
 

 

⽇本⽐較経営学会第 44 回全国⼤会 

 

統⼀論題 

持続可能な社会と企業経営－地域からみ

た SDGｓ（持続可能な開発⽬標）－ 

 

 

期間︓2019 年 5 ⽉ 10 ⽇（⾦）〜12 ⽇（⽇） 

場所︓徳島⽂理⼤学 徳島キャンパス 23 号館 

 

⽇本⽐較経営学会第 44 回全国⼤会実⾏委員会

[大会事務局]   〒770－8514 徳島県徳島市山城町西浜傍示 180 

徳島文理大学総合政策学部 齋藤敦研究室 

         asaito@tks.bunri-u.ac.jp 

[大会実行委員長] 齋藤敦 

[大会実行委員]  植田諭史 



日本比較経営学会第４4 回全国大会プログラム 
 

5 月 10 日(金) 
16:00 学会誌編集委員会・プログラム委員会・会計監査(23201 教室)        

17:00 理 事 会 (23202 教室) 
                         

 
5 月 11 日(土) 自由論題報告 45 分(報告 25 分、質疑応答 20 分) 

09:20 受  付 (23 号館 1 階ロビー) 

09:45 開会式  （23303 教室）理事長 桜井 徹（国士舘大学） 
公開シンポジウム  総合政策学部創立 20 周年記念セッション（23303 教室） 

09:55 

 

 

11:30 

趣旨説明  齋藤 敦（徳島文理大学） 

山本 いづみ氏「学部創設時の徳島経済と学部教育」 

床桜 英二氏「進化するサテライトオフィス・プロジェクト」 

 自由論題セッションＡ 

（23203 教室） 

自由論題セッションＢ 

（23303 教室） 

自由論題セッションＣ 

（23304 教室） 
 

11:40 
 
 
 
 
 

12:25 

司会･コメンテーター 
小島 愛（立命館大学） 
 
報告者: 芳澤 輝泰 

（近畿大学） 
 「企業不正防止策の設置・ 

管理・運営状況とその有効

性に関する調査報告」 
 

司会･コメンテーター 
劉 永鴿（東洋大学） 
 
報告者:王 賽 

（熊本学園大学大学院 ） 

「Airbnb の戦略的 CSR 活動  

の試み—中国広西龍勝での民

宿経営の事例を中心に」 
 

司会･コメンテーター 
根岸 可奈子（宇部高専) 
 
報告者:森 美枝 

（徳島文理大学大学院） 
「萬年社と電通－広告代理店の発展に

みる東京一極集中の過程」 
 

12:25 

13:25 
お昼休み・理事会 (23301 教室) 

 
自由論題セッション D 

（23203 教室） 

自由論題セッション E 

（23303 教室） 

自由論題セッション F 

（23304 教室） 

13:25 

 

 

 

 

 

 

14:10 

第 1 報告 

司会･コメンテーター 

清水 一之（明治大学） 

報告者:山口 尚美（香川大学）  

「株式会社論から見る企業統治

問題－岩井克人氏の所論に対す

る批判的吟味から－」 

第 1 報告 

司会･コメンテーター 

森原 康仁（専修大学） 

報告者:夏目啓二（愛知東邦大学）

「米中プラットフォーマーの覇

権を巡る競争と協調－『米中貿

易戦争』の背景－」 

第 1 報告 

司会･コメンテーター 

加藤 志津子（明治大学） 

報告者:森岡 裕（富山大学）    

「ロシアの石炭部門の輸出戦略」 

14:15 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 

第 2 報告 

司会・コメンテーター 

松田 健（駒澤大学） 

報告者:山崎 敏夫（立命館大

学） 

「ドイツにおける監査役兼任に

よる企業間人的ネットワークの

構造―1965 年株式法後の 60 年

代末の分析―」 

第 2 報告 

司会・コメンテーター 

島内 高太（拓殖大学） 

報告者:國府 俊一郎 

（大東文化大学）  

「雇用と最低賃金―台湾におけ

る宿泊業・飲食サービス業の分

析から－」 

第 2 報告 

司会・コメンテーター 

鈴木 由紀子（日本大学） 

報告者:岡本 丈彦（高松大学） 

「持続可能な社会」と生産性―経済倫理・

企業倫理のアプローチに依拠して― 」 

 



