人を大切にする経営学会
第 4 回全国大会

テーマ

日時

人を大切にするダイバーシティ経営

2017 年 9 月 8 日（金） 企業見学会
9 月 9 日（土）13：00～19：30
9 月 10 日（日） 9：30～13：00

会場

法政大学

市ヶ谷キャンパス

全日程プログラム
日付
8 日（金）

9 日（土）

10 日（日）

時間
13:15～15:15

内容
第 4 回全国大会 企業見学会

12:00～13:00
13:00～13:20
13:20～13:40

13:45～14:45
15:00～16:00
16:00～17:00
17:05～17:45

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）
大会実行委員長挨拶 赤岩茂（法政大学大学院客員教授）
基調講演 1
基調講演 2
ダイバーシティ経営 実践企業事例発表
講演及び事例発表者によるパネルディスカッション

18:00～19:30

懇親会

9:30～11:50
12:00～13:00

分科会研究発表（40 分×3 組）
総括
第 5 回開催校挨拶
閉会式

9 日（土） 基調講演

場所
各企業

富士見ゲート
G403 教室

アルカディア市ヶ谷
新一口坂校舎各教室
新一口坂校舎
301 教室

13:45～16:00

1. 基調講演 1（13:45～14:45）

株式会社クラロン

取締役会長

田中 須美子 氏

第 5 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞

厚生労働大臣賞受賞

テーマ：障がい者と共に 60 年・・
プロフィール：１９２５年３月２日生まれ。九里学園女子高（現米沢女子高）卒業。１９４７年に結婚、夫(善六)と共
に１９５６年㈱クラロン設立。１９６４年東京オリンピックを機に、スポーツ時代の到来を見据え、肌着の製造から
体育着製造に転換。２００２年夫の没後を継いで㈱クラロン代表取締役社長。２０１４年㈱クラロン 取締役会長。

2. 基調講演 2（15:00～16:00）

コーケン工業株式会社

代表取締役会長

村松 久範 氏

第 7 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞

中小企業庁長官賞受賞

テーマ：「人」ありき。
“ぶれず”にやり抜き３０年。家族のような３００人の仲間。
～コーケンは凄い。何が？！社員が凄い。 そんな会社をつくりたい。～
プロフィール：1942 年 4 月 静岡県島田市生まれ。旧・静岡工業高等学校卒業後、矢崎計器株式会社入社。1976 年よ
り、コーケン工業株式会社へ入社。製造技術をはじめ、営業や生産管理に従事。工場長、常務を歴任した後、1991 年
（49 歳）代表取締役社長に就任。多品種少量生産に特化してお客様のニーズに応えることで、その業績を伸ばしてき
た。1995 年に、現在本社となっている磐田市飛平松へ工場を移転。2005 年、第二工場（E.W.U.工場）を磐田市南平松
に設立。2015 年 12 月、代表取締役会長に就任。

9 日（土）ダイバーシティ経営
株式会社日本レーザー

実践企業事例発表 16:00～17:00

代表取締役社長

近藤

第 1 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞

宣之 氏

中小企業庁長官賞受賞

テーマ：ありえないレベルで人を大切にしたら 23 年連続黒字になった仕組み
プロフィール：1944 年生まれ。1968 年慶應義塾大学工学部卒業後、日本電子株式会社入社。労働組合執行委員長、
経営管理課長、総合企画室次長、米国法人副支配人、取締役米国法人支配人、取締役国内営業担当を担当する間に、
日本電子グループ内で、数多くの企業再建・合理化を経験。1994 年より経営破綻した子会社株式会社日本レーザーの
社長として再建に取り組み 2 年で復配、2007 年には MEBO により日本電子から独立し、現在に至る。主な著書に「変
化する企業社会とキャリア形成」
（富士社会教育センター2006）
「ビジネスマンの君に伝えたい 40 のこと」
（あさ出版
2012）
、
「ありえないレベルで人を大切にしたら 23 年連続黒字になった仕組み」(ダイヤモンド社 2017)。

