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日本マネジメント学会 

会員各位 

 

日本マネジメント学会第 86回全国研究大会のご案内  

 

大会実行委員長 村橋 剛史（朝日大学）  

  

日本マネジメント学会第 86回全国研究大会は、統一論題「SDGｓ時代のマネジメント」のも

と、2022年 10月 28日（金）～30日（日）の日程で、岐阜県にある朝日大学で開催いたします。  

統一論題は「SDGs時代のマネジメント」です。SDGsは世界共通の価値を表す標語となってお

り、企業のマネジメントにも大きな影響を及ぼしています。  

企業の事業活動と社会のかかわりは主に企業の社会的責任（CSR）として、数多くの研究が行

われ企業活動に生かされてきました。企業がさまざまなステークホルダーのニーズに対応し、社

会の信頼を得て企業価値を向上させ、企業の持続的な発展につなげることが重要と考えられてい

ます。 

CSRの重要性は現在も変わりませんが、SDGsが世界共通の価値だと認識される中で、企業は社

会と共生し企業と社会全体がともに持続的に発展するという幅広い視点から考えることが必要に

なっています。 企業の活動が社会に与える影響は従来にも増して大きくなっており、社会の発

展に企業活動を積極的に活用しようという考え方が広まっています。このような状況の下で SDGs

が企業活動にどのような変化をもたらしているのか、今後どのように影響していくのかを今回の

全国研究大会で明らかにしていきたいと思います。 

今回の全国研究大会では、主に地方で SDGsを取り入れて事業を運営している企業経営者をお

招きし、その実践をもとに実・学一体となって、これからの企業経営のあり方を議論していきた

いと考えています。また、海外の実務家、研究者の方にご参加いただいて国際シンポジウムを行

い、企業における SDGsの取り組みについて国際比較も行い、より企業と SDGsのかかわりについ

て知見を深めてまいりたいと存じます。 

会員の皆さま方におかれましては、万障お繰り合わせの上、ふるって今大会にご参加ください

ますようお願い申し上げます。  

 

なお、現在は開催地での対面開催を予定しており、オンラインでの参加はできません。 

新型コロナウイルスの状況によって、オンライン開催に切り替わる場合もあります。そ

の場合は、9月 20日（火）ごろをめどにホームページとメールでご連絡いたします。 

 

第 86回全国研究大会 実行委員会 

 実行委員長  村橋剛史 （朝日大学）   実行副委員長  亀倉正彦（名古屋商科大学） 

 実行委員   水野清文 （名古屋学院大学） 実行委員  横井祐一（朝日大学） 
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  日本マネジメント学会 第 86回全国研究大会プログラム 

統一論題 「SDGs時代のマネジメント」  

10月 28日（金）  

■14：40～16：40  企業見学  （移動時間を含む） 

 株式会社岐阜バイオマスパワー 岐阜県瑞穂市牛牧７５８番地 

                  TEL：058-372-2200 FAX：058-372-2123 

参加定員 20名（先着順）      朝日大学正門前集合 車で移動 

 

