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実践経営学会会報
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No.2
通巻 93号

８ 月発行

　実践経営学会第62回全国大会のプログラムをお届けいたします。第62回大会は、2019年9月6日（金）
～8日（日）の3日間、金沢星稜大学（石川県金沢市御所町）において、上記の統一論題のもとに開催さ
れます。
　今回の全国大会は、2015年3月北陸新幹線が開通し、観光を中心に多くの人々が訪れると共に長い伝統
と新しさの二面性を持つ金沢市で開催いたします。その伝統と革新を感じさせる代表的な場所を
Ｅｘｃｕｒｓｉｏｎ で訪問できますよう準備いたしました。
　統一論題シンポジウムでは、歴史的な建造物に加え、工芸・美術・文学・音楽といった文化を長年大事
に育みながら、同時に、先端技術を有する製造業や、高い競争力を持つ幅広い情報産業なども充実してい
る金沢が、北陸新幹線の開通により、その方向性をどう定めていくべきなのか。それは、金沢のみならず、
全国各地にも該当する普遍的なテーマとして議論する価値のあるものだと考えております。
　また、自由論題報告につきましては、多くの会員の皆様からお申し込みを頂き、ありがとうございまし
た。大会準備におきましては、井形浩治会長、田中敬一副会長、島田裕司本部長に大変お世話になりまし
たこと御礼申し上げます。
　会員の皆様方の第62回全国大会へのご参加、よろしくお願い申し上げます。

第62回全国大会プログラム
2019年９月6日（金）～8日（日）

大会実行委員長
奥村 実樹（金沢星稜大学）

[ 統　一　論　題 ]

伝統と革新が共存する都市の創造
日程：９月6日（金）　 Excursion（学会研修ツアー）・実践経営学会理事会
　　　７日（土）　・　8日（日）　　　　　全国大会
会場：金沢星稜大学（石川県金沢市）

9月6日（金）　Excursion（学会研修ツアー）・実践経営学会理事会
14：00：　金沢駅前東口集合（大会貸し切りバスにて移動）

研修予定地：金沢21世紀美術館―近江町市場―東茶屋街

17：00：　大学到着予定

17：30～1８：30：　常任理事会（開催場所：金沢星稜大学・本館第2会議室）

1８：30～19：30：　第50期～第52期理事会（開催場所：金沢星稜大学・本館第3会議室）

19：30~20：30：　合同理事会（第50期～第52期、第53期～第55期）
　（開催場所：金沢星稜大学・本館第3会議室）
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9月7日（土）

