
日本経営工学会関西支部 平成２１年度 第２回運営委員会議事録 

 
日時：平成21年9月12日(土)  17：00 ～ 17：22 
場所：ダイキン情報システム株式会社 会議室 
参加者：15名 
 

１．議事録確認 

・平成20年度 第７回運営委員会，平成21年6月13日(土) 13：50 ～ 14：20開催 
・平成21年度 第１回運営委員会，平成21年6月13日(土) 16：30 ～ 16：40開催 

 

２．理事会報告（椎原 氏） 
第30期 第１回理事会 

・平成21年7月25日(土)  14：00 ～ 18：20 開催 
  於 日本大学経済学部3号館4F 会議室 
出席者：13 名（他に監事1 名、事務局1 名が出席） 

 
＜議決事項＞ 
1) 入退会（17 名入会，会員区分の移行1 名，退会8 名，結果：正会員7 名増，学生会員3 名増） 

平成21年7月25日現在，名誉会員25名，正会員1,431名，学生会員223名，賛助会員28社29口 
 
＜協議事項＞ 
1) 第30期委員会名簿：各委員会の委員長と委員について説明があり承認された． 
2) 経営工学3団体連携事業・行事の推進：副会長，行事・企画担当理事，国際・渉外担当理事とで継続協

議となった． 
3) 学会誌寄贈依頼：学会誌等の無償提供について理事会で検討することになった． 
4) 新法人化：検討委員会に国際・渉外担当理事と財務担当理事を加える．新法人（公益社団法人か一般社

団法人）の選択については継続協議となった． 
5) 特別委員会の設置：FMES特別委員会の設置について継続審議となった． 

 
＜報告事項＞ 
1) 掲載料・別刷代請求一覧 
2) 第30期エリアエディタ 
3)  JABEE臨時社員総会報告 
4)  2009年度協賛・共催依頼受付リスト及び国際シンポジウム，APIEMS． 
5) 理事会カレンダー 
6) 英文ホームページの改善依頼 
7) 経営システム誌の広告 

 
※ 第2回理事会は 平成21年9月5日（土） 

 

第30期 第２回理事会 

・平成21年9月5日(土)  13：00 ～ 17：00 開催 
  於 日本大学経済学部3号館4F 会議室 
出席者：12 名（他に監事2 名、事務局1 名が出席） 

 
＜議決事項＞ 
1) 入退会（32 名入会，退会4 名，結果：正会員5名増，学生会員24 名増，賛助会員1減） 

平成21年9月5日現在，名誉会員25名，正会員1,436名，学生会員247名，賛助会員27社28口 
 
＜協議事項＞ 
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1) 第30期委員会名簿：各委員会の委員長と委員の追加等について説明があった． 
2) 会員データベース：マイページの導入や登録情報の調査について説明があった． 
3)  FMESの事務局：３年後に引き受ける旨の文書作成について協議した． 
4) 新法人化：公益社団法人か一般社団法人の選択について継続協議された．支部活動の公益性等の調査が

必要になる可能性もある． 
 
＜報告事項＞ 
1) 掲載料・別刷代請求一覧 
2) 文科省事務連絡 
3) 大会報告 
4) 経営工学3団体連携事業の実施状況 
5) 経営工学100年周期国際シンポジウムのお礼 
6) 横幹連合の開催 

 
※ 第3回理事会は 平成21年11月6日（金） 

 

３．事例研究会報告（溝口 氏） 
・平成21年度 第1回 事例研究会開催報告  出席者 16名 
  日時：平成21年9月12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「材料取り合わせにおける歩留り向上に向けての取り組み」 

講演者：住友林業情報システム 株式会社  代表取締役社長  豊田 丈輔  氏 
講演Ⅱ「何故？！日本の顧客は大手SIerに、予算以上の膨大な IT投資を虐げられるのか？ 

