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日本経営工学会関西支部 平成１９年度 第２回運営委員会議事録 

 
日時：平成19年９月１日(土)  17：00 ～ 17：30 
場所：ダイキン情報システム株式会社 会議室 
参加者：26 名 
 
１．議事録確認 

・平成18年度 第７回運営委員会，平成19年6月16日(土)  13：50 ～ 14：20開催 
・平成19年度 第１回運営委員会，平成19年6月16日(土)  16：30 ～ 17：00開催 

 
２．理事会報告（中島 氏） 
・第29期 第１回理事会：平成19年7月6日(金) 16：30 ～ 19：30 
  於 日本大学経済学部3号館4F 会議室 
出席者：理事12名，監事2名，事務局2名，オブザーバー 1名 

・会員数（平成19年7月6日 現在） 
名誉会員27名，正会員1,517名，学生会員215名，賛助会員31社32口． 

 
＜議決事項＞ 
1) 入退会に関する件について（会員） 
 会員担当理事より，資料に基づき報告があり，理事会承認予定日の修正，名誉会員の取り扱いに関する

修正の後，承認された． 
2) 細則の改定について（庶務） 
副会長(前庶務理事)より，資料1-2-1 について説明があった．さらに，資料1-2-2 について報告があり，

10 の第6 条に関して修正，取り扱いを審議した後，承認された． 
3) 第29 期委員会委員の委嘱に関する件について（庶務） 
庶務担当理事より，標記の件について別紙資料に基づいて報告があった．多数の兼務者が存在しており，

特に委員を三つ兼務する三名が問題として提起されたが，担当理事の事情説明により，慎重に審議した

結果，今回は役割上やむを得ないことと承認された．さらに，小谷特別委員会担当理事から特別委員会

に関する主旨説明があった（日本経営工学会６０周年記念企画行事に関連して）． 
4) 第28 期 第12 回理事会議事録・理事会だより報告（庶務） 
庶務担当理事から資料に基づき報告があり，原案が承認された． 

 
＜協議事項＞ 
1) 会長メモ（会長） 
会長より，今期理事会の課題等について，会長メモに基づき説明があり，これをもとに次回理事会では

各担当理事から各担当の役割について報告の要請があった． 
2) 横幹連合からの依頼について（研究） 
研究担当理事より資料に基づいて報告があり，副会長に一任されることが承認された． 

3) 経営工学読本の取り扱いについて（鈴木前副会長から）（副会長(業務全般)） 
副会長(業務全般)から資料に基づき説明があり，利用規定に関して再確認された． 

4) 第46 回ビジネスシヨウKANSAI への協賛依頼について（副会長(業務全般)） 
副会長(業務全般)から資料に基づき説明があり，JIMA が継続して協賛することが報告された． 

5) 第2 回横幹連合ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ（京都大学11/29，30）へのJIMA からの発表者について（副会長(業務全般)） 
副会長(業務全般)から標記の件について報告があり，JIMA から「イノベーションとマネジメント」関

連の研究者として宇井前会長を発表者として依頼することが承認された．また，学会賞受賞者などが発

表することを望むことが確認された． 
6) 第17 回AASSREC 隔年大会（名古屋大学9/27～29）について（副会長(業務全般)） 
副会長(業務全般)から標記の件について説明があり，JIMA が協賛であることが報告された．また，9 月
29 日（土）午前にJIMA より増井忠幸先生，中島健一先生が研究発表することが報告された． 
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7) FMES シンポジウム実行委員会委員について（企画・行事） 
企画・行事担当理事が欠席のため，庶務担当理事より標記の件について報告があり，副会長(企画調整)
と企画・行事担当理事に伊藤FMES シンポジウム実行委員の後任の決定を一任することが承認された．

さらに，第 25 回 FMES シンポジウムの主事務局が 2007 年 4 月から JIMA の輪番であることを確認

した． 
8) 金沢大学図書館からの特定論文提供の問い合わせについて（編集(論文誌)） 
編集(論文誌)担当理事より資料に基づく報告があり，承認された． 

9) NII-ELS（電子図書館）コンテンツの機関リポジトリの利用申請について（編集(論文誌)） 
曹編集(論文誌)担当理事より資料に基づく報告があり，承認された． 

