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CSR（企業の社会的責任）と人権セミナー（旧「企業の社会的責任と人権」セミナー） ／ これまでの実績 

 

 
令和元年度 CSR（企業の社会的責任）と人権セミナー・大阪会場 

 

【日時】２０１９（令和元）年１０月２４日（木）１３：３０～１７：００ 
 【会場】ドーンセンター・7F・ホール（大阪府大阪市中央区大手前1-3-49） 
 【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

 【後援】法務省、独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部、大阪府、大阪市、大阪府商工会連合会、大阪商工会議所、 
大阪府、中小企業団体中央会、公益財団法人大阪産業局 

 【参加者数】１７９名（事前申込数２０９名） 

【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「明るい会社、イキイキと働ける会社が業績向上のポイント」 
            水尾 順一(MIZUO コンプライアンス＆ガバナンス研究所代表 ／駿河台大学名誉教授（経営学）） 

 ・事例発表①「障害者雇用」 
奥脇 学（有限会社奥進システム 代表取締役） 

・事例発表②「「ワークライフバランス」と企業価値の向上」 

石川 武（三共精機株式会社 代表取締役社長） 
・パネルディスカッション（35分） 

 

 
令和元年度 CSR（企業の社会的責任）と人権セミナー・千葉会場 

 

【日時】２０１９（令和元）年１２月１７日(火）１３：３０～１７：００ 
 【会場】ペリエホール（千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉7F） 
 【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

 【後援】法務省、独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部、千葉県、千葉市、千葉県商工会連合会、千葉商工会議所、 
千葉県中小企業団体中央会、公益財団法人千葉県産業振興センター 

 【参加者数】１０７名（事前申込数１２１名） 

【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「CSR と人権」 
            影山 摩子弥(横浜市立大学都市社会文化研究科教授、横浜市立大学ＣＳＲセンター長） 

 ・事例発表①「大橋運輸の取組みについて」 
 鍋嶋 洋行（大橋運輸株式会社 代表取締役） 
・事例発表②「太陽住建の取組みについて」 

 河原 勇輝（株式会社太陽住建 代表取締役） 
・パネルディスカッション（35分） 

 

 
令和元年度 CSR（企業の社会的責任）と人権セミナー・宮崎会場 

 

【日時】２０２０（令和２）年２月１８日（火）１３：３０～１７：００ 
 【会場】宮崎商工会議所・大会議室（4-2-5） 
 【主催】経済産業省中小企業庁、九州経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

 【後援】法務省、独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部、宮崎県、宮崎市、宮崎県商工会連合会、宮崎商工会議所、 
宮崎県中小企業団体中央会、公益財団法人大分県産業創造機構 

 【参加者数】４５名（事前申込数５４名） 

【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「CSRと人権～地域から信頼される持続可能な経営を目指して～」 

田村 太郎（一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事） 

 ・事例発表①「女性力はビジネスになる！人間中心の「女性ならではの経営」」 
籠田 淳子（有限会社ゼムケンサービス 代表取締役） 

・事例発表②「モノ作りからコト作りへのすすめ方」 

徳永 隆信（徳永陶磁器株式会社 代表取締役社長） 
・パネルディスカッション（35分） 

 

 

●平成30年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット （平成31・令和元年度中に制作・完成予定） 
 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  

 
●企業におけるCSR・人権に関する取組事例ビデオ「企業活動に人権的視点を ～CSRで会社が変わる・社会が変わる～」（平成26年度制作） 
 YouTube「人権チャンネル」 https://youtu.be/zCiHgQOCBr8 ／ https://www.youtube.com/user/jinkenchannel 

 
●企業におけるCSR・人権に関する取組事例ビデオVol.2「企業活動に人権的視点を② ～会社や地域の課題を解決するために～」（平成30年度制作） 
 YouTube「人権チャンネル」 https://youtu.be/WTqPxC05fCA ／ https://www.youtube.com/user/jinkenchannel 

 
 http://www.jinken.or.jp/information/jigyou/event/seminar 
 

※敬称略、肩書は当時のもの 

 
 

 

 
 

https://youtu.be/zCiHgQOCBr8
https://www.youtube.com/user/jinkenchannel
https://youtu.be/WTqPxC05fCA
https://www.youtube.com/user/jinkenchannel
http://www.jinken.or.jp/information/jigyou/event/seminar
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平成30年度 CSR（企業の社会的責任）と人権セミナー・奈良会場 

 

【日時】２０１８（平成３０）年９月７日（金）１３：３０～１７：００ 
 【会場】奈良県文化会館・小ホール（奈良県奈良市登大路町6-2） 
 【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

 【後援】法務省、奈良県、奈良市、奈良商工会議所、奈良県商工会連合会、奈良県中小企業団体中央会、 
公益財団法人奈良県地域産業振興センター 

 【参加者数】４４名（事前申込数５３名） 

【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「広がる人権の概念と企業に求められる取り組みについて～ダイバーシティ推進を中心に～」 
            田村 太郎（一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事、特定非営利法人多文化共生センター代表理事、 

復興庁復興推進参与） 
 ・事例発表①「多様性に対応しながら世の中にHAPPY!を生み出せる会社が、強くて良い会社を創る！」 

中野 愛一郎（株式会社イベント21 代表取締役社長） 

井藤 栞（株式会社イベント21 クリエイティブ事業部セクションチーフ兼CC（カルチャーコー 
ディネーター）) 

・事例発表②「有田みかんの 6 次産業、新卒大学生といきいきシニアで地域活性化」 

秋竹 新吾（株式会社早和果樹園 代表取締役会長） 
・パネルディスカッション（35分） 

 

 
平成30年度 CSR（企業の社会的責任）と人権セミナー・東京会場 

 

【日時】２０１８（平成３０）年１０月１１日(木）１３：３０～１７：００ 
 【会場】ニッショーホール（東京都港区虎ノ門2-9-16） 
 【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

 【後援】法務省、東京都、東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、公益財団法人東京都中小企業振興公社 
 【参加者数】２２５名（事前申込数２９１名） 
【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 

           「明るい会社、イキイキと働ける会社が業績向上のポイント“CSR（企業の社会的責任）と人権」 
            水尾 順一(MIZUO コンプライアンス＆ガバナンス研究所代表 ／駿河台大学名誉教授） 

 ・事例発表①「ダイバーシティが生み出すもの～23 人総活躍会社を目指す我社の取組み～」 

 川田 俊介（有限会社川田製作所 副社長） 
・事例発表②「高齢者雇用の実践」 
 市川 慎次郎（株式会社横引シャッター 代表取締役） 

・パネルディスカッション（35分） 
 
 

平成30年度 CSR（企業の社会的責任）と人権セミナー・大分会場 
 
【日時】２０１８（平成３０）年１１月１３日（火）１３：３０～１７：００ 

 【会場】全労済ソレイユ・7F・アイリス（大分県大分市中央町4-2-5） 
 【主催】経済産業省中小企業庁、九州経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 
 【後援】法務省、大分県、大分市、大分商工会議所、大分県商工会連合会、大分県中小企業団体中央会、公益財団法人大分県産業創造機構 

 【参加者数】34名（事前申込数58名） 
【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 

           「CSR と人権～SDGｓ時代の経営戦略～」 

            影山 摩子弥(横浜市立大学都市社会文化研究科教授、横浜市立大学ＣＳＲセンター長） 
 ・事例発表①「成長の鍵は多様性 ペンシルがめざすダイバーシティ経営とは」 

倉橋 美佳（株式会社ペンシル 代表取締役社長COO） 

・事例発表②「社員でつくる快適職場」 
林田 省吾（柳井電機工業株式会社 営業本部産業ソリューション部産業電材システムグループリーダー、 

CSR快適職場委員会 委員長） 

・パネルディスカッション（35分） 
 

 

