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日本中小企業学会第 41 回全国大会に向けて 

 

会長代行 池田 潔 
 

日本中小企業学会第 41 回全国大会は、2021 年 10 月 9 日～10 日に開催予定である。また、前日の 8 日に

は、日本地域経済学会と初めての共催で、シンポジウムが開催される（いずれも福岡大学での開催を予定し

ていた）。しかし、コロナ禍により、すべてオンライン開催となることが決定した。ワクチン接種が徐々に進

んできているとはいえ、コロナウィルスの変異株であるデルタ株が蔓延する兆しを見せているほか、ラムダ

株というさらなる新種も発生した。開催日までに、会員諸氏すべてにワクチン接種が行き渡らないことを鑑

み、リアルでの開催は断念せざるを得なかった。誠に残念である。 

会員諸氏の大学や職場においても、オンライン授業やテレワークが増えていることと思われるが、情報伝

達の濃密さや場の持つ意味の大切さという点で、リアルに勝るものはない。学会も同様である。学会という

アカデミックな場で、丁々発止の議論が繰り広げられることや、懇親会で親交を深めることは、リアルでな

いと体感できない。 

さて、全国大会の統一テーマは、「ダイバーシティ経営と個性ある中小企業～持続可能社会形成を目指す

中小企業の役割向上について～」である。グローバル化が進展する中、中小企業の持続可能性を高めるため

にも、ダイバーシティ経営は避けて通れない。テーマ策定に当たっては、プログラム委員長の前田啓一会員

（大阪商業大学）を中心に進められた。統一論題の報告者は、出家健治会員（熊本学園大学）、許 伸江会員

（跡見学園女子大学）、池田 潔会員（大阪商業大学）、また、討論者には藤本寿良会員（大阪経済大学）、弘

中史子会員（中京大学）、額田春華会員（日本女子大学）が、座長には前掲の前田会員、渡辺俊三会員（名城

大学）が務めることになっている。自由論題は紙幅の関係でお名前を記すことはできないが、例年以上とな

る 25 名の会員から報告が行われる。オンライン開催ではあるが、活発な討議が行われることを期待する。 

信金中央金庫 地域・中小企業研究所（大野英明所長）の協賛により開催される国際交流セッションでは、

「持続的成長に向けた中小企業の経営と CSR」を共通演題に、韓国延世大学の文斗哲氏と、パナソニックコ

リア顧問の盧 運夏 氏から報告していただく予定である。国際交流委員長の文能照之会員（近畿大学）やプ

ログラム委員長の前田会員を中心に、統一論題とも関連するよう演題が設定され、人選・交渉が行われた。

なお、文先生は、韓国中小企業学会の次期会長となることが予定されている。これを機に、日韓の中小企業

研究の交流が進展することが期待される。 

なお、今回の全国大会開催では、特に、オンライン開催となったことで、大会準備委員長の笹川洋平会員

（福岡大学）、プログラム委員長の前田会員をはじめ、なかでも本部事務局長の山下紗矢佳会員（武庫川女

子大学）、同事務局の瓶内栄作会員（芸術文化観光専門職大学）から多大なるご尽力を賜り、順調に準備が進

められている。ここに深く感謝申し上げる。また、理事・役員をはじめとする関係諸氏、事務局のご協力に

も改めて感謝申し上げる。 

この第 41 回全国大会が、無事、また盛況裡に開催されることを祈念して、また、次回大会こそは、リア

ルで開催できることを切に願い、巻頭の挨拶とする。
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第 42 回会員総会および第 41回全国大会のプログラム 
 

 2021 年 10 月 9 日（土）、10 日（日）に行われる第 42 回会員総会および第 41 回全国大会プログラムが決定

いたしましたのでお知らせします。なお正式のプログラムと『報告要旨』は、大会準備委員会より大会案内と

ともに全会員に送付されます。 

 

≪統一論題：ダイバーシティ経営と個性ある中小企業 

       ～持続可能社会形成を目指す中小企業の役割向上について～≫ 

 
【開催校・開催場所】 福岡大学(オンライン開催) 