10月 29日（土）    

■9：40～9：50   開会の挨拶  

 学会長 松村 洋平氏 （立正大学）  大会実行委員長 村橋 剛史氏（朝日大学） 

■9：50～12：00 統一論題セッション１  

司会：亀倉 正彦氏（名古屋商科大学）     

［趣旨説明：10分、報告：40分、討論 40分 計 170分］             会場：6202講義室  

10：00～10：40  
報告者１：井上 二三夫氏（株式会社岐阜バイオマスパワー 代表取締役社長） 

テーマ１：木質バイオマス発電と SDGｓ 

10：40～11：20  
報告者２：松原 茂仁氏（星城大学） 

テーマ２：農村集落と持続可能性 

11：20～12：00  
報告者３：三浦 茂雄氏（わかば農園株式会社 代表取締役社長） 

テーマ３：大規模農業のマネジメント 

■12：00～13：00 昼休憩 

13：00～13：40  

パネラー：井上 二三夫氏、松原 茂仁氏、三浦 茂雄氏 

代表質問者：當間 政義氏（和光大学） 

司会：亀倉 正彦氏（名古屋商科大学）                   会場：6202講義室 

■13：40～13：50休憩 

■13：50～16：20  国際シンポジウム 「SDGsの国際比較 カーボンゼロに焦点をあてて（仮）」 

司会：大野 和巳氏（文京学院大学） 

［趣旨説明：10分、報告：40分、報告・討論 100分 計 150分］           会場：6202講義室  

14：00～14：40  
報告者：李 彰洙氏（サムスン電子株式会社 メモリー事業部チーム長 副社長） 

テーマ：'Sustainability for All, Samsung Semiconductor  

(副題 : 2040 Net-Zero)' 

14：40～16：20  

各国の状況報告（20分×3名） パネルディスカッション（40分） 

司会：大野 和巳氏（文京学院大学） 

パネラー：粟屋 仁美氏（敬愛大学） 

パネラー：梁 濬煥氏（韓国経営教育学会） 

パネラー：劉 永鴿氏（東洋大学） 

■16：20～16：30 休憩 
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■16：30～17：30 基調講演                                 会場：6202講義室 

講演者：土屋 諭氏（株式会社大垣共立銀行 常務取締役） 

テーマ：OKBが描くサステナビリティ 

司会 ：横井 祐一氏（朝日大学）  

 

■17：30～17：40  開催校挨拶  

  大友 克之氏（朝日大学 学長） 

 

■17：50～18：30   情報交換会                             会場：6号館１階食堂 

 ＊情報交換会においては軽食を用意しますが、アルコール類の提供は行いません。 

  

  

10月 30日（日） 

■9：50～13：40 統一論題セッション２    

司会：加藤 里美氏（愛知工業大学）  

［趣旨説明：10分、報告：40分、討論 40分 計 170分］            会場：6202講義室 

10：00～10：40  

報告者１：生駒 健二 氏（ エイベックス株式会社 執行役員） 

テーマ１：持続可能な経営環境づくり 

10：40～11：20  

報告者２：今枝 薫 氏（ 東邦ガス株式会社 用地開発推進部長） 

テーマ２：みなとアクルス開発における SDGs への取組み 

11：20～12：00 

報告者３ 田中 信康 氏（ サンメッセ総合研究所株式会社 代表） 

テーマ３ 循環型社会の実現に向けて～環境・経済・社会の 3 側面を意識した SDGs 

実装こそが重要課題～  

■12：00～13：00 昼休憩 

■13：00～13：40 統一論題セッション２(パネルディスカッション)  

パネラー：生駒 健二 氏、今枝 薫 氏、田中 信康 氏 

代表質問者：田中 克昌氏（文教大学） 

司会：加藤 里美氏（愛知工業大学）                                会場：6202講義室 

■13：40～13：50休憩 
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■15：10 閉会の挨拶 組織委員長 井上 善海氏（法政大学） 

 

 

 

 

 

■13：50～15：20 自由論題セッション［報告：25分、コメントおよび質疑：15分 計 40分］ 

 
Ａ会場 

[513講義室] 

Ｂ会場 

[512講義室] 

Ｃ会場 

[511講義室] 

13：50 

～ 

14：30 

報告者 
内藤 真砂子氏 

（京都産業大学大学院） 

高岡 慎一郎氏 

（甲南大学大学院） 

西田 陽子氏 

（法政大学大学院） 

テーマ 

企業経営と組織文化～山

一証券を事例として～ 

海外現地法人における日本

人駐在員社長の役割適応に

ついて～社長 9名へのイン

タビューに関する質的分析

～ 

地域企業による社会課題解

決に関する一考察～中山間

地域における生活環境を維

持する活動を事例に～ 

コメンテータ

ー 

世良 和美氏 

（東洋大学現代社会総合

研究所） 

村田 大学氏 

（大原大学院大学） 

堀野 亘求氏 

（敬和学園大学） 

司 会 

桑原 重雄氏 

（宮崎国際大学） 

谷川 寿郎氏 

（北海道科学大学） 

大東 正虎氏 

（ノートルダム清心女子大

学） 

14：30 

～ 

15：10 

報告者 

萩野 紀之氏（聖学院） 

手塚 貞治氏(國學院大

學） 

北野 康氏 

(大東文化大学経営研究所) 

