
2020 年 1 月 18 日土曜日 

13 期の任期終了にともなう更新停止 
東部部会・北海道支部のみなさま 

 

13 期 3 カ年にわたる部会活動の告知・報告を任期満了にともない、終了いたします。 

ご協力いただき、感謝申し上げます。 

引き続き、14 期のみなさまの運営にご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

立教大学経済学部 

遠山恭司 

 

 

2019 年 8 月 19 日月曜日 

北海道支部会開催案内（9.12） 
９月中旬に以下の予定で、北海道支部会開催を予定しております。 

 

・日時：９月１２日(木) １８：００～２０：００ 

・場所：小樽商科大学札幌サテライト(札幌駅西口紀伊國屋３階) 

    ＊札幌市中央区北 5 条西 5 丁目 7 番地 sapporo55 ビル 3 階 

 

・報告 

(１)河田 真清氏 

｢地域資源を最大限活用して成長を続ける企業｣ 

(２)中村 宙正氏 

｢公務細分化委託と中小企業｣ 

 

以上、ご参集のほど、よろしくお願いします。 

 

 

・連絡先（北海道支部） 

北海学園大学 経営学部 経営学科 

今野喜文 

電子メール：konno@ba.hokkai-s-u.ac.jp 

http://jasbs13east.blogspot.com/2020/01/13.html
http://jasbs13east.blogspot.com/2020/01/13.html
http://jasbs13east.blogspot.com/2019/08/912.html
mailto:konno@ba.hokkai-s-u.ac.jp


2019 年 7 月 15 日月曜日 

2019 年 東部部会 第２回 開催報告（7.13） 
東洋大学・白山キャンパスにて、９月開催の全国大会報告予定者による研究発表が行われ、活発な議

論が展開されました。 

以下、報告します。 

 
■日時 2019 年 7 月 13 日（土） 13:00～16:45 （終了後、役員会） 

 
■会場：東洋大学 白山キャンパス 6 号館 2 階 6205 教室 

 

■参加者：２０名 

 

■【研究報告】 

 
（１）津島晃一（事業承継 Lab.） 

「心理的オーナーシップ論による非親族承継の分類：個人保証に着目した３類型」 

  

 

中小企業の事業承継が大きな社会問題となっているなか、非親族承継における「心

理的オーナーシップ」論の適用可能性について報告されました。個人保証とりわけ二

重徴求の弊害が知られるが、インラビューケースを主に３つの類型に分けて諸特徴を

明らかにし、「経営者・後継者」、「金融機関」、「政策担当者」への含意を提示しまし

た。 
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（２）池谷圭右（東洋大学大学院生） 

「中小企業経営者の意思決定プロセスに関する実証研究－外部専門家の関与を中

心として－」 

  
 

中小企業経営者の重要な役割のひとつが意思決定であるが、そのプロセスの特徴

と、その特徴の違いが外部専門家の利用形態や支援内容にどのように影響を与える

かが本報告のテーマでした。1000 人超のアンケートデータ分析結果が報告され、定

量的な研究の有効性とその成果の提示がなされました。 

 

 

（３）川村 悟（関西外国語大学） 

「統計史料から導く中小企業診断士の課題」 
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中小企業診断士制度の長い歴史に反して、その実態を歴史的に捉える資料は存在

しなかったことから、地道なデータ収集とその接合、そこから浮かび上がる「時代の趨

勢」と制度との関係が報告されました。1963 年から現在にいたるまでの登録者数・試

験申し込み数の継続的データの提供は貴重と思われ、学会における学術的基盤提

供の貢献として敬意を表します。 

 

（４）中村吉明（専修大学） 

「「川崎モデル」とその波及による中小企業振興のためのエコシステムの創成」 

 
 

大企業の保有する開放特許による中小企業の製品開発とその行政・金融機関の支援というテーマに

おいて、「川崎モデル」は広く知られるが、経済学・経営学的研究としての本報告は貴重といえます。同

モデルに関わるステークホルダーの主体、動機、役割、それらの関係とシステムが報告され、その独

自性と全国への移転・ネットワーク化・広域化の可能性が論じられました。 

 

いずれも着実なインタビューやアンケート調査に基づいた研究報告で、フロアからの積極的な質疑と報

告者の回答でより高い水準の研究成果へ結実しそうな印象を受けました。その成果は、9 月の全国大

会で報告される予定です。 

それでは、みなさま、名古屋でお会いしましょう。 
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2019 年 6 月 23 日日曜日 

2019 年 第２回 東部部会 開催案内（7.13） 
 今回は、今年 9 月に愛知学院大学で開催される 

 第 39 回全国大会での報告を希望されている会員の研究報告です。 

 
 会員各位の積極的な参加と、活発な議論を期待いたします。 

 
 以下、研究報告会の開催概要です。 

 
 ふるってご参集ください。 

 
 
