
第 34 回日本経営診断学会 全国大会プログラム 
 

統一論題：経営パラダイムシフトの診断 
―新経営システムの提言― 

開催校 名古屋工業大学 
会 場 名古屋市昭和区御器所町 

 
平成 13 年 11 月 9 日（金） 名古屋工業大学・2 号館 11 階「ラウンジ」 

14:00～15:30 各委員会開催（新入会審査委員会、学会賞審査委員会、基本戦略プロジェクト） 

15:30～17:30 理事会 

 
平成 13 年 11 月 10 日（土） 第 1 日目 名古屋工業大学・2 号館 A 会場 

9:30～ 受付開始（２号館１階・Ａ会場前） 

10:20～10:25 
大会委員長開会の辞 

学会会長挨拶 

10:30～11:00 

プロジェクト研究報告 進行係 名古屋工業大学 山本 勝 

 九州部会プロジェクト研究会 

  「経営診断における『環境』の研究－その意義と方法－」 

研究代表者 東亜大学 岸川善光 

11:10～12:00 

特別講演（１） 座長 愛知県中小企業振興公社 金沢 健 

 「中小製造業の海外戦略」 

奥野工業株式会社 社長 奥野雅世 

12:00～13:00 昼食（会員控室：Ｆ２教室） 理事会（11 階ラウンジ） 

13:10～14:00 会員総会 

  

統一論題報告 司会 神奈川大学 海老澤栄一 

ミッションを基軸にした新経営システムの提言 

 －ミッションマネジメントシステムと経営診断－ 

報告者 東京都産業政策部 三宅隆之 

経済価値を超えた企業行動 

報告者 （社）中小企業診断協会 中村正継 

マネジリアル・コンサルテーションの新構築 

 －経営環境の構造的変革に対応する経営診断の革新－ 

報告者 （社）中小企業診断協会 新井信裕 

14:10～16:10 

組織変革パラダイム －我が国の企業の実態調査に基づいて－ 

報告者 愛知工業大学 長谷川 博 

徳永 豊 

16:20～17:00 総合討論 司会 神奈川大学 海老澤栄一 

  

17:10～18:00 

特別講演（２） 座長 愛知工業大学 鈴木達夫 

 「脳ミソの活性に３カク運動」 

京都大学名誉教授・愛知工業大学客員教授 大島 清 

  

18:10～19:30 懇親会  会場 2 号館 11 階「ラウンジ」 



 
平成 13 年 11 月 11 日（日） 第 2 日目 名古屋工業大学・2 号館・A 会場～D 会場 
 A 会場 

（Ｆ１教室）１階 

B 会場 

（Ｗ教室）２階 

C 会場 

（Ｙ教室）２階 

D 会場 

（Ｉ１教室）２階 

司会者 名城大学 福田康明 明治大学 井上崇通 愛知工業大学 野村重信 愛知工業大学 田村隆善 

A-1 B-1 C-1 D-1 

企業を評価する社会的視点の 

変化 

自然資源と生産活動のつながり 

－生産と消費が地球環境に及ぼす影響－ 

製造業でのアウトソーシングの 

実態と問題点 

サービス・プロフィット・チェーンの 

概念とその応用 

報告者 神奈川大学大学院 報告者 神奈川大学大学院 報告者 愛知工業大学大学院 報告者 明治大学大学院 

10:00 

～ 

10:30 

野沢淳平 荒井勝義 加藤裕康 坪井明彦 

A-2 B-2 C-2 D-2 

中小企業診断の新たなる展開 中心市街地における TMO 計画と 

まちづくり診断 

医師会事務局の情報化実態と 

推進方策 

中堅・中小企業における情報通信 

技術の経営的活用の研究 

報告者 新潟経営大学 報告者 村田簿記学校 報告者 名古屋工業大学 報告者 愛知工業大学 

10:30 

～ 

11:00 

加藤 孝 早川幸雄 横山淳一、山本 勝 近藤高司、鈴木達夫 
後藤時政 

司会者 愛知工業大学 鈴木達夫 亜細亜大学短期大学部 長島俊男 摂南大学 小島敏彦 京都府中小企業総合センター 辻 一幸 

A-3 B-3 C-3 D-3 

倫理監査の制度化 

－診断パラダイムシフトの視点から－ 

住民利用者からみた保健・医療・ 

福祉サービスの評価と改善方策 

経営診断における自立化に 

関する一考察 

中堅企業の債権回収戦略 

－売掛金回収システムの指導－ 

報告者 駿河台大学 報告者 愛知県立大学 報告者 愛知工業大学 報告者 （社）日本経営士会 

11:10 

～ 

11:40 

水尾順一 永井昌寛 野村重信 小畠薫二 

A-4 B-4 C-4 D-4 

低価格路線から高価格路線 

シフトのパラダイム 

地方自治体診断の概念枠組

み－ガバナンスとアカウンタビ

リティ－ 

大企業における女性の活用 

－役職者の視点から－ 

研究開発戦略と産学協同システ

ムの診断－第 2 期科学技術基本

計画を視野に入れて－ 

報告者 （社）中小企業診断協会 報告者 福岡大学 報告者 名古屋大学大学院 報告者 静岡産業大学 

11:40 

～ 

12:10 

田上康朗 古賀 勉 加藤里美 田口敏行 

 昼食（会員控室：Ｆ２教室）  理事会（11 階ラウンジ） 

司会者 駿河台大学 水尾順一 福岡大学 古賀 勉 近畿大学 田中 弘 （社）中小企業診断協会 新井信裕 

A-5 B-5 C-5 D-5 

多次元コントロールモデルと 

経営診断 

企業海外調達戦略と国家経済

の利害対立 

製品の高付加価値化による 

新経営システムの一考察 

－（株）シマノの事例研究－ 

トヨタ生産方式の中国企業へ 

の導入・実践について 

報告者 日本大学 報告者 経営コンサルタント 報告者 東海学園大学 報告者 中 国 浙 江 大 学 工 商 管 理 学 院 

13:00 

～ 
13:30 

野本千秋 服部良之 渡辺喜久 凌 国良 

愛知工業大学 工藤市兵衛 

井上博進 

A-6 B-6 C-6 D-6 

労働市場政策の変容と 
雇用システムの編成 

食品スーパーの成長と 
専門業種店の動向 

中小企業における IT（情報技術） 
活用の実態と課題（第 2 報） 

デジタル設備の生産性 

報告者 大阪産業大学 報告者 大阪商業大学 報告者 愛知県中小企業振興公社 報告者 東北産業能率研究所 

13:30 
～ 

14:00 

山ノ内敏隆 南方建明 金沢 健 

愛知工業大学 井上博進 

石岡幸夫 

司会者 東亜大学 岸川善光 名古屋工業大学 山本 勝 東京理科大学 矢野俊介 愛知工業大学 近藤高司 

A-7 B-7 C-7 D-7 

大競争時代の企業に対する経営戦略

指導の在り方－競争と共生の調和に 

よる持続的企業発展への提言－ 

日本の経済対策の根本的追

求 

ベンチャー企業の販売戦略の一考察 

－営業力強化が成功要因－ 

外形標準課税の企業経営に 

与える影響についての研究 

報告者 東海学園大学 報告者 愛知工業大学 報告者 （社）中小企業診断協会 報告者 関西大学大学院 

14:10 

～ 
14:40 

市原樟夫 工藤市兵衛 増田幸一 古江晋也 

摂南大学 小島敏彦 

  C-8  

  医薬品卸売業における流通シ

ステムの研究 

 

  報告者 東京都商業労働局産業政策部  

14:40 
～ 

15:10 

  杉原秀一  

 


