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日本中小企業学会第 38 回全国大会に向けて 

会長 岡室 博之 
 
日本中小企業学会第 38 回全国大会は、2018 年 9 月 8 日・9 日に東京都練馬区の武蔵大学において開催さ

れる。今大会のテーマ「中小企業と人材-人材育成に期待される中小企業の役割-」は、これまで本学会では

全国大会の統一論題で正面から取り上げられることがなかったが、正に時宜を得たものである。 
統一論題のテーマは、堀潔プログラム委員長と高橋徳行全国大会準備委員長を中心として、プログラム委

員会で設定された。統一論題では、額田春華氏（日本女子大学）に女性の活用、竹内英二氏（日本政策金融

公庫）に外国人材の活用、久保田典男氏（島根県立大学）には事業承継に関わる人材マネジメントについて

ご報告いただく。また、それぞれの課題について豊富な経験と知見を備える、篠原正幸氏（しのはらプレス

サービス）、弘中史子氏（滋賀大学）、村上義昭氏(大阪商業大学)を討論者として迎える。有意義な議論が期

待される。 
自由論題については、国際化、地域経済、経営者研究、人的資源、政策等の９分科会が設定され、23 件の

報告が予定される。統一論題テーマに関連の強い報告も多く、活発な議論が行われることだろう。 
国際交流セッションは、信金中央金庫地域・中小企業研究所の協賛を得て、「中小企業の人材育成と Humane 

Entrepreneurship」のテーマで行われる。韓国カトリック大学の Ki-Chan Kim 教授（ICSB 元会長、ACSB 初代

会長）とオーストラリアのニューイングランド大学の Bernice Kotey 教授をお迎えして、それぞれ Humane 
Entrepreneurship 概念の理論と応用、および中小企業における人的資本開発に関するご報告を予定している。 
また、第 38 回全国大会に続いて、9 月 10 日から 12 日まで、ユースキャンプを含む ACSB（Asia Council for 

Small Business）第 6 回大会（アジア中小企業会議）が東京都心のイイノホール等で開催される。本学会もこ

の国際会議を協賛しており、多数の会員が登壇あるいは研究報告を行うことになっている。このような中小

企業関連の国際会議が日本で開催されるのは貴重な機会であるので、多数の会員の参加を強く希望する。 
今回の全国大会も、多くの会員のご協力とご支援の下で準備が進められた。とりわけ、武蔵大学の全国大

会準備委員会と東部部会の役員・関係者の皆様には、ご尽力に心からお礼を申し上げたい。第 38 回全国大

会では、これまで以上に多くの会員の参加を得て、統一論題・自由論題・国際交流セッションの各会場で有

益な時間を共有できることを期待している。 
  

第 39 回会員総会および第 38回全国大会のプログラム 
 来る９月８日（土）、９日（日）に行われる第 39 回会員総会および第 38 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：中小企業と人材：人材育成に期待される中小企業の役割≫ 
 

【開催校・開催場所】 武蔵大学 

住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上 1-26-1 武蔵大学高橋徳行研究室 
電話：03-5984-4644（高橋研究室） E-mail：chusho38@gmail.com 

 
    大会準備委員会委員長 武蔵大学 高橋 徳行 

 
【日程】2018 年９月７日(金) 役員会、９月８日(土)～９月９日(日) 第 38 回全国大会 
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 ≪第１日目≫ ９月８日(土)  
9:30 受付開始  会員控室 受付：1 号館１階, 会員控室：1 号館 1 階 1101 教室 

10:00～12:00 自由論題報告（その１） （ 1 号館 4 階 1403,1404,1405,1406, 1 号館 2 階 1201 各教室） 
第１分科会 (1403 教室) [自動車産業] 座 長 港  徹雄 (青山学院大学) 
(1) 自動車産業における下請問題についての考察 

～E メッキ倒産に関する裁判から見る 1970～80 年代の下請関係・下

請問題～ 

報告者 
討論者 

植田 浩史 
渋井 康弘 

(慶應義塾大学) 
(名城大学) 

(2) 両毛地域における産業集積の特徴とその機能 報告者 宇山 翠 (岐阜大学) 
 ―中小企業の事業展開の分析から― 討論者 関  智宏 (同志社大学) 

(3) 日本の独立型自動車２次下請企業への発注取引関係にある企業と、独

立型自動車２次下請企業との、技術力蓄積行動における部品の設計開

発作業の役割分担の相違に関する実証研究 

報告者 
討論者 

佐藤 政行 
海上 泰生 

(愛知大学) 
(日本政策金融公庫) 

第２分科会 (1404 教室) [国際化] 座 長 足立 文彦 (金城学院大学) 
(1) 海外での「新事業展開」の可能性 報告者 兼村 智也 (松本大学) 

 －進出中小企業の「出口戦略」の一つとして－ 討論者 黒瀬 直宏 (嘉悦大学) 
(2) 中小農機メーカの BOP ビジネスアクション・リサーチ 報告者 大橋 勇一 (筑波大学) 