（あるパッケージ提案と顧客要求仕様対応にみるギャップとその顛末から）」 
講演者：株式会社 シンプル  代表取締役社長  杉浦 亘  氏 

 

４．定例セミナー報告（事務局） 
・平成21年度 第1回 定例セミナー開催予定 
  日時：平成21 年10月24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「業務文書処理への自然言語処理の応用 
     ～ 大量の文書の分類整理，文書品質の向上 ～」 

講演者：株式会社 東芝ソリューション ＩＴ技術研究所 守安 隆 氏 
講演Ⅱ 調整中 

 

５．その他 

1) 日本経営工学会秋季研究大会における関西支部企画について（宇井 氏） 
11月8日 (日)  10：00 ～ 12：00 関西支部企画特別セッション 
特別セッション名： 関西支部企画 － 経営工学の実践 
オーガナイザー：宇井 徹雄 氏（大阪工業大学） 
司 会：竹安 数博 氏（大阪府立大学） 

 
10：00 ～ 10：20 ＜関西支部からの問題提起＞ 

「支部活動の活性化に向けて」 
大阪府立工業高等専門学校 校長，関西支部長 長澤 啓行 氏 

10：20 ～ 10：30 質疑 
10：30 ～ 10：50 ＜特別事例発表１＞ 

「当所における間接部門効率化活動」 
 住友金属工業株式会社 製鋼所 ＩＥ室長 田村 豊 氏 
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10：50 ～ 11：00 質疑 
11：00 ～ 11：20 ＜特別事例発表２＞ 

「材料取り合わせにおける歩留り最適化のアプローチ」 
 住友林業情報システム株式会社 代表取締役社長 豊田 丈輔 氏 

11：20 ～ 11：30 質疑 
11：30 ～ 11：50 ＜特別事例発表３＞ 

「インナーブランディングとその実践事例 
           －インナーブランディングの視点で業務改革を図る」 

 株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯ 代表取締役 甲斐荘 正晃 氏 
11：50 ～ 12：00 質疑 
 
（なお，終了が12時10分など，開始終了時間帯で多少のずれがあれば大会の他のセッション時間帯と 
合わせる．） 
 

2) 経営工学100年周期 国際シンポジウム開催報告（能勢 氏） 
 

第2回 経営工学100年周期 国際シンポジウム 
“The Future of Management –Beyond the Scientific Management of Frederick W.Taylor” 
（これからのマネジメント －F.W.テーラーの科学的管理を振り返って－） 

日時：7月30日（木）13:30～18:30 基調講演3件と質疑応答・討議 
           18:45～20:00 懇親会 
場所：常翔学園大阪センター  
参加者：24名（講演者3名含） 

 
13:30 ～ 14:20 主催者（社）日本経営工学会側 挨拶と趣旨説明 
14:30 ～ 15:40 基調講演１ 

“ From New Taylorism to Human Sustainability  
－Extending management concepts outside industrial sector－” 
（新テーラーリズムからヒューマンサステナビリティ） 

Dr. Agostino VILLA (Politecuico di Torino：IFPR前会長) 、 
Dr.Teresa TAURINO (Politecuico di Torino) 

16:00 ～ 17:20 基調講演２ 
“ Taming the Dragon 

－management education and training in China－” 
（ドラゴンを馴らす：中国におけるマネジメント教育と育成） 

Dr. Christopher O' Brien (University of Nottingham：IFPR元会長)  
17:30 ～ 18:30 基調講演３ 

“ Fraunhofer 
－doing applied research for industry since 60 years－” 
（フランホッファー：産業界への研究の応用と60年の歴史） 
Dr. Lorenz Granrath (Fraunhofer-Gesellschaft)  

18:45 ～ 20:00 懇談会 
 

3) 第3回横幹連合コンファレンスについて（能勢 氏） 
第3回横幹連合コンファレンス（http://www.trafst.jp/conf2009/）への参加依頼があった． 
 
 