■日時 2019 年 7 月 13 日（土） 13:00～17:45 

 
■会場：東洋大学 白山キャンパス 6 号館 2 階 6205 教室 

 会場へのアクセス （理由は不明ですがリンクに不具合がありました。申し訳ありま

せん。） 

 
   https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/about/access/hakusan/ 
 

■【研究報告】 

 
（１）津島晃一（事業承継 Lab.） 

「心理的オーナーシップ論による非親族承継の分類：個人保証に着目した３類型」 
  
（２）池谷圭右（東洋大学大学院生） 

「中小企業経営者の意思決定プロセスに関する実証研究－外部専門家の関与を中

心として－」 

 
（３）川村 悟（関西外国語大学） 

「統計史料から導く中小企業診断士の課題」 
  
（４）中村吉明（専修大学） 

「「川崎モデル」とその波及による中小企業振興のためのエコシステムの創成」 
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■【スケジュール】 
13:00～13:05 開会挨拶、報告者紹介（堀 潔（副会長：桜美林大学）） 
13:05～13:50 研究報告（１）【報告 25 分、質疑応答・討論 20 分】 
13:55～14:40 研究報告（２）【報告 25 分、質疑応答・討論 20 分】 
14:40～15:00 休憩 

15:10～15:55 研究報告（３）【報告 25 分、質疑応答・討論 20 分】 

16:00～16:45 研究報告（３）【報告 25 分、質疑応答・討論 20 分】 

16:45 終了予定 

 

★なお、部会終了後に東部部会役員会を開催します。 

理事・幹事の方々はご参集ください。 
 
【お願い】 

東部部会開催案内は、こちらで管理しています。 

ご所属変更の手続きは学会事務局となっておりますが、メーリングリストの修正のた

めに、下記、東部部会事務局にもご一報いただければ幸いです。 

 

┗■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 日本中小企業学会 東部部会事務局 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 堀  潔 （副会長：桜美林大学） 
 鹿住 倫世（幹事：専修大学） 
 遠山 恭司（幹事：立教大学） 
 
 

  



2019 年 東部部会 第 1 回 実施報告（6.22） 
以下、実施報告します。 

 

■日時：2019 年 6 月 22 日（土） 13:00～16:00 

 

■会場：専修大学神田キャンパス ２号館２階２０５教室 

■参加者数：15 名 

 

■【研究報告】 

（１）中川翔太（明治大学大学院生） 

「協同組合を活用した中小企業の技能承継の円滑化に関する研究」 

 

 
 

技能承継を企業単独ではなく、協同組合の諸活動を通じて円滑に実施する可能性を探究した研究報

告でした。協同組合組織の諸形態、加盟企業の参画姿勢や一体感の有無、組合以外の連携組織との

差、先行研究と課題設定など、多方面の質疑が行われ、全国大会報告に向けて報告者には有意義な

機会となったようです。 

 

（２）山本聡（東洋大学） 

「中小ファミリービジネスにおける境界連結者の役割と起業プロセス」 

 

http://jasbs13east.blogspot.com/2019/06/20191.html
http://jasbs13east.blogspot.com/2019/06/20191.html
http://4.bp.blogspot.com/-C9T9uymI8o8/XQ8_UQS1nEI/AAAAAAAAAdU/Cy8AF7ckZ58evHTLVK-BqUUk5dS9pURRACK4BGAYYCw/s1600/IMG_3070.jpeg


 

 

シングルケースの９年間にわたるケース分析・テキストマイニングから、ファミリーの一員が境界連結者

となって起業するプロセスを詳細に分析した報告でした。フロアとの質疑から概念設定が未確定な部

分はあるなど、発展途上の研究ではありますが、研究手法や着眼点、実証研究の作法など若手研究

者にはお手本となる発表でした。 

 

（３）鉢嶺実（信金中央金庫 地域・中小企業研究所） 

「中小企業における技能・ノウハウの承継について」（仮題） 

 

 
（本写真は三井逸友先生のファイスブックからお借りしました。ここで謝意を申し上げます。） 

 

『信金中金月報』2018 年 7 月号掲載の「事業承継問題の陰に潜む技能・ノウハウの承継問題」論文を

手がかりに、社内人材ばかりでなく、外との連携を含めた技能・ノウハウの形式知化を伝統産業をケー

スの考察しました。中川報告と鉢嶺報告はテーマに共通性はあるもののアプローチが異なる点で、こ

http://4.bp.blogspot.com/-dv41Fjb_COA/XQ8_aPXWJmI/AAAAAAAAAdc/8jyMOJFioHYmoVdS3NmXPR0yHARGVafhQCK4BGAYYCw/s1600/IMG_3071.jpeg
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の領域の研究のさらなる深耕が本学会で期待される印象を強くしました。 