●平成30年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット （平成31・令和元年度中に制作・完成予定） 
 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  

 
●企業におけるCSR・人権に関する取組事例ビデオ「企業活動に人権的視点を ～CSRで会社が変わる・社会が変わる～」（平成26年度制作） 
 YouTube「人権チャンネル」 https://youtu.be/zCiHgQOCBr8 ／ https://www.youtube.com/user/jinkenchannel 

 
●企業におけるCSR・人権に関する取組事例ビデオVol.2「企業活動に人権的視点を② ～会社や地域の課題を解決するために～」（平成30年度制作） 
 YouTube「人権チャンネル」 https://youtu.be/WTqPxC05fCA ／ https://www.youtube.com/user/jinkenchannel 

 
 http://www.jinken.or.jp/information/jigyou/event/seminar 
 

※敬称略、肩書は当時のもの 

 

  

 

 

 

https://youtu.be/zCiHgQOCBr8
https://www.youtube.com/user/jinkenchannel
https://youtu.be/WTqPxC05fCA
https://www.youtube.com/user/jinkenchannel
http://www.jinken.or.jp/information/jigyou/event/seminar
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平成29年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・さいたま会場 

 

【日時】２０１７（平成２９）年９月２９日（金）１３：３０～１７：００ 
 【会場】ラフレさいたま 櫻ホール（埼玉県さいたま市中央区新都心3-2） 
 【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

 【後援】埼玉県、さいたま市、さいたま商工会議所、埼玉県商工会連合会、埼玉県中小企業団体中央会、公益財団法人埼玉県産業振興公社 
 【参加者数】１２７名（事前申込数１７５名） 
【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 

           「企業活動に人権の視点を～CSRと人権；ISO26000やSDGｓを踏まえて～」 
            影山 摩子弥（横浜市立大学CSRセンターLLPセンター長） 

 ・事例発表①「カニはカニの穴をほれ」 

小菅 崇行（小菅株式会社 代表取締役会長） 
・事例発表②「『働く人』自身が未来を創造し選択できる会社組織を築いてみたい！～働く人が主役の社会～」 

田中 勉（株式会社エイチ・エス・エー 代表取締役） 

・パネルディスカッション（35分） 
 
 

平成29年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・神戸会場 
 
【日時】２０１７（平成２９）年１１月１６日(木）１３：３０～１７：００ 

 【会場】神戸市産業振興センター・3F 「ハーバーホール」（兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-4 
 【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 
 【後援】兵庫県、神戸市、神戸商工会議所、兵庫県商工会連合会、兵庫県中小企業団体中央会、公益財団法人ひょうご産業活性化センター 

 【参加者数】９０名（事前申込数９４名） 
【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 

           「企業活動に人権の視点を ～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」 

            田中 宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター主席研究員） 
 ・事例発表①「心と身体がHAPPYになれる環境づくり ～会社経営・体質強化のためのWLB活動～」 

長村 和美（株式会社栄水化学 統括部長） 

・事例発表②「熱狂的ファン創り」 
久村 謙蔵（株式会社但馬寿 常務取締役） ・ 勝地 哲平（同社 外商営業部） 

・パネルディスカッション（35分） 

 
 

平成29年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・愛媛会場 

 
【日時】２０１８（平成３０）年１月２４日（水）１３：３０～１７：００ 

 【会場】松山市立子規記念博物館・4F 「講堂」（愛媛県松山市道後公園1-30） 

 【主催】経済産業省中小企業庁、四国経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 
 【後援】愛媛県、松山市、松山商工会議所、愛媛県商工会連合会、愛媛県中小企業団体中央会、公益財団法人えひめ産業振興財団 
 【参加者数】２７名（事前申込数３２名） 

【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「企業活動に人権の視点を～CSRと人権；ISO26000やSDGｓを踏まえて～」 
            田村 太郎（一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事、特定非営利活動法人多文化共生センター代表理事、復興庁復興 

                 推進参与） 
 ・事例発表①「夢は諦めなければ必ず実現する」 

中澤 清一（四国管財株式会社 お客様係＆代表取締役） 

・事例発表②「買い物難民を救え！」 
住友 達也（株式会社とくし丸 代表取締役） 

・パネルディスカッション（35分） 

 

 

●平成29年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット （平成30年度中に制作・完成予定） 
 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  

 

●企業におけるCSR・人権に関する取組事例ビデオ「企業活動に人権的視点を ～CSRで会社が変わる・社会が変わる～」（平成26年度制作） 
 http://www.jinken.or.jp/information/jigyou/event/seminar  
 YouTube「人権チャンネル」 https://youtu.be/zCiHgQOCBr8 ／ https://www.youtube.com/user/jinkenchannel 

 
※敬称略、肩書は当時のもの 

 

 
 
 

  

https://youtu.be/zCiHgQOCBr8
https://www.youtube.com/user/jinkenchannel
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平成28年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・川崎会場 

 

【日時】２０１６（平成２８）年１２月１４日（水）１３：３０～１７：００ 
 【会場】ラゾーナ川崎プラザソル （神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ5F） 
 【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

 【後援】神奈川県、川崎市、川崎商工会議所、神奈川県商工会議所連合会、神奈川県商工会連合会、神奈川県中小企業団体中央会、 
公益財団法人神奈川産業振興センター 

 【参加者数】161名（事前申込数192名） 

【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「企業の社会的責任と人権」 
            田村 太郎（一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事） 

 ・事例発表①「働き方改革を通じた魅力ある職場の創出」 
藤河 次宏（拓新産業株式会社 代表取締役） 

・事例発表②「共に歩む」 

秋本 りつ子（ニッパ株式会社 代表取締役） 
・パネルディスカッション（35分） 

 

●平成28年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/171124CSR.pdf 

 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  

 
●企業におけるCSR・人権に関する取組事例ビデオ「企業活動に人権的視点を ～CSRで会社が変わる・社会が変わる～」（平成26年度制作） 

 http://www.jinken.or.jp/information/jigyou/event/seminar  
 YouTube「人権チャンネル」 https://youtu.be/zCiHgQOCBr8 ／ https://www.youtube.com/user/jinkenchannel 
 

※敬称略、肩書は当時のもの 

 
 

 

  

https://youtu.be/zCiHgQOCBr8
https://www.youtube.com/user/jinkenchannel
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平成27年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・北九州会場 

 

【日時】２０１５（平成２７）年１１月２５日（水）１３：３０～１７：００ 
 【会場】ウェルとばた 中ホール（福岡県北九州市戸畑区汐井町1-6） 
 【主催】経済産業省中小企業庁、九州経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

 【後援】福岡県、北九州市、北九州商工会議所、福岡県商工会連合会、福岡県中小企業団体中央会、公益財団法人北九州市産業学術推進機構 
 【参加者数】１０３名（事前申込数１１１名） 
【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 

           「社員（職員）のやる気を起こさせる“ＣＳＲと人権・労働”～強く、やさしい、しなやかな組織をめざして～」 
            水尾 順一（駿河台大学経済経営学部教授、日本経営倫理学会副会長、一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究
員） 