連絡先 

住 所：福岡大学（七隈キャンパス 2 号館） 

〒814-0180 福岡市城南区七隈 8 丁目 19 の 1 

福岡大学 笹川洋平研究室 

E-mail：sasakawa@fukuoka-u.ac.jp 

 
大会準備委員会委員長 福岡大学 笹川 洋平 

 
※開催校に参集いただく集合形式の開催ではなく、オンライン開催になります。 

詳細は大会準備委員会から送付されます大会案内をご覧ください。 

 

≪オンライン大会専用ホームページ≫ https://jasbs.jp/wp-site/wp/nac/41thnac/ 

【日程】2021 年 10 月 2 日(土) 役員会（Zoom 会場 E） 10 月 9 日(土)～10 月 10 日(日) 第 41 回全国大会 

 ≪第１日目≫ 10 月 9 日(土)  

9:30～12:00 自由論題報告（その１）  

第１分科会 (ZOOM 会場 Ａ) 【事業承継】 座 長 安田 武彦 (東洋大学) 

(1) 承継後に先代経営者が果たす役割 

――スキルに注目した製造業種中小企業分析 

報告者 

討論者 

浜田 敦也 

佐々木 純一郎 

(大阪市立大学) 

(弘前大学) 

(2) 中小企業における事業承継の時期と経営革新計画の有効性について 

―中小企業支援機関の役割を踏まえて― 

報告者 中村 嘉雄 (芸術文化観光専門職大学) 

 討論者 久保田 典男 (島根県立大学） 

(3) 地方における中小企業に対する事業承継施策 

～山口県の事例～ 

報告者 

討論者 

稲葉 和也 

堀越 昌和 

(山口大学) 

(福山平成大学) 

第２分科会 (ZOOM 会場 Ｂ) 【産業集積】 座 長 堀  潔 (桜美林大学) 

(1) 産業集積と同族・ファミリービジネスへのガバナンス、アントレプレナー創出  

―技術集積の検討がポイント― 

報告者 遠山 浩 (専修大学) 

 討論者 浅井 敬一朗 (愛知淑徳大学) 

(2) 廃業の増加がものづくりに及ぼす影響 

―企業間の距離的変化を中心に― 

報告者 足立 裕介 (熊本学園大学) 

 討論者 立見 淳哉 (大阪市立大学) 

(3) 中小企業研究における産業集積論の再検討 報告者 粂野 博行 (大阪商業大学) 

 討論者 藤川 昇悟 (西南学院大学) 

第３分科会 (ZOOM 会場 C) 【ベンチャー、観光、小売業】 座 長 西岡 正 (立命館大学) 

(1) 高い不確実性下での IT ベンチャーの環境適合行動 

―ディスクロージャー資料にもとづく大証「ヘラクレス」上場企業の軌跡分析― 

報告者 加藤 敦 (同志社女子大学) 

 討論者 岡田 浩一 (明治大学) 

(2) 中小観光事業者と観光地ライフステージの変化 

―観光まちづくりの「場」 の概念を中心に― 

報告者 上田 恵美子 (神戸国際大学) 

 討論者 竹田 英司 (長崎県立大学) 

(3) 零細小売業における商品取り揃え改善問題 報告者 藤本 寿良 (大阪経済大学) 

  討論者 笹川 洋平 (福岡大学) 

第４分科会 (ZOOM 会場 D) 【社会とデザイン】 座 長 本多 哲夫 (大阪市立大学) 

(1) 中小企業における社会的弱者の雇用戦略 

―人材確保と CSR 実践― 

報告者 津田 泰行 (兵庫県中小企業家同友会) 

 討論者 長山 宗広 (駒澤大学) 

(2) スモール・ビジネス・パースペクティブのデザイン 報告者 平野 哲也 (山口大学) 

 討論者 三井 逸友 (横浜国立大学名誉教授) 

(3) ソーシャルビジネスの経営資源調達における 

社会企業認証の意義と課題 

報告者 細海 真二 (活水女子大学) 