 

┗■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 日本中小企業学会 東部部会事務局 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 堀  潔 （副会長：桜美林大学） 

 鹿住 倫世（幹事：専修大学） 

 遠山 恭司（幹事：立教大学） 

 

 東部部会事務局 E-mail:  jasbs.east.13@gmail.com 

 （東部部会事務局宛の連絡やお問い合わせにご利用ください） 

 

 日本中小企業学会ウェブサイト：http://www.jasbs.jp/ 

 学会東部部会ブログ：http://jasbs13east.blogspot.jp/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・ 

 

 

2019 年 6 月 9 日日曜日 

2019 年 第 1 回 東部部会 開催案内（6.22） 
 今回は、今年 9 月に愛知学院大学で開催される 

 第 39 回全国大会で報告予定の会員の研究報告です。 

 全国大会よりも長めの討論時間をとって、報告者だけでなく、 

 参加される会員にとって、より有意義な時間としたいと思います。 

 

 会員各位の積極的な参加と、活発な議論を期待いたします。 

 

 以下、研究報告会の開催概要です。 

 

============================== 

 

■日時：2019 年 6 月 22 日（土） 13:00～16:00 

 

■会場：専修大学神田キャンパス ２号館２階２０５教室 

 神田キャンパス配置図：https://www.senshu-u.ac.jp/about/campus/ 

 アクセスマップ：https://www.senshu-u.ac.jp/access.html 

mailto:jasbs.east.13@gmail.com
http://www.jasbs.jp/
http://jasbs13east.blogspot.jp/
http://jasbs13east.blogspot.com/2019/06/20191622.html
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https://www.senshu-u.ac.jp/access.html


 

■【研究報告】 

（１）中川翔太（明治大学大学院生） 

「協同組合を活用した中小企業の技能承継の円滑化に関する研究」 

 

（２）山本聡（東洋大学） 

「中小ファミリービジネスにおける境界連結者の役割と起業プロセス」 

 

（３）鉢嶺実（信金中央金庫 地域・中小企業研究所） 

「中小企業における技能・ノウハウの承継について」（仮題） 

 

 

■【スケジュール】 

13:00～13:05 開会挨拶、報告者紹介（堀 潔（副会長：桜美林大学）） 

13:05～13:55 研究報告（１）【報告 25 分、質疑応答・討論 25 分】 

14:00～14:50 研究報告（２）【報告 25 分、質疑応答・討論 25 分】 

14:50～15:10 休憩 

15:10～16:10 研究報告（３）【報告 35 分、質疑応答・討論 25 分】 

16:10 終了予定 

 

★なお、部会終了後に東部部会役員会を開催します。 

理事・幹事の方々はご参集ください。 

 

=================================================== 

 

では 6 月 22 日（土）、専修大学にてお会いいたしましょう。 

 

★追伸： 

 7 月 13 日（土）にも、東洋大学白山キャンパスにて 

 東部部会研究報告会を開催予定です。 

 追って、ご案内を差し上げます。 

 

┏┓  

┗■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 日本中小企業学会 東部部会事務局 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 堀  潔 （副会長：桜美林大学） 

 鹿住 倫世（幹事：専修大学） 

 遠山 恭司（幹事：立教大学） 

 

 

2019 年 5 月 31 日金曜日 

東部部会開催のお知らせ（5.31） 
6 月 22 日（土）および 7 月 13 日（土）に研究報告会を予定しています。 

例年、この時期の東部部会報告会は、９月の全国大会で報告される 

会員各位にご報告をお願いしています。 

 
※研究報告会は両日とも 13:00 から開始予定です。 
  
※6 月 22 日（土）の会場は、専修大学神田キャンパスです。 
 https://www.senshu-u.ac.jp/about/campus/ 
  
※7 月 13 日（土）の会場は、東洋大学白山キャンパスです。 
 http://www.toyo.ac.jp/nyushi/about/campus/ 
 
 
 日本中小企業学会 東部部会事務局 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 堀  潔 （副会長：桜美林大学） 
 鹿住 倫世（幹事：専修大学） 
 遠山 恭司（幹事：立教大学） 
 
 東部部会事務局 E-mail:  jasbs.east.13@gmail.com 
 （東部部会事務局宛の連絡やお問い合わせにご利用ください） 
 
 日本中小企業学会ウェブサイト：http://www.jasbs.jp/ 
 学会東部部会ブログ：http://jasbs13east.blogspot.jp/ 
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