 ・事例発表①「株式会社ふくや ワークライフバランスの取組について」 
山中 崇彦（株式会社ふくや 支援部人事課長） 

・事例発表②「障がいを乗り越え、一人の働き手に」 

臼井 麻紗杜（日本ウエストン株式会社 代表取締役社長） 
・パネルディスカッション（35分） 

 

 
平成27年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・浜松会場 

 

【日時】２０１５（平成２７）年１２月１７日（木）１３：３０～１７：００ 
 【会場】えんてつホール（静岡県浜松市中区旭町12-1 遠鉄百貨店新館８F） 
 【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

 【後援】静岡県、浜松市、浜松商工会議所、静岡県商工会連合会、静岡県中小企業団体中央会、公益財団法人静岡県産業振興財団 
 【参加者数】７２名（事前申込数７５名） 
 【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 

           「企業の社会的責任と人権～国際的視点と企業の役割～」 
            田中 宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター理事・首席研究員、東京交通短期大学名誉教授(元学長)、 

元「ＩＳＯ/ＳＲ国内委員会」委員、元「ＩＳＯ２６０００JIS化本位委員会」委員） 

 ・事例発表①「小さな町工場の挑戦 ～社員を幸せにするバランス経営～」 
        沢根 佳孝（沢根スプリング株式会社 代表取締役） 
 ・事例発表②「手サイクルで広げる「ありがとう」の輪」 

        大迫 祐介（三洋商事株式会社 東京支店事務グループリーダー） 
     ・パネルディスカッション（35分） 
 

 
平成27年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・京都会場 

 

【日時】２０１６（平成２８）年１月２８日（木）１３：３０～１７：００ 
 【会場】京都テルサ テルサホール（京都市南区東九条下殿田町７０番地） 
 【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

 【後援】京都府、京都市、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、公益財団法人京都産業 21 
 【参加者数】１７９名（事前申込数２０３名） 
 【概要】基調講演（70分）＆コーディネーター 

           「広がる企業の社会的責任～これからのCSRと人権について～」 
            田村 太郎（一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事、復興庁復興推進参与） 
     ・事例発表①「一番の財産は多様な人材力～我が社の取り組み事例より～」 

            古志野 純子（株式会社長岡塗装店 常務取締役）  
・事例発表②「わが社の無理のない取り組み」 

 上田 欣司（株式会社かね松老舗 代表取締役社長） 

     ・パネルディスカッション（35分） 
 
 

●平成27年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/161212CSR.pdf 
 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  

 
●企業におけるCSR・人権に関する取組事例ビデオ「企業活動に人権的視点を ～CSRで会社が変わる・社会が変わる～」（平成26年度制作） 
 http://www.jinken.or.jp/information/jigyou/event/seminar  

 YouTube「人権チャンネル」 https://youtu.be/zCiHgQOCBr8 ／ https://www.youtube.com/user/jinkenchannel 
 

※敬称略、肩書は当時のもの 

 
 

 

  

http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/161212CSR.pdf
https://youtu.be/zCiHgQOCBr8
https://www.youtube.com/user/jinkenchannel
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平成26年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・東京会場 

 

【日時】２０１４（平成２６）年９月１２日（木） １３：３０～１７：３０ 
【会場】ニッショーホール（東京都港区虎ノ門2-9-16 日本消防会館） 
【主催】経済産業省中小企業庁／関東経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【後援】東京商工会議所／東京都商工会連合会／東京都中小企業団体中央会／公益財団法人東京都中小企業振興公社／東京都 
【来場者数】３６９人（事前申込者数：４１９人）    【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 

          「社員（職員）のやる気を起こさせる“ＣＳＲと人権・労働”～強く、やさしい、しなやかな組織をめざして～」 
水尾 順一 （駿河台大学経済経営学部教授、日本経営倫理学会副会長、 
       一般社団法人経営倫理実践研究センター上席研究員） 

    ・事例発表①「地域も会社も従業員＆家族もハッピーになる大里綜合管理の経営方針」（30分） 
野老 真理子（大里綜合管理株式会社 代表取締役社長） 

・事例発表② 「本業を通じた地域社会への貢献 -働く場があればきっと更生してくれると信じて-」（30分） 

野口 義弘 （有限会社野口石油 代表取締役社長） 
・事例発表③ 「ダイバーシティの積極活用で進化した日本的経営」（30分） 

近藤 宣之 （株式会社日本レーザー 代表取締役社長） 

 ・パネルディスカッション（40分）         
 
 

 
平成26年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・名古屋会場 

 

【日時】２０１４（平成２６）年１０月１７日（金） １３：３０～１７：３０ 
【会場】デザインホール（愛知県名古屋市中区栄 3-18-1 ナディアパーク内 デザインセンタービル3F） 
【主催】経済産業省中小企業庁／中部経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【後援】名古屋商工会議所／愛知県商工会連合会／愛知県中小企業団体中央会／公益財団法人あいち産業振興機構／愛知県／名古屋市 
【来場者数】１５２人（事前申込者数：１８８人）    【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 

           「企業の社会的責任（CSR）と人権  ～そして、職場責任者の役割を考える～」 
           池田 耕一 （社会と企業研究所所長、一般社団法人経営倫理実践研究センター上席研究員） 
     ・事例発表①「企業における女性人材の活用と育成」（30分） 

山田 美保子（グリーンライフ産業株式会社 取締役営業本部長） 
     ・事例発表② 「株式会社ドリームスカイ名古屋におけるワークライフバランスの取り組み」（30分） 

平岩 美貴代（株式会社ドリームスカイ名古屋総務部アシスタントマネージャー） 

・事例発表③「企業と障がい者雇用について」（30分） 
森藤 啓治郎 （丸善運輸倉庫株式会社 代表取締役社長） 

    ・パネルディスカッション（40分） 

 
 
 

平成26年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・高松会場 
 
【日時】２０１５（平成２７）年１月２２日（木）１３：３０～１７：３０ 

【会場】サンポート高松・4F・第1小ホール（香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー・ホール棟） 
【主催】経済産業省中小企業庁／四国経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】高松商工会議所／香川県商工会連合会／香川県中小企業団体中央会／公益財団法人かがわ産業支援財団／香川県／高松市 

【来場者数】８２人（事前申込者数：９０人）    【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「企業の社会的責任と人権～国際的視点と企業の役割～」 

田中 宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター理事・主席研究員、東京交通短期大学名誉教授、 
元日本規格協会「ISO26000JIS化本委員会」委員） 

    ・事例発表① 「酒蔵での人材活用～女性による女性のためのお酒造り～」（30分） 

            春田 和城（菊水酒造株式会社 総務部長） 
    ・事例発表② 「創業400年を目指したダイバーシティ経営」（30分） 
            高田 海道（株式会社虎屋本舗 取締役） 

    ・事例発表③ 「いなかビジネスの方程式」（30分） 
            畦地 履正（株式会社四万十ドラマ 代表取締役） 
    ・パネルディスカッション（40分） 

 
 

      

●平成26年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/151009CSR.pdf  
 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  

 
●企業におけるCSR・人権に関する取組事例ビデオ「企業活動に人権的視点を ～CSRで会社が変わる・社会が変わる～」（平成26年度制作） 
 http://www.jinken.or.jp/information/jigyou/event/seminar  

 YouTube「人権チャンネル」 https://youtu.be/zCiHgQOCBr8 ／ https://www.youtube.com/user/jinkenchannel 
 

※敬称略、肩書は当時のもの 

  

https://youtu.be/zCiHgQOCBr8
https://www.youtube.com/user/jinkenchannel
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平成25年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・横浜会場 

