日本マネジメント学会
第 78 回全国研究大会
統一論題
「地域活性化と CSV−産官学連携を中心に－」
2018 年 10 月 27 日～28 日
会場 : 常葉大学草薙キャンパス
静岡県静岡市駿河区弥生町６−１

全体スケジュール
10 月 27 日
（土）

9:30
受付開始

10:00～12:00
開会式・統一論題報告（1）

12:00～13:00
昼食
理事会

10 月 28 日
（日）

9:30
受付開始

10:00～11:50
自由論題報告(1)

11:50～13:00
昼食

13:00～16:25
統一論題報告（2）
13:00～14:50
自由論題報告
（２）

16:40～
17:40
特別講演

14:50～
15:00
閉会式

日本マネジメント学会 第 78 回全国研究大会 実行委員長 文 載皓

18:00～
懇親会

日本マネジメント学会第78回全国研究大会プログラム
統一論題 「地域活性化とCSV−産官学連携を中心に－」
会場：常葉大学 静岡草薙キャンパス

第１日 10月27日（土）
9：30～

受付

9：50～10：00

開会式
会長挨拶 日本マネジメント学会会長 亀川雅人
大会校挨拶 第78回全国研究大会実行委員会委員長 文 載皓

10：00～12：00
10：00～12：00
報告者（１）

統一論題セッション（１） （報告：各35分 質疑応答15分 計120分）（C301教室）
統一論題セッション
松永秀昭氏（静岡市企画局長）

報告テーマ（１）

静岡市におけるSDGｓの取り組み−世界に輝く静岡の実現へ−

報告者（２）

徳田康行氏（鈴与グループ・ベリキャリエール代表取締役）

報告テーマ（２）

地域との共生の歴史

報告者（3）

井上善海氏（法政大学）

報告テーマ（３）

地域活性化と新産業創出

司会者

佐藤一義氏（立正大学）

12：00～13：00

休 憩（C３０２教室）
理事会（第４会議室）

13：00～16：25
13：00～16：25

統一論題セッション（２） （報告：各35分 討論90分 休憩10分 計205分）（C301教室）
統一論題セッション

報告者（4）

中井俊裕氏（静岡ガス執行役員）

報告テーマ（4）

「まちづくり」からCSVへ‐スマートシティの取り組み事例から得たもの‐

報告者（5）

李 彰洙氏（日本サムスン株式会社 常務取締役）

報告テーマ（5）

企業価値とCSV-高性能低電力部品の事例－

報告者（6）

粟屋仁美氏（敬愛大学）

報告テーマ（6）

静脈産業にみるCSVの限界−再生の経営学から考える−

コーディネーター

井上善海氏（法政大学）、粟屋仁美氏（敬愛大学）

司会者

櫻澤 仁氏（文京学院大学）

16：40～17：40
16：40～17：40
講演者

特別講演 （60分）（C301教室）
記念講演
笹谷秀光氏（伊藤園顧問(前専務)、CSR/SDGコンサルタント）

講演テーマ

地域活性化とCSVの新展開-持続可能な開発目標（SDGs)活用-

司会者

文 載皓氏（常葉大学）

18：00～

懇親会（常葉大学草薙キャンパス トコ・カフェ）

第２日 10月28日（日）

9：30～

受付

10：00～11：50
10：00～10：50

自由論題報告（1） （各報告 報告：30分 コメントおよび質疑：20分
A会場（A４０３教室）（自由論題） B会場（A４０4教室）（自由論題）

報告者

胡 雪莹氏（桜美林大学大学院） 吉本悟史氏（東洋大学大学院）

コメンテーター

中小企業における効果的なIT経
吉利汽車のボルボ買収からみた
営に関する一考察−攻めのIT経
中国自動車企業の海外経営資源
営中小企業百選を対象とした調
利用戦略
査をもとに−
杉山 章氏（ＵＤトラックス株式会社上野哲郎氏（和光大学）

