開催案内

人を大切にする経営学会
第９回全国大会
テーマ
「ステークホルダー資本主義と人を大切にする経営」
～企業活動に関わるすべての人との関係を大切にする～

日 時 2022 年 9 月 5 日（月）13：00～18：00
9 月 6 日（火） 9：30～16：30
会場

法政大学 市ケ谷キャンパス

法政大学大学院中小企業研究所

人を大切にする経営学会第９回全国大会の開催にあたって
人を大切にする経営学会第 9 回全国大会は、「ステークホルダー資本主義と人を大切にする経営 ～企業
活動に関わるすべてのステークホルダーとの関係構築～」のテーマのもと、2022 年 9 月 5 日（月）～6 日
（火）の日程で、法政大学市ケ谷キャンパスにて実施することになりました。
ステークホルダー資本主義は、企業は株主の利益を第一とするべしという「株主資本主義」とは違い、
企業が社員や、取引先、顧客、地域社会といったあらゆるステークホルダーの利益に配慮すべきという考
え方です。これは、坂本光司学会長が提唱されています、①社員とその家族、②社外社員とその家族、③
現在顧客と未来顧客、④地域住民、とりわけ障がい者等社会的弱者、⑤株主・支援機関等を幸せにすると
いう「五方良し」の経営がベースとなっています。ただ、大きな違いがあります。ステークホルダー資本
主義は「配慮する」ですが、人を大切にする経営は「幸せにする」ところです。
初日の 9 月 5 日（月）は、第 12 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞企業にプレゼンテー
ションを行っていただきます。二日目の 9 月 6 日（火）は、午前に、年次総会・基調講演を、午後から分
科会の研究発表を行っていただきます。
コロナ禍の影響で、前回大会はオンライン開催を余儀なくされましたが、今大会は、会員の皆さまと顔
を合わせて議論ができる場を設けることができました。会場では、徹底したコロナ対策を実施しますの
で、皆さまのご協力のほどよろしくお願いいたします。
人を大切にする経営学会第９回全国大会
実行委員長 井上 善海（法政大学大学院 教授）
9 月 5 日（月） 第 12 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞報告会 13：00～18：00
会場： 富士見ゲート 503 教室（メイン会場・５階）、502 教室（5 階）
受賞企業プレゼンテーション・挨拶
2 会場に分かれ、第 12 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 受賞企業代表者の皆様（27 社）から自社の
「人を大切にする経営」についての基本的姿勢や取り組み等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 12 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の受賞企業のうち、1 社は 6 日の基調講演にてご講演いただきます。

9 月 6 日（火） 第 9 回 年次総会・全国大会 9：30～16：30
会場 富士見ゲート・5 階

503 教室（メイン会場）
、502 教室、501 教室

503 教室（メイン会場）
第 9 回年次総会 9：30～10：00
・2021 年度事業報告・2022 年度事業計画

他

基調講演１ 10：05～11：05
オタフクホールディングス株式会社 代表取締役社長 佐々木 茂喜 氏
（第 12 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 経済産業大臣賞 受賞企業）
テーマ： 『日本的経営を目指して』～コーポレートガバナンスとファミリーガバナンス～
プロフィール：1959 年、広島県生まれ。広島修道大学卒業後、オタフクソース株式会社入社。本社工場製造部、営
業本部長などを経て、2005 年にオタフクソースの代表取締役社長に就任。2009 年持株会社移行に伴
い、オタフクホールディングス代表取締役社長を兼任。2015 年から現職に専任。広島経済同友会代表
幹事（2017 年～2021 年）、一般社団法人広島県観光連盟代表理事会長（2017 年～）、一般社団法人国
連ユニタール協経済産業大臣賞会理事長（2022 年～）

基調講演２ 11：10～12：10
株式会社静岡県セイブ自動車学校 代表取締役 早川 和幸 氏
（第 11 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査委員会特別賞
テーマ： ノルマなし 定年なし 人に優しい経営実践と地域貢献

受賞企業）

プロフィール：1951 年 福岡県生まれ。大学卒業後、高等学校教員を経て教習所業界へ。1999 年 金融機関、労働組
合の要請により、経営破綻した教習所を引継ぎ再建に着手。2006 年から全国唯一のポルトガル語によ
る教習、少子化による生徒の減少を先取りした合宿教習を展開。2019 年から法政大学大学院博士課程
に在籍。定住外国人（日系ブラジル人）の雇用問題に詳しい