 

【日時】２０１３（平成２５）年９月１９日（木） １３：３０～１７：３０ 
【会場】神奈川県民ホール・小ホール（神奈川県横浜市中区山下町3-1） 
【主催】経済産業省中小企業庁／関東経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【後援】横浜商工会議所／神奈川県商工会連合会／神奈川県中小企業団体中央会／公益財団法人神奈川産業振興センター／神奈川県／横浜市 
【来場者数】２６８人（事前申込者数：３０８人） 
【参加費】無料 

【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「企業の社会的責任と人権 ～国際規格ISO26000の視点から～」 
           田中 宏司 （一般社団法人経営倫理実践研究センター理事・首席研究員、東京交通短期大学名誉教授、 

                  元日本規格協会「ＩＳＯ２６０００ＪＩＳ化本委員会」委員） 
    ・事例発表① 「知的障害のある方をめっき職人に」（30分） 
           黒岩 勉 （株式会社羽後鍍金専務取締役） 

    ・事例発表② 「ラオス人と仕事をする 〜外国人雇用の難しさ〜」（30分） 
           那須 雅史 （株式会社共栄製作所総務グループ長代行） 
    ・事例発表③ 「安心して働ける職場をつくりたい」 

           板橋 和彦 （株式会社ヘキサード代表取締役） 
    ・パネルディスカッション（40分） 
 

 
 

平成25年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・静岡会場 

 
【日時】２０１３（平成２５）年１０月３日（木） １３：３０～１７：３０ 
【会場】静岡県男女共同参画センターあざれあ・6F・大ホール （静岡県静岡市駿河区馬渕1-17-1） 

【主催】経済産業省中小企業庁／関東経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】静岡商工会議所／静岡県商工会連合会／静岡県中小企業団体中央会／公益財団法人静岡県産業振興財団／静岡県／静岡市 
【来場者数】７３人（事前申込者数：６４人） 

【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「ＣＳＲ（企業の社会的責任）と人権」 

           池田 耕一 （社会と企業研究所所長、立命館大学大学院経営管理研究科客員教授、一般社団法人経営倫理実践研究センター 
                 上席研究員） 
    ・事例発表① 「“ ワーク・ライフ・バランス”への取組 一人一人の力を十分に発揮できる組織を目指して」（30分） 

           田嶋 清子 （株式会社レ・サンク代表取締役） 
    ・事例発表② 「深澤電工㈱の障害者雇用について」（30分） 
           深澤 好正 （深澤電工株式会社代表取締役社長） 

    ・事例発表③ 「大平印刷のユニバーサルプリンティング」 
           樋野 康二 （大平印刷株式会社制作部長、ＣＵＤ主席コンサルタント） 
    ・パネルディスカッション（40分） 

 
 
 

平成25年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・大阪会場 
 
【日時】２０１３（平成２５）年１１月２９日（金）１３：３０～１７：３０ 

【会場】ドーンセンター・７F・ホール (大阪府大阪市中央区大手前1-3-49) 
【主催】経済産業省中小企業庁／近畿経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】大阪商工会議所／大阪府商工会連合会／大阪府中小企業団体中央会／公益財団法人大阪市都市型産業振興センター／大阪府／大阪市 

【来場者数】２８９人（事前申込者数：３１２人） 
【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 

           「良くわかる“ＣＳＲと人権・労働”～人を愛するコミュニケーション、夢とロマンのイキイキ組織～」 
           水尾 順一（駿河台大学経済経営学部教授、日本経営倫理学会副会長、一般社団法人経営倫理実践研究センター上席研究員） 
    ・事例発表① 「育つ人・育てる人の心」（30分） 

           中井 政嗣（千房株式会社代表取締役） 
    ・事例発表② 「手仕事で笑顔をつなげていきたい」（30分） 
           髙津 玉枝（株式会社福市代表取締役） 

    ・事例発表③ 「障がいのある人とともに農業の在り方を変える」（30分） 
           鈴木 厚志（京丸園株式会社代表取締役） 
    ・パネルディスカッション（40分） 
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平成25年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・岡山会場 

 
【日時】２０１４（平成２６）年２月５日（水） １３：３０～１７：３０ 
【会場】オルガホール（岡山県岡山市北区奉還町1-7-7 オルガビル B1F） 

【主催】経済産業省中小企業庁／中国経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】岡山商工会議所／岡山県商工会連合会／岡山県中小企業団体中央会／公益財団法人岡山県産業振興財団／岡山県／岡山市 
【来場者数】９４人（事前申込者数：９３人） 

【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「企業の社会的責任と人権 ～国際規格ISO26000の視点から～」 

           田中 宏司 （一般社団法人経営倫理実践研究センター理事・首席研究員、東京交通短期大学名誉教授、 
                  元日本規格協会「ＩＳＯ２６０００ＪＩＳ化本委員会」委員） 
    ・事例発表① 「働きやすい環境をめざして 今を見つめて、未来を創る」（30分） 

           今本 茂男 （株式会社エス・アイ 代表取締役） 
    ・事例発表② 「あなたの笑顔が目的地！！ ～ファンタジーカンパニーを目指した取り組み～」（30分） 
           大林 賢一 （株式会社オーシスマップ 代表取締役） 

    ・事例発表③ 「クロスカンパニー流 ワークライフバランス」（30分） 
           二宮 朋子（株式会社クロスカンパニー 人事部 新卒採用チーム 課長） 
    ・パネルディスカッション（40分） 

 
 
 

●平成25年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/150212CSR.pdf  
 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  

 
●企業におけるCSR・人権に関する取組事例ビデオ「企業活動に人権的視点を ～CSRで会社が変わる・社会が変わる～」（平成26年度制作） 
 http://www.jinken.or.jp/information/jigyou/event/seminar  

 

※敬称略、肩書は当時のもの 

 

 
 

平成24年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・大阪会場 

 
【日時】２０１２（平成２４）年９月４日（火）１３：３０～１７：３０ 
【会場】ドーンセンター・７F・ホール (大阪府大阪市中央区大手前1-3-49) 

【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】大阪商工会議所、大阪府商工会連合会、大阪府中小企業団体中央会、公益財団法人大阪市都市型産業振興センター、大阪府、大阪市 
【来場者数】２４８人 

【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「企業の社会的責任と人権 ～多様な人材を活かす組織管理～」 

           木谷 宏 （麗澤大学経済学部教授） 
    ・事例発表① 「就職困難者の雇用管理について― 共に働き共に生きる ―」（30分） 
           河本 妙子 （株式会社サクセス 自立支援推進室室長） 

    ・事例発表② 「アレルギーに悩む方向けのパン作りについて」（30分） 
           福田 義春 （アレルギーっ子のパン専門店ジュウィール 運営責任者） 
    ・事例発表③ 「できる事から始めよう。」（30分） 

           神原 潤 （ツネイシクラフト＆ファシリティーズ株式会社 代表取締役社長） 
    ・パネルディスカッション（40分） 
 

 
 

平成24年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・東京会場 

 
【日時】２０１２（平成２４）年１１月２１日（水） １３：３０～１７：３０ 
【会場】ニッショーホール（日本消防会館／東京都港区虎ノ門2-9-16） 

【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、公益財団法人東京都中小企業振興公社、東京都 
【来場者数】３２５人 