 ～両手利き経営の実践からの教訓～ 討論者 藤川 健 (兵庫県立大学) 
(3) 日本企業のアジア進出についての定量分析 報告者 山藤 竜太郎 (横浜市立大学) 

  討論者 丹下 英明 (多摩大学) 
第３分科会 (1405 教室) [地域（１）] 座 長 佐竹 隆幸 (関西学院大学) 
(1) 中小企業支援の連携体に関する地域的システム 報告者 佐々木 経司 (金沢大学大学院生) 

 〜ななお創業応援カルテットの事例研究～ 討論者 大熊 省三 (関西学院大学) 
(2) 鎌倉地域における起業家輩出のメカニズム 報告者 五十川 龍 (駒澤大学大学院生) 

  討論者 本多 哲夫 (大阪市立大学) 
(3) 中小企業ネットワーク組織のガバナンスによる地域産業システムの 報告者 上野 敏寛 (京都大学) 

  再編 討論者 山本 篤民 (日本大学) 
 ―京都府南部地域中央における試作機能集積地区の動態的実証研究―    

第４分科会 (1406 教室) [経営者研究] 座 長 安田 武彦 (東洋大学) 
(1) 

 
中国地方都市における温州商人活動の進化プロセスとその示唆 報告者 

討論者 
林  松国 
カン・ビクトリヤ 

(小樽商科大学) 
(帝京大学) 

(2) 両利き経営を実践するマネジャーの特性 報告者 塩谷 剛 (同志社大学) 
 ―農業経営法人における実証分析― 討論者 今野 喜文 (北海学園大学) 

(3) 中小企業における経営者の健康リスクについて 報告者 品田 雄志 (信金中央金庫) 
  討論者 鈴木 正明 (日本大学) 

第５分科会 (1201 教室) [人的資源] 座 長 林  伸彦 (愛知学院大学) 
(1) フリーランスの働き方と満足度 報告者 藤井 辰紀 (日本政策金融公庫) 

  討論者 鹿住 倫世 (専修大学) 
(2) 人づくりを基軸とした和裁企業の経営 報告者 木村 弘 (広島修道大学) 

  討論者 遠山 恭司 (立教大学) 
(3) 中小企業の人的資源確保の研究 報告者 高千穂 安長 (ノースアジア大学) 

  討論者 八幡 一秀 (中央大学) 
12:00～13:30 昼食休憩 会員控室  1 号館 1 階 1101 教室 
 役 員 会 （8 号館 8 階 88H 会議室） 編集委員会 （8 号館 8 階 88I 会議室） 
13:30～14:30   会員総会 1 号館地下 1 階 1002 教室 
14:45～17:10 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 (1 号館地下 1 階 1002 教室) 
 開会挨拶 松崎 英一氏（信金中央金庫 地域・中小企業研究所長） 
 共通演題 「中小企業の人材育成と Humane Entrepreneurship」 
 座  長 岡室 博之 (一橋大学)   
 報告Ⅰ Ki-Chan Kim (Catholic University of Korea) 
  Humane Entrepreneurship: Theoretical Model and its Application 
 報告Ⅱ Bernice Kotey (University of New England) 
  Human Capital and Workforce Development in SME 
17:30～19:30 懇 親 会 8 号館 8 階 50 周年記念ホール 
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 ≪第２日目≫ ９月９日(日)  
9:00 受付開始 会員控室 受付：1 号館１階, 会員控室：1 号館 1 階 1101 教室 
9:30～10:50 自由論題報告（その２） （1 号館 4 階 1403,1404,1405,1406 各教室） 
第６分科会 (1403 教室) [政策] 座 長 太田 進一 (同志社大学) 
(1) 戦後ドイツにおける開業促進政策と開業障壁 報告者 水村 陽一 (東洋大学大学院生) 

 ―手工業秩序法の 2004 年大改正に関する実証分析― 討論者 寺岡 寛 (中京大学) 
(2) 認定支援機関は高度な中小企業支援を果たし得るのか？ 報告者 新井 稲二 (嘉悦大学大学院生) 

 ～支援を受けた補助金採択者に対するインタビュー調査からの検討～ 討論者 渡辺 俊三 (名城大学) 
第７分科会 (1404 教室) [製造業のサービス化] 座 長 渡辺 幸男 (慶應義塾大学) 
(1) 中小製造業における新たな情報技術を活用したサービス化の効果と課

題 
報告者 
討論者 

足立 裕介 
岡田 浩一 

(日本政策金融公庫) 
(明治大学) 

(2) 中小製造業におけるサービス的要素の仮説的概念 
―個別企業における発注企業との取引関係を意識した中小企業研究へ

の近接― 

報告者 
 

討論者 

松下 幸生 
 
小川 正博 

(山形県立米沢女子短期大

学) 
(大阪商業大学) 

第８分科会 (1405 教室) [地域（２）] 座 長 堀  潔 (桜美林大学) 
(1) 都市型中小企業研究の現代的意義 報告者 中島 章子 (機械振興協会) 

 ～東京都墨田区を中心とした印刷業の事例から～ 討論者 大田 康博 (徳山大学) 
(2) 製材大手はなぜ集積するのか 報告者 嶋瀬 拓也 (林野庁) 