  討論者 大熊 省三 (昭和女子大学) 

https://jasbs.jp/wp-site/wp/nac/41thnac/
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12:00～13:30 昼食休憩    機材メンテナンス 

 役 員 会 （ZOOM 会場 E） 

13:30～13:35 開催校挨拶 朔 啓二郎(福岡大学 学長)  (ZOOM 大会場) 

13:35～14:35 会員総会 （ZOOM 大会場） 

14:40～17:00 信金中央金庫 地域 中小企業研究所協賛 国際交流セッション (ZOOM 大会場) 

 開会挨拶 大野 英明 氏（信金中央金庫 地域・中小企業研究所長） 

 共通演題 「持続的成長に向けた中小企業の経営と CSR」 

 コーディネーター 文能 照之 (近畿大学) 

 通訳 李 良姫 (兵庫大学) 

 報告１ 文 斗哲 氏 (延世大学経営学部教授) 

  「ESG の世界的潮流と企業の諸課題」 

“Global ESG Trends and Corporate Challenges” 

 報告２ 盧 運夏 氏 (パナソニックコリア顧問) 

  “共有価値創出を通じた持続経営” 

－共存共栄の為の３自経営より CSR/CSV 活動を中心に－ 

“ Sustainable Management on the basis of independence, self-reliance and 

autonomy ― focusing on CSR/CSV activities for coexistence and co-prosperity” 

 ≪第２日目≫ 10 月 10 日(日)  

9:30～12:00 自由論題報告（その２）  

第５分科会 (ZOOM 会場 A) 【激動する環境変化への対応】 座 長 遠山 恭司 (立教大学) 

(1) 自然災害発生時に事業を継続させる企業の特徴と有効な備え 

―被災企業の事業中断状況からみた分析― 

報告者 長沼 大海 (日本政策金融公庫総合研究所) 

 討論者 西嶋 淳 (大阪商業大学) 

(2) 新型コロナウイルス感染症流行下における組織レジリエンス 

―農業法人における実証分析 

報告者 塩谷 剛 (香川大学) 

 討論者 今野 喜文 (北海学園大学) 

(3) 電動化・自動運転をめぐる自動車部品産業の再編成と系列下請関係 

―100 年に一度の大変動の下で変容する日本的生産方式― 

報告者 清 晌一郎 (関東学院大学名誉教授) 

 討論者 田中 武憲 (名城大学) 

第６分科会 (ZOOM 会場 B) 【新製品開発と生産構造】 座 長 林  伸彦 (愛知学院大学) 

(1) グローバル・ニッチトップ企業の類型化 

―祖業と新製品開発の視点から― 

報告者 難波 正憲 (立命館アジア太平洋大学

名誉教授) 

 討論者 秋山 秀一 (兵庫県立大学) 

(2) 生産集中度統計の可視化と中小企業研究 報告者 井田 憲計 (桃山学院大学) 

  討論者 岡室 博之 (一橋大学) 

(3) 中小工業の業種別規模間格差について 報告者 町田 光弘 (大阪産業経済リサーチ&デ

ザインセンター) 

  討論者 渡辺 俊三 (名城大学名誉教授) 

第７分科会 (ZOOM 会場 C) 【女性と若者】 座 長 鹿住 倫世 (専修大学) 

(1) 女性へ事業承継した中小企業の継承後の成長要因 

 

報告者 

討論者 

黒澤 佳子 

村上 義昭 

(法政大学(院)) 

(大阪商業大学) 

(2) 中小企業における女性活躍促進に関する一考察 

―兵庫県下の中小製造業を中心に― 

報告者 

討論者 

山下 紗矢佳 

八幡 一秀 

(武庫川女子大学) 

(中央大学) 

(3) 協働・共創する地域の中小企業における 

若者のミギウデキャリアの可能性 

報告者 

 

討論者 

今永 典秀 

田中 勲 

小寺 倫明 

(名古屋産業大学) 

(NPO 法人 G-net) 

(兵庫県立大学) 

第８分科会 (ZOOM 会場 D) 【スタートアップと持続可能性】 座 長 黄  完晟 (九州産業大学) 