【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「ＣＳＲ（企業の社会的責任）と人権」 

           池田 耕一 （立命館大学大学院 経営管理研究科 客員教授、一般社団法人経営倫理実践研究センター 上席研究員） 
    ・事例発表① 「協力雇用主 ～社会復帰へのキューピット役をつづけて～」（30分） 
           渡辺 道代 （株式会社キューピットワタナベ 代表取締役社長） 

    ・事例発表② 「間伐材の活用を通じた被災地支援の取り組み」（30分） 
           末吉 孝行 （フロンティアジャパン株式会社 環境事業部営業課長） 
    ・事例発表③ 「障害を『持つ人』『持たぬ人』 同じ目線で働く職場～ノーマライゼーションの実践～」 

           進藤 祥一 （リゾートトラスト株式会社東京人事総務部長兼東京事務支援センター長） 
           北沢 健（リゾートトラスト株式会社 東京事務支援センターチームリーダー） 
    ・パネルディスカッション（40分） 
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平成24年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・仙台会場 

 
【日時】２０１３（平成２５）年１月２５日（金） １３：３０～１７：３０ 
【会場】仙台市情報・産業プラザ ネ！ットＵ・多目的ホール（宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 ＡＥＲ５階） 

【主催】経済産業省中小企業庁、東北経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】仙台商工会議所、宮城県商工会連合会、宮城県中小企業団体中央会、公益財団法人みやぎ産業振興機構、宮城県、仙台市 
【来場者数】８５人 

【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「国際規格ISO26000 と人権 ～ISO26000 の骨格となる人権～」 

           田中 宏司（東京交通短期大学学長・教授、元・日本規格協会「ISO26000 JIS 化本委員会」委員、 
                 一般社団法人経営倫理実践研究センター理事・首席研究員） 
    ・事例発表① 「20 年間の教育事業のノウハウをいかした震災遺児への無料学習支援」（30分） 

           畠山 明（株式会社セレクティー 代表取締役） 
    ・事例発表② 「被災したPCの復旧支援」 
           阿部 勇人（株式会社データサルベージコーポレーション 代表取締役） 

    ・事例発表③ 「被災者雇用をはじめとする震災後の株式会社ファミリアの取り組みについて」 
           島田 昌幸（株式会社ファミリア 代表取締役） 
    ・パネルディスカッション（40分） 

 
 

平成24年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・熊本会場 

 
【日時】２０１３（平成２５）年２月８日（金）１３：３０～１７：３０ 
【会場】市民会館崇城大学ホール（熊本市民会館）・大会議室（熊本県熊本市中央区桜町1-3） 

【主催】経済産業省中小企業庁、九州経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】熊本商工会議所、熊本県商工会連合会、熊本県中小企業団体中央会、財団法人くまもとテクノ産業財団、熊本市人権啓発市民協議会、 
    熊本県、熊本市 

【来場者数】１４０人 
【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 

           「企業の社会的責任（ＣＳＲ）と人権 ～人を愛するコミュニケーション、夢とロマンを感じる組織～」 
           水尾 順一（駿河台大学教授・東京工業大学大学院兼任講師、（社）経営倫理実践研究センター上席研究員、博士(経営学)） 
    ・事例発表① 「旅を諦めている人に旅のよろこびを！」（30分） 

           宮川 和男（旅のよろこび株式会社 代表取締役） 
    ・事例発表② 「小規模事業所における高齢者雇用の現状」（30分） 
           請関 伸（株式会社 日向屋 代表取締役社長） 

    ・事例発表③ 「東日本大震災復興支援プロジェクト」（30分） 
           田面 光晴（ヤマハ天草製造株式会社 代表取締役社長 
                 兼ヤマハ発動機株式会社マリン事業本部ボート事業部舟艇製品開発部製造担当） 

    ・パネルディスカッション（40分） 
 
 

 
●平成24年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/131213CSR.pdf  

 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  
 
●企業におけるCSR・人権に関する取組事例ビデオ「企業活動に人権的視点を ～CSRで会社が変わる・社会が変わる～」（平成26年度制作） 

 http://www.jinken.or.jp/information/jigyou/event/seminar  
 

                                                 ※敬称略、肩書は当時のもの 

 
 

平成23年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・新潟会場 

 
【日時】２０１１（平成２３）年１０月５日（水） １３：３０～１７：２０ 
【会場】新潟市万代市民会館・6F・多目的ホール（新潟市中央区東万代町9-1） 

【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、(財)人権教育啓発推進センター 
【後援】新潟商工会議所、新潟県商工会連合会、新潟県中小企業団体中央会、（財）にいがた産業創造機構、新潟県、新潟市 
【来場者数】４６人 

【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「ＩＳＯ２６０００と人権～国際行動規範の骨格となる人権～」（70分） 

           田中 宏司（東京交通短期大学学長・教授、社団法人経営倫理実践研究センター理事・首席研究員、日本規格協会「ISO26000  
           JIS化本委員会」委員） 
    ・事例発表① 「企業価値の掘り起こし」（30分） 

           箕輪 睦夫（株式会社アデランス ＣＳＲプロジェクト担当部長） 
           菅原 和巳（株式会社アデランス ＣＳＲプロジェクト課長） 
    ・事例発表② 「被災者と共に復興を支援する社会貢献」（30分） 

           小林 準一（株式会社サカタ製作所 取締役 総務部長） 
    ・事例発表③ 「『障害者と共に』創業50年 我社のあゆみ」（30分） 
           山崎 宗良（山崎コンクリート工業株式会社 代表取締役） 

    ・パネルディスカッション（40分） 
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平成23年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・大阪会場 

 
【日時】２０１１（平成２３）年１１月３０日（水） １３：３０～１７：２０ 
【会場】ドーンセンター・7F・ホール（大阪府立男女共同参画・青少年センター／大阪市中央区大手前1-3-49） 

【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、(財)人権教育啓発推進センター 
【後援】大阪商工会議所、大阪府商工会連合会、大阪府中小企業団体中央会、（財）大阪市都市型産業振興センター、大阪府、大阪市 
【来場者数】３６８人 

【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 
           「ＣＳＲ（企業の社会的責任）と人権」 

           池田 耕一（立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授、社会と企業研究所代表、立命館大学大学院経営管理研究科 
           客員教授） 
    ・事例発表① 「就労困難者への取り組み」（30分） 

           吉田 順子（大代興業株式会社経営企画室総務課長） 
    ・事例発表② 「本業を活かした社会貢献」（30分） 
           植木 力（株式会社カスタネット代表取締役社長） 

    ・事例発表③ 「時空間を超えた働き方の創造」（30分） 
           大木 滋（株式会社SiM24 代表取締役社長） 
    ・パネルディスカッション（40分） 

 
 
 

平成23年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・東京会場 
 
【日時】２０１２（平成２４）年１月１９日（木） １３：３０～１７：２０ 

【会場】ニッショーホール（日本消防会館／東京都港区虎ノ門2-9-16） 
【主催】経済産業省中小企業庁、(財)人権教育啓発推進センター 
【後援】東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、（財）東京都中小企業振興公社、東京都 

【来場者数】４１７人 
【参加費】無料 
【概要】・基調講演（70分）＆コーディネーター 

           「ＩＳＯ２６０００と人権～国際行動規範の骨格となる人権～」 
           水尾 順一（駿河台大学経済学部・同大学院経済学研究科教授、東京工業大学兼任講師、経営学博士、（社）経営倫理実践 
           研究センター上席研究員） 