 
 
5 月 12 日(日) 

09:30 受  付 (23 号館 1 階ロビー) 
 

 統一論題（23303 教室） 

10:00 

10:10 

趣旨説明「持続可能な社会と企業経営―地域からみた SDGｓ(持続可能な開発目標）－」 

プログラム委員長代理 國島弘行(創価大学) 
 
10:10 
 
 
報告 
25 分

間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 

司会：横川 和穂（神奈川大学）・國島弘行（創価大学） 
 
第 1 報告 岩﨑 一郎・馬 欣欣 （一橋大学）  

「現代中国における男女賃金格差 ―メタ分析による接近―」 
第 2 報告 長田 華子 （茨城大学)  

「持続可能な生産と女性の人権 ―南アジア（バングラデシュ、インド）の縫製労働者の事例から

－」 
 

（休憩 10 分） 
 

第 3 報告 藤原 隆信 (筑紫女学園大学)  
「ネパールの教育支援とソーシャルビジネス ―持続可能な開発のための教育と労働―」  

第 4 報告 山田 雅俊 （玉川大学）  
「日本の SDGs モデルと分散型エネルギーから見る企業経営の課題」 
（休憩 5 分） 

第 5 報告 山本 篤民 (日本大学)  
「地域中小企業と地域経済循環」 
 

12:30 

13:30 
お昼休み ・ 理事会 (23301 教室) 

13:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

16:10 

討論者 1 林 尚毅 （龍谷大学）  ※主に第１～３報告 

討論者 2 青木雅生 （三重大学） ※主に第４～５報告 

からのコメント 各 15 分×2  

報告者からのリプライ 10 分×5  

 

（休憩 10 分） 

 

フロアを交えての討論 70 分 

 

16:10 

16:20 
閉会式  

 

 

15:10 

17:10 

シンポジウム:SDGs を徳島から考える―ディーセントライフのための産学協同― 
（23303 教室） 

趣意説明 村上 了太（沖縄国際大学）                       

小久見 正人氏（株式会社キョーエイ・キョーツー開発取締役）「地場農家を応援するすきとく市」 

村上 稔氏（株式会社 T サポート代表取締役）「移動スーパーによる買い物難民対策」 

峪口 有香子氏（四国大学専任講師）「地域の活性化と四国大学の果たす役割」 

17:20 

18:20 
会員総会（23303 教室） 

18:30 

20:00 
懇親会 



＜会員控え室＞ 23 号館 23302 教室    学内は全⾯禁煙です。9 号館には⾃動販売機がございます。 

＜ご昼⾷＞ 事前予約のお弁当は、⼟曜⽇ 12:00〜13:30 ⽇曜⽇ 12:00〜13:30 会員控え室 23302 教室にてお渡し。 
        ⼟曜⽇は学⽣⾷堂は開いていませんが、25 号館（メディアセンター）の学内コンビニエンスストアは営業しています。⽇

曜⽇は学⽣⾷堂、学内コンビニエンスストアともに閉まっています。 
        キャンパス外の最寄りのコンビニエンスストアまでは、徒歩 3 分ほどかかります。学外には飲⾷店はいくつかございます。 
 
 ＜⼤会参加費・懇親会費のご案内＞ 
      ⼤会参加費 5,000 円 （事前振込み・正会員） 3,000 円 （事前振込み・院⽣会員） 
               6,000 円 （当⽇受付・共通） 
       懇親会費  5,000 円 （事前振込み・共通） 6,000 円（当⽇受付・共通） 
       お弁当（5/12 ⼟曜、5/13 ⽇曜 事前予約・振込みのみ） 各 1,000 円 
 
＜会場へのアクセス＞ 
       ⼤会会場   徳島⽂理⼤学徳島キャンパス 
                 徳島県徳島市⼭城町⻄浜傍⽰ 180 
 
       徳島阿波おどり空港より徳島駅まで空港バスで約 25 分（440 円） 
       徳島駅からバス（「⽂理⼤学前」下⾞）で約 15 分（210 円） 
              タクシーで約 15 分（1200 円程度） 
              徒歩 40 分以上 
 
＜徳島キャンパス案内図＞ 

 


