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《統一論題：地域社会に果たす中小企業の役割－課題と展望－》 

【開催校・開催場所】 福岡大学  

大会準備委員会委員長 福岡大学商学部教授 川上義明 

〒814-0180 福岡市城南区七隈8－19－１ 

電話：092－871－6631（代表） 

FAX：092－871－0880（商学部事務室） 

電子メール：sasakawa@fukuoka-u.ac.jp（開催校事務局） 

【日程】平成27年10月2日（金）       役員会（18:00～20:00  2号館 地下会議室１） 

平成27年10月3日（土）・4日（日） 全国大会 

 

≪第１日≫ 10月 3日（土） 
 

9:30            受付開始（ 2号館 商学部棟 1Ｆ ロビー ） 会員控室（ 2号館23Ａ･23Ｂ 教室 ） 
        大会本部  (22Ａ教室) 
 

10:00～12:00  自由論題報告（その 1） (２号館  商学部棟) 

 

第1分科会（2号館221教室）：〔地域の中小企業〕 座 長 立見  淳哉（大阪市立大学） 

(1) 「地域の雇用を支える中小企業」の量的な実態と３つの地域 報告者 海上  泰生（日本政策金融公庫総合研究所） 

類型～雇用面における中小企業の貢献度についての再認識～ 討論者 渡辺  俊三（名城大学） 

(2) 産業集積地域における産業観光まちづくりの意義 報告者 桃井  謙祐 (信州大学) 

 討論者 鶴坂  貴恵 (摂南大学） 

(3) 東日本大震災復興支援 eビジネスモデルの構想      報告者 藤原 正樹(宮城大学) 

 討論者 加藤  敦（同志社女子大学） 

 

第2分科会（2号館222教室）：〔中小企業と新規開業、新規需要獲得〕座 長 林  伸彦(愛知学院大学) 

(1) 新規開業企業が顧客・販路を開拓するには何が必要か 報告者  井上  考二  (日本政策金融公庫総合研究所） 

―開業時と開業後の違い― 討論者  鈴木  正明 (文教大学） 

(2) グローバル化時代における地方中小企業の存立要件 報告者  粂野  博行 (大阪商業大学） 

－長野県上伊那地域における地域外需要獲得中小企業の発生メカニズム－ 討論者  藤田  泰正  (東海マネジメント研究会） 

(3) 日本の起業無縁者と小規模企業(仮題) 報告者 安田  武彦 (東洋大学) 

 討論者 川名  和美 (高千穂大学） 

 

第3分科会（2号館231教室）：〔海外進出中小企業の経営転換〕 座 長 山本 聡（東京経済大学） 

(1) “早すぎる登用”問題への 2つの対応策：日系中小メーカー 報告者 林  尚志   (南山大学) 

中国子会社における比較事例研究 討論者  江頭  寛昭  (神戸学院大学） 

(2) 中小企業の海外撤退に影響を与える要因は何か 報告者 丹下  英明   (日本政策金融公庫総合研究所)・ 

―海外直接投資からの撤退― 金子  昌弘  (日本政策金融公庫総合研究所) 

 討論者 前田  啓一  (大阪商業大学） 

(3) 海外進出企業の国内転換行動と国際分業 報告者  浜松  翔平  (成蹊大学) 

 討論者 平井  拓巳  (プール学院大学) 

 

第4分科会（2号館232教室）：〔中小企業とサプライチェーン〕 座 長 渡辺 幸男（慶応義塾大学） 

(1) 太田市域における機械産業集積の発展要因に関する分析 報告者 河藤  佳彦   (高崎経済大学) 

－ 自動車産業の下請関係の役割を踏まえて － 報告者  井上真由美   (高崎経済大学) 

 討論者 小松  史朗  (近畿大学） 

(2) 日本型組織編成原理の発現としての深層現調化 報告者 中川洋一郎   (中央大学) 

－途上国における日系自動車産業のヒトとサプライヤーの育成－ 討論者 岡田  浩一  (明治大学) 

(3) 需要搬入企業の変質とサプライチェーン～九州における 報告者 西岡  正    (兵庫県立大学) 

完成車メーカーの機能再編を中心に～ 討論者 居城  克治  (福岡大学) 

 



 

 

 

12:00～13:30 昼食休憩（23Ａ･23Ｂ教室） 

  役員会（2号館地下会議室１）・編集委員会（2号館地下会議室２） 

 

13:30～14:30 会員総会（Ａ棟Ａ201） 

 

14:40～17:40 信金中央金庫協賛・国際交流セッション（Ａ棟Ａ201） 

        開会挨拶  藤野 次雄 氏（信金中央金庫 地域・中小企業研究所 特別顧問） 

  共通演題「地域社会に果たす東アジア中小企業の役割－現状と課題－」（仮題） 

 コーディネータ 駒形 哲哉（慶応義塾大学）、黄 完晟（九州産業大学） 

 報  告  1  池 仁勇（浙江工業大学中国中小企業研究院執行院長） 

 報  告  2  李  浚僖（Lee JoonHee）（韓国 中小企業庁中小企業政策局 統括課長） 

 

