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日本経営工学会関西支部 平成１９年度 第４回運営委員会議事録 

 
日時：平成19年12月8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：16 名 
 
１．議事録確認 

・平成19年度 第３回運営委員会，平成19年10月6日(土)  17：00 ～ 17：30開催 
 
２．理事会報告（長沢 氏） 
・第29期 第３回理事会：平成19年10月19日(金) 16：00 ～ 19：00 
  於 ホテルニューオータニ札幌3F「青葉」 
出席者：理事12名，監事2名，オブザーバー1 名 

・会員数（平成19年10月19日 現在） 
名誉会員27名，正会員1,532名，学生会員237名，賛助会員31社32口． 

 
＜議決事項＞ 
1) 第29期第2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． 

2) 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，入退会に関する説明（13 名入会、退会5 名、復活1 名、結果：正

会員9 名増、学生会員16 名増）があった．また，今期の復活会員に関して処理した経緯の説明があっ

た． 
 
＜協議事項＞ 
1) 会長メモにもとづく検討事項まとめの実施について（会長） 

100 周年記念行事および創立 60 周年 JIMA 将来計画検討を中心として引き続き検討する旨が伝えら

れた． 
2) 100 周年記念行事の提案（副会長） 
副会長から資料に基づき，記念・特別行事，記念出版，記念賞についての説明があった．提案された行

事，予算について議論がなされ，引き続いて検討していくことになった． 
3) 創立60 周年JIMA 将来計画検討の準備（副会長） 
副会長より資料に基づき，60 周年JIMA 将来計画についての説明があった．2010 年に向けての10 の
提言案についてそれぞれの常設委員で審議し提案するよう要請があった． 

4) 学会パンフレットの改訂について （会員） 
会員担当理事から学会パンフレットの原案が配布され，レイアウト修正に関する議論が行なわれた．印

刷部数に関しては現状の部数（2000 部）を印刷することが了承された． 
5) 2009 年FMES シンポジウムの開催について （企画・行事） 
企画・行事担当理事から2008・2009 年度のシンポジウム開催予定と今年度のFMES シンポジウムの

報告がなされた．また，2009 年度の担当が経営工学会なので，春季大会と同時に開催（金曜日開催）

を行う方向で調整することが了承された． 
6) 第38 回安全工学シンポジウム実行委員会委員推薦と共催について（国際・渉外） 
国際・渉外担当理事から安全工学シンポジウム実行委員に関する説明がなされた．実行委員1 名の推薦

について，昨年度担当の先生に再度依頼を行うことになった．しかし，もし不可能な場合は国際・渉外

委員会へ一任し，選出してもらうことになった． 
7) 論文誌編集委員会レフェリーの委嘱について （編集） 
編集担当理事からレフェリー選出に関する説明がなされた．レフェリーの選出の仕方について議論がな

され，レフェリーの決定および委嘱を編集委員会に一任することになった．また，論文誌レフェリー選

出手続細則（平成19 年7 月6 日改正時の誤植の部分）の手直しを行う旨が了承された． 
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8) 経営工学会メーリングリスト（ML）運用について（庶務） 
庶務担当理事より学会ML の現状の問題点と正式運用に関する細則についての説明がなされた．細則の

文言および名称などを修正し早急に運用を開始する旨が了承された． 
9) 春恒社契約見直しの件（庶務） 
庶務担当理事より春恒社契約解除に伴う事務局移転の問題に関して説明がなされた．新たに理事会から

