開催案内

人を大切にする経営学会
第 7 回全国大会
テーマ

五方良しの経営学の実践

日 時 2020 年 9 月 12 日（土）13：00 ～ 17：30
		

9 月 13 日（日）10：00 ～ 16：30

会 場 12 日（土）きゅりあん（品川区立総合区民会館）
13 日（日）川崎商工会議所

人を大切にする経営学会第 7 回全国大会の開催にあたって
新型コロナウイルス感染拡大影響の長期化等を受け、当学会の活動もかなり制限をされております。
第 7 回全国大会開催を予定しておりました立教大学でも、当分の間、学内での行事を中止または延期をするという方針
が、先般、再び発表されました。
こうした状況を受け、当学会としても、中止や延期等について慎重に検討しましたが、こういう時期だからこそ、開催
して欲しいといった学会員からの要望も強く、第 7 回大会は会場を変更し、規模の縮小やオンライン参加も併用する等、
いわゆる「3 密」を避けた方式で、開催させていただくことといたしました。
大会初日である 9 月 12 日（土）は、本年 3 月に開催することができず、延期になっておりました、第 10 回「日本でい
ちばん大切にしたい会社」大賞受賞企業からの取り組み報告会を開催します。
そして、大会二日目の 9 月 13 日（日）は、午前中に、学会の年次総会と基調講演・基調報告をしていただき、昼食後
の午後は、3 会場に分かれての分科会研究発表等を予定しています。
様々な課題もありますが、受賞企業へのエールや、ご準備された発表者のためにも、開催してよかった・参加してよか
ったと思えるような第 7 回全国大会が開催できたらと思っております。
いずれの講演や報告も、困難な時代の中、私たちに勇気と希望、さらには新たな気づきを与えてくれるものと確信して
います。会場参加でも、オンライン参加でもどちらでも構いませんが、多数、ご参加くださいますようご案内方お願い申
し上げます。
なお、会場参加については、3密を避けるため、1000名規模の会場ですが、定員200名（13日は100名）を設けておりま
すので、会場参加を希望されます場合は、お早めに申し込みをしていただければ幸いです。
人を大切にする経営学会第 7 回全国大会
実行委員長 安部 哲也
（立教大学大学院教授）
人を大切にする経営学会 会長
坂本 光司

全日程プログラム
日付

時間
12:00～13:00
13:00～13:30

12 日（土）
きゅりあん
（品川区立総合区民会館）

13:30～14:00
14:00～15:00
15:10～17:00
17:00～17:15
17:15～17:30
9:30～10:00
10:00～10:30

13 日（日）
川崎商工会議所

10:30～11:30
11:30～12:30
12:30～13:30
13:30～15:40
15:45～16:20
16:20～16:30

12 日（土）

内容
受付
第 7 回全国大会主催者挨拶
来賓挨拶
審査委員長講評
受賞企業プレゼンテーション
受賞企業挨拶
2019年度研究奨励賞・2019年度経営人財塾（２期）優秀賞 授与
閉会挨拶
受付
人を大切にする経営学会 年次総会
・2019 年度事業報告・2020 年度事業計画 他
基調講演「今でも守り続けている 3 つの教え」
基調報告「社員幸福度指標の研究」
休憩・昼食
分科会研究発表（各分科会 40 分×3 組）
総括
次回開催校代表挨拶・閉会

第 10 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞報告会
13:00～17:30

会場

きゅりあん 大ホール

受賞企業プレゼンテーション・挨拶
第10回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞企業（20団体）代表者の皆様から、どのような
経営を実践しているのか、どうすれば大切にしたい会社になれるのかなど、具体的な取り組みについ
てお話しいただきます。
受賞企業の皆様から直接、生の声を聞くことのできる数少ない機会ですので是非ご参加ください。
※第 10 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の受賞企業は 20 団体ですが、諸般の事情で、当日の報告は 15 団体程度を予定しております。

13 日（日） 第 7 回年次総会・全国大会
第 7 回年次総会

10:00～16:30

会場 川崎商工会議所

10:00～10:30

・2019 年度事業報告 ・2020 年度事業計画 他

基調講演

10:30～11:30

有限会社ツマガリ 代表取締役 津曲 孝 氏 テーマ：今でも変わらず守り続けている 3 つの教え
プロフィール：1950 年宮崎県串間市生まれ。1968 年ヒサモト洋菓子店入社。1972 年（株）エーデルワイス入社後、
（株）アンテノール代表取締役社長、
（株）エーデルワイス取締役製造本部長兼任、1987 年西宮市甲
陽園にケーキハウスツマガリを開店。2006 年兵庫県技能顕功賞を受賞。2011 年厚生労働大臣より“卓
越した技能者”である現代の名工を受章。2012 年西宮市民文化賞。2014 年宮崎県串間市より産業経
済功労賞。2015 年秋の褒章「黄綬褒章」第 7 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞を受賞

基調報告

11:30～12:30

千葉商科大学大学院 客員教授 藤井 正隆 氏 テーマ：社員幸福度指標の研究
プロフィール：株式会社イマージョン 代表取締役社長 人を大切にする経営学会常任理事・事務局長
法政大学大学院政策創造研究科博士課程修了。組織開発大手コンサルティング会社マネジメントコ
ーディーネーター（部長クラス）を経て起業。
「企業経営の目的は関係者に幸せ、答えは現場にある」
といった坂本経営学に共感し 10 年間行動を共にしている。企業経営者、研究者の立場から、経営実
践、いい会社視察研究と理論を融合し、真に関係者に幸せに繋がる企業経営の在り方とやり方を追
求している。

