
「経営倫理士」取得講座とは ACBEEの主な活動日本経営倫理士協会（ACBEE）

第22期講座 第13回
「ミニシンポジウム・
企業不祥事と向き合う」
活気溢れるグループ
ワーク

企業の不正事件・不祥事が相次ぎ、コンプライアンス、Ｃ
ＳＲ、リスク対応など総合的な経営倫理の確立・実践普及
が急務となっています。しかし、いま企業が「経営倫理」の
実務を具体的に進める上で、充分な知識やノウハウが確
立されていないのが現状です。
本協会では、この重要課題に対応するスペシャリスト「経
営倫理士」の育成を目的としています。「経営倫理士」資
格取得講座は２２年間続いており、計６６０余名の経営倫
理士を社会に送り出しています。「経営リスクを一掃するス
ペシャリスト」として、第一線で活躍中です。経営倫理士の
中には、企業の役員に就任する人も。また、定年退職後、
コンサルタントとして活動するケースもあります。

■設立の目的と背景

本協会は、経営倫理実践研究センター（BERC：1997年
発足）と日本経営倫理学会（JABES：1993年発足） と共に
「三位一体」 型の活動を展開、経営倫理の理論・実務の
普及に努めています。
さらに2017年から情報システム学会とも提携、活動を充
実・強化させています。

■提携・協力機関

本協会の前身「経営倫理実践普及協議会」は、経営倫
理実践の推進的役割を担う人材の育成を目指し、1997年
より「経営倫理士」資格取得講座（総合コース）を開設、
2009年4月に、ＮＰＯ法人日本経営倫理士協会（ACBEE）
に改組、事業活動を継続し、実績を積み上げてきました。
2016年からは「初級コース（通信制)も開講。
現代社会では、多様な危機管理テーマがあり、組織内に
「経営倫理士」を配置しておくことで、強力なビジネスイン
フラを形成します。

■組織の沿革

①企業トップ、役員、シニア・コーポレートスタッフ（法務、 総務、
人事、企画、広報、営業の部長、課長等）、経営倫理・ＣＳＲ関
連セクションの担当社員等。
②企業グループ内の協力会社・関連会社のトップ、役員、幹部
社員等。

■講座の対象者

■いま注目！ハイレベルの民間認定資格

日本経営倫理士協会の公認資格「経営倫理士」を取得する
ための講座(総合コース）は民間資格ではハイレベルの内容。
経営倫理の理論研究・実践ノウハウを総合的に体系づけて学
びます。主要テーマは、経営倫理、CSR、コンプライアンス、危
機管理、情報セキュリティ、ダイバーシティと女性活躍、職場の
ハラスメントなど幅広い。講座最終回で、企業不祥事例を分析
する受講生全員参加型のミニシンポジウムを開講、総合的なま
とめをする。講座は各分野のベテラン専門講師が担当、最新で
充分な量の資料提供。受講者間の懇親交流の集いも大きなメ
リットとなる、と好評です。
年１回開催、半年コース（14コマ）の短期集中型。座学型レク
とグループワークをバランスよく織り交ぜ、受講者の関心と意欲
を高めていく。資格取得判定のためには小論文、学科試験、最
終面接があり、総合的に評価・判定します。
受講料195,000円（消費税別）。１テーマ約1万円に相当、リー
ズナブルな料金。

①2013.08 「医薬・ヘルスケアビジネスの社会責任」

②2013.09 「ダイバーシティ経営と障がい者雇用」

③2014.08 「しつもんコミュニケーション術」

④2014.10 「パワハラで職場崩壊も…」

⑤2015.07 「T-T-T Train The Trainer 社内講師養成」

⑥2015.10 「新タイプのハラスメント予防・向上セミナー」

⑦2016.7/10（2回） 「CSR担当者のためのファシリテーション」
⑧2017.04 「企業不祥事は防衛できる」

■ACBEE戦略セミナー

■タイムリーで多様な専門情報を発信
ACBEEウエブサイトを中心に情報発信。内容は「コンプライアン
ス春秋+(プラス）」「ニュース・ダイナミクス」「連携協力組織のイベ
ント・レポート」など。企業倫理動向に関する記事、解説、論評、コ
ラムなど質の高いレポートを掲載。また独自取材による「企業不
祥事等の動向一覧」は会員企業中心に利用(イントラネットなど）
されている。

経営倫理・コンプライアンス等を重点に①経営倫理士取得講座②企
業等への講師派遣③タイムリーなテーマのシンポジウム・セミナー
④Webを中心とした質の高い情報提供―の４本柱。