    ・事例発表① 「小さなパン屋の挑戦！『パンの缶詰』で世界の飢餓を救いたい。―小企業でもできる継続的社会貢献事業―」（30分） 
           秋元 義彦（株式会社パン・アキモト代表取締役） 
    ・事例発表② 「『オーガテック農業』障害者雇用促進法対策」（30分） 

           金地 辰旺 （株式会社ファーマーズマーケット代表取締役） 
    ・事例発表③ 「高齢者雇用創出事業への歩み」（30分） 
           髙平 ゆかり （株式会社マイスター６０ 人財情報センター本部本部長） 

    ・パネルディスカッション（40分） 
 
 

 
●平成23年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/121001CSR.pdf  

 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  
 

     

 
平成22年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・札幌会場 

 

【日時】２０１０（平成２２）年１０月８日（金） １３：００～１６：３０ 
【会場】ＴＫＰ札幌カンファレンスセンターきょうさいサロン (札幌市中央区北4条西1) 
【主催】経済産業省中小企業庁、北海道経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 

【後援】北海道商工会連合会、社団法人北海道商工会議所連合会、北海道中小企業団体中央会、財団法人北海道中小企業総合支援センター、 
    北海道、札幌市 
【来場者数】１１３人 

【参加費】無料 
【概要】 ・基調講演（50分）＆コーディネーター 
            「企業の社会的責任（ＣＳＲ）と人権」 

            池田 耕一（立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授） 
     ・事例発表① 「サッポログループのＣＳＲの取り組み」（30分） 
            福地 潤子（サッポロホールディングス株式会社ＣＳＲ部ＣＳＲ推進グループ）（30分） 

     ・事例発表② 「日本理化学における障害者雇用～どう考え、どう実践してきたか～」 
            大山 泰弘（日本理化学工業株式会社会長） 
     ・事例発表③ 「リコーグループの一員としてのＣＳＲ活動の実践～４つの活動領域と全員参加～」（30分） 

                       岡野 裕幸（リコージャパン株式会社 北海道営業本部 管理センター ＣＳＲ推進部） 
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平成22年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・東京会場 

 
【日時】２０１０（平成２２）年１２月８日（水） １３：００～１６：３０ 
【会場】都市センターホテル コスモスホール (東京都千代田区平河町 2-4-1) 

【主催】経済産業省中小企業庁、財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、財団法人東京都中小企業振興公社、東京都 
【来場者数】４５２人 

【参加費】無料 
【概要】 ・基調講演（50分）＆コーディネーター 
            「企業の社会的責任（ＣＳＲ）と人権～CSRと人権で社会が変わる～」 

            田中 宏司（東京交通短期大学学長・教授） 
     ・事例発表① 「アイエスエフネットグループの取り組み」（30分） 
            渡邉 幸義（アイエスエフネットグループ 代表） 

     ・事例発表② 「本業を活かした社会貢献 ～障がいのある方の免許取得への取り組み～」（30分） 
            野澤 勝（株式会社コヤマドライビングスクール 二子玉川校副校長） 
     ・事例発表③ 「ワークライフバランスへの取り組み」（30分） 

            山田 理（サイボウズ株式会社 取締役副社長 兼 人事本部長 兼 経営管理本部長） 
 
 

 
平成22年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・大阪会場 

 

【日時】２０１１（平成２３）年１月１９日（水） １３：００～１６：３０ 
【会場】ドーンセンター ７階・ホール （大阪府立男女共同参画・青少年センター／大阪市中央区大手前1-3-49） 
【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 

【後援】大阪商工会議所、大阪府商工会連合会、大阪府中小企業団体中央会、財団法人大阪市都市型産業振興センター、大阪府、大阪市 
【来場者数】３６９人 
【参加費】無料 

【概要】 ・基調講演（50分）＆コーディネーター 
            「企業の社会的責任（ＣＳＲ）と人権～ＣＳＲと人権で社会が変わる～」 
            田中 宏司（東京交通短期大学学長・教授） 

     ・事例発表① 「障がい者授産所及びホームレス支援センター等との地域貢献活動」（30分） 
            春名 陽子（株式会社ユー・エス・ジェイ 広報室 社会貢献担当） 
                        二階堂 隆（株式会社ユー・エス・ジェイ 技術部装飾セクション マネージャー） 

     ・事例発表② 「女性の活躍と人材マネジメント」（30分） 
                        栗原 清一（クリロン化成株式会社 代表取締役） 
     ・事例発表③ 「精神疾患への理解をすすめる取り組み～こころの病気を学ぶ授業を中心に～」（30分） 

                        小嶋 美子（日本イーライリリー株式会社 渉外企画部 企画・広報課長） 
 
 

●平成22年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/110822CSR.pdf 
 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  

 
                                                 

 ※敬称略、肩書は当時のもの 

 
 

平成21年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・東京会場 

 
【日時】２００９（平成２１）年１１月５日（木）１３：００～１６：３０ 
【会場】都市センターホテル コスモスホール（東京都千代田区平河町２－４－１） 

【主催】経済産業省中小企業庁、財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、財団法人東京都中小企業振興公社、東京都 
【来場者数】２６２人 

【参加費】無料 
【概要】 ・基調講演（50分）＆コーディネーター 
      「企業の社会的責任（ＣＳＲ）と人権～ＣＳＲと人権で社会が変わる～」 

       田中 宏司（東京交通短期大学学長・教授） 
     ・事例発表① 「ベンチャー企業における男女共同参画・ダイバーシティへの取り組みについて」 
            家本 賢太郎（株式会社クララオンライン 代表取締役社長） 

     ・事例発表② 「知的障がい者に導かれた日本理化学の経営と重度障がい者が働ける社会づくり」 
             大山 泰弘（日本理化学工業株式会社 会長） 
     ・事例発表③ 「本業を生かしたCSRとは～ITを活用した女性就労支援の取り組み」 

             龍治 玲奈（マイクロソフト株式会社 法務･政策企画統括本部 渉外･社会貢献課長） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/110822CSR.pdf
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平成21年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・大阪会場 

 
【日時】２００９（平成２１）年１２月１１日（金）１３：００～１６：３０ 
【会場】ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター／大阪府大阪市中央区大手前1-3-49)  

【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】大阪商工会議所、大阪府商工会連合会、大阪府中小企業団体中央会、財団法人大阪市都市型産業振興センター、大阪府、大阪市 
【来場者数】２３７人 

【参加費】無料 
【概要】 ・基調講演（60分） 
      「企業の社会的責任と人権」 

      坂本 光司（法政大学大学院教授・静岡サテライトキャンパス長） 
     ・事例発表① 「柔軟な雇用スタイルを築く在宅雇用」（30分） 
            牧   文彦（株式会社アンウィーブ代表取締役） 

     ・事例発表② 「企業の社会的責任 大国フーズのビジョン『大国フーズ10年計画』」（30分） 
            津田 保弘（株式会社大国フーズ代表取締役） 
     ・事例発表③ 「知的障がい者の雇用をはじめて」（30分） 

            福田 久美子（株式会社美交工業専務取締役） 
     ・コーディネーター：金子 正人（財団法人人権教育啓発推進センター専務理事） 
 

 
 

平成21年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・広島会場 

 
【日時】２０１０（平成２1）年１月２９日（金）１３：００～１６：３０ 
【会場】メルパルク広島 （広島市中区基町６－３６） 

【主催】経済産業省中小企業庁、中国経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 
【後援】広島県商工会連合会、広島商工会議所、広島県中小企業団体中央会、財団法人広島市産業振興センター、広島県、広島市 
【来場者数】１０１人 

