎ305，Ｎ306，各教室）

────────────────────────────────────────────────────────

第6分科会（Ｎ303） [海外事業展開と中小企業] （兵庫県立大学）

≪第2日目≫  　9月15日（日）

 


