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日本中小企業学会第 42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 42 回全国大会は、2022 年９月 24、25 日の両日、東洋大学白山キャンパス

にて開催予定である。今年もいまだコロナ禍にあり、開催を目前に控えた現在も、新しい変異株

が猛威をふるう第７波のただ中にあるが、山本聡大会準備委員会委員長のご尽力と、開催校であ

る東洋大学のご協力のもと、対面とオンラインを併用するハイブリッドでの開催ができそうであ

る。これまで 2 回続けて、オンライン開催を余儀なくされたこともあり、全面的な解禁ではない

ものの、対面での開催ができそうで、誠に喜ばしい。 

今回の全国大会の統一テーマは、「コロナ禍と中小企業経営～学際領域としての中小企業研究の

再考～」である。解題にも記されているように、コロナ禍が社会に変革をもたらし、中小企業経

営にも変化が促されたことを考えれば、学際領域としての中小企業研究に再び着目すること、そ

して、近年の成果から、コロナ禍の中小企業の姿を模索することは、学術的、政策的に大変意義

のあることだと言える。 

統一論題は、池田 潔（大阪商業大学）・堀 潔会員（桜美林大学）を座長に、報告者は寺岡 寛会

員(中京大学)、 安田武彦会員(東洋大学)、江島由裕会員(大阪経済大学)、山下紗矢佳会員(武庫川

女子大学)が、また、討論者として、浜田敦也会員(中京大学)、高橋徳行会員(武蔵大学)、山本聡

会員（東洋大学）が予定されている。また、自由論題は、コロナ禍での開催校都合もあり、例年よ

りもやや少ない 14 名の会員の報告が行われる。ハイブリッドでの開催となるが、会員諸氏の活発

な討議が行われることを期待する。 

また、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、「How important is it to combine cognition and emotion in entrepreneurship 

research?」を演題として、Prof. Chihmao Hsieh, Ph.D in Strategic Management (Associate 

Professor of Entrepreneurship, Founding Director, Center for Global Entrepreneurship, SUNY 

Korea から報告していただくことになっている。 

 なお、今回の全国大会開催では、コロナ禍でのハイブリッド開催ということもあり、例年のよ

うな懇親会は開催できないものの、当日、東洋大学に足を運んでいただいた先生方に旧交を温め

る場（アルコール抜き）を設けていただき、そこで東洋大学学生による①東洋大学 筝曲研究会、

②東洋大学 混声合唱団、③日本舞踊 から日頃の成果を披露していただけることとなった。 

今回の全国大会の開催に当たり、開催校である東洋大学の山本聡先生、安田武彦先生ほか、東

洋大学の先生ならびに事務の方々、プログラム委員長の堀潔先生やプログラム委員の諸先生に多

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 42 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、巻頭の挨拶とする。
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第 43回会員総会および第 42回全国大会のプログラム 

 

 2022 年 9 月 24 日（土）、25 日（日）に行われる第 43 回会員総会および第 42 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：コロナ禍と中小企業研究：学際領域としての中小企業研究の再考≫ 

 

【開催校・開催場所】 東洋大学白山キャンパス(ハイブリッド開催) 

連絡先 
住 所：東洋大学（白山キャンパス） 
〒112-8606  東京都文京区白山 5－28－20 東洋大学 山本聡研究室 
E-mail：chusho42nd@gmail.com 

 
大会準備委員会委員長 東洋大学 山本 聡 

≪大会専用ホームページ≫ https://sites.google.com/view/42ndnac 

1.配当教室は予定・変更可能性有、2.学内飲食は学食エリアのみ可能（8 号館地下 1 階など） 

【日程】2022 年 9 月 16 日(金) 役員会、9 月 24 日(土)～9 月 25 日(日) 第 42 回全国大会 

 ≪第１日目≫ 9 月 24 日(土)  

9:30 受付開始  受付： 

8 号館 8303 教室 

開放教室 8B11 / 8 号館地下一階 

 

