日本経営診断学会
第53回全国大会プログラム
統一論題「持続可能な開発目標と経営診断」
（オンライン開催）
■期間

2020年9月26日（土）～27日（日）

■主催校

追手門学院大学

■大会日程

9月26日（土）

9月27日（金）

9:00～

自由論題報告・大学院生報告・診断事例報告

13:00～

統一論題報告・特別講演・会員総会

9:30～

自由論題報告

13:00～

共同研究プロジェクト報告・ラウンドテーブルディスカッション

※各種委員会と理事会の詳細は、学会本部から別途連絡があります。
■大会参加費

会員

無料

非会員 2000円
非会員の方は、9月15日（火）までに、郵便振替で下記の口座に参加費をお振り込みください。なお、手数料はご自身
でご負担ください。
口座番号：00970-9-197211
加入者名：日本経営診断学会第53回全国大会実行委員会
■大会参加方法
1） 会員の方は、参加申込は不要です。
2）

非会員の方は、9月12日（土）までに下記の大会実行委員会事務局あてにメールでお申し込みください。

3） オンライン大会に参加するためのURLを、大会1週間前までに学会HPの「マイページ」（学会の会費請求書に記されている
会員IDでログイン）に掲載します。なお、報告者、司会者には、別途、ご案内します。
■報告の留意点
1） 統一論題は報告30 分以内として、最後に討論の時間を設けます。自由論題・診断事例報告・院生報告は、報告20分という時
間制限で進めます。共同プロジェクト研究は30分以内、ラウンドテーブルディスカッションは60 分以内とします。
2） 報告者は、オンライン会議システムの「コンテンツ共有」機能で、発表用のレジュメを画面に表示してから、報告を開始し
てください。
■予稿集
大会前に、学会HPの「マイページ」にPDFファイルとして掲載します。大会後は、J-STAGEに登載します。
■その他
1） プログラムに変更が生じた場合、その都度、学会HP上で更新します。
2） その他の詳細については、「大会ご案内」（HPに掲載）を参照してください。
3） ご不明な点がありましたら、下記の事務局までE-mailまたはFAXでお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】
日本経営診断学会第53回全国大会実行委員会委員長 長谷川路子（追手門学院大学）
〒567-8502 茨木市西安威2－1－15 追手門学院大学 経済学部
電話：072-665-5372（長谷川研究室直通） FAX：072-727-1897（実行委員会事務局）
E-mail：kansai@shindangakkai.jp または m_ohashi@hcn.zaq.ne.jp
大会当日のお問い合わせ先（当委員会事務局の携帯電話）：080-3139-3625