10) JABEE からの審議事項について（JABEE） 
JABEE 担当理事より資料に基づく報告があり，国際審査委員，情報系の認定審査検討ワーキンググル

ープ委員の推薦者について，推薦候補者をJABEE 担当理事にメールで連絡することが確認された．自

己評価書については石川JABEE 担当理事に一任されることが承認された． 
11) FEMS 経営工学分野審査講習会について（JABEE） 
石川JABEE 担当理事より資料に基づく報告があり，JIMA が協賛することについて承認された．さら

に，石川JABEE 担当理事より積極的な参加の依頼があった． 
12) 会費未納者への対応策について（会員） 
金指会員担当理事より，資料に基づく報告と共に，論文誌・経営システム誌と会費請求書の発送を別に

したい旨の提案があり，承認された．会費滞納者権利停止・除名予告者の氏名・件数報告の進捗状況を

集計直後の理事会への報告及びその後の支部への報告に対する意見があった． 
13) 海外会員へのクレジット支払手続きについて（事務局） 
事務局より標記の件について報告があった．（株）春恒社への入金履歴を理事会に提出する旨の提案があ

り，承認された． 
14) 研究大会について（大会） 
飯島大会担当理事より，別紙資料に基づき大会行事について説明があり，意見交換を行った． 

 
＜報告事項＞ 

配信日 委員会 (担当) タイトル 資料No. 
2007/ 6/19 庶務 (大場) 代議員制への定款一部変更認可 1-16 
2007/ 7/ 6 副会長 (能勢) 経営関連学会協議会報告 1-23 
2007/ 7/ 6 国際・渉外 (中島) 第29期 第1回「国際渉外委員会」理事会報告 1-17 
2007/ 7/ 6 編集「論文誌」(中川) 掲載料・別刷代請求一覧 1-18 
2007/ 7/ 6 研究 (大成) 横幹連合代議員就任 無し 
2007/ 7/ 6 庶務 (大場) WEB 更新 1-19 
2007/ 7/ 6 事務局 (中川) 日本学術会議ニュース・メールNo.85～No.91 1-20 

 
次回，第29期 第2回 理事会開催予定 平成19年9月5日(水) 14：00 ～ 18:00 日本大学 

 
３．事例研究会報告（河合 氏） 
・平成19年度 第1回 事例研究会報告  出席者 28 名 
  日時：平成19年9月1日(土)  14：00 ～ 17：00 
  場所：ダイキン情報システム株式会社 会議室 
 講演Ⅰ「農業の課題と経営支援について」 
    講演者：中小企業診断士（中小企業診断協会 副会長），中小企業診断協会 農業経営支援センター 

迫間 俊治 氏 
  講演Ⅱ「ベンチャー・中小企業の知的資産経営とは 

～ 知的資産経営報告書を用いた新たな産業振興の取組として ～」 
    講演者：京都工芸繊維大学 地域共同開発センター 准教授  中森 孝文 氏 

 
 



 - 3 - 

・平成19年度 第2回 事例研究会開催予定 
  日時：平成19年12月8日(土)  14：00 ～ 17：00 
  場所：ダイキン情報システム株式会社 会議室 
  講演Ⅰ「電機業界における株価と業績・外部要因の相関・時系列分析」 
    講演者：ウエダビジネスプランニング 代表 植田 英三郎 氏 
  講演Ⅱ「『安くて、速くて、クルクル変わる』システムとは 

～ 企業における、ローコストでの、システム開発の実例紹介 ～」 
    講演者：ゼット株式会社 システム部 部長 瀬山 正 氏 

 
４．定例セミナー報告（岩崎 氏） 
・平成19年度 第1回 定例セミナー開催予定 
  日時：平成19年10月6日(土)  14：00 ～ 17：00 
  場所：ダイキン情報システム株式会社 会議室 
 講演Ⅰ「輝いて生きる統合の人間力とメンタリング  ～ 人の成長の支援と指導 ～」 
    講演者：ＨＡＩセンター所長，教育・研修・健康コンサルタント 小池 喜四雄 氏 
  講演Ⅱ「24/7の問題と労働条件の改善 ～ 疲労リスク管理による事故と経営コストの削減 ～」 
    講演者：サーカディアン・テクノロジーズ・ジャパン有限会社 代表取締役 森国 功 氏 

 
５．「IT活用と人・組織」研究部会報告（宇井 氏） 
・平成19年度 第1回 開催予定 
日時：平成19年9月10日(月) 15 : 00 ～ 17 : 00 
場所：大阪工業大学 大阪センター（毎日インテシオ3F） 
テーマ：現場力と見える化 
講師：遠藤 功 氏（早稲田大学大学院商学研究科教授／ ㈱ ローランド・ベルガー取締役会長）  