10:00～12:00 自由論題報告（その１） （8 号館・3 階、6 階） 

第１分科会 8 号館 8601 教室 【企業家/起業家】 座 長 岡田 浩一 (明治大学) 

(1) 自営業者のバーンアウトと個人的企業家志向性 

第１分科会（１）のみ、9:50 開始/機器設備・配信の確認のため 

報告者 

 

討論者 

山本  聡  

藤村  まこと 

遠原 智文 

(東洋大学) 

(福岡女学院大学) 

(大阪経済大学) 

(2) 生活に関わる社会的課題解決に取り組む女性企業家たち 

：社会企業家育成に関する⼀考察 

報告者 額田  春華 (日本女子大学) 

 討論者 加藤  敦  (同志社女子大学) 

(3) 反平等志向的な規範は起業活動を活発にするのか？  

      

報告者 

討論者 

鈴木  正明 

飛田  努 

(⽇本⼤学)  

(福岡大学) 

第２分科会 8 号館 8301 教室 【事業継続】 座 長 長山 宗広 (駒澤大学) 

(1) 産地中⼩企業の「内製か外注か」選択における決定要因 報告者 吉原  元子 (山形⼤学) 

  討論者 大田  康博 (周南公立大学) 

(2) コロナ禍における中⼩企業経営者の健康問題と事業継続リスクに関

する研究       

報告者

討論者 

堀越  昌和 

村上  義昭 

(福山平成大学) 

(大阪商業大学) 

第３分科会 8 号館 8602 教室 【中小企業支援】 座 長 本多  哲夫 (大阪公立大学) 

(1) 基礎⾃治体の中⼩企業政策にかかる内部組織の現状と課題 

―兵庫県内市町を事例に 

報告者 

討論者 

近藤  健⼀ 

植田  浩史 

(兵庫県) 

(慶應義塾大学) 

(2) 地⽅における起業の促進策について−兵庫県⾹美町・朝来市の事例を

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 鹿住  倫世 (専修大学)  

(3) 地⽅⾃治体の創業⽀援・研究開発⽀援と地域中⼩企業の対応：⾃治

体・企業アンケート調査の結果を踏まえて 

報告者 

 

岡室  博之 

西村  淳一 

(⼀橋⼤学) 

(学習院大学) 

  討論者 文能 照之 (近畿大学) 

12:00～13:30 昼食休憩（弁当は 8 号館地下一階学食） 開放教室  8B11(予定) 

 役 員 会 スカイホール（予定） 編集委員会 8 号館 8502 教室 

13:30～14:30   会員総会 井上円了ホール  

   

   

   

   

https://sites.google.com/view/42ndnac
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14:30～16:00 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 (井上円了ホール) 

 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） 

 講演 How important is it to combine cognition and emotion in entrepreneurship research? 

  Prof. Chihmao Hsieh, Ph.D in Strategic Management 

 (Associate Professor of Entrepreneurship, Founding Director, Center for Global 

Entrepreneurship, SUNY Korea 

 司会 山本 聡  (東洋大学)  

16:00～17:30 Gala Concert 

after Pandemic 

presented  

by  

TOYO University 

Students 

井上円了ホール：参加費５００円 

 

１．東洋大学 筝曲研究会 

２．東洋大学 混声合唱団 

３．日本舞踊 

 

   

 ≪第２日目≫ 9 月 25 日(日)  

9:00 受付開始 受付： 

8 号館 8303 教室 

開放教室 8B11(予定) / ８号館地下一階 

9:30～10:50 自由論題報告（その２） （8 号館 3 階・6 階） 

第４分科会 8 号館 8601 教室 【中小企業研究】 座 長 林   伸彦 (愛知学院大学) 

(1) 経営学領域からみた日本における中小企業研究のアイデンティティ

とその展望 

報告者

討論者 

関   智宏 

大前 智文 

(同志社⼤学) 

(駒澤大学) 

(2) ワークプレイスラーニング研究の技能実習への適⽤可能性 報告者 中原 寛⼦  (神⼾⼤学・院) 

