人を大切にする経営学会
第 5 回全国大会

テーマ

日時

働き方改革と人を大切にする経営

2018 年 9 月 14 日（金） 企業見学会
9 月 15 日（土）13：00～19：30
9 月 16 日（日） 9：30～13：00

会場

慶應義塾大学

日吉キャンパス

全日程プログラム
日付
14 日（金）

時間

内容

14:00～16:00

第 5 回全国大会 企業見学会

12:00～13:00

受付

13:00～13:20

人を大切にする経営学会

13:20～13:40

開会式
会長挨拶

場所
各企業

年次総会

坂本光司（人を大切にする経営学会会長・元
法政大学大学院教授）

15 日（土）

大会実行委員長挨拶

前野隆司（慶應義塾大学大学院教授）

13:45～14:45

基調講演１

15:00～16:00

基調講演２

16:00～17:00

特別講演１

17:05～17:45

パネルディスカッション

18:00～19:30

交流懇親会

ファカルティラウンジ

分科会研究発表（第 1・第 2 分科会 40 分×3 組）
（第 3 分

シンポジウムスペース

9:30～11:50

科会 30 分×4 組）
16 日（日）

シンポジウムスペース

12:00～12:30

特別講演２

12:30～13:00

総括

大・中会議室
シンポジウムスペース

第 6 回開催校挨拶

シンポジウムスペース

閉会式

15 日（土） 基調講演 13:45～16:00
1. 基調講演 1（13:45～14:45）

未来工業株式会社 代表取締役社長 山田 雅裕 氏
第 1 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

テーマ：労働時間が短いから業績が上がる
プロフィール：1963 年岐阜県生まれ。1987 年未来工業入社後、2013 年 6 月取締役社長に就任。
人々の感動を忘れず、一人ひとりが力を発揮できる環境づくりを大切にする経営に努めている。

2. 基調講演 2（15:00～16:00）

株式会社エイチ・エス・エー 代表取締役会長 田中 勉 氏
第 6 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：働く人が主役の会社を目指して
プロフィール：1965 年神奈川県生まれ。1999 年株式会社エイチ・エス・エーを設立し、代表取締役に就任。
仕事は良道「理念の前では皆平等、多様な才能と自由な議論」を掲げる。

15 日（土）特別講演１ 働き方改革と「幸福学」 16:00～17:00
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科

教授

前野 隆司 氏

テーマ：働き方改革と「幸福学」
プロフィール：1984 年東工大卒、1986 年同大学修士課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレ
ー校訪問研究員、ハーバード大学訪問教授等を経て現在慶應義塾大学大学院システムデザイン・マ
ネジメント研究科委員長・教授。博士（工学）
。著書に、
『幸福学×経営学』
（内外出版、2018 年）
、
『無意識の力を伸ばす８つの講義』
（講談社、2017 年）
、
『実践 ポジティブ心理学』
（PHP 新書、2017
年）
、
『システム×デザイン思考で世界を変える』
（日経 BP、2014 年）
、
『幸せのメカニズム』
（講談
社現代新書，2013 年）
、
『脳はなぜ「心」を作ったのか』
（筑摩書房，2004 年）など多数。専門は、
システムデザイン、地域活性化、イノベーション教育、幸福経営学など。

15 日（土）働き方改革と人を大切にする経営 パネルディスカッション

17:05～17:45

コーディネーター

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 教授 前野 隆司 氏
未来工業株式会社 代表取締役社長 山田 雅裕 氏