１）参加受付：9：30～ （本館4階）

２）自由論題：10：00～12：10	（本館4階	or	5階）
　自由論題報告（20分）・コメント（5分）・質疑応答（5分）

●第１会場　A42教室

No 時間 報告者 所属 テーマ 座長 コメンテーター

1 10:00～10:30 後藤　俊夫 日本経済大学大学院 「社会の公器」論の過去・現在・将
来について

平野　賢哉
（東洋学園大学）

井原　久光
（東京富士大学）

2 10:30～11:00 篠原　　淳 園田学園女子大学
経営者の意思決定と合理性
－制度の選択に関する意思決定要因
の影響－

井原　久光
（東京富士大学）

11:00～11:10 休　　憩

3 11:10～11:40
赤岡　広周
中岡　伊織
朴　　唯新

京都産業大学
宇部工業高等専門学校
県立広島大学

自動運転に関する研究開発動向の特
許分析

根岸　裕孝
（宮崎大学）

稲田　賢次
（大阪学院大学）

4 11:40～12:10 井村　直恵 京都産業大学 オメガ型経営からみた米国経営シス
テム

稲田　賢次
（大阪学院大学）

●第２会場　A43教室

No 時間 報告者 所属 テーマ 座長 コメンテーター

1 10:00～10:30

2 10:30～11:00 板倉　宏昭 首都大学東京・
産業技術大学院大学

分散自律企業の可能性
－ブロックチェーンの影響分析－

井形　浩治
（大阪経済大学）

名渕　浩史
（近畿大学）

11:00～11:10 休　　憩

3 11:10～11:40 前田　武士 株式会社　きらぼし
銀行

消費者購買行動プロセスの変化にお
ける要因分析と購買後行動

井形　浩治
（大阪経済大学）

名渕　浩史
（近畿大学）

4 11:40～12:10 杉山　智行 みやぎん経済研究所 長期存続企業の経営意識に関する考
察：宮崎県の例

2019-2_p01-09.indd   2 2019/08/06   11:28:16

板倉　宏昭
（首都大学東京・
産業技術大学院

大学）

平野　賢哉
（東洋学園大学）



3

●第3会場　A44教室

No 時間 報告者 所属 テーマ 座長 コメンテーター

1 10:00～10:30

2 10:30～11:00 吉野　忠男 大阪経済大学 旧北海道拓殖銀行の営業報告と金融
政策からみた破綻要因

島田　裕司
（本郷経営労働
研究所）

小原久美子
（県立広島大学）

11:00～11:10 休　　憩

3 11:10～11:40 金　　　琦 東京国際大学
インバウンド消費に向けてのマーケ
ティング戦略に関する一考察
～KOLの効果と活用を中心に～

島田　裕司
（本郷経営労働
研究所）

小原久美子
（県立広島大学）

4 11:40～12:10 井藤　　哉 名古屋経済大学大学
院

租税特別措置に係る適用実態調査等
に関する考察

吉野　忠男
（大阪経済大学）

島田　裕司
（本郷経営労働
研究所）

●第4会場　A45教室

No 時間 報告者 所属 テーマ 座長 コメンテーター

1 10:00～10:30 山田ひとみ 聖学院大学

戦後日本における『企業会計原則』・
『財務諸表準則』の生成過程に関す
る一考察
－GHQインストラクションの影響
について－ 辻本乃理子

（流通科学大学）

夏目　重美
（元・亜細亜大

学）

2 10:30～11:00 園　　弘子 九州産業大学 水道事業民営化におけるコンセッ
ションフィーの適正評価

夏目　重美
（元・亜細亜大

学）

11:00～11:10 休　　憩

3 11:10～11:40 久富　健治 武庫川女子大学
スポーツの性質および言説とスポー
ツ・ビジネスモデルとの関連につい
て

丹羽　浩正
（八戸学院大学）

田中　敬一
（近畿大学）

4 11:40～12:10 矢野　芳人 近畿大学
漫画の海賊版サイトに関する学生の
意識調査
－価格と価値の齟齬という観点から－

田中　敬一
（近畿大学）

※なお、座長・コメンテーターにつきましては、変更となる可能性があります。

昼食休憩：12：10～13：30　（8日参加者には、弁当を用意します）
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3）開会式・統一論題シンポジウム：（本館2階A21教室）

13：30　 開　会　式
歓迎の辞　　金沢星稜大学学長（予定）
会長挨拶　　実践経営学会会長

13：35　 統一論題シンポジウム
＜趣旨説明＞　大会実行委員長　司会　　奥村　実樹（金沢星稜大学）

＜基調講演＞
13：45～　第1講演：山出　　保	氏（石川県中小企業団体中央会会長・前金沢市長）

テーマ：「伝統と革新－金沢の実践から－」

14：30～　第2講演：藤沢　和弘	氏（北陸経済研究所調査研究部部長）
テーマ：「新幹線と地方創生」

　（休憩）

15：30～　＜パネルディスカッション＞（会員質疑・討論含む）
テーマ：「伝統と革新－金沢のまちづくり、文化、経済」
パネリスト：山出　　保	氏（石川県中小企業団体中央会会長・前金沢市長）

藤沢　和弘	氏（北陸経済研究所・調査研究部部長）
奥村　実樹（学会北陸支部長・金沢星稜大学）

17：00～　本部事務局からの連絡
島田　裕司（本郷経営労働研究所）

17：30～　 研究・情報交換会 　（金沢星稜大学　学食）
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9月8日（日）