17:50～19:50 懇親会（ 中央図書館  陽だまり ） 

 

 

《第 2 日目》10月４日（日) 
 
8:30  受付開始（2号館 商学部棟１Ｆロビー） 会員控室（  2号館23Ａ･23Ｂ 教室  ） 
 

9:00～11:00 自由論題報告（その 2）  2号館  商学部棟 

 

第5分科会（2号館221教室）：〔中小企業の経営革新〕  座 長 文能  照之 （近畿大学） 

(1) 東京圏におけるグローバル企業発のスピンオフ・ 報告者 長山  宗広  （駒澤大学） 

     ベンチャー叢生－大手電機メーカーの事例を中心に－ 討論者 小林  伸生 （関西学院大学） 

(2) 大田区・工業集積における企業規模階層構成の変化 報告者 小林  世治  (日本大学)  

－2014年大田区・悉皆調査を踏まえて－ 討論者 町田  光弘 （大阪産業経済リサーチセンター） 

(3) 中小企業におけるオープン・イノベーションの 報告者  井上  善海 （東洋大学） 

展開プロセス 討論者  遠藤  真紀 （九州情報大学） 

 

第6分科会（2号館222教室）：〔海外の中小企業〕 座 長 岡室  博之  (一橋大学 ） 

(1) イタリア産業集積地の中小製造業から何を学ぶのか 報告者 児山  俊行 (大阪成蹊大学) 

－その理論的示唆 討論者 遠山 恭司 （立教大学） 

(2) 中国の中小企業金融における村鎮銀行の位置づけ 報告者 唐    斌   (中国江蘇大学) 

─遼寧省同合村鎮銀行の事例研究を通して─ 討論者 姜    紅祥 （龍谷大学） 

 

第7分科会（2号館231教室）：〔中小企業と事業承継〕 座 長 玉井  由樹 （福山市立大学） 

(1) 経営者保証ガイドラインと事業承継 報告者 津島  晃一 (嘉悦大学大学院生) 

    ―収益別にみた企業への適用可能性と課題― 討論者 久保田典男 （島根県立大学） 

(2) 地域企業における後継者人材マネジメントの現状と課題 報告者  堀越 昌和  (熊本学園大学) 

    －熊本県の中小企業を対象とした探索研究－ 討論者  弘中  史子 （滋賀大学） 

 

第8分科会（2号館232教室）：〔地域中小企業の経営〕 座 長 足立 文彦 （金城学院大学） 

(1) 杜氏の移動にかんする考察－南部杜氏の事例 報告者 関   千里 (愛知学院大学)  

 討論者 山本 篤民 （日本大学） 

(2) 中小食品企業の海外販路開拓 報告者 張  又心バーバラ (大阪経済大学) 

 討論者 関    智宏  (同志社大学) 

(3) 自然エネルギー生産を基礎とした新しい地域経済と 報告者  井内  尚樹  (名城大学) 

    中小・零細企業 討論者  藤本 寿良 (大阪経済大学） 

 



 

 

 

 

11:10～12:10 統一論題Ⅰ（   Ａ棟Ａ201  ） 

「地域社会に果たす中小企業の役割－課題と展望－」 

 座 長 出家 健治 （熊本学園大学） 

(1) 地域資源の活用による価値創造の取り組み 報告者  大貝  健二  (北海学園大学) 

―北海道の事例を中心に― 討論者  藤川 健     (愛媛大学) 

 

12:10～12:50 昼食 

 

 

12:50～14:50 統一論題Ⅱ（  Ａ棟Ａ201  ） 

「地域社会に果たす中小企業の役割－課題と展望－」 

 座 長 寺岡 寛 （中京大学） 

 

(2) 地域社会づくりと自治体中小企業政策 報告者 本多  哲夫  (大阪市立大学) 

  討論者 佐竹 隆幸  (兵庫県立大学) 

(3) 地域産業の存続•発展メカニズムの転換 報告者 大田  康博  (徳山大学) 

   —グローバル競争下で活発化する中小繊維企業の市場創造— 討論者 池田  潔    (兵庫県立大学) 

 

14:55～16:25 統一論題討論会（    Ａ棟Ａ201    ） 

 司     会  飛田  努   （福岡大学） 

 座     長 出家 健治 （熊本学園大学）・寺岡 寛 （中京大学） 

 パネリスト 大貝  健二  (北海学園大学) 

本多  哲夫  (大阪市立大学) 

大田  康博  (徳山大学) 

藤川 健     (愛媛大学) 

佐竹  隆幸  (兵庫県立大学) 

池田  潔    (兵庫県立大学) 

 

 

16:25  閉会挨拶  大会準備委員会委員長  川上  義明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

福岡大学アクセスマップ 

 

福岡大学へのアクセス方法 

 

【開催校･大会運営事務局】 

福 岡 大 学 

住所：〒814-0180 福岡市城南区七隈８－１９－１ 

電話：092－871－6631（代表） 

大会準備委員長 福岡大学 商学部 川上 義明 

大会運営事務局福岡大学 商学部 笹川 洋平 

E-mail: sasakawa@fukuoka-u.ac.jp 

mailto:sasakawa@fukuoka-u.ac.jp