事務局移転問題検討メンバーとして，副会長1 名・財務・庶務理事が選出され，提出された案の予算範

囲内で合議制により先に進めることが了承された．監事1 名も元庶務担当理事として協力することにな

った．また，具体的な契約や費用については次回理事会での議決事項として，検討することになった． 
10) JABEE 補正予算について（石川） 

JABEE／支部担当理事から，JABEE より提案されている第19 年度特別会計収支予算承認に関しての

説明がなされ，賛成する旨を確認した． 
 
＜報告事項＞ 
0) 訃報について（監事） 
元会長の太田宏先生の訃報について監事より報告があった． 

1) 横幹連合アカデミーロードマップWG1 の報告（会長）（資料3-12） 
2) 第46 回ビジネスショウKANSAI の進行状況（副会長）（資料3-13） 
3) JABEE/支部委員会報告（JABEE/支部担当）（資料3-14） 
4) 第29 期第3 回大会委員会理事会報告（大会）（資料3-15） 
5) 第29 期第3 回国際・渉外委員会理事会報告（国際・渉外）（資料3-16） 
6) 掲載料・別刷代請求一覧（編集）（資料3-17） 
7) 文部科学省立ち入り実地検査について（庶務）（資料3-18） 
8) 公益法人調査票の提出について（庶務）（資料3-20） 
9) 日本学術会議ニュース・メールNo.98-102（事務局）（資料3-19） 

 
次回，第29期 第4回 理事会開催予定 
 平成20年1月25日(金) 16：00 ～ 20：00 会場：日大経済学部 
 

３．事例研究会報告（竹安 氏） 
・平成19年度 第2回 事例研究会開催報告  出席者 25名 
  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．「IT活用と人・組織」研究部会報告（宇井 氏） 

・平成19年度 第2回 開催報告 
日時：平成19年10月13日(土) 14時00分～17時00分 
場所：日本SGI㈱ 西日本支社（ハービスOSAKA 11F） 
テーマ①：オープンソースソフトウェアは今―OSSコミュニティとビジネスの可能性 
講師：高澤真治氏（日本SGI㈱ チーフLinuxコンサルタント） 
テーマ②：実用期を迎えたSaaS―SaaSの動向、事例のご紹介 
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） 
参加者：16名（大学8名、企業8名） 
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・平成19年度 第3回 開催報告 
日時：平成19年10月27日(土) 14時00分～17時00分 
場所：マイクロソフト㈱大阪営業所 
テーマ①：ユーザの声を反映し成長するグループウェアソフト 
講師：小沼尚夫氏（㈱ ネオジャパン 取締役 部長） 
テーマ②：企業組織へのWeb2.0のインパクトーソーシャルメディアが実現する暗黙知の伝達 
講師：亀津 敦氏（㈱野村総合研究所 主任研究員） 
参加者：17名（大学12名、企業5名） 

 

５．第46回ビジネスシヨウＫＡＮＳＡＩ 経営（学会連合）フォーラム報告（事務局） 

（平成19年度日本経営工学会関西支部特別研究会） 

  日時：2007年11月1日 (木) 10：30 ～ 16：00 
  場所：インテックス大阪 ５号館Ａゾーン （大阪市住之江区南港北） 
  参加者：179名 
  フォーラムテーマ：「イノベーションとマネジメント ～モノ・コトづくりと教育・人材育成～ 」 
   (1) 特別講演１（教育、人材育成とマネジメント）    10：30 ～ 11：30  参加者102名 
   「イノベーションを産み出す人材育成」 

田中人材戦略事務所 所長  田中 丈夫 氏 
  (2) 特別講演２（ことづくりとマネジメント）       12：30 ～ 13：30  参加者109名 
   「研究開発におけるイノベーションとマネジメント」 
       松下電工（株）副社長 

（社）日本オペレーションズ・リサーチ学会 副会長  野村 淳二 氏 
  (3) パネルディスカッション（経営系９学会の主張、提案）13：35 ～ 16：00  参加者65名 
    パネルディスカッションテーマ「モノづくり、人づくり、イノベーション」 

