
第 12 回事業承継学会 年次大会 参加申込のご案内 

 

■開催日 ： 2021 年 12 月 4 日（土） 10:00～16:00 （受付開始 9:30） 

■場 所 ： 名古屋商科大学大学院 名古屋丸の内タワー 

〒460-0003 名古屋市中区錦 1 丁目 3-1 
https://mba.nucba.ac.jp/access/nagoya.html 

■参加費 ： 一般社団法人事業承継学会会員 無料 ・非会員 2,000 円 
      ランチ懇親会参加費 1,000 円（希望者のみ） 
         参加費は当日徴収いたしますが、参加は事前にお申込みください。 

■主 催 ： 一般社団法人事業承継学会 

■協 賛 ： 名古屋商科大学大学院 

10：00-10：05 

（5 分） 

開会挨拶〈8F Auditorium〉 

年次大会委員長 常務理事 栗本博行（名古屋商科大学 学長） 

 

自由論題報告 

第 1 会場 

〈8F Auditorium〉 

司会：荒尾 正和 

自由論題報告  
第 2 会場 

〈11F Auditorium 1〉 

司会：桐明 幸弘 

自由論題報告 
第 3 会場 

〈11F Auditorium 2〉 

司会：吉村 正裕 

自由論題報告 
第 4 会場 

〈12F-2〉 

司会：大山 美和 

10：10-10：45 

（35 分） 

発表 25 分 

質疑 10 分 

「ファミリー影響力の減少

と事業承継」 

西村 公志 

（アップスマート㈱ 

 代表取締役社長） 

後藤 俊夫 

（日本経済大学大学院 

特任教授） 

「中小Ｍ＆Ａに関わる 

官民支援者の役割」 

竹川 充 

（MIT コンサルティング㈱ 

代表取締役） 

「産地企業のイノベーショ

ン起因に対する研究」 

村上 統朗 

（北陸先端科学技術 

大学院大学 

 博士後期課程） 

「女性の事業承継に 

おける現状と課題 

～選択的夫婦別姓の 

議論に見えるもの」 

小林 博之 

（㈱ｿｰｼｬﾙｷｬﾋﾟﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

代表取締役社長） 

小松 智子 

（（一社）日本跡取り娘 

共育協会 ﾊﾟｰﾄﾅｰ） 

10：50-11：25 

（35 分） 

発表 25 分 

質疑 10 分 

「ファミリービジネスの 

多様性と事業存続」 

荒尾 正和 

（ほがらか信託㈱ 

 常務取締役） 

落合 康裕 

（静岡県立大学 

 教授） 

 

 

「Day1 に全集中－ 

中小 PMI ガイドラインの

策定が始まる－」 

山田 尚武 

（弁護士法人 

しょうぶ法律事務所 

代表弁護士） 

「長期企業の存続 

にかかわる資源 

マネジメントとは」 

濱口 正樹 

（静岡県立大学大学院 

博士後期課程） 

「事業承継者の早期 

 教育モデル提案」 

姜 理惠 

（北陸先端科学技術 

大学院大学 准教授） 

11：30-12：05 

（35 分） 

発表 25 分 

質疑 10 分 

「『事業承継の阻害 

 要因となっている課税

の現状』 

－非上場株式に対する 

課税を中心に－」 

藤原 健一 

 

 

「事例研究～事業承継に

おける後継者意思 

確認の重要性」 

桐明 幸弘 

（ファミリービジネス 

事業承継研究所 

パートナー） 

大山 美和 

（ファミリービジネス 

事業承継研究所 

代表） 

「創業家の企業家活動と

企業成長： 
医薬品企業の事例」 

            磯部 雄司 
       （静岡県立大学大学院 

博士後期課程） 
 

 

 

12：05-12：15 休憩（10 分） 

12：15-13：00 

（45 分） 

テーマ（教育）セッション〈8F Auditorium〉 
 

「経営教育は事業承継に役に立つのか」 
 

モデレーター：落合康裕（静岡県立大学 教授） 
 

パネリスト：栗本博行（名古屋商科大学 学長） 

パネリスト：吉村正裕（吉村酒造(株)六代目） 

13：00-14：20 
昼休憩（80 分） 

ランチ懇親会（希望者のみ）〈3F Lounge 2,Lounge3〉 



14：20-15：00 

（40 分） 

基調講演〈8F Auditorium〉 
 

「信用金庫と中小企業の事業承継」 
 

水野和郎（瀬戸信用金庫 会長） 

15：00-15：50 

（50 分） 

パネルディスカッション〈8F Auditorium〉 
 

「事業承継と企業の持続的成長」 
 

モデレーター：後藤俊夫（日本経済大学大学院 特任教授） 
 

パネリスト：水野和郎（瀬戸信用金庫 会長） 

パネリスト：横山研治（名古屋商科大学大学院 教授） 

15：50-16：00 

（10 分） 

閉会挨拶〈8F Auditorium〉 

代表理事 横澤利昌 （ハリウッド大学院大学 教授） 

(年次大会の対面開催にあたって) 

⮚ コロナ感染症対策として、ご参加者の皆様には、会場でのソーシャルディスタンスやマスクの着用

などの感染予防にご協力をお願いいたします。 

⮚ ご報告者（登壇者）の皆様には、マウスシールド着用のご協力をお願いいたします。なお、報告者

のマウスシールドは当日名古屋商科大学大学院で準備しております。 

⮚ 建物 1F ロビーにて体温チェックをさせていただきます。ご協力をお願いいたします 

⮚ 消毒液を建物 1F ロビーと 3Fに用意しておりますので手指消毒にご利用ください。 

⮚ 感染が少しでも疑われる場合、または体調が悪い場合には、自主的に参加を見合わせるようお願い

いたします。 

 

■年次大会お申込み 

  

以下 URL もしくは右の QRコードより事前申込を済ませて下さい。 

  https://forms.gle/EPd7UPRT1CWNrmL5A 

 

■会場アクセス 

 

○地下鉄「丸の内駅」下車 6 番出口より徒歩 3 分 

○JR 名古屋駅桜通口より徒歩 15 分 

（公共交通機関でお越しください） 

 
 

お問い合わせ先 ： 一般社団法人事業承継学会事務局 info@jsbs.jp 
 

                大会前日・当日連絡先 名古屋商科大学大学院 052-203-8111 

 

申込締切 ： 2021 年 12 月 3 日（金曜日） 