全日程プログラム
日付

5 日（月）
法政大学
富士見ゲート
5階

時間
12：00～13：00
13：00～13：30

受付
第 9 回全国大会主催者挨拶
来賓挨拶

13：30～17：15
２教室

第 12 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞報告会
・受賞企業プレゼンテーション

17：25～17：35
17：35～18：00
9：00～ 9：30

2021 年度研究奨励賞・2021 年度経営人財塾（5 期）優秀賞 授与
総括・閉会挨拶
受付

11：10～12：10
12：10～13：10

人を大切にする経営学会 年次総会
・2021 年度事業報告・2022 年度事業計画 他
基調講演 1 『日本的経営を目指して』～コーポレートガバナンスと
ファミリーガバナンス～
基調講演 2 ノルマなし 定年なし 人に優しい経営実践と地域貢献
休憩・昼食

13：10～15：20

分科会研究発表（各分科会 40 分×3 組）

15：30～16：20

分科会総括

16：20～16：30

次回開催校代表挨拶・閉会

9：30～10：00
6 日（火）
法政大学
富士見ゲート
5階

内容

10：05～11：05

503 教室（メイン会場）
、502 教室、501 教室
分科会研究発表（3 会場）
テーマ

内

容

13：10～15：20

第 1 分科会
503 教室
不確実な時代を乗り切る事業
継続と事業承継

第 2 分科会
502 教室
社員と家族の命と生活を守る
法定外福利厚生制度

第 3 分科会
501 教室
自由論題

【発表 1】13：10～13：50
間渕 剛志(大興電子通信株式
会社)
事業継続のためのステークホ
ルダー経営
～株主との共通価値創出と対話～

【発表 1】13：10～13：50
助川 真由美(東海大学)田島
麻琴(東海大学)
中小企業における経営・健康
に関する取り組みと離職率と
の関連

【発表 1】13：10～13：50
篠田 吉央(岡山放送株式会社)
「聴覚障害者と歩んだ 30 年
～情報から誰一人取り残さ
れないために～」

【発表 2】13：55～14：35
角田 識之(株式会社つばさ人
本経営コンサルティング)
大廃業時代の受け皿となる
「船団経営の推進」

【発表 2】13：55～14：35
西口 孝広(株式会社 empheal)
社員幸福度に好循環をもたら
す、社員・職場ヘルスリテラ
シー

【発表 2】13：55～14：35
森田 雅也(関西大学)
裁量労働制と自己規制した管
理の可能性

【発表 3】14：40～15：20
山元 証(合同会社 Y サポート)
不確実な時代を乗り切る現場
の技術承継と DX 活用事例

【発表 3】14：40～15：20
増井 真也(有限会社ますいい
リビングカンパニー)
もっと自由に家を作ろう！！
－社員もお客さんも社会も
幸せになる会社を目指して－

【発表 3】14：40～15：20
岸 泰正(法政大学大学院)
経営者哲学に関する研究
－思想の解明－

503 教室（メイン会場）
分科会総括 15：30～16：20
分科会での論議を各分科会の主査・コメンテーターから報告をしていただき、全員参加で共有します。

次回開催校代表挨拶・閉会

16：20～16：30

参加お申込み方法
下記申込フォームからお申し込みください。申し込み締め切り 8 月 22 日（月）
申込フォーム：https://ws.formzu.net/dist/S14758038/
＜参加費＞ 9 月 5 日（月）・6 日（火）二日間での参加費となります
参加費

団体会員・個人会員

学生会員

10,000 円／1 名

4,000 円／1 名

会場参加
オンライン参加

一

般

9 月 5 日（月）のみ

2,000 円／1 名

※会員の方は、会場参加をご希望の場合でも、すべてのプログラムの視聴 URL をお送りします。
※一般の方で、6 日（火）参加ご希望の場合は、人を大切にする経営学会へのご入会が必要です。
※参加費に 6 日（火）の昼食代は含まれていません。昼食は、各自ご用意ください。

＜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、メールにてご案内します）
＜キャンセルについて＞ 参加キャンセルは 8 月 29 日（月）までにご連絡ください。それ以降のキャンセルにつ
きましては返金いたしません。予めご了承ください。（オンライン参加も同じ）

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、ご自分の通信環境が対応しているか、事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。
また、状況によっては、講義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。
当日の視聴に関する情報（URL など）は事前にお送りしますので、参加者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
法政大学 市ケ谷キャンパス
〒102-8160
東京都千代田区富士見 2-17-1
【JR 線】
総武線：市ケ谷駅または飯田橋駅
下車徒歩 10 分
【地下鉄線】
東京メトロ有楽町線・東京メトロ南
北線・都営新宿線：市ケ谷駅または
飯田橋駅下車徒歩 10 分
東京メトロ東西線・都営大江戸線：
飯田橋駅下車徒歩 10 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.htk-gakkai.org/）のご確認をお願いします。

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→