パネル司会／総括：             奥林 康司 氏（摂南大学） 
     コメンテータ（ひとづくり側）：       田中 丈夫 氏（田中人材戦略事務所，岡山大学） 
     コメンテータ（モノ、コトづくり側）： 水山 元 氏（京都大学） 
     パネラー： 
     （社）日本品質管理学会 (QC)   黒木  学 氏（大阪大学） 
     （社）日本オペレーションズ・リサーチ学会 (OR) 大村 雄史 氏（近畿大学） 
      日本経営学会 (JSBA)    上林 憲雄 氏（神戸大学大学院） 
      （社）日本経営工学会 (JIMA)   小笹 淳二 氏（積水化学工業（株）） 
      日本経営システム学会 (JAMS)   三藤 利雄 氏（摂南大学） 
      日本情報経営学会 (JSIM)    皆川 健多郎 氏（大阪工業大学） 

日本セキュリティ・マネジメント学会 (JSSM) 高瀬 宜士 氏（帝塚山大学）  
      経営情報学会 (JASMIN)    蒲田 卓恭 氏（（株）アダプティブ） 
 
６．「イノベーションとマネジメント」研究部会報告（事務局） 

・平成19年度 第2回 開催報告（平成19年度日本経営工学会関西支部特別研究会） 
 日時：2007年11月1日 (木) 16：30 ～ 19：15 
 場所：インテックス大阪 ５号館２階 
 講師：三藤 利雄 氏（摂南大学） 
 参加者：22名  
 テーマ：イノベーションはどのように普及するのか 

講演 16：30 ～ 18：00， 懇談会 18：00 ～ 19：15 
 
・平成19年度 第3回 開催報告（於 第２回横幹連合コンファレンス） 
 日時：2007年11月29日 (木) 9：30 ～ 12：30 
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 場所：京都大学100周年時計台記念館 
 参加者：45名 
 セッションテーマ：「イノベーションとマネジメント (1)」 

講演 9：30 ～ 12：00， 討議・質疑応答 12：00 ～ 12：35 
講演１「業務システム革新における情報技術の組織的意義」 
講師：古賀 広志 氏  関西大学，日本情報経営学会 副関西支部長 

講演２「MOT、イノベーションと経営工学」 
講師：宇井 徹雄 氏  大阪工業大学，（社）日本経営工学会 前会長 

講演３「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，（社）日本経営工学会 元会長 

講演４「イノベーションのマネジメント」 
講師：二宮 清 氏   ダイキン工業（株） 

講演５ 「研究開発におけるイノベーションとマネジメント」 
講師：野村 淳二 氏  松下電工（株），（社）日本オペレーションズ・リサーチ学会 副会長 

 
・平成19年度 第4回 開催予定 
 日時：2008年2月23日 (土)  15：30～ 
 場所：大阪工業大学 大阪センター 
 講師：谷 彰三 氏（シャープ（株）） 
 テーマ： シャープにおける価値創造とイノベーション 
 
７．プロジェクトチームの会合報告（宇井 氏） 

2007年10月31日（水）大阪工業大学大阪センター（毎日インテシオ3F）において，メンバー5名が出

席し，第1回会合を開催． 
 

８．その他 

1) 来年度秋季研究大会開催地の関西支部引き受けについて（長沢 氏），資料 H19－4－1 参照 
 平成20年度日本経営工学会秋季研究大会は，関西支部の協力の下，原案どおり，大阪府立大学で開催 
することが承認された．開催予定日は，平成20年10月18日(土)，19日(日)である． 

 
2) 平成19年度 卒業論文・修士論文発表会について（長沢 氏） 
平成19年度は，大阪工業大学で開催することが承認された． 
また，関西支部優秀学生発表賞の新設を検討中であることが，長沢氏より報告された． 
なお，過去の担当は，平成15年度（関西大学），16年度（大阪府立大学），17年度（近畿大学），18年

度（摂南大学）であった． 
 
3) 元IFPR会長，Prof. C. O’ Brien 先生の講演会について（事務局）資料 H19－4－2 参照 
開催予定：2008年1月11日(金)，於大阪工業大学 大阪センター 

  表記研究会案内をE－mail，webにより関西支部会員へ配信することが了承された． 
 

http://www.jimanet.jp/office/branch/kansai/unei/H19-4-1.pdf
http://www.jimanet.jp/office/branch/kansai/unei/H19-4-2.pdf