9 日（土）ダイバーシティ経営

パネルディスカッション

17:05～17:45

コーディネーター

西浦 道明氏（人を大切にする経営学会

副会長）

パネリスト

田中 須美子氏（株式会社クラロン 取締役会長）
村松 久範氏（コーケン工業株式会社 代表取締役会長）
近藤 宣之氏（株式会社日本レーザー 代表取締役社長）

10 日（日）分科会研究発表（4 教室）

9:30～11:50

新一口坂校舎

第 1 分科会「学生セッション」
303 教室

テーマ

【発表 1】9:30～10:10

※4 教室同時開催

第 2 分科会「健康経営～障がい者雇用」
101 教室
【発表 1】9:30～10:10

金森敏（東京家政学院大学）
兼子美華・中村祥子・原田真純
女子学生の視点から見た｢良い会社｣研究

那波和夫（株式会社障がい者つくし更生会／
第 5 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受賞企業）

障がい者がイキイキして働く理由－企業
経営の実践を通して

内容

【発表 2】10:20～11:00
西原真治（松山大学大学院・愛媛県立今治病院）
良い病院診断システムの開発と県立今治 【発表 2】10:20～11:00
岩崎龍太郎（法政大学大学院）
病院の良い病院づくりへの取り組み
中小警備会社の障がい者雇用の促進とそ
の効果等の関連
【発表 3】11:10～11:50
藤堂夏奈子（松山大学）
学生によるゼミ研究としての良い会社診 【発表 3】11:10～11:50
錦戸典子（東海大学大学院）他 6 名
断システムの開発と 3 社の分析事例によ
経営者の「健康経営」に関する認識と社
る学び
員の健康度・経営状況との関連

第 3 分科会「ダイバーシティ」
301 教室

テーマ

【発表 1】9:30～10:10

【発表 1】9:30～10:10

谷渕陽子（株式会社パワーネット／第 5 回

福田龍星・桂信太郎・井形元彦

「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」奨
励賞受賞企業）

（高知工科大学）

多様性を「力」に変えるチーム作り
－ひとり輝く・・・みんな輝く！

内容

第 4 分科会「いい会社研究」
302 教室

【発表 2】10:20～11:00
佐野智紀（静パック有限会社）
疎結合型 IoT 工場における労働環境改善
とダイバーシティ経営に関する研究
～中小企業への IoT 技術導入を事例に～

人を大切にする企業における経営者の思
いや言葉のテキストマイニング解析
【第 2 報】
【発表 2】10:20～11:00
安達明久（環太平洋大学）
鈴木幸司（前法政大学大学院坂本研究室）
富士・富士宮地域における中小企業の経
営姿勢調査－人を大切にする経営と企業
業績

【発表 3】11:10～11:50
大橋典子（多文化間キャリアコンサルタント）
【発表 3】11:10～11:50
清水洋美（株式会社埼玉クリーンサービス）
山本航（金沢星稜大学女子短期大学部）
「外国人も大切にする多文化共生に向け
スタッフのやりがいと幸福感が生む自然
た取組み」 ～外国人労働者実態調査と事
な笑顔と究極のホスピタリティ経営
例～

10 日（日）総括
会場

テーマ

12:00～13:00
新一口坂校舎 301 教室

人を大切にするダイバーシティ経営

8 日（金）企業見学会
時間
見学先
定員
参加費
集合

13:15～15:15

13:15～15:15
学校法人柿の実学園 柿の実幼稚園
第 7 回 厚生労働大臣賞受賞法人
園長 小島澄人氏
40 名
3,000 円

13:15～15:15
スズキ機工株式会社
第 7 回 審査委員会特別賞受賞企業
代表取締役 鈴木豊氏
20 名
3,000 円

13:00 幼稚園前
川崎市麻生区上麻生 7-41-1

13:00 本社前
千葉県松戸市松飛台 316-3

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 25 日）
ウェブサイト：http://www.htk-gakkai.org/
＜参加費＞
全国大会※1 日でも同額です
9 日（土）懇親会

8 日（金）企業見学会

個人会員・団体会員
10,000 円／1 名
6,000 円／1 名

学生会員
5,000 円／1 名
＊会場「アルカディア市ヶ谷」

柿の実幼稚園

スズキ機工株式会社

3,000 円／1 名

3,000 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。

法政大学 市ヶ谷キャンパス
〒102-8160
東京都千代田区富士見 2-17-1
各線市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10 分

9 日（土） 富士見ゲート
交流懇親会会場
「アルカディア市ヶ谷」
10 日（日） 新一口坂校舎

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：https://www.htk-gakkai.org/

