
開催案内

人を大切にする経営学会

第８回全国大会

テーマ

ウィズコロナ時代の人を大切にする経営
～ SDGs とダイバーシティの観点を踏まえて～

 

日 時 2021 年 9 月 11 日（土）13：00 ～ 18：00

  9 月 12 日（日）  9：30 ～ 16：30

会 場 千葉商科大学　市川キャンパス



人を大切にする経営学会第 8回全国大会の開催にあたって

「人を大切にする経営学会」会員の皆さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて今秋、千葉商科大学市川キャンパスにおきまして、本学会第 8 回全国大会を開催できますこと、たい

へん光栄に思います。

本学は、1928 年に創設され、創設者の遠藤隆吉博士は、当時の日本社会における商業道徳の退廃を憂い、

商業道徳教育を建学の理念とし、倫理観を根源に何が正しいかを判断する人財、すなわち「治道家」の育成

を目指しました。

現在では、倫理教育と実学教育をベースに、原科幸彦学長のリーダーシップの下、太陽光発電の拡大に力

を入れ自然エネルギー100%（ 創出エネルギー＝ 消費エネルギー） を 2018 年に達成し、現在ではガスを

含めたエネルギー換算率で 117.8%となり、日本で最初の自然エネルギー100%達成大学となるなど、SDGs
に積極的に取り組む大学として認識されています。

また、原科幸彦学長が代表世話人を務め、日本国内の国公私立 9 大学が集まる「自然エネルギー大学リー

グ」が 6 月 7 日に設立されました。

このように、本学の理念と本学会の理念は共通するところが大であり、その共通理念の下、本学で全国大

会が開催されることには大いに意義があるところです。

今秋 2 日間にわたり、本大会の総合テーマの「ウィズコロナ時代の人を大切にする経営 ～SDGs とダイ

バーシティの観点を踏まえて～ 」に係るご報告と議論が、大いに盛り上がることを期待しております。

本学では、コロナ対策に万全を期す所存ですので、多くの会員の皆さまのご参加をお待ちいたします。

人を大切にする経営学会第 8 回全国大会

実行委員長 桝岡 源一郎（千葉商科大学顧問）

日付 時間 内容

11 日（土）

千葉商科大学 7 号館

12：00～13：00 受付

13：00～13：30 第 8 回全国大会主催者挨拶

来賓挨拶

13：30～17：30 第 11 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞報告会

・審査委員長概要説明

・受賞企業プレゼンテーション

17：40～18：00 総括・閉会挨拶

12 日（日）

千葉商科大学 7 号館

9：00～ 9：30 受付

9：30～10：00 人を大切にする経営学会 年次総会

・2020 年度事業報告・2021 年度事業計画 他

10：05～11：00 記念講演「ファンケルの人を大切にする経営（仮）」

11：05～12：00 特別講演「幸せを創造する企業としての取組」

12：00～12：50 休憩・昼食

12：50～15：25 分科会研究発表（各分科会 35 分× 4 組）

15：35～16：20 分科会総括

16：20～16：30 次回開催校代表挨拶・閉会

11日（土） 第 11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  7号館  702教室（地下 1階）・711教室（1階）

全日程プログラム

受賞企業プレゼンテーション・挨拶

2 会場に分かれ、第 11 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）から順次、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 11 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 12 日（日）の記念講演にてご講演いただきます。



・2020 年度事業報告・2021 年度事業計画 他

株式会社ファンケル 代表取締役 社長執行役員 CEO 島田 和幸 氏

テーマ：ファンケルの人を大切にする経営（仮）

プロフィール：1955 年広島県生まれ。1979 年同志社大学法学部卒業。同年ダイエー入社。創業者である故中内㓛氏の秘

書を長く務める。マルエツを経て 2003年ファンケル入社。2007年取締役執行役員経営戦略本部長兼経

営企画部長。2010年取締役執行役員管理本部長。2011年取締役常務執行役員管理本部長。2015年取締

役専務執行役員グループサポートセンター長。2017年代表取締役社長執行役員 CEO に就任し、マーケ

ティング本部長を兼任。2019年から代表取締役社長執行役員 CEO となり、現在に至る。

株式会社マルトグループホールディングス 代表取締役 安島 浩司 氏
テーマ：幸せを創造する企業としての取組
プロフィール：1960 年福島県いわき市生まれ。千葉商科大学卒業後、1982 年株式会社マルトに入社。2001 年に代表

