2009 年 10 月 28 日
中四国商経学会会員各位
中四国商経学会第50回記念大会
大会実行委員長 脇浦則行
（広島修道大学）

中四国商経学会第 50 回記念大会主催校挨拶
中秋の候，ますますご健勝のこととお慶び申しあげます。平素は中四国商経学会の活動に格別のご
高配を賜り、心からお礼申しあげます。
このたび，中四国商経学会第 50 回という記念になる大会を広島修道大学でお引き受けすることに
なりました。大変光栄なことと本学会員一同喜んでおります。広島修道大学は，広島商科大学時代
に 1965 年に，広島修道大学になってからは，1978 年，1991 年と大会を開催いたしましたので，4 度
目の開催となります。来年度には広島修道大学は大学創立 50 周年を迎えることとなり，2 重の喜び
でもあります。学会の一層の発展につながる活発な議論と交流の場とすべく努力する所存です。会
員の皆様のご協力とご支援よろしくお願いいたします。
初日（12 月 5 日）は「企業の社会的責任と地域経済の活性化 〜環境・労働・コンプライアンス
〜」を統一論題として公開シンポジウムを開催します。現代の企業は環境にどのように対応するか
が決定的に重要になっており，また最近の厳しい雇用情勢を反映して、雇用の確保・維持への取組
についても注目されています。さらに，法令遵守は経営の前提条件であり，法令を守らない企業は
社会的存在としては認められないという状況にあります。従来企業に対する評価は，売上高や利益
をどれだけ計上しているかが重要な指標でありましたが，昨今はそれだけでは企業の存続・発展は
ありえない時代になっています。環境への配慮、雇用・人材に対する適切な諸施策、法令だけでな
く企業倫理・規範をもとにするコンプライアンス・マネジメント、それによる消費者保護・満足な
どが企業にとって重大な課題となっており、当然地域経済に及ぼす影響も大きい現状です。そこで、
企業、行政、地域研究、大学のそれぞれの立場から、多角的に上記の 3 つの点（環境，労働，コン
プライアンス）を中心にして企業が社会的責任を果たすことにより、地域経済の活性化にどのよう
に貢献すべきかについて討論します。
二日目（１２月６日）は１４の個別報告と中四国商経学会５０周年を記念しての特別セッション
として「中四国商経学会５０年の歩みと今後」をお願いすることになりました。今回の個別報告は，
初日の統一論題テーマから影響を受けたためか，従来からの地域経済分析に加え，企業理論，経営
学に関係した報告が多くなっています。
今回の大会が中四国商経学会第５０回記念大会として，記憶に残る大会になるとともに，中国・
四国地方における経済学，商学及び経営学の研究のさらなる発展に貢献できるよう，大会実行委員
一同総力を挙げて準備を進めているところです。会員の皆様の積極的な参加を，心よりお待ちして
います。

2009 年度中四国商経学会
第50回記念大会研究報告プログラム
統一論題 『企業の社会的責任と地域経済の活性化
〜環境・労働・コンプライアンス〜』
日 時：２００９年１２月５日（土） 理事会，公開シンポジウム，会員総会，懇親会
１２月６日（日） 個別報告，特別セッション
会 場：広島修道大学 ７号館学術ホール，６号館他
（〒７３１−３１９５ 広島市安佐南区大塚東１−１−１）
１２月５日（土）
1．理事会

１１：５０〜１３：１０ （本館５階第２会議室）

2．公開シンポジウム

１３：３０〜１７：００ （7 号館 1 階 学術ホール）

「企業の社会的責任と地域経済の活性化 〜環境・労働・コンプライアンス〜」
（１） 挨拶 広島修道大学学長 川本明人

（１３：３０〜１３：３５）

（２） 基調講演 広島修道大学商学部教授 森川譯雄

（１３：３５〜１４：１５）

（３） パネリストによる報告
（１４：１５〜１５：３５）
広島電鉄株式会社常務取締役 椋田昌夫
メガネの田中チェーン株式会社社長 田中登志子
中国経済産業局局長 長尾正彦
社団法人中国総合研究センター 地域計画研究部主任研究員 渡里司
広島修道大学商学部教授 森川譯雄
（コーディネーター 広島修道大学商学部教授 藤田楯彦）
休憩
（１５：３５〜１５：５０）
（４） パネリストへの質問と討論

