人を大切にする経営学会
第 2 回全国大会

テーマ

「人を大切にする経営」は企業業績を高めるか

日時

2015 年 9 月 11 日（金）

企業見学会

9 月 12 日（土）12：00～18：00
9 月 13 日（日） 9：00～15：30
会場

国立大学法人

電気通信大学

全日程プログラム
日付
11 日（金）

12 日（土）

時間
13:00～19:00
12:00～13:00
13:00～13:30
13:40～14:10

14:30～15:30
15:40～16:40

16:50～17:50
18:00～19:30
9:00～12:10
12:10～13:00
13:00～14:00

内容
第 2 回全国大会 企業見学会
受付
人を大切にする経営学会 年次総会
開会式
会長挨拶
坂本光司（法政大学大学院教授）
開催校の代表挨拶
福田喬（電気通信大学長）
大会実行委員長挨拶 竹内利明（電気通信大学特任教授）
基調講演
株式会社ケーズホールディングス 代表取締役会長 加藤修一氏
統一論題パネルディスカッション
テーマ「人を大切にする経営」は企業業績を高めるか

14:10～15:00

12 日（土）基調講演

B 棟 202 教室

B 棟 202 教室

人を大切にする企業研究
懇親会
研究発表会
昼食
研究発表の総括

各教室
B 棟 1F ロビー
各会場

分科会

パネルディスカッション
テーマ 人を大切にする経営学会のこれからの活動を考える
司会： 中野千秋（麗澤大学）
パネリスト： 桂信太郎（高知工科大学），島津明人（東京大学大学院）
，
田中雅子（帝塚山大学大学院）

15:00～

B 棟 202 教室

司会： 竹内利明（電気通信大学）
パネリスト： 近藤宣之（株式会社日本レーザー），
西浦道明（アタックスグループ），渡辺尚（パソナキャリアカンパニー）

司会： 野長瀬裕二（山形大学）
各セッション主査：樋口一清（法政大学大学院），三村聡（岡山大学），
山田勝彦（青葉総合法律事務所），錦戸典子（東海大学）

13 日（日）

場所
各企業
B棟
B 棟 202 教室

第 3 回会場校開催挨拶 渡辺伊津子（駒澤大学教授）
閉会式

B 棟 202 教室

B 棟 202 教室

B 棟 202 教室

14:30～15:30

講師：株式会社ケーズホールディングス
代表取締役会長兼ＣＥＯ 加藤 修一
講演テーマ：がんばらない経営

(かとうしゅういち) 氏

経営は終わりのない駅伝競走／会社はゆっくり大きくするもの／会社は脱皮してこそ
成長する／会社を強くするのは人の力
売上規模で生き残りをかけ、大手家電量販店は各社資本業務提携等で規模拡大を図っています。一方、業界第３位のケーズデンキは、
企業理念に“頑張らない経営”を掲げ、地域密着のサービスを目指し、ゆっくりと成長することを目指しています。大手家電量販店の数十
店閉店のニュースが流れる中、人を大切にして無理をしない経営で、第 3 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞実行委員長賞受
賞や「日経ビジネス」が実施する、アフターサービスランキングで 2010 年版より家電量販店部門において 5 年連続 1 位を獲得してい
るケーズデンキの経営について情報提供をいただきます。
株式会社ケーズホールディングス

売上高 6,371 億 94 百万円 （※ 2015 年 3 月期連結情報）
従業員数 13,606 名（うち臨時従業員 7,180 名） （※ 2015 年 3 月期連結情報）
店舗数 448（直営：437 店舗／FC：11 店舗） （※ 2015 年 3 月末現在）