(1) タイのスタートアップ支援策に関する一考察 報告者 三浦 佳子 (長崎県立大学) 

  討論者 林  幸治 (大阪商業大学) 

(2) 外国人経営者の資金調達力の決定要因 報告者 

 

深沼 光 

山田 佳美 

(日本政策金融公庫総合研究所) 

(日本政策金融公庫総合研究所) 

  討論者 

 

田中 宏昌 (大阪産業経済リサーチ&デ

ザインセンター) 

(3) 地域資源依存型中小企業の多様性による持続可能性 報告者 安藤 信雄 (中部学院大学) 

 討論者 大貝 健二 (北海学園大学) 
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12:00～13:00 昼食休憩 機材メンテナンス 

13:00～17:40 統一論題(ZOOM 大会場) 

ダイバーシティ経営と個性ある中小企業 

～持続可能社会形成を目指す中小企業の役割向上について～ 
座 長 

前田 啓一 

渡辺 俊三 

(大阪商業大学) 

(名城大学) 

13:10～14:10 報告１ 

ダイバーシティ経営の登場の背景と構造的な諸問題 

―ビジネス(経済価値)と人権(社会的価値)の狭間で― 

報告者 出家 健治 (熊本学園大学) 

討論者 藤本 寿良 (大阪経済大学) 

14:15～15:15 報告２ 

中小企業とダイバーシティ・マネジメント 報告者 許  伸江 (跡見学園女子大学) 

討論者 弘中 史子 (中京大学) 

15:20～16:20 報告３ 

CSR から見た中小企業の本質とダイバーシティ・マネジメント 

―地域・社会と共生する中小企業― 

報告者 池田 潔 (大阪商業大学) 

討論者 額田 春華 (日本女子大学) 

16:25～17:40 全体討論 

17:40 閉会挨拶 第 41 回全国大会準備委員長 笹川 洋平 (福岡大学) 

 

【事務局からのお知らせとお願い】 

【第 42 回会員総会 委任状提出のお願い】 

会員総会にご出席いただけない場合は、全国大会準備委員会から別途送付される報告要旨集等に同封される

委任状に記入・押印のうえ、必ずご返送くださいますようお願い申し上げます。 

 

【会費納入のお願い】 

個人会員会費を未納の方は下記郵便振替口座まで納入をお願い申し上げます。個人会員会費は 7,000 円で

す。なお、大学院博士後期課程在籍中の会員（学生証のコピーを提出申請した会員）、シニア会員（昨年 10 月

31 日現在で 70 歳に達し、専任の職を有しない会員）については事前の申請により 4,000 円に減額されます。 

 

郵便振替口座：《口座記号番号》00900-5-334434 《加入者名》日本中小企業学会 

 

 振込用紙を遺失された場合、振込手数料をご自身でご負担の上、会費を納入くださいますようお願いします。

振込手数料を事務局側で負担することにより領収証の発行を省略させていただいております。振込の際に発

行される「払込金受領証」を領収証としてご利用ください。 

 

【学会論集の発送について】 

学会論集は、近日中に、2021 年 7 月末時点で当該年度分までの会費納入が郵貯ダイレクト上で確認できた

方のみに発送させていただきます。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

【学会ウェブサイトのリニューアルについて】 

日本中小企業学会ウェブサイトがリニューアルされます(10 月後半予定)。現在は、現行ウェブサイトと並行

して、リニューアル後のイメージである仮ウェブサイトを公開中です。 

なお第 41 回全国大会専用サイトは仮ウェブサイト内に設けられます。 

 

【会員情報の変更について】 

➢ 会員情報変更フォーム https://forms.gle/vVyZfH6jmjuYU6Ai6 

 

日本中小企業学会・本部事務局 

【事務局連絡先】 

〒663-8558 兵庫県西宮市池開町 6-46 

            武庫川女子大学 経営学部 

山下紗矢佳 研究室 宛 

  電子メール： info（アットマーク）mail.jasbs.jp   

 

（理事会承認日 2021 年 7 月 14 日） 

https://forms.gle/vVyZfH6jmjuYU6Ai6