日本経営診断学会 第53回全国大会 プログラム
9月26日（土）
会場

26-A

26-B

26-C

セッション

自由論題

自由論題

大学院生報告/診断事例報告

司会

9:00
｜

吉成 亮（愛知工業大学）

田口 尚史（茨城キリスト教大学）

伊藤 友章（北海学園大学）

＜地域･職域連携＞ A-1

＜組織・NPO＞ B-1

【大学院生報告】 C-1

システム思考による地域・職域連携推進事業の
問題構造の可視化とその対策提案

NPOの組織基盤強化

道の駅直売所の地域ブランド戦略の一考察―
積極的な販売促進を行う道の駅の事例を中心と
して―

横山 淳一 （名古屋工業大学）

秋葉 武 （立命館大学）

辻 紳一 （大阪市立大学大学院）

柴田 英治（愛知医科大学）

9:30
｜

＜地域再生＞ A-2

＜リスクマネジメント＞ B-2

【大学院生報告】 C-2

地域再生にデザインシンキング手法は効果的
か？

「事例研究、オーケストラに見る多様性の組織
戦略」-統一性と多様性の共存は組織に何をも
たらすのか-

国際連合を取り巻く世界情勢の変遷から論究す
る中小企業の役割―SDGsの概念を補完するミ
クロ的視点―

酒井 理（法政大学）
＜地域振興＞ A-3
10:00
｜

淺津 光孝（淺津中小企業診断士･社労士事務所）

＜人材育成 ＞ B-3

【大学院生報告】 C-3

ソーシャル・ビジネスの事例研究

中小企業における人材育成（企業内研修の事
ハリヤ・アクリ（愛知工業大学大学院） 例研究）
加藤 里美（愛知工業大学）

五十川 龍（駒澤大学大学院）

攻撃視点を導入した学生向けの情報セキュリ
ティ意識改善ゲームの開発

佐藤 俊一（佐藤マネジメントコンサルティングオフィス）

伊藤 直美（愛知工業大学キャリアセンタ-）

佐野 達也（名古屋工業大学大学院）
横山 淳一（名古屋工業大学）

休憩
＜地域振興＞ A-4
10.35
｜

＜ダイバーシティ経営＞ B-4

丹下 英明（法政大学）

＜地域振興＞ A-5
11:05
｜

【大学院生報告】 C-4

中小企業の海外企業開拓とその実現要因～テキ 経済産業省「新・ダイバーシティ経営企業100
スタイル産業を中心に～
選」にみるダイバーシティ経営の特徴

若年層の健康増進に着目した地方自治体が関
与するイベントの現状分析

チョチョウィン（愛知工業大学大学院）

澤田 有香（名古屋工業大学大学院）

加藤 里美（愛知工業大学）

横山 淳一 （名古屋工業大学）

＜職場のダイバーシティ＞ B-5

【大学院生報告】 C-5

英国プロサッカークラブのサポータートラストの法 日本企業における外国人材受け入れの現状に
的位置づけ明確化に見る「地域振興」
関する研究
西崎 信男（九州産業大学）

湯川 恵子（神奈川大学）

質の高い医療を支える病院建築に求められる施
設整備計画のしくみ
亀谷 佳保里（名古屋工業大学大学院）
横山 淳一 （名古屋工業大学）

＜地域振興＞ A-6
11:35
｜

＜働き方改革＞ B-6

【診断事例報告】C-6

診断事例と地域研究の連携および検証結果の住
知的ドキュメント･アウトソーシング活用による生
民意識への還元に関する試論―地域診断（学）
食品企業におけるアウトソース品質管理の診断
産性向上-発注／進行スキル向上の実証研究の論理的検証のための試論
稲福 善男 (名古屋外国語大学)

今村 由美子（コヨーテ）

長谷川 路子（追手門学院大学）

山崎 康夫 （中部産業連盟）

並木 雄二（法政大学）
昼休み
26-A

会場

統一論題報告／特別講演
13:00－13:10
大会趣旨宣言
13:10－13:40

大会実行委員長 長谷川 路子（追手門学院大学）
持続可能な開発に対する一考察：仏教思想の観点から

統一論題報告（1）A-7
13:40－14:10
13:00
｜
16:20

小森谷 浩志 （株式会社ENSOU）
エマジー理論の概要と適用事例の分析～SDGsの評価手法として期待される新たな手法～

統一論題報告（2）A-8
14:10－14:40

司会：太田 一樹 （大阪商業大学）

持続可能な開発目標と経営診断-SDGsの意義と大会の趣旨-

武田 彰夫（株式会社MIC武田技術士事務所）
サステナブルな企業成長のための成長ドライバ理論による総合経営診断とその進化～SDGsの取り組みを活かす経営
のフレームワークとして～

統一論題報告（3）A-9

東渕 則之 （松山大学）
休憩

14:45－15:00

“持続可能”の概念・枠組みとマーケティング

統一論題報告（1）A-10
15:00－15:50
特別講演

大橋 正彦 （大阪商業大学）
東大阪中小企業のSDGsへの取組みとわが社の持続可能経営
安川 昭雄（株式会社アドバンス 会長/東大阪ブランド推進機構 相談役・元理事長）
討論・質疑応答