司会者

萩原道雄氏（萩原経営研究所）

報告テーマ

11：00～11：50

（自由論題）

田中克昌氏(日本経済大学）
（自由論題）

計50分）
C会場（A４０5教室）（自由論題）
佐藤聡彦氏（明治大学大学院）
社会的事業に関する一考察−非営
利事業と営利事業との関係から−
松本 潔氏（自由が丘産能短期大学
大杉奉代氏（香川大学）
（自由論題）

報告者

木村敏夫氏（流通科学大学）

小松智子氏（立教大学大学院）

亀倉正彦氏（名古屋商科大学）

報告テーマ

非財務情報と社会業績情報−デ
ンマーク企業の情報開示−

ファミリービジネスの事業承継−
事例に基づく経営教育−

瀬戸窯業の土資源と戦略的意図

コメンテーター

坂井 恵氏（千葉商科大学）

斉藤 明氏（実践女子大学）

馬場晋一氏（長崎県立大学）

司会者

平屋伸洋氏（明治大学）

安田直樹氏（東京理科大学）

山中伸彦氏（立教大学）

11：50～13：00

休 憩（C３０２教室）
大会委員会（第４会議室）

13：00～14：50
13：00～13：50

自由論題報告（２） （各報告 報告：30分 コメントおよび質疑：20分
A会場（A４０３教室）（自由論題） B会場（A４０4教室）（自由論題）

報告者

大野和巳氏（文京学院大学）

東 俊之氏（長野県立大学）

報告テーマ

M&A戦略とビジネスモデル

「伝統のマネジメント」に関する一
考察―伝統と正当性の関係を中 非営利法人のマネジメントサイクル
心として−

コメンテーター

木下耕二氏（日本生産性本部）

大平義隆氏（北海学園大学）

村田大学氏（大原大学院大学 ）

司会者

樋口弘夫氏（和光大学）

仁平晶文氏（千葉経済大学）

青淵正幸氏（立教大学）

14：00～14：50

（自由論題）

（自由論題）

報告者

池谷圭右氏（東洋大学大学院）

杉原成幸氏（法政大学大学院）

報告テーマ

中小企業の意思決定プロセスに 企業不祥事抑止に関する一考察
影響を与える要因−経営者属性・ −ガス機器メーカーR社を事例とし
企業体・経営戦略を中心として− て−

コメンテーター

柴田仁夫氏（埼玉学園大学）

瀬戸正則氏（広島経済大学）

司会者

石毛昭範氏（拓殖大学）

水野基樹氏（順天堂大学）

14：50

閉会式
挨拶 日本マネジメント学会 組織委員会副委員長 井上善海

計50分）
C会場（A４０5教室）（自由論題）
川野祐二氏（下関市立大学）

参加要領
【大会参加申込み】
同封の返信ハガキに該当事項をご記入の上、10 月 1 日（月）までにご返送ください。

【参加費等】
事前申込み

当日受付

お弁当は事前申し込み分のみご手配しま

大会参加費（一般）

10,000 円

10,500 円

す。土曜日は学生食堂が営業していません。

大会参加費（院生）

5,000 円

5,500 円

さらに、近隣にコンビニやレストランも営

無料

無料

業していますが、会場からは遠いため、お弁

単価 1,000 円

当日受付なし

懇親会費
弁当（27 日、28 日）

当のご購入をお勧め致します。

【郵便振替口座】
口座番号：00820-4-217539 口座名義：
「第 78 回日本マネジメント学会全国研究大会」
※同封の郵便振替払込用紙をご利用の上、10 月 8 日（月）までにお振込みください。当日は念のため振込用紙の控え
もしくはコピーをお持ちください。

【懇親会】
懇親会場は常葉大学草薙キャンパスの学内（トコ・カフェ）にあります。

【ホテルの予約】
別紙を参照してください。

【会場へのアクセス】
・JR 草薙駅北口から徒歩約 3 分
・静岡鉄道線 「草薙」駅徒歩
約 4 分（出口は一つです）

【お問い合わせ先】
実行委員長 文 載皓
E-mail jhmun@sz.tokoha-u.ac.jp
電話 054-297-6243