■経営理士取得講座 左の掲載記事をお読み下さい。

■特別シンポジウム
①2009.07 「パワーハラスメントで職場崩壊も… 」

②2011.03 「企業不正と社会責任」

③2012.03 「大型危機と対応力」

④2013.01 「ダイバーシティ、日本に定着したか」

⑤2014.03 「情報コンプライアンスと企業力」

⑥2015.03 「女性活躍で職場を生き生き」

⑦2016.07 「ＬＧＢＴと企業の対応」

⑧2017.07 「｢情報セキュリティ」いま問われる企業力」

⑨2018.11 「『内部通報』の浸透・定着 いよいよ『認証制度』

導入へ」 データ改ざん、不正会計、パワハラ、セクハラなど

―― 企業不祥事からの被害を防ぐ決め手に

①2015.10.2 開設記念第1回 「『女性活躍』を生かす組織力」

■ACBEE関西シンポジウム

■講師派遣
①不祥事が続く傾向にあり、組織内の教育研修に力を入れる企業が
増加。ACBEEでは経営倫理関連の多様なテーマに対応する講師陣
を擁し、各企業からの派遣要請に応えています。②高等教育の場に
非常勤講師として出講(いずれも経営倫理士）派遣。③幅広いテーマ
に対応するコンサルティングや、イベントなどを企画・制作。第9回特別シンポジウム2018

「『内部通報』の浸透・定着 いよいよ『認証制度』 導入へ」
■ 20周年記念講演会 2016.04.08 北城恪太郎講師

「企業の社会的責任と経営者の倫理観」

Ｑ１．どのような分野の企業・組織の方が受講されていますか。
Ａ１．特定の企業・職種の方が受講されているということはありません。

あらゆる組織・職業の方が受講されています。たとえば、メーカー、
流通、小売りなど。総務、企画、人事、法務、営業、製造現場な
どの部署の方々が受講されています。公務員、マスコミ、調査研
究機関、大学生・大学院生なども受講、資格取得されています。

Ｑ２．テキスト代など、追加の受講料が発生することはありますか。
Ａ２．申込時に払い込んだ金額以外、講座に関する経費（交通費は除

く）はありません。

■受講に際し よくある質問



第１期生（1997年）～第２２期生（2018年） 50音順

アイ・アール債権回収
アイネット
明石広報事務所
アクテリオンファーマシューティカルズ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ
アコム
旭化成
旭化成ライフ＆リビング
朝日新聞社
あすか製薬
アステラス製薬
アッヴィ
アデランス
アドバンテスト
アビリオ債権回収
アフレッシュクレジット
アラーム企業Risk研究処
イオンクレジットサービス
イソシア
ウィナーズ・アンド・カンパニー
ウェルネス・システム研究所
エイビーバートナー
エイワイファーマ
エーザイ
エコライフ
荏原エージェンシー
荏原環境プラント
荏原フィールドテック
エムオーティクリエイション
王子製紙
大阪ガス
大阪ガス都市開発
オムロン
大塚製薬
大塚製薬工場
オリエントコーポレーション
オリックス
オリンパス
学習分析学会
科研製薬
カゴメ
鹿島建設
ガスアンドパワー
神奈川県中小企業団体中央会
カルビー
カルピス
河原学園
がん研究会
関西電力
関電工
関電システムソリューションズ
キッコーマン
キッセイ薬品工業
キヤノン
京都産業大学
協和発酵キリン
協和メデックス
近畿三菱自動車販売
クオレ・シー・キューブ
クマヒラ
グラクソ・スミスクライン
クラレ
黒田電気
ケイアセットマネジメント
経営倫理実践研究センター
慶應義塾大学ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒ
ﾝﾄ研究所
神戸製鋼所
コクヨ
コーチングバンク
サーカス
サノフィ
産業能率大学
参天製薬
サントリーウェルネス
サントリーショッピングクラブ
サンメッセ
三洋信販
シスメックス
資生堂
資生堂社会福祉事業財団
資生堂ジャパン
シップヘルスケアファーマシー東日本
島忠
清水建設
城南進学研究社
シーレックス
ジェイ・エル・エイ
ジェイ-ヴァック