１）自由論題：10：00～12：10（本館4階	or	5階）
　自由論題報告（20分）・コメント（5分）・質疑応答（5分）

●第１会場　A42教室

No 時間 報告者 所属 テーマ 座長 コメンテーター

1 10:00～10:30 落合　康裕 静岡県立大学大学院 渋沢栄一の人材育成の特徴

細沼　藹芳
（ＳＢＩ 大学院大

学）

井形　浩治
（大阪経済大学）

2 10:30～11:00 武居奈緒子 摂南大学
三井物産の経営戦略と組織
－アルフレッド・チャンドラーの組
織は戦略に従うについての検証－

井形　浩治
（大阪経済大学）

11:00～11:10 休　　憩

3 11:10～11:40 井村　直恵 京都産業大学 京料理店の戦略・デザイン・料理人
のキャリア・マネジメント

中垣　　昇
（元・名古屋経
済大学）

川野　祐二
（下関市立大学）

4 11:40～12:10 細沼　藹芳 ＳＢＩ 大学院大学 儒家・儒商文化におけるリーダー
シップの考え方

川野　祐二
（下関市立大学）

●第２会場　A43教室

No 時間 報告者 所属 テーマ 座長 コメンテーター

1 10:00～10:30 小泉　修平 ㈱日本経営システム　
日本版 ＩＲ導入の背景と課題
～世界のカジノ事情とシンガポール
ＩＲの検証～

田中　敬一
（近畿大学）

久富　健治
（武庫川女子大

学）

2 10:30～11:00 田村　正文丹羽　浩正
八戸学院大学
八戸学院大学 企業立地と地域振興に関する一考察

久富　健治
（武庫川女子大

学）

11:00～11:10 休　　憩

3 11:10～11:40 平島　輝之坂本　泰祥
高知商工会議所
高知工科大学

小規模事業者のマーケティング動向
分析とその促進策の提言
－高知県内小規模事業者を対象とし
て－

4 11:40～12:10 坂本　泰祥大西　久司
高知工科大学
ブルーチップ株式会社

地域共通ポイントサービスの効果分
析
－高知県ハーティポイントサービス
を対象として－

小泉　修平
（㈱日本経営シ
ステム）

日野　隆生
（東京富士大学）
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●第4会場　A45教室

No 時間 報告者 所属 テーマ 座長 コメンテーター

1 10:00～10:30 岩田　　智 岩手県立大学 工業の産業集積地における商業活動
－岩手県北上市の事例－

濱田　恵三
（流通科学大学）

三森　敏正
（石巻専修大学）

2 10:30～11:00 土屋　　有 宮崎大学

行政による若年層とのコミュニケー
ション最適化に関する研究
～宮崎県若年層自殺予防へのマーケ
ティング活用～

三森　敏正
（石巻専修大学）

11:00～11:10 休　　憩

3 11:10～11:40 國本　康寿園　　弘子
梅光学院大学
九州産業大学

高等教育激戦区バンコクにおける
TNＩ（Thai-Nichi	 Ｉnstitute	 of	
Technology）の人材育成戦略
－経済振興国家政策「タイランド
4.0」対応を踏まえて－

寺部　　優
（株式会社ウｫー
タックインター
ﾅショﾅル）

李　　為
（京都産業大学）

4 11:40～12:10 丹生　晃隆 宮崎大学

温泉資源を活用した新事業に関する
企業ニーズ
～宮崎県西都市の「妻湯温泉」を事
例として～

李　　為
（京都産業大学）

※なお、座長・コメンテーターにつきましては、変更となる可能性があります。

12：20~　会　員　総　会　　（本館2階A21教室）

13：30~　フェアウエル・パーティー（軽食を用意します）（金沢星稜大学 学食）

●第3会場　A44教室

No 時間 報告者 所属 テーマ 座長 コメンテーター

1 10:00～10:30 山﨑　　泉北野　友士
大阪成蹊短期大学
桃山学院大学

北陸新幹線の開業効果と中小企業経
営
－金沢信用金庫の取引先への調査か
ら－ 平野　文彦

（日本大学）

菅原　浩信
（北海学園大学）

2 10:30～11:00 根岸　裕孝 宮崎大学
地域経営と廃校活用
－地域価値の向上に向けたマネジメ
ントのあり方－

菅原　浩信
（北海学園大学）

11:00～11:10 休　　憩

3 11:10～11:40 楊　　樂華
京都大学大学院経済
学研究科　博士後期
課程

小売企業の国際化における標準化と
適応化戦略についての一考察
－ユニクロ中国本土を事例として－ 夏目　重美

（元・亜細亜大
学）

落合　康裕
（静岡県立大学
大学院）

4 11:40～12:10 菊池　真一 北海商科大学
震災における企業活動の進捗状況
－2018北海道震災での企業対応の先
進的試み－

落合　康裕
（静岡県立大学
大学院）
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大会参加費のご案内と手続き
実践経営学会第62回全国大会実行委員会

