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第74回日本マネジメント学会全国研究大会プログラム

統一論題

　「地域創生のマネジメント」
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統一論題



 第 74 回日本マネジメント学会全国研究大会プログラム 

統一論題  地域創生のマネジメント 
会場 : 流通科学大学 

 
第 1 日 2016 年 10 月 14 日(金) 

13:00 企業見学 (株式会社増田製粉所)  現地集合 
       神戸市長田区梅ケ香町 1 丁目 1 番 10 号 
 17:00  理事会  (流通科学大学 研究講義棟 3 棟１階 3111 会議室) 
 
第 2 日  2015 年 10 月 15 日(土) 

受付 9:30   講義研究棟 2 【１階】 2115 室 
 
講義研究棟 2 【1 階】 2111 室 

10:00～10:15  開会挨拶 第 74 回全国研究大会実行委員会 木村敏夫 
                 会長挨拶 日本マネジメント学会会長 柿崎洋一氏   
 

産学シンポジウム講演   講義研究棟 2 【1 階】 2111 室 
(報告者 45 分 質疑 15 分 計 60 分) 
10:25～11:25 地域創生と企業の役割 

報告者 株式会社増田製粉所代表取締役社長 武政亮佐氏 
講演テーマ 食生活の変化と企業経営 

司会者 木村敏夫 
 

自由論題報告 1 講義研究棟 2 【2 階】 
   (報告 25 分、コメントおよび質疑 15 分 計 40 分)  

11:35～12:15 A 会場 2213 講義室 B 会場 2214 講義室 C 会場 2215 講義室 
報告者 

 
井上善海氏（東洋大学） 塩見芳則氏（大阪芸術大

学短期大学部） 
 

報告テーマ 
 

中小企業の外部機関との連

携-モノ作り中小企業 1,200
社を対象とした調査をもとに

- 

ミドル・マネジャーの役割

行動に関する研究－コ

ア・ストラテジー・ミドルの

有効性－ 

 

コメンテータ- 
 

髙垣行男氏(駿河台大学） 福原 康司氏（専修大  

司会者 大野和巳氏（文京学院大

学） 
當間政義氏（和光大学）  

 
12:15～13:15  昼食 
統一論題シンポジウム 地域・地方と国家  講義研究棟 2 【1 階】 2111 講義室 
(報告者 35 分、討論者 15 分、討議 45 分 計 180 分) 

13:20～16:20 地域創生と地域計画 
報告者 松原茂仁氏（関西国際大学）  地方創生とアグリビジネス 
報告者 稲松敏彦氏（神戸市役所）   地域創生－神戸市の取り組みと課題  
報告者 毛利雄一氏（IBS 計量計画研究所） 国土のグランドデザイン 
討論者 櫻澤仁氏（文京学院大学）  
司会 佐々木利廣氏(京都産業大学） 

［13:20～13:55、14:00～14:35［10 休憩］14:45～15:20 討論者 15 分（15:35）、討論 15:35-16:20］ 



  記念講演   講義研究棟 2  【1 階】 2111 講義室 
16:30～17:30 記念講演 

講演者 金野幸雄氏（一般社団法人ノオト代表理事） 
講演テーマ 地域創生と古民家再生のマネジメント 

司会者 木村敏夫(流通科学大学) 
 

17:45～19:15 懇親会［受付 17:00］ 学内レストラン 1 階 
 

第 3 日  2016 年 10 月 16 日(日) 

  9:30～13:00  受付 
統一論題シンポジウム 観光まちづくりと地域創生  講義研究棟 2 【1 階】 2111 講義室 

 (報告者 35 分、討論者 10 分、討議 40 分 計 120 分)  
10:10～12:10 観光と地域創生 

報告者 岸野啓一氏（岸野都市交通計画コンサルタント）  
報告テーマ 最近の観光まちづくりマネジメント事例 

報告者 庄司貴行氏(立教大学)   
報告テーマ 食農による地域創生のフレームワーク 

討論者 村瀬慶紀氏(（鈴鹿大学）  
司会者 細野賢治氏（広島大学） 

 ［10:10～10:45、10:45～11:20、討論者（11:20～11:30）、討論 11:30～12:10］ 
 

12:10～13:00  昼食 会員控え室 講義研究棟 2  【1 階】 2109 講義室 
 
自由論題報告 13:00～15:10 

(報告 25 分、コメントおよび質疑 15 分 計 40 分)  
自由論題報告 1 講義研究棟 2 【2 階】 

司会者 手塚公登氏（成城大学） 須田敏子氏（青山学院

大学） 
大平浩二氏（明治学院大

学） 
13:00～13:40 A 会場 2213 講義室 B 会場 2214 講義室 C 会場 2215 講義室 

報告者 東 俊之氏（金沢工業大

学） 
世良和美氏（広島大学

大学院） 
田中克昌氏（東洋大学大

学院） 
 

報告テーマ 
 

伝統産業の地域性、伝統

性 ―地域協働の視点か

ら― 

戦略的 CSR 検討のた

めのステイクホルダー

論についての一考察 

ユーザー・イノベーション

がもたらすイノベーショ

ン・リーダーの変質-提供

企業に求められるイノベ

ーション・マネジメント- 
コメンテーター 馬場晋一氏（長崎県立大

学） 
鈴木秀一氏（立教大

学） 
間嶋崇氏（専修大学） 

自由論題報告 2  
13:45～14:25 A 会場 2213 講義室 B 会場 2214 講義室 C 会場 2215 講義室 

報告者 
 

大杉奉代氏（香川大学） 堀内美雅乃氏（大鵬薬

品工業株式会社） 
東 史恵氏（専修大学大学

院） 
 

報告テーマ 
 

中小企業のネットワークに

関する一考察－四国地

域の新連携事例－ 

日本企業の戦略的再

方向付け－製薬業界

の事例を中心として－ 

さまざまなアクターによる

協働的な学習と価値創

造：ロボットを活用した介

護サービスを事例として 



コメンテーター 小嶌正稔氏(東洋大学） 羽田明浩氏（国際医療

福祉大学） 
松本潔氏（産能短期大

学） 
自由論題報告 3 

14:30～15:10 A 会場 2213 講義室 B 会場 2214 講義室 C 会場 2215 講義室 
報告者 

 
濱田初美氏（立命館大

学） 
細貝圭二郎氏（有限会

社細貝地域サービス） 
溝下 博氏（広島大学大学

院） 
報告テーマ 

 
Active Learning 方式によ

る経営幹部の養成 
 

東日本大震災前後の

石巻市における地価変

動についての一考察 

プラットフォームサービス

の考察－PF の仲介者の

ビジネスモデル－ 
コメンテーター 聞間理氏(九州産業大

学） 
杉田博氏（石巻専修大

学） 
相原章氏（成城大学）  

 
15:10 閉会 
 
 