今井 範行氏 

(名古屋国際工科専門職 

大学) 

テーマ 

企業のビジョン・ミッシ

ョンと従業員個人のビジ

ョン・ミッションが創り

出す企業文化の研究 

台湾企業における心理的エ

ンパワーメントが能力発揮

に与える効果～調整変数と

しての個人差要因に着目し

て～ 

社員の人間性尊重にもとづ

くトヨタ的コスト低減の考

察 

コメンテータ

ー 

小野瀬 拡氏 

（駒澤大学） 

池田 玲子氏 

（羽衣国際大学） 

藤井 辰朗氏 

(中部大学) 

司 会 
野林 晴彦氏 

（金沢星稜大学） 

小具 龍史氏 

（二松学舎大学） 

清水 健太氏 

(松蔭大学) 
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［朝日大学キャンパス］                           

  

 [交通アクセス]  

 

 

バス乗り場 

正門 
６号館 

５号館 

岐阜 

南門 

スクールバス５分、徒歩２０分とありますが、実際はスクールバス８分、徒歩２５分かかります 

岐阜⇔穂積 は約６分 

大垣 

大垣⇔穂積 は約４分 

南口 

朝日大学行のバス停でス

クールバスにご乗車くだ

さい。（乗り場が少しわ

かりにくいです） 

🚏 
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バスの時刻表  10月 29日（土）、30日（日）は臨時ダイヤとなります。所要時間約 8分 

10月 29日（土）  穂積駅発 大学行      10月 29日（土）  大学発 穂積駅行 

8時 24分 47分 13時 25分 50分  9時 04分 36分 14時 15分 40分 

9時 21分 51分 14時 25分 50分  10時 03分 40分 15時 00分 

10時 26分 50分 15時 なし  11時 05分 40分 16時 30分 

11時 15分 50分 16時 なし  12時 05分 45分 17時 なし 

12時 13分 55分 17時 なし  13時 15分 40分 18時 00分 50分 

10月 30日（日）  穂積駅発 大学行      10月 30日（日）   大学発 穂積駅行 

9時 20分 50分 12時 20分   12時 00分 14時 00分 50分 

10時 30分  13時 10分 50分  13時 なし 15時 30分 

11時  なし 14時 なし      

タクシーは穂積駅南口に乗り場がありますが、もし手配される場合は日本タクシー配車センター

（０５８－２４６－１２１２）をご利用ください。（穂積駅北口にも乗り場があります） 

宿泊について 

 原則として、各参加者でホテル等の手配をお願いいたします。当日、近くで大規模なスポーツイベ

ントがあり、岐阜駅周辺のホテルはかなり予約で埋まっていますので、早めの手配をお勧めします。 

 なお、大学で提携している岐阜キャッスルイン（岐阜駅から徒歩 5分）で 15室シングルルームを

確保しています、希望される方は、宿泊予定日と部屋のタイプを電子メールでご連絡ください。先着

順で 9月 15日（木）まで受け付けします。電子メールのあて先 management86zenkoku@gmail.com  

 シングルルーム Aタイプ 1泊 5,800円  シングルルーム Bタイプ（広めの部屋）1泊 6,800円 

 喫煙の部屋です。消臭を行っていますが、タバコがダメな方は他の宿泊施設をご利用ください。 

岐阜キャッスルイン（ http://www.gifu-c.jp/ 岐阜市県町 2丁目 8番地 TEL：058-262-3339 ） 

岐阜駅、大垣駅周辺の主なホテルは次の通りです。大学や穂積駅周辺には宿泊施設はありません。 

岐阜駅周辺  コンフォートホテル岐阜  ドーミーイン岐阜駅前   ホテルリソル岐阜  

岐阜ワシントンホテルプラザ   ABホテル岐阜    岐阜グリーンホテル   

大垣駅周辺  コンフォートイン大垣 くれたけインプレミアム大垣駅前 スーパーホテル大垣駅前 

長良川河畔  都ホテル岐阜長良川  岐阜グランドホテル  鵜匠の家すぎ山 

 