【参加費】無料 
【概要】 ・基調講演（50分）＆コーディネーター 
      「企業の社会的責任と人権 ～人を愛するコミュニケーション、夢とロマンを感じる社会～」 

      水尾 順一（駿河台大学教授・同大学経済研究所長） 
     ・事例発表① 「企業及び行政との連携による障害者作業所製品販売支援」（30分） 
            森 浩昭（料亭久里川・有限会社栗川商店 支配人） 

     ・事例発表② 「在日外国人向け携帯サイトの運営や、自治体向け多言語情報配信システムの提供等により、多文化共生社会の実現を 
                  目指す」 
            中村 満寿央（株式会社グローバルコンテンツ 代表取締役）（30分） 

     ・事例発表③ 住友スリーエムにおけるCSR経営 
            昆 政彦（住友スリーエム株式会社 取締役 財務、情報システム及び総務担当）（30分） 
 

 
 
●平成21年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 

 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/21fy_seminar.pdf 
 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  
 

                                                 ※敬称略、肩書は当時のもの 
 
 

平成20年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・名古屋会場 
 
【日時】２００８（平成２０）年１１月２６日（水）１３：２０～１７：００ 

【会場】名古屋国際会議場（愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1)  
【主催】経済産業省中小企業庁、中部経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】１３３人 

【参加費】無料 
【登壇者】・基調講演（50分）＆コーディネーター：梅田 徹（麗澤大学教授・企業倫理研究センター副センター長） 
     ・パネリスト：名波 龍弘（株式会社ＮＴＴドコモ 東海支社 総務部コンプライアンス推進担当課長） 

            岩原 明彦（株式会社デンソー 経営企画部CSR推進室長） 
            石岡 修（ヤマハ発動機株式会社 IMカンパニー 事業推進部長） 
 

 
 

平成20年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・大阪会場 

 
【日時】２００８（平成２０）年１２月１７日（水）１３：２０～１７：００ 
【会場】ドーンセンター（大阪府立女性総合センター／大阪府大阪市中央区大手前1-3-49)  

【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】２４２人 
【参加費】無料 

【登壇者】・基調講演（50分）＆コーディネーター：田中 宏司（東京交通短期大学学長・教授） 
     ・パネリスト：岩城 昌子（エイボン・プロダクツ株式会社 エイボン女性文化センター事務局長） 

平原 正樹（オムロン株式会社 企業文化統括センタ担当課長） 

生駒 京子（株式会社プロアシスト 代表取締役） 

http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/21fy_seminar.pdf
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平成20年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・仙台会場 

 
【日時】２００９（平成２１）年１月２０日（火）１３：００～１６：４０ 
【会場】メルパルク仙台（宮城県仙台市宮城野区榴岡5-6-51） 

【主催】経済産業省中小企業庁、東北経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】８４人 
【参加費】無料 

【登壇者】・基調講演（50分）＆コーディネーター：池田 耕一（立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授） 
     ・パネリスト：増子 良一（イートス株式会社 代表取締役） 
            大谷 勝彦（株式会社大谷 代表取締役） 

            山本 正己（凸版印刷株式会社 法務本部ＣＳＲ推進室長） 
 
 

 
●平成20年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/20fy_seminar.pdf 

 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  
 

                                                 ※敬称略、肩書は当時のもの 

 
 
 

平成19年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・大阪会場 
 
【日時】２００８（平成２０）年１月３１日（木）１３：２０～１６：５５ 

【会場】ドーンセンター（大阪府立女性総合センター／大阪府大阪市中央区大手前1-3-49)  
【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】３０７人 

【参加費】無料 
【登壇者】・コーディネーター：水尾 順一（東京工業大学特任教授、駿河台大学教授・経済研究所長、ＣＳＲイニシアチブ委員会代表） 
     ・パネリスト：井上 昌幸（日新電機株式会社 経営企画部主幹） 

仲村 信一（両備タクシーセンター センター長） 
小森 孝充（マツダ株式会社 コーポレート業務推進本部ＣＳＲ推進部人権啓発推進グループマネージャー） 

 

 
 

平成19年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・東京会場 

 
【日時】２００８（平成２０）年２月６日（水）１３：２０～１６：５５ 
【会場】ニッショーホール（日本消防会館）(東京都港区虎ノ門2-9-16) 

【主催】経済産業省中小企業庁、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】４１１人 
【参加費】無料 

【登壇者】・コーディネーター：水尾 順一（東京工業大学特任教授、駿河台大学教授・経済研究所長、ＣＳＲイニシアチブ委員会代表） 
     ・パネリスト：中村 太郎（株式会社ファンケル 社長室・広報ユニット 広報グループマネージャー 

笠原 尚志（株式会社中西 常務取締役） 

神戸 好夫（大日本印刷株式会社 ＣＳＲ推進室長） 
 
 

 
●平成19年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/19fy_seminar.pdf 

 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  
 

                                                 ※敬称略、肩書は当時のもの 

 
 
  

http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/20fy_seminar.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/19fy_seminar.pdf
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平成18年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・大阪会場 

 
【日時】２００７（平成１９）年１月１９日（金）１３：３０～１７：２０ 
【会場】ドーンセンター（大阪府立女性総合センター／大阪府大阪市中央区大手前1-3-49)  

【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】３８３人 
【参加費】無料 

【登壇者】・コーディネーター：田中 宏司（立教大学経済学部客員研究員、経済産業省・日本規格協会「ＩＳＯ／ＳＲ国内対応委員会」 
               委員） 
     ・パネリスト：大川 智司（クロイ電機株式会社 執行役員・管理部長） 

金田 晃一（株式会社大和証券グループ本社 ＣＳＲ室次長） 
中村 幸子（ユニ・チャーム株式会社 ＣＳＲ部企業倫理室） 

 

 
 

平成18年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・東京会場 

 
【日時】２００７（平成１９）年２月１日（木）１３：３０～１７：２０ 
【会場】イイノホール(東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル7F) 

【主催】経済産業省中小企業庁、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】５５１人 
【参加費】無料 

【登壇者】・コーディネーター：谷本 寛治（一橋大学大学院商学研究科教授） 
     ・パネリスト：河井 隆雄（帝人株式会社 ＣＳＲ室長） 
             鈴木 均（日本電気株式会社（ＮＥＣ）ＣＳＲ推進本部 ＣＳＲ推進企画室長兼社会貢献室長） 

             杉山 定久（南富士産業株式会社 代表取締役社長） 
 
 

 
平成18年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・福岡会場 

 

【日時】２００６（平成１８）年１０月１３日（金）１３：３０～１７：２０ 
【会場】都久志会館 Ｂ１Ｆ ホール（福岡県福岡市中央区天神4-8-10） 
【主催】経済産業省、九州経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】１８３人 
【参加費】無料 
【登壇者】・コーディネーター：水尾 順一（東京工業大学特任教授、駿河台大学経済研究所長・教授・経営学博士、 

ＣＳＲイニシアチブ委員会代表） 
・パネリスト：尾崎 真澄（オザキエンタープライズ株式会社 取締役副社長） 

濱田 真澄（ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 メディカルカンパニー クレドーオフィス マネージャー） 

廣塚 謙良（東陶機器株式会社 ＣＳＲ企画室長） 
 
 

 
 
●平成18年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 

 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/18fy_seminar.pdf 
 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  
 

                                                 ※敬称略、肩書は当時のもの 
 
 