12 日（土）人を大切にする企業研究

テーマ
主査
コメンテーター
企業診断

分科会（3 教室）

新 C 棟 203 教室
第 1 分科会
株式会社さくら住宅
石山恒貴（法政大学大学院）
青木仁志
（アチーブメント株式会社）
赤岩茂（税理士法人報徳事務所）

16:50～17:50

新 C 棟 303 教室
第 2 分科会
株式会社坂東太郎
山田伸顕（嘉悦大学大学院）
小林勇治
（一般社団法人中小企業診断協会）
－

新 C 棟 403 教室
第 3 分科会
株式会社宇佐ランタン
島津明人（東京大学大学院）
沢根孝佳
（沢根スプリング株式会社）
－

13 日（日）研究発表会（4 教室） 9:00～12:10
新 C 棟 103 教室
テーマ

人を大切にする経営セッション

新 C 棟 203 教室
A 会場

人を大切にする経営セッション

B 会場

主査

樋口一清（法政大学大学院）

三村聡（岡山大学）

コメンテーター

荒木恭司（島根電工株式会社）

井上武（LFC 株式会社）

【田島浩太】
（株式会社クーロンヌジャポン）

【青木仁志】
（アチーブメント株式会社）

多店舗展開を進める製造・小売業における、店長の成

人を活かし、人を育てる上質経営

発表 1

長阻害要因の研究
－知識創造理論を用いた製パン業の事例分析－

発表 2

【東渕則之】
（松山大学）

【関田良彦，○桂信太郎，井形元彦，原陽一郎】

いい会社研究のフレームワークとしての成長ドライ

（高知工科大学）

バ理論

人を大切にする経営の事例調査研究
－ヒアリングによる従業員満足度・離職率・労働分配
率等からの考察－

発表 3

【八木英夫】
（松山大学大学院）

【水沼啓幸】
（株式会社サクシード）

人と組織の関係を大切にするいい会社

「人を大切にする経営」が地域企業に及ぼす効果

－「信頼」の分析－

－後継経営者の事業承継を踏まえたコンサルティン
グの現場から－

発表 4

テーマ

【岩崎龍太郎】
（法政大学大学院）

【桃原謙】
（株式会社パソナ）

人的警備のパフォーマンスに関する研究

社員の働く幸せと高業績を両立している会社の本質
－社員意識調査データで見える「良い会社」の姿－

新 C 棟 303 教室

新 C 棟 403 教室

法律及び障害者雇用の現場から人を大切にする

ミニシンポジウム 「元気な会社（職場）を目指
して －産業保健と経営との協働－」
＜座長・主査＞
錦戸典子 （東海大学健康科学部看護学科）
＜座長＞
森越まや （株式会社ラグーナ出版）
＜指定発言＞
(1) 本山恭子（本山社会保険労務士事務所）
(2) 新免玲子（Acroquest Technology 株式会社）
(3) 島津明人（東京大学医学系研究科精神保健学）
＜発表者＞
【錦戸典子】
（東海大学健康科学部看護学科）

経営セッション

主査

山田勝彦（青葉総合法律事務所）

コメンテーター

臼井麻紗杜（日本ウエストン株式会社）
【徳丸史郎】
（法政大学大学院）

発表 1

企業で働く精神障害者における就労とソーシャルス
キル向上の関係性

【今瀬政司】
（長岡大学）
発表 2

人を大切にし合う共働経営
－特定非営利活動法人生野共働の家「ぱん食店 こさ
り」－

【杉田敬光】
（日本弁護士連合会）
発表 3

人を大切にする会社のための「人にやさしい契約書」
（わかりやすく親しみやすい契約文書作成への試み）

元気な会社づくりに向けて
－経営者と産業保健専門職の協働のススメ－

【森口次郎】
（一般財団法人京都工場保健会）
心の健康づくりにおける小規模事業所の経営者との
協働

【益江淑子】
（北大阪地域産業保健センター）
小規模事業所への健康支援の現状と課題

発表 4

【佐藤香代】
（日本弁護士連合会）

－地域産業保健センター保健師の立場から－

より良い会社経営のために

【江口

－「100 の指標」を活かす実践ポイント（法的観点か

誰でもいきいきと働ける職場環境の醸成のために

ら）－

－産業保健職にできること－

尚】
（北里大学医学部公衆衛生学教室）

※4 教室同時開催です。

11 日（金）企業見学会 13:00～19:00
1
見学先
主査(引率責任者）
定員
参加費
集合

2

3

株式会社 日本レーザー

株式会社 福島屋

NPO 多摩草むらの会

東京都新宿区西早稲田 2-14-1
代表取締役 近藤宣之氏

東京都羽村市五の神 3-15-1
会長 福島徹氏

東京都多摩市鶴牧 1-4-10
代表 風間美代子氏

佐藤和夫
（株式会社あさ出版）
30 名
5,000 円（懇親会付き）

渡辺尚
（パソナキャリアカンパニー）
30 名
5,000 円（懇親会付き）

松井清充
（中小企業家同友会全国協議会）
25 名
6,000 円（懇親会付き・バス代込）

14:00 日本レーザー本社前
東京都新宿区西早稲田 2-14-1

13:30 ZONAVOCE 前
東京都羽村市五ノ神 2-3-2

12:30 電気通信大学 講堂前
東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1

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：http://www.htk-gakkai.org/
＜参加費＞
個人会員・団体会員

学生会員

10,000 円／1 名

5,000 円／1 名

全国大会参加費※1 日でも同額です
12 日（土）懇親会

2,000 円／1 名

13 日（日）お弁当（お茶付き）

1,000 円／1 名

11 日（金）企業見学会

株式会社日本レーザー

株式会社福島屋

NPO 多摩草むらの会

5,000 円／1 名

5,000 円／1 名

6,000 円／1 名

※企業見学会は全国大会参加者のみご参加いただけます。
定員数に限りがありますので、団体会員は 1 口につき 3 名までのお申し込みとさせていただきます。

＜お支払い方法＞
 お申し込み後にクレジットカードもしくは銀行振込にて参加費をお支払いください。
会場アクセス

〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1
http://www.uec.ac.jp/inquiry/



京王線 調布駅下車 中央口改札 中央口より徒歩 5 分

お問い合わせ
お問い合わせ
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：http://www.htk-gakkai.org/