（１５：５０〜１７：００）

３．会員総会

１７：１０〜１７：３５ （7 号館 1 階学術ホール）

４．懇親会

１７：５０〜１９：２０ （学内の食堂フォレスト）

懇親会終了後、広島市中心部へ向かうバスを用意します。

１２月6日（日）

個別報告 ９：３０〜１３：０５（それぞれ報告２５分，討論１０分）

第 1 分科会 前半（6201 教室）

座長 木谷直俊 広島修道大学商学部

１．市町村合併と「三位一体の改革」による地方財政への影響
広島大学地域経済システム研究センター 伊藤敏安

9:30-10:05

２．道州制導入の意義と中・四国における州都選定問題について
都市経済社会研究所代表 岡田允

10:05-10:40

３．自然災害が地域経済へ与える影響 —宮島の台風被害を中心に—
広島修道大学経済科学部 豊田利久

10:40-11:15

第 1 分科会 後半 （6201 教室） 座長 伊藤敏安 広島大学地域経済システム研究センター
４．特別セッション「中四国商経学会５０年の歩みと今後」
広島経済大学経済学部経済学科 松水征夫
愛媛大学法文学部総合政策学科 小淵港
第 2 分科会 前半（6202 教室）

11:20-12:20

座長 時政 勗 広島修道大学人間環境学部

１．資本の蓄積と資源の枯渇 : モンゴルをケースに
広島修道大学経済科学部大学院 宝楽爾

9:30-10:05

２．家計の金融資産選択行動と統計的素養についての考察
東海大学政治経済学部経済学科 西田 小百合
県立広島大学経営情報学部経営学科 村上 恵子
京都産業大学経済学部経済学科 西村 佳子

10:05-10:40

３．図書館利用と地域特性の関係に関する考察
山口市役所 山根薫

10:40-11:15

第 2 分科会 後半（6202 教室）

座長 寺本浩昭 広島修道大学経済科学部

４．生活保護被保護者の就労における日常生活自立支援と社会生活自立支援の重要性
― ケースワーカーへのアンケートを通じて ―
11:20-11:55
下関市立大学経済学部 難波利光
５．地域間人口移動と公的移転の推計 －平成 7-12 年県民経済計算にもとづいて－
11:55-12:30
北九州市立大学大学院社会システム研究科 吉村 弘

第 3 分科会 前半（6203 教室）

座長 稲田勝幸 広島修道大学商学部

１．中国における企業文化論研究の沿革
広島経済大学大学院 段 瑾

9:30-10:05

２．企業の盛衰
広島修道大学経済科学部 寺本浩昭
３．地域企業のネットワーク―内部力と外部力の研究―
香川大学大学院地域マネジメント研究科 板倉 宏昭
第 3 分科会 後半（6203 教室）

座長

10:05-10:40

10:40-11:15

近藤和明 広島修道大学商学部

４．備後地域「オンリーワン ナンバーワン」企業の成功要因と成功実績（中間報告）
11:20−11:55
福山平成大学 飯塚勲
５．オープンソース・ソフトウェアの開発モチベーションにおける地域性の考察
11:55−12:30
島根大学 産学連携センター 丹生晃隆
島根大学 法文学部 野田哲夫
６．日本企業の環境効率と経済パフォーマンス
広島修道大学商学部 金原達夫

12:30−13:05

なお，12 月 6 日（日）の受付は 6 号館 6204 教室の前で行います。
報告の会場は第 1 分科会から第 3 分科会まですべて 6 号館の 2 階になります。
6204 教室を控え室・休憩室といたしますのでご利用ください。

中四国商経学会第５０回記念大会参加要領
申込方法
同封の出欠確認のはがきに該当事項をご記入の上，11 月 25 日（水）までにご返送ください。

参加費等
大会参加費
1,000 円
懇親会費
2,000 円
＊ 昼食につきましては，土曜日は学食（フォレスト）が利用できます。日曜日は学食が営業しておりません
ので，各自でご用意ください。