パネリスト

株式会社エイチ・エス・エー 代表取締役会長 田中 勉 氏

16 日（日）分科会研究発表（3 会場） 9:30～11:50

テーマ・場所

場所：シンポジウムスペース・大・中 会議室

第 1 分科会
大企業・中小企業における幸福経営
場所：シンポジウムスペース
【発表 1】9:30～10:10
荻野淳也（慶應義塾大学大学院システムマ

第 2 分科会
人を大切にする会社の働き方改革
場所：大会議室
【発表 1】9:30～10:10
小林久祉（人を大切にする経営人財塾生・
株式会社さくら住宅

ネジメント研究科研究科）

人を大切にする会社と子供の数研究

大企業と中小企業の幸せな働き方

【発表 2】10:20～11:00
關口 洸介 （株式会社パソナ）
社員意識調査「良い会社サーベイ」によ
る 5 万人回答データ因子分析

【発表 2】10:20～11:00
内 容

島村 剛 (株式会社ウエイクアップ)
「みんなで幸せでい続ける経営研究会」
における大企業の幸福経営の試み

【発表 3】11:10～11:50
﨑山 紀子（東京医療保健大学千葉看護学部
看護学科）

中小企業の健康経営における産業保健師
の役割

【発表 3】11:10～11:50
榎戸 康二 （創援株式会社）
大企業の幸福経営

ジレンマと対策

テーマ・場所

第 3 分科会

自由論題

【発表 1】9:30～10:00
染川憲一（株式会社古田土経営）
組織成員における経営理念の浸透におけ
るメカニズムについて

内 容

【発表 2】10:10～10:40
加藤菜奈美（松山大学経営学部経営学科）
就職活動生のための「良い会社診断に基
づくリクルート情報」の作成の試み

16 日（日）特別講演２ 12:00～12:30
チュラロンコン大学 商・会計学部講師

場所：中会議室

【発表 3】10:50～11:20
猪瀬七夏（東京家政学院大学現代生活学部）
老舗企業が良い会社に変わる促進要因と
阻害要因について：女性リーダーの事例
を中心に
【発表 4】11:30～12:00
扇野睦巳（株式会社ファーストデコ）
岡山の 100 年企業が挑戦した自社発信の
「働き方改革」 ～経営理念再構築からの
ビジネスモデルイノベーション～

場所：シンポジウムスペース
Kritinee Pongtanalert ポンタナラート・クリティニー 氏

テーマ：人を大切にする経営は世界にも通用できる：タイの事例から
プロフィール：元国費留学生。神戸大学経営学大学院を修了、マーケティング博士。日本の精神や美徳をタイ社会に
紹介する。現在、日本に関する本を７冊出版し、チュラロンコン大学の講師として勤務。

16 日（日）総括

12:30～13:00

場所：シンポジウムスペース

働き方改革と人を大切にする経営

テーマ

14 日（金）企業見学会 14:00～16:00
時

間

14:00～16:00

14:00～16:00

社会福祉法人合掌苑
理事長 森 一成 氏

見学先

定 員
参加費
集

合

(第 8 回「日本でいちばん大切にし
たい会社」大賞実行委員会特別賞
受賞)
東京都町田市南町田 5-3-28

25 名
3,000 円
13:45 東急田園都市線 南町田
改札口

ゾーホージャパン株式会社
代表取締役社長 迫 洋一郎 氏
(第 7 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)
神奈川県横浜市西区みなとみらい 36-1 みなとみらいセンタービル 13 階

25 名
3,000 円
13:45 みなとみらいセンタービ
ル 3 階ドトールコーヒー前

14:00～16:00
有限会社原田左官工業所
代表取締役 原田 宗亮 氏
(第 8 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)
東京都文京区千駄木 4-21-1

15 名
3,000 円
13:45 JR 山手・京浜東北線 メト
ロ千代田線 西日暮里駅改札口

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 9 月 7 日）
ウェブサイト：https://www.htk-gakkai.org/
＜参加費＞
個人会員・団体会員

学生会員

全国大会※1 日でも同額です

10,000 円／1 名

5,000 円／1 名

15 日（土）交流懇親会

5,000 円／1 名

会場「ファカルティラウンジ」

社会福祉法人合掌苑・ゾーホージャパン株式会社・有限会社原田左官工業所

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（全国大会参加費のご入金が

14 日（金）企業見学会

必要です）。
・定員数に限りがあるため、団体会員は 1 口につき 5 名までのお申し込みとさせてい
ただきます。

＜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）

日吉駅

会場：⑨「来往舎」
【住所】 〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1
【ｱｸｾｽ】日吉駅徒歩 1 分（東急東横線・目黒線／横浜市営地下鉄グリーンライ
ン）

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/

こちらからも
お申込み頂けます→