 ―製材産地の形成要因にみる中小企業性― 討論者 黄 完晟 (九州産業大学) 
第９分科会 (1406 教室) [ガバナンス] 座 長 笹川 洋平 (福岡大学) 
(1) 経営統合後の未上場企業の雇用成長と買い手企業のコーポレートガバ

ナンス 
－日本企業間の買収に関する実証分析－ 

報告者 
討論者 

平田 博紀 
山本 聡 

(共栄大学) 
(東京経済大学) 

(2) 経営改善を進める小規模事業者に対する金融支援のあり方 
～事業者、金融機関、行政等への提案～ 

報告者 
討論者 

村山 賢誌 
太田 一樹 

(中小企業診断士) 
(大阪経済大学) 

     
11:10～12:10 統一論題 Ⅰ （1 号館地下 1 階 1002 教室） 
  座 長 池田 潔 (大阪商業大学) 

(1) 
中堅・中小ものづくり企業におけるジェンダー・ダイバシティ・マネ

ジメント：規模により変わる女性活躍の姿と課題 
報告者 額田 春華 (日本女子大学) 

  討論者 篠原 正幸 (しのはらプレスサービス) 
12:10～13:00 昼食休憩 会員控室：1 号館 1 階 1101 教室 
13:00～15:00 統一論題 Ⅱ （1 号館地下 1 階 1002 教室） 
  座 長 山田 基成 (名古屋大学) 
(2) 外国人材の活用と中小企業の成長 報告者 竹内 英二 (日本政策金融公庫) 

  討論者 弘中 史子 (滋賀大学) 

(3) 
事業承継を契機とした人材マネジメント：島根県における親族外承

継・M&A・事業再生のケーススタディ 
報告者 久保田典男 (島根県立大学) 

  討論者 村上 義昭 (大阪商業大学) 
15:00～16:30 統一論題討論会 （1 号館地下 1 階 1002 教室） 
 座 長 池田 潔(大阪商業大学)・山田 基成(名古屋大学) 
 パネリスト 額田 春華 (日本女子大学) 
  竹内 英二 (日本政策金融公庫) 
  久保田典男 (島根県立大学) 
  篠原 正幸 (しのはらプレスサービス) 
  弘中 史子 (滋賀大学) 
  村上 義昭 (大阪商業大学) 
16:30 閉会挨拶 第 38 回全国大会準備委員長 高橋 徳行 (武蔵大学) 
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【事務局からのお知らせとお願い】 
 
【第 39 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》00110-6-730792 《加入者名》日本中小企業学会 

 
 2018 年 7 月 24 日時点での未納者には請求書と振込用紙を送付しております。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 2018 年 7 月 24 日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

発送させていただいております。なにとぞご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 
【ACSB 2018 第６回大会について】 

ACSB（Asia Council for Small Business）の第 6 回大会が、本学会の第 38 回全国大会（東京・武蔵大学）

に引き続き、2018 年 9 月 10 日（月）から 12 日（水）に掛けて、東京（イイノホール）で開催されます。理

事会・会員総会で承認された通り、本学会は ACSB 第 6 回大会を共催します。多くの会員のご参加を期待し

ます。また、ACSB 大会の一環として「ACSB ユースキャンプ 2018」が開催されます。これは、学生・青年

を対象とした起業家教育プログラムで、ビジネスアイデア創出のワークショップやフィールドワークなどが企

画されています。会員の皆様には、学生等に参加を呼び掛けていただけますようお願い申し上げます。ACSB
第 6 回大会とユースキャンプに関する詳細は、http://acsb2018.org/index.html をご覧ください。 

 
【国際学会等での研究報告を行う会員に対する経費助成の募集について】 

今年度第２回「国際学会等での研究報告を行う会員に対する経費助成」の募集が開始されました（応募締切

は 9 月 15 日（土）必着）。詳細は学会 HP をご参照ください。 
 
【第８回アントレプレナーシップ・コンファランスについて】 

2019 年 2 月 11 日（月・祝日）に、首都大学東京秋葉原サテライトキャンパスで、日本中小企業学会、日本

ベンチャー学会、企業家研究フォーラム、ファミリービジネス学会の共催による「第 8 回アントレプレナーシ

ップ・コンファランス」が開催されます。この会議は、アントレプレナーシップに関連する学会の若手研究者

の研究を支援する目的で、ペーパー・デベロップメント形式による集中的な議論を通じ、研究論文を発展させ

ることを目的とするものです。報告概要の締切は 8 月 31 日となっています。詳細は学会ＨＰをご覧ください。 
 
【ご住所・ご所属の変更等について】 

ご住所・ご所属に変更等がございましたら下記の連絡先までメールでのご連絡をお願い申し上げます。 
 

日本中小企業学会・本部事務局 
 
【事務局連絡先】 

〒185-8502  東京都国分寺市南町 1-7-34 
東京経済大学 経営学部 山本聡研究室気付 
電子メール jasbs@tku.ac.jp 

 
 