宿泊・交通
宿泊は，大学への交通アクセスを考えると，広島駅周辺にされるか，広島バスセンター周辺にされるのが
便利だと思います。
広島駅周辺にご宿泊の場合：広島駅から横川駅までＪＲに乗り，そこからバスで修道大学まで。あるいは，Ｊ
Ｒ可部線で大町駅まで乗り，そこからアストラムラインに乗り換えるかどちらかになります。
広島バスセンター周辺にご宿泊の場合：バスセンターから修道大学までバスに乗られるか，バスセンター
前のアストラムライン（県庁前駅か始発の本通り駅）で終点の広域公園前駅（修道大学前）まで乗られるかど
ちらかになります。
なお，広島バスセンターはそごう広島店とアクセ広島センター街の建物の３階にあります。
アストラムラインの県庁前駅と本通り駅は地下にあります。
大学への交通アクセスは次のようになります。
◆ 新幹線（在来線も）をご利用の場合
①広島駅下車→ＪＲ山陽本線（または可部線）下りで一つ目の横川駅下車＜約 3 分＞。
在来線の場合は山陽本線の横川駅で下車。
南口より改札を出て横川駅前のバス停４番乗り場より「五月が丘団地・免許センター線」に乗って，「修道
大学キャンパス」で降りると大学構内の体育館前までバスが入ります＜約１９分＞。ただし，横川駅前１６
時２０分発からは大学構内には入りませんので「広域公園前駅」で下車してください。
②広島駅下車→ＪＲ可部線下りで大町駅下車＜約２５分＞。
アストラムライン大町駅→広域公園前駅（修道大学前）下車＜約１８分＞
◆ 高速バスをご利用の場合
・山口方面から五日市ＩＣで降りる高速バスは，五日市ＩＣを出てすぐの「広域公園前駅（修道大学前）」で
下車できるようです。
・山陰からの高速バスの中には「大塚駅」で下車できるバスもあるようです。「大塚駅」は新交通システム
であるアストラムラインの駅で，一駅で「広域公園前駅（修道大学前）」になります。
・ その他の高速バスでは広島ＩＣで高速から一般道に降りるバスであり，かつ「中筋駅」で降りることがで
きれば，そこからアストラムラインに乗り「広域公園前駅（修道大学前）」で下車してください。
・ 「中筋駅」で下車が出来ない高速バスの場合
広島駅で降りる場合は，上記の新幹線をご利用の場合をご参考ください。
広島バスセンターで降りる場合は，広島バスセンター内の３番乗り場から「五月が丘団地・免許セン
ター線」に乗って，「修道大学キャンパス」で降りられると大学内の体育館前までバスが入ります<約２

６分>。ただし，広島バスセンター１６時１３分発からは大学内には入りませんので「広域公園前駅」で
下車してください。
◆ 広島市中心部からの場合
広島バスセンター３番乗り場から「五月が丘団地・免許センター線」に乗って，「修道大学キャンパス」で
降りられると大学内の体育館前までバスが入ります<約２６分>。ただし，広島バスセンター１６時１３分発
からは大学内には入りませんので「広域公園前駅」で下車してください。あるいはアストラムラインをご利
用ください。
◆ 広島港からの場合
広電路面電車で（①広島駅行き，③西広島行き） 広島港より本通下車<約 25 分> 。アストラムライン本
通駅より広域公園前駅（修道大学前）下車<約 36 分>。
◆ お車でお越しの場合
山陽自動車道の五日市ＩＣを降りて左側の「沼田方面」へ。最初の信号を右折することになりますのでご
注意ください。その道路が２車線あり，合流後すぐ右側の車線に入れない場合は，最初の信号を左折し
て，３０メートルぐらい進んだところで中央分離帯の切れ目がありますので，そこをＵターンして，直進する
こともできます。大学内には駐車場は十分にございますのでご利用ください。
広島電鉄バスの時刻表（五月が丘団地・免許センター線） 土曜日曜の一部
停留所 広島バスセンター
行先
五月が丘団地

8:13
8:43
9:18
9:43
10:43
11:43
12:43
13:13
13:43

横川駅前

修道大学キャンパス

8:20
8:50
9:25
9:50
10:50
11:50
12:50
13:20
13:50

8:39
9:09
9:44
10:09
11:09
12:09
13:09
13:39
14:09

アストラムラインは土日も１０分に１本程度です。
ただし，本通駅発１０時３５分の後から１２時１４分発の前までは２本に１本は途中の長楽寺止まりで，広域公
園前駅（修道大学前）までは２０分に１本になります。
本通駅から広域公園前駅までは３６分かかります。
広域公園前駅から大学の門まではすぐですが，校舎までは約５００メートルのなだらかな上り坂になり，歩い
て５分以上はかかります。