1　参加の申し込み
　　下記の①～⑤までの内容を添えて、第62回大会実行委員会のメールアドレス
（zenkoku62@yahoo.co.jp）宛てに、８月17日（土）までにご連絡ください。
① お名前・ご所属・連絡先メールアドレス
② 9月6日（金）　「エクスカーション」への「参加・不参加」について
③ 9月7日（土）　「昼食弁当」の「必要・不必要」について
④ 9月7日（土）　「研究・情報交換会」への「参加・不参加」について
⑤ 9月8日（日）　「フェアウエル・パーティー」への「参加・不参加」について

2　参加費のお支払い
　　同封の「払込取扱票」をご利用の上、お振込みください。なお、「払込取扱票」では、以下のように
「8月17日（土）まで」と「8月18日（日）以降」に分けて表示いたしました。

8月17日（土）までの金額 8月18日（日）以降の金額
大会参加費 6,000円 7,000円
エクスカーション参加費 2,000円 2,000円
研究・情報交換会会費 4,000円 4,000円

　　なお、準備の都合上、「当日払いによる参加」はお断り申し上げます。また夏季休暇にかかりますの
で、直前の申込や振込は混乱が生じます。本ご案内が到着次第、お早めの振込にご協力をお願い申し上
げます。

3　振込先情報
　　下記口座情報は同封の払込取扱票に印刷されているものです。
　　参加費振込手数料については参加者（振込）側のご負担をお願いいたします。
　【ゆうちょ銀行振替口座】
　　　口座番号記号：00790－2－70359
　　　口 座 名 称：実践経営学会第62回全国大会実行委員会
　　　加入者払込店/払出店　ゆうちょ銀行　金沢支店
　　　店名　079店　　　預金種目　当座　　　口座番号　0070359

4　ホテル等の確保
　　金沢は新幹線開通以降、金沢駅周辺と、武蔵が辻から片町にかけての通り沿いに様々なタイプのホテ
ルなど宿泊施設があります。ご希望のお宿をご予約いただきますようお願いいたします。
金沢駅では、大学方面へのバスは、駅前側（東側）に乗り場があり、距離的にも西側より近くなりま

す。なお、東側のホテルから会場（金沢星稜大学）まで、タクシーでは1,000～1,500円となります。
　　なお、会場までもっとも近い宿泊施設は以下になります。
□ホテルエコノ東金沢
（金沢市小金町3－28　TＥL	076-252-7151　タクシー利用750～1,000円程度　バス停あり）
シングル1泊　9/6（金）9/7（土）　ともに￥7,000～（税込・朝食無料サービス）

5　クールビズで
　　季節柄、クールビズをおすすめいたします。
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実践経営学会第62回全国大会実行委員会

大会実行委員長：  奥村　実樹（金沢星稜大学）
大 会 事 務 局 長：　 谷畠　範恭（金沢星稜大学女子短期大学部）
大会実行委員（論文担当）：田中　敬一（近畿大学）

   

  

金沢星稜大学
〒920－8620　石川県金沢市御所町丑10－1
TEL：076－253－3924（代表） へのアクセス方法

アクセスマップ

＜JＲ金沢駅から＞
○JRバス（東口<兼六園口>4番のりば）牧線、鳴和・星稜高経由、
東長江または小二又方面行き「星稜高校」（乗車時間約15分）下車
徒歩1分

○東口<兼六園口>4番のりばから発車するその他のJRバスは、
すべて「鳴和」下車、徒歩10分

○北陸鉄道バス（1番のりば）柳橋方面行き「鳴和」（乗車時間約15分）
下車、徒歩10分

○車で10分

＜ＩＲいしかわ鉄道線　東金沢駅から＞
○徒歩20分（車で約３分）
○金沢星稜大学・星稜高校行き「星稜高校」（約３分）下車、徒歩1分
＜加越能バス　富山県南砺方面から＞
○南砺金沢線　金沢駅西口行き「星稜大学前」下車、徒歩３分
　「井波」より約60分、「福光駅前」より約40分
＜北陸自動車道　森本インターから＞
○山側環状（金沢東部環状道路）を兼六園方面に向かい東長江出口より約1分
＜小松空港から＞
○高速バス利用で金沢駅まで約40分
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