企業見学のお申し込みについて  

見学日時 10月 28日（金） 14時 40分大学正門前集合 2時間程度 

見学先のご都合により、参加定員を 20 名（先着順）といたします。見学参加ご希望の方は、以下の

メールアドレスへ 9月 30 日（金）までにお申し込みください。お名前、ご所属、携帯電話番号の記

載をお願いします。お申し込みの結果につきましては、10 月 3日（月）より、順次電子メールにて

回答いたします。  申し込み用電子メールのあて先：management86zenkoku@gmail.com  

【株式会社岐阜バイオマスパワー】http://www.bio-gifu.co.jp/index.php 

 岐阜県瑞穂市牛牧７５８番地    主要株主：岐セン株式会社  

代表取締役社長：井上二三夫   関連会社：株式会社バイオマスエナジー東海 

現在、岐阜県で唯一の木質バイオマス発電所です。商業運転開始：平成２６年１２月 

mailto:management86zenkoku@gmail.com
http://www.gifu-c.jp/
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◇◇ 参 加 要 領 ◇◇  

  

【お申込方法・大会参加費等】  

右記の QRコードを読み込んでいただくか、あるいは次の URL

（ https://forms.gle/UBz29y24QFKSqcsp6 ）にアクセスするかして

いただいて、Googleフォームで参加申し込みをしてください。  

不参加の場合は、連絡は不要です。 

Googleフォームでの申し込みが困難な場合は、同封の参加申込書を FAXまたは郵送してくださ

い。（FAX先 058-329-1359、郵送先 〒501-0296 岐阜県瑞穂市穂積１８５１ 朝日大学 経

営学部 村橋剛史 行 お手数ですが、封筒および郵送代はご負担ください。） 

準備の都合上、10月 14日（金）までに参加申し込みをお願いいたします。  

非会員の方もご参加いただけます。お誘い合わせの上ご参加ください。  

 

【大会参加費等一覧】  

大会参加費は、当日現金支払いのみとしております。当日領収書を発行します。  

大 会 参 

加 費  

※ １  

  
当日現金払  弁当代（30日のみ）※３ 

会 員  非会員  共通 

一般  ￥５，０００  ￥７，０００  ￥１，０００  

院生※２   ￥３，０００   ￥５，０００   ￥１，０００  

※１：大会参加費には、29日（土）夕方に行う情報交換会の費用を含みます。  

※２：大学院生の方は院生会費にてご参加できます。当日受付時に学生証をご提示ください。  

※３：10月 30日（日）に参加され、昼食をとられる方は弁当をお申し込みください。 

  （10月 29日（土）は学内の食堂をご利用ください。）  

   なお、大学の近隣には食事ができる施設はありません。 

  

 

日本マネジメント学会第 86回全国研究大会 実行委員会  

大会実行委員長   村橋剛史（朝日大学）  

              大会実行副委員長  亀倉正彦（名古屋商科大学）   

  

◇お問い合わせ先 E-mail ： management86zenkoku@gmail.com  

     TEL、FAXの場合： 058-329-1359 

    当日の連絡先： 090-4855-6415（村橋携帯） 

            090-6768-4512（水野携帯） 

〒501-0296  岐阜県瑞穂市穂積１８５１ 

                朝日大学経営学部   村橋剛史研究室  
 

 

https://forms.gle/UBz29y24QFKSqcsp6