15:50－16:20
休憩
16:30
｜

会員総会

9月27日（日）
27-D

会場

27-E

27-F

セッション

自由論題

自由論題

自由論題

司会

首藤 禎史（大東文化大学）

村橋 剛史（朝日大学）

辻 一幸（公益社団法人京都府原爆被災者の会）

＜ものづくり＞ E-1

＜環境･エネルギー＞ F-1
中小製造業の革新的サービスの一考察：事業計 わが国消費者におけるエコ製品利用の規定因
画作成支援の着眼点
～JGSS-2000～2018の累積データより～
服部 繁一（大阪経済大学）
大橋 正彦（大阪商業大学）

9:30
｜

＜産地事例報告＞ D-1

＜知的財産経営＞ E-2

兵庫県三木金物産地の変革と展望

＜サービスマネジメント＞ F-2
宿泊業における訪日外国人観光客へのおもて
なしのマネジメント-「山城屋」，「澤の屋」および
後藤 時政（愛知工業大学） 「富士箱根ゲストハウス」の事例分析

価値共創型知財組織についての考察

10:00
｜

羽田 裕（愛知工業大学）
鴻 雅行 （大阪府中小企業診断協会）

福澤 和久（愛知工業大学）

森下 俊一郎（九州産業大学）

永井 昌寛（愛知県立大学）
＜地域振興＞ D-2
10:30
｜

＜知的財産経営＞ E-3

＜サービスマネジメント＞ F-3
中堅・中小企業における新規事業展開領域への 活動基準原価計算システムによる顧客利益性
参入に向けて～自社の保有特許を起点に～
分析
村上 真理（九州国際大学）
羽田 裕（愛知工業大学）
町田 耕一（国士館大学）

地域コミュニティの防災力～北九州市に関する
事例研究を通じた考察～

後藤 時政（愛知工業大学）
羽田野 泰彦（公益財団法人名古屋産業科学研究所中部TLO）

休憩

11:05
｜

＜地域振興＞ D-3

＜マーケティング＞ E-4

<保健医療福祉> F-4

小売中心性指標活用の課題と可能性

資源配分構想の起点と資源配分類型

予防医療・介護予防における家族見守り型保
健医療福祉支援情報システムの設計課題

長谷川 路子（追手門学院大学）

有馬 賢治（立教大学）

永井 昌寛（愛知県立大学）
後藤 時政（愛知工業大学）
横山 淳一 （名古屋工業大学）

11:35
｜

＜会計学説＞ D-4

＜観光地域戦略＞ E-5

＜中小企業診断士＞ F-5

藤井秀樹学説における会計評価論

観光地域戦略のためのオンラインレビュー分析

統計情報からみる中小企業診断士の課題

木村 勝則（宮崎学園短期大学）

鈴木 英之（合同会社ファイン･アナリシス）

川村 悟（関西外国語大学）

昼休み
27-D

会場

主催校学長挨拶

13:00－13:10

13:10－13:40
13:10
｜
14:10

13:40－14:10

司会：大橋 正彦（大阪商業大学）

デスティネーション・イメージとデスティネーション・パーソナリティの概念的整理

研究報告（1）D-5

劉 亜氷（目白大学）・上原 義子（高千穂大学）・高橋 昭夫（明治大学）
中小企業のサービス化診断メソッドの開発～サブスクリプションによる収益モデルのアセスメント～

研究報告（2）D-6

酒井 理（法政大学）・並木 雄二（法政大学）
ラウンドテーブル・ディスカッション

セッション
会場

真銅 正宏（追手門学院大学）

共同研究プロジェクト報告

セッション

27-D

27-E

中小企業の人材採用における支援について―リファーラル採用の視点も
ポストコロナ時代の観光地経営
加えて―
14:20
｜
15:20

司会：浅津 光孝（浅津中小企業診断士･社労士事務所）

司会兼オーガナイザー：鈴木 英之（合同会社ファイン・アナリシス）

オーガナイザー：藤井 一郎（四国大学）
発表者：阿部 守（MABコンサルティング）

会場
15:25
｜
15:35

27-D
次回開催校挨拶・閉会の辞

発表予定者：山川 雅行（大阪観光大学）ほか