分科会研究発表（3 会場） 13:30～15:40
第 1 分科会
五方良しの経営学の実践１
（経営方針での実践）

第 2 分科会
五方良しの経営学の実践２
（組織における雇用のあり方）

第 3 分科会
五方良しの経営学の実践３
（企業活動での実践事例）

【発表 1】13：30～14：10
小栗 健吾
（人と感動経営研究所）
人も組織も幸せに輝く「五方感動
経営」のすすめ

【発表 1】13：30～14：10
安部 哲也（立教大学大学院）
高安 敏行
（有限会社ハートサービス）
人を大切にする経営企業の with &
after コロナの経営とリーダーシ
ップ

【発表 1】13：30～14：10
梅垣 和英
（元アシックス商事株式会社）
バリュープロポジション経営の実
践

【発表 2】14：15～14：55
長山 昇一
（三井住友銀行）
働き方改革及び生産性向上と五方
良し経営について

【発表 2】14：15～14：55
武田 和久
（文京学院大学）
障害者雇用における支援者の雇用
とあり方に関する調査研究

【発表 2】14：15～14：55
槇田 美穂、金森 敏、貝山 美空
里見 佳奈
（東京家政学院大学）
株式会社英國屋の変革プロセスに
関する研究：BSC を用いた 4 つの
視点からの二次分析

【発表 3】15：00～15：40
前田 健司
（燦キャピタルマネージメント株
式会社）
「人を大切にする経営」を行うた
めの「資本政策」について

【発表 3】15：00～15：40
毛利 伸也
（一般社団法人コ・イノベーショ
ン研究所）
重度障害者の在宅就業に関する調
査研究

【発表 3】15：00～15：40
木田 世界
（西武文理大学）
自動車販売店舗における従業員満
足と顧客満足の両立に向けて

テーマ

内

容

総括

15:45～16:20

分科会での議論を各分科会の主査・コメンテータ―から報告していただき、参加者全員で共有いたします。

次回開催校代表挨拶・閉会

16:20～16:30

お申し込み方法
FAX もしくはウェブサイトにてお申し込みください。（申し込み締め切り 8 月 31 日）
ウェブサイト：https://ws.formzu.net/fgen/S14758038/
＜参加費＞
個人会員・団体会員
大賞報告会（12 日）

学生会員

一般

会場参加
（定員 200 名）

無

料

2,000 円／1 名

オンライン参加

無

料

2,000 円／1 名

会場参加
（定員 100 名）

10,000 円／1 名

5,000 円／1 名

入会検討中の方のみ
10,000 円／1 名

オンライン参加

5,000 円／1 名

2,500 円／1 名

入会検討中の方のみ
5,000 円／1 名

全国大会（13 日）

＜ご入金方法＞ クレジットカード決済もしくは、銀行振込（お申し込み後に、メールにてご案内いたします）
※13 日全国大会参加費に昼食代は含まれておりません。昼食は、各自ご用意ください。
※参加キャンセルの場合は、一週間前までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは返金いたしません（オンライン
参加も同じ）
※会場参加をご希望の際も、定員数を超えた場合にはオンライン参加をお願いする事がございます。ご了承ください。

オンラインご参加にあたってのご連絡（必ずお読みください）
オンライン参加申込みの場合は、利用に必要な通信回線、通信機器、コンピュータなどは参加者様がご用意ください。
Zoomを使用しての実施となりますので、ご自分の環境が対応しているか、お申し込み前の確認をお勧めいたします。イ
ンターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があります。状況によって
は、配信を中断し、再接続して再開する場合がありますが、予めご了承ください。
当日のミーティングID・パスワードは事前にお送りしますので、参加者様ご自身で管理してください。また、第三者へ
の貸与、譲渡は一切禁止します。視聴中の録音・録画・撮影等は固くお断りいたします。

会場アクセス

開催日によって会場が異なりますのでご注意ください

12日(土）きゅりあん（品川区立総合区民会館）

13日(日）川崎商工会議所

住所

東京都品川区東大井 5-18-1

住所

アクセス

JR「大井町駅」中央東口徒歩 2 分

アクセス

神奈川県川崎市川崎区駅前本町 11-2
川崎フロンティアビル 3 階
JR 川崎駅北口 徒歩 2 分
京浜急行線「京急川崎駅」徒歩 1 分

お問い合わせ
※開催方法等に変更が生じた場合には、事務局からメールをお送りいたします。info@htk-gakkai.org からのメールを受
信できるよう設定をお願いいたします。また、ご来場前には、当学会からのメールやウェブサイト（https://www.htkgakkai.org/）をご確認いただきますようお願いいたします。

人を大切にする経営学会事務局
〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-15-15 瑞鳥ビル 2F
TEL：03-6261-4222
FAX：03-6261-4223
E-mail：info@htk-gakkai.org Web：https://www.htk-gakkai.org/

こちらからも
お申し込みいただけます→