平成17年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・大阪会場 
 
【日時】２００６（平成１８）年１月２６日（木）１３：３０～１７：２０ 

【会場】ドーンセンター（大阪府立女性総合センター）７F ホール（大阪府大阪市中央区大手前1-3-49） 
【主催】経済産業省、近畿経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】４５３人 

【参加費】無料 
【登壇者】・コーディネーター：梅田 徹（麗澤大学外国語学部教授、麗澤大学企業倫理研究センター副センター長、 

グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク運営委員） 

・パネリスト：上山 靜一（イオン株式会社 環境・社会貢献部 部長） 
野々口 弘基（肥後タクシー有限会社 専務取締役 
田中 明（株式会社ユニクロ 常務執行役員） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/18fy_seminar.pdf
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平成17年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・東京会場 

 
【日時】２００６（平成１８）年２月１３日（月）１３：３０～１７：２０ 
【会場】きゅりあん（品川区立綜合区民会館）８Ｆ 大ホール（東京都品川区東大井5-18-1) 

【主催】経済産業省、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】４８１人 
【参加費】無料 

【登壇者】・コーディネーター：水尾 順一（駿河台大学経済学部・同大学院経済学研究科教授・博士(経営学)、立教大学大学院・専修大学 
兼任講師、駿河台大学企画広報委員長、資生堂社友、ＣＳＲイニシアチブ委員会代表） 

・パネリスト：木野口 功（株式会社アイワード 代表取締役） 

桜木 君枝（株式会社ベネッセコーポレーション 常勤監査役） 
平井 良介（株式会社リコー ＣＳＲ本部 ＣＳＲ室 シニア・アドバイザー） 

 

 
 
●平成17年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 

 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/17fy_seminar.pdf 
 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  
 

 
 
 

                                      
平成16年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・大阪会場 

 

【日時】２００４（平成１６）年９月２２日（水）１３：３０～１６：４５ 
【会場】ドーンセンター(大阪府立女性総合センタ-)（大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号） 
【主催】経済産業省、近畿経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】３８８人 
【登壇者】・コーディネーター：水尾 順一（駿河台大学経済学部・同大学院経済学研究科教授・博士（経営学）／ 

駿河台大学企画広報委員長／立教大学大学院兼任講師、専修大学兼任講師、資生堂社友） 

・パネリスト：関 正雄 （株式会社損害保険ジャパン CSR・環境推進室長） 
              犬塚 敦統（七福醸造株式会社代表取締役社長） 
              遠藤 啓一（松下電器産業株式会社理事 ／ CSR担当室長） 

 
 
 

平成16年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・東京会場 
 
【日時】２００５（平成１７）年１月１７日（月）１３：３０～１６：４５ 

【会場】イイノホール(東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル7F) 
【主催】経済産業省、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】５４３人 

【参加費】無料 
【登壇者】・コーディネーター：田中 宏司（立教大学大学院経済学研究科教授、ＩＳＯ／ＳＲＩ国内対応委員会委員） 
     ・パネリスト：木谷 宏（株式会社ニチレイ 総務企画部 人財チーム リーダー、中央大学大学院総合政策研究科博士後期課程 

                組織学会・経営行動科学学会正会員） 
            金井 昭雄（株式会社富士メガネ 代表取締役社長、アメリカ・カリフォルニア州ライセンス オプトメトリスト・ドクター、

富士メガネ海外難民支援プロジェクト代表） 

            岡内 伸二（株式会社資生堂 人事総務本部 人事部 課長 人権啓発グループ） 
 
 

 
●平成16年度「企業の社会的責任と人権」セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/16fy_seminar.pdf 

 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  
 

                                                 ※敬称略、肩書は当時のもの 

 
 
 

平成15年度「企業と人権」セミナー・名古屋会場 
 
【日時】２００３（平成１５）年９月２６日（金）１３：３０～１６：４５ 

【会場】電気文化会館・イベントホール（愛知県名古屋市中区栄2-2-5 電気文化会館5Ｆ） 
【主催】経済産業省、財団法人人権教育啓発推進センター 【後援】愛知労働局、名古屋法務局 
【来場者数】２０９人 

【登壇者】・コーディネーター：稲積 謙次郎（ジャーナリスト、株式会社西広顧問）  
・パネリスト：蟹瀬 令子（ザ・ボディショップ・ジャパン（株式会社イオンフォレスト）代表取締役社長） 

              武井 秀雄（東日本旅客鉄道株式会社総務部人権啓発室長） 

              林 恒幸（ソニー株式会社人事センターヒューマンライツ推進室長）  
 
 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/17fy_seminar.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/16fy_seminar.pdf
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平成15年度「企業と人権」セミナー・東京会場 

 
【日時】２００４（平成１６）年１月１９日（月）１３：３０～１６：４５ 
【会場】イイノホール(東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル7F)  

【主催】経済産業省、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】４９５人 
【登壇者】・コーディネーター：横田 洋三（中央大学法学部教授／国連人権促進保護小委員会委員／国連大学学長特別顧問／ 

国際労働機関（ILO）条約勧告適用専門家委員会委員） 
・パネリスト：藤解 和尚 （株式会社ジェーシービー 人事部 人権啓発室 室長） 

              福澤 宏（中外製薬株式会社 社会責任推進部 部長） 

              室橋 敦（リーバイ・ストラウス・ジャパン株式会社 人事統括部マネージャー ／ 従業員奉仕委員会共同代表） 
 
 

 
●平成15年度「企業と人権」セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/15fy_seminar.pdf 

 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  
 
 

 
 
 

平成14年度 企業と人権セミナー・東京会場 
  
【日時】２００３（平成１５）年２月２７日（木）１３：３０～１８：３０ 

【会場】イイノホール（東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル7Ｆ） 
【主催】経済産業省、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】４７５人 

【登壇者】・コーディネーター：田中 正人（国民生活センター理事、元読売新聞社編集局次長）  
・アドバイザー：横田 洋三（中央大学法学部教授、国連人権促進保護小委員会委員、国連大学学長特別顧問） 
・パネリスト：尾崎 真澄（オザキエンタープライズ株式会社代表取締役副社長） 

            黒永 敬（東京ガス株式会社コミュニケーション支援室長） 
            川村 文男（株式会社大京顧問、財団法人人権教育啓発推進センターアドバイザー） 
 

 
 

平成14年度 企業と人権セミナー・仙台会場 

 
【日時】２００３（平成１５）年３月１１日（火）１３：３０～１８：３０ 
【会場】せんだいメディアテーク・オープンスクエア（宮城県仙台市青葉区春日町2-1） 

【主催】経済産業省、財団法人人権教育啓発推進センター 
【来場者数】９６人 
【登壇者】・コーディネーター：山中 千枝子（高知ワークショップをつくる会代表、元高知県人権啓発センター次長、越知町立野老山小学校校長） 

・アドバイザー：田中 正人（国民生活センター理事、元読売新聞社編集局次長）  
・パネリスト：尾崎 真澄（オザキエンタープライズ株式会社代表取締役副社長） 

             蟹瀬 令子（ザ・ボディショップ・ジャパン（株式会社イオンフォレスト）代表取締役社長） 

              安部 吉昭（太平洋セメント株式会社人事部人権啓発推進室長） 
 
 

 
●平成14年度 企業と人権セミナー・概要パンフレット 
 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/download/14fy_seminar.pdf 

 ※参考： 中小企業庁 人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/  
 

                                                 ※敬称略、肩書は当時のもの 
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