取締役社長に就任。食品スーパーマーケット 37店舗（福島県 24店舗、茨城県 13店舗）を中心に、ド

ラックストア、調剤薬局、衣料品店等を展開し、グループ売上高 830 億円、いわき市内の食料品シェ

ア 50％、自己資本比率 70%超で無借金経営。2015年に第 5 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大

賞の経済産業大臣賞を受賞。

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。

分科会研究発表（3 会場）12：50～15：25

記念講演 10：05～11：00

特別講演 11：05～12：00

第 8 回年次総会 9：30～10：00

分科会総括　15：35～16：20

次回開催校代表挨拶・閉会 16：20～16：30

12 日（日） 第 8回年次総会・全国大会 9：30～16：30 会場 7号館 702教室（地下 1階）他

テーマ

第 1 分科会

701 教室（地下 1 階）

高齢者・障がい者雇用

第 2 分科会

702 教室（地下 1 階）

地域社会と SDGｓ

第 3 分科会

711 教室（1 階）

自由論題

内 容

【発表 1】12：50～13：25
野村 国康（おはようトラベル株式会社）

インド観光産業における障がい者雇用

の取り組み（レモンツリーホテルズ）

【発表 1】12：50～13：25
笹谷 秀光（千葉商科大学）

ポストコロナでの生き残りに必須の

SDGs 経営

【発表 1】12:50～13：25
諸橋 彰（株式会社日本レーザー）

コロナ禍において明確になった課題

と「人を大切にする経営」の実践

【発表 2】13：30～14：05
大島 三星（株式会社こころと）

精神・発達障がい者の才能を開花さ

せ、未経験の分野で活躍する人材を輩

出する「こころとインサイト分析」の

開発に成功

【発表 2】13：30～14：05
石山 伯夫（株式会社マルトグループ

ホールディングス）

企業・地域のダイバーシティ構想

【発表 2】13：30～14：05
矢本 成恒（名古屋商科大学ビジネ

ススクール）、安藤 真一郎(あんし

ん経営企画室) 
With コロナ時代の従業員エンゲージメント

【発表 3】14：10～14：45
關口 洸介、三輪 真資、眞部 和也

（株式会社パソナグループ）

シニアの働く幸せに関する AI によ

るデータ分析　～Pythonを用いた

クラスタリング～

【発表 3】14：10～14：45
田本 武士（社会福祉法人雲南ひま

わり福祉会）

スモールステップではじめる SDGs
～いつもの活動で幸せの付加価値を～

【発表 3】14：10～14：45
佐藤 みさと（株式会社ジェネック）

コロナ禍での働き方改革

【発表 4】14：50～15：25
小島 拓也（株式会社 MIRISE（就

労継続支援 A 型事業所 irodori））
一人ひとりの働き方を彩る環境づくり

【発表 4】14：50～15：25
湯本 晴彦（有限会社ホテルさかえや）

CL 教育法の企業への活用 ～旅館が

問題を抱えた若者たちの再生の場に～

【発表 4】14：50～15：25
小川 長（尾道市立大学）

「おかげさま」の経営



※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用 URL をお送りします。

※一般の方で、12 日（日）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 12 日（日）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。

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。

参 加 区 分 団体会員・個人会員 学生会員
一 般

9 月 11 日（土）のみ

金 額 8,000円／1名 4,000円／1名 2,000円／1名

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 31日（火）

申込フォーム：https:/ / ws.formzu.net/ fgen/ S14758038/

＜参加費＞ 9 月 11 日（土）・12 日（日）二日間を通しての参加費です。

＜ご入金方法＞ クレジットカード決済、または銀行振込からお選びいただけます。

＜会場参加について＞ 会場参加は、感染症対策のため参加定員数を設けています。会場参加を希望する場合でも、

コロナ感染状況によっては、オンライン参加への変更をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

詳しくは、学会ウェブサイトをご参照ください。

＜キャンセルについて＞ 参加キャンセルは 9 月 4 日（土）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）。

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/

オンライン参加申し込みの場合は、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。

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。

こちらからも
お申し込みいただけます→

参加登録方法

お問い合わせ

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）

千葉商科大学 市川キャンパス

【住所】

〒272-8512 
千葉県市川市国府台(こうのだい)1-3-1 

【アクセス】

・JR総武線：市川駅下車 徒歩約 20 分

バス利用の場合は、駅前京成バス 1 番の

りばから、松戸駅行または松戸営業所行

に乗車約 10 分

和洋女子大前下車 徒歩 3 分

・京成本線：国府台駅下車 徒歩約 10 分

会場アクセス