・平成19年度 第2回 開催予定 
日時：平成19年10月13日(土) 14 : 00 ～ 17 : 00 
場所：日本SGI㈱ 西日本支社（ハービスOSAKA 11F） 
テーマ：オープンソースソフトウェアとSaaS 
講師：高澤 真治 氏（日本SGI ㈱ チーフLinuxコンサルタント） 
講師：光田 省三 氏（㈱ セールスフォース・ドットコム 大阪事業所長）  

・平成19年度 第3回 開催予定 
日時：平成19年10月27日(土) 14 : 00 ～ 17 : 00 
場所：未定 
テーマ①：Web2.0時代のナレッジマネジメント（仮） 
講師：亀津 敦 氏（㈱ 野村総合研究所） 
テーマ②：グループウェアdesknet’sについて（仮） 
講師：小沼 尚夫 氏（㈱ ネオジャパン） 

 
６．イノベーションとマネジメント研究部会（能勢 氏） 
・平成19年度 第１回 開催予定 
日時：平成19年9月15日(土) 15:00 ～ 17:00 
場所：大阪工業大学 大阪センター 
テーマ：イノベーションと経営 ～ 組織体の成長発展のために ～ 
講師：栗山 仙之助 氏（大阪工業大学／摂南大学） 

 
７．工場見学会報告（皆川 氏） 
・平成18年度 第1回 工場見学会報告  出席者 20 名 
  日時：平成19年6月22日(金)  15：00 ～ 17：30 
  見学先：ダイハツ工業株式会社 本社工場 
見学テーマ：「自動車のものづくりと100年の歴史に触れる」 
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８．その他（資料 H19－2－1参照） 

 

１．関西支部の「経営工学の見える化」活動計画（案）について （溝口 氏，長沢 氏） 
(1) 資料 H19－2－1 に基づき，「経営工学の見える化」活動計画（案）への各運営委員からの意見が紹

介され，意見を参考にしながら，先の活動計画（案）を補足するものとして，長沢氏より次の活動計

画（案）が提示された：①定例セミナーと事例研究会について実施後のまとめと感想をニューズレタ

ーの形で支部の会員に送信すること，そのため、まとめ報告作成者を学生会員から募集し（講演２件

当たり 5000 円を支給）、感想を運営委員から募集すること，②支部企画行事への大学所属会員のゼ

ミ生参加を無料とすること（事前届出とし、工場見学や研究部会などでは人数制限をかける場合があ

る），③支部推薦による優秀学生賞制度を導入し，卒論・修論発表会をその選考会とすること． 
 
(2) 長沢氏より，①と②については、次の定例セミナーから実施したいとの提案があり，了承された． 

③については，実施の方向で検討を続けることになった． 
 
以上の報告に関し，各委員より，以下の意見が寄せられ，継続して検討することとなった． 
・新規活動実施の前に，経営工学活性化に向け，改善すべき点をより緻密に検討する必要があるので

はないか？ 
・支部行事への参加者は，おおよそ5 ～ 10％である．残り90％の会員の研究会など各種行事への参

加を促す方策を検討すべきである． 
・問題点の検討は重要だが，実施可能案は，積極的に実行すべきである． 
・本格的なニューズレター配信の際は，他学会の先例を参考にすべきである． 
・見える化の主なターゲットは，会員内ではなく会員外ではないのか？ 

 
２．プロジェクトチームの発足について「経営工学実践賞の受賞候補者発掘のため」 （宇井 氏） 
 標記の件が提案され，以下のメンバーでの発足が承認された． 
・「経営工学を学べる大学から各1名」 

大阪府立大学 長沢 啓行 氏 
大阪工業大学 宇井 徹雄 氏 
近畿大学 久米 靖文 氏 
関西大学 冬木 正彦 氏 
摂南大学 羽石 寛寿 氏 

・「事例研究会」 
主査 河合 秀彌 氏 
副査 竹安 数博 氏 

・支部長 
溝口 泰弘 氏 

なお，企業側からのメンバーを補充すべきであるとの意見が出され，関西インダストリアル・エン

ジニアリング協会との関連を考慮し，宇井氏と溝口氏で補充すべきメンバーを選考することとなった． 
 
 

http://www.jimanet.jp/office/branch/kansai/unei/H19-2-1.pdf