  討論者 丹下 英明 (法政大学) 

第５分科会 8 号館 8301 教室 【地域と中小企業】 座 長 山本  篤民 (日本大学) 

(1) 地域中⼩企業における多様性の増加と競争優位性の確⽴ 〜ケイパ

ビリティとしてのダイバーシティ・マネジメント〜 

報告者 

討論者 

三宮 直樹 

井上 善海 

(⼤阪商業⼤学・院） 

(法政大学) 

(2) ⼩型衛星開発による地域経済活性化の可能性 −福井と九州の事

例から− 

報告者 

討論者 

松井 雄史  

太田 一樹 

(日本政策金融公庫)  

(大阪商業大学) 

第６分科会 8 号館 8602 教室 【経営資源と差別化】 座 長 渡辺 俊三 (名城大学) 

(1) 中⼩の部品・製品メーカーにおける劣位性―外注取引関係にある注

⽂⽣産をしている企業に対する資源の依存性― 

報告者 

討論者 

松下 幸⽣  

長谷川英伸 

(千葉商科⼤学) 

(玉川大学) 

(2) 中⼩企業のデジタルトランスフォーメーション 報告者 江⼝ 政宏  (商工総研) 

  討論者 遠山 恭司 (立教大学) 

11:10～16:40 統一論題「コロナ禍と中小企業経営～学際領域としての中小企業研

究の再考～」 

(井上円了ホール) 

11:10～12:40 統一論題（その１） 座 長 池田 潔 (大阪商業大学) 

(1) 
学際領域としての中小企業研究の再考－地域研究の経験の限りにお

いて 

報告者 

討論者 

寺岡 寛 

浜田 敦也, 

(中京大学) 

(中京大学) 

(2) 
日本人が仕事に求めるもの、高度成長期末からの変化と起業家活動

に関する「非経済学的」考察 

報告者 

討論者 

安田 武彦 

鈴木  正明 

(東洋大学) 

(日本大学) 

12:40～13:30 昼食休憩 会員控室 

13:30～15:00 統一論題（その２）  座 長 堀  潔 (桜美林大学) 

(3) 
ADHD 起業家研究から見えてきた新たな企業家像～高い不確実性へ

の適合～ 

報告者 

討論者 

江島 由裕 

弘中  史子 

(大阪経済大学) 

(中京大学) 

(4) 
コロナ禍と中小企業の採用：『KOBE 採用イノベーションスクール』

の実施からみる成果と課題 

報告者 

討論者 

山下紗矢佳 

山本 聡 

(武庫川女子大学) 

(東洋大学) 

15:00～15:15 休 憩    
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15:15～16:30 統一論題討論会  

 座 長 池田 潔（大阪商業大学）・堀 潔（桜美林大学） 

 パネリスト 寺岡 寛 (中京大学) 

  浜田 敦也 (中京大学) 

  安田 武彦 (東洋大学) 

  鈴木 正明 (日本大学) 

  江島 由裕 (大阪経済大学) 

  弘中  史子 (中京大学) 

  山下 紗矢佳 (武庫川女子大学) 

  山本 聡 (東洋大学) 

16:30 閉会挨拶 開催部会・開催校代表 山本 聡（東洋大学） 
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【日本中小企業学会第 15 期役員選挙開票結果報告】  

本学会第 15 期役員選挙は 2022 年 1 月から 7 月にかけておこなわれ、会長候補者として池田 潔会員（大

阪商業大学）ならびに理事候補者が以下のとおり選出されました。  

 

◼ 第一次選挙 

理事候補者 20 名を選出するため、3 月 11 日締切（消印有効）で投票、3 月 26 日の西部部会役員会で開票

をおこない、以下の 20 名が選出されました。 

 

投票状況 投票者数 会員数 投票率 

東部部会 67 246 27.2% 

中部部会 28 65 43.1% 

西部部会 87 177 49.2% 

九州部会 13 22 59.1% 

総  数 195 510 38.2% 

 

          （敬称略） 

東部部会（定数 10） 中部部会（定数 2） 西部部会（定数 7） 九州部会（定数 1） 

順位 氏名 票数 順位 氏名 票数 順位 氏名 票数 順位 氏名 票数 

1 岡室 博之 34 1 弘中 史子 12 1 池田  潔 59 1 大田 康博 8 

2 長山 宗広 29 2 寺岡  寛 10 2 本多 哲夫 49       

3 堀   潔 26       3 関  智宏 42 次点以降   

4 鹿住 倫世 21 次点以降   4 文能 照之 41 2 笹川 洋平 2 

5 岡田 浩一 20 3 林  伸彦 7 5 太田 一樹 39       

6 遠山 恭司 20 4 大前 智文 5 6 山下紗矢佳 37 1 票以下は省略   

7 山本 篤民 20       7 前田 啓一 36       

8 駒形 哲哉 17 4 票以下は省略               

9 許  伸江※ 16       次点以降         

9 山本  聡※ 16       8 梅村  仁 29       

            9 粂野 博行 28       

次点以降         10 藤川  健 22       

9 高橋 美樹 16       11 西岡  正 20       

12 安田 武彦 15                   

13 大貝 健二 11       19 票以下は省略         

14 鈴木 正明 11                   

15 三井 逸友 11                   
                        

10 票以下は省略                     

                        

※得票同数のため、抽選により決定した。 
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◼ 第二次選挙 

追加理事候補者 10 名を選出するため、第一次選挙で選出された理事候補者 20 名により、5 月 10 日締切（消

印有効）で投票、5 月 21 日の西部部会役員会で開票をおこない、以下の 10 名が選出されました。 

 

投票者数：16 名 延べ投票数 155 票 

（敬称略） 

東部部会 中部部会 西部部会 九州部会 

順位 氏名 票数 順位 氏名 票数 順位 氏名 票数 順位 氏名 票数 

4 安田 武彦 10 5 林  伸彦 9 1 藤川  健 13 7 笹川 洋平 8 

8 高橋 美樹 7 8 大前 智文 7 2 粂野 博行 12       

            2 西岡  正 12       

            5 梅村  仁 9       

            10 大貝 健二※ 6       

次点以降 

10 鈴木 正明 6       10 長谷川英伸 6       

5 票以下は省略 

※得票同数のため、抽選により決定した。 

 

◼ 会長選挙 

会長選挙は理事候補者 30 名により、6 月 17 日締切（当日消印有効）で投票、7 月 9 日の西部部会役員会

で開票をおこない、池田 潔会員が会長候補者として選出されました。 

 

投票者数：26 名 投票数：26 票 

 （敬称略） 

会長候補者 池田  潔（大阪商業大学） 12 票 

  堀   潔（桜美林大学） 11 票 

  弘中 史子（中京大学） 3 票 
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【事務局からのお知らせとお願い】 

【第 43 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アナウンスされる大会出欠案内にて、委任

状の提出をお願い申し上げます。 

▼大会出欠案内（委任状） 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePmp5pF932t8v6Nsa6uxKqGt2r-

KrbfMn0X4kPU5pZo4JHHw/viewform 

 

【学会論集 41 の発送について】 

学会論集は 2022 年 6 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。ご理解とご協力を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】 

金融機関名 ゆうちょ銀行 

郵便振替口座（記号番号） 00900-5-334434 当座 

支店番号 ０九九 （ゼロキュウキュウ） 

口座番号 0334434 

加入者名 日本中小企業学会 

（ニホンチュウショウキギョウガッカイ） 

 

 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。 

 

【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   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePmp5pF932t8v6Nsa6uxKqGt2r-KrbfMn0X4kPU5pZo4JHHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePmp5pF932t8v6Nsa6uxKqGt2r-KrbfMn0X4kPU5pZo4JHHw/viewform
https://forms.gle/vVyZfH6jmjuYU6Ai6