新東工業
新日本製鉄
水ing
スズキ
聖学院大学
誠幸会
関彰商事
生命科学インスティテュート
清和綜合建物
セブン＆アイホールディングス
セブン銀行
全国農業会議所
全国農業協同組合連合会
全農グリーンリソース
創価大学・大学院
ソフトバンクモバイル
第一三共
ダイオーズ
ダイキン工業
大正製薬
大正富山医薬品
ダイセル化学工業
大鵬薬品
大明
ダイヤル・サービス
大和ハウス工業
武田薬品工業
ダスキン
田辺製薬
中央大学
中外製薬
中部電力
ちよだ鮨
月島テクノメンテサービス
ツムコン
帝人
帝人加工糸
デジタル・アドバタイジング・コンソーシ
アム
電通
東京ガスエンジニアリングソリューショ
ンズ
東京ガスオートサービス
東京ガスカスタマーサポート
東京急行電鉄
東京社会福祉士会
東京製綱
東京電力
東芝テック
東芝テックソリューションサービス
東邦テナックス
東洋インキ製造
ドラッカー学会
トーイツ
トータル保険サービス
ナイキジャパン
ナイス
ナスダック・ジャパン
西原ネオ
日通キャピタル
日通NEC ロジスティクス
日本アドバタイザーズ協会
日本アムウェイ
日本アルコン
日本イーライリリー
日本経営協会総合研究所
日本ケミコン
日本血液製剤機構
日本原子力発電
日本原燃
日本航空電子工業
日本香堂
日本シ－エスアール認証登録機構
日本信販
日本生活協同組合連合会
日本生産性本部
日本ソフトウエア
日本テキサス・インスツルメンツ
日本電気
日本電信電話
日本能率協会総合研究所
日本ベクトン・ディッキンソン
日本ポリケム
日本メディメンタル
日本旅行
ノボ ノルディスク ファーマ
パイオニア
ハウス食品グループ
博報堂DYホールディングス

長谷川香料
パナソニック
パナソニックエコソリューションズ社
パナソニックヘルスケア
ハリマ化成グループ
ビジネスコンサルタント
日立キャピタル
日立システムズ
雲雀丘学園中山台幼稚園
ヒューマンリンクシステム研究所
富士ゼロックス
富士通
富士フイルム
富士フイルムグループ健康保険組合
富士フイルムRIファーマ
芙蓉総合研究所
プライスウォーターハウスクーパース
プライミクス
ブリヂストン
ブリヂストン美術館
プロエイム
プロミス
ベターアプローチ
ベネッセコーポレーション
ペンタックス
法政大学大学院
ポーラ
ポーラ・オルビスホールディングス
ポラス
まいばすけっと
みずほ銀行
三基商事
三井物産
三菱化学
三菱ケミカルホールディングス
三菱地所
三菱地所プロパティマネジメント
三菱重工業
三菱UFJニコス
三菱UFJニコス労働組合
宮崎県自治学院
ミライト・ホールディングス
ミライト・テクノロジーズ
明治学院大学
メタウォーター
メットライフ生命保険
持田製薬
矢崎エナジーシステム
雪印乳業
ユニ・チャーム
横河ソリューションサービス
横河電機
ライオン
ライトマネジメントコンサルタンツジャパ
ン
ライフイノベーション総合支援機構
らでぃっしゅぼーや
リクルート
リクルートオフィスサポート
理研ビタミン
立命館大学
琉球ジャスコ
リンガーハット
ローソンHMVエンタテイメント
若狭・高橋法律事務所
ワコール
BEIビジネス倫理研究所
C.C.コンサルタンツ
DHCサービス
EAファーマ
GEヘルスケア・ジャパン
GEWEL
JLA
JPRON
KTコホート研究所
MiNi-Go研究所
M.Pro-Consulting
MSD
NECソフト
NECソリューションイノベータ
NECフィールディング
NECロジスティクス
PEC・OR
PSマネジメント
SMBCコンシューマーファイナンス
SLA＆ITSMコンサルティング
TEPCOコールアドバンスコールセン
ター事業部
TDK
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〒107-0052 東京都港区赤坂1-1-12 明産溜池ビル 8階
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URL: https://blog.acbee-jp.org

日本経営倫理士協会
活動ガイド
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2019年度版

＊一部の社名は受講時のもの

◆ＡＣＢＥＥ団体会員企業◆ イオン 荏原製作所 オムロンソーシアルソリューションズ
コアバリューマネジメント サントリーホールディングス システムフロンティア 成城石井

月島機械 東京ガス 日本化薬 日本工営 ローソン

◆特別座談会から◆
第２２期講座を振り返って

「課題を網羅して学べた…」

＊本資料に関する一切の権利は日本経営倫理士協会に帰属します。
その全部または一部を無断で引用・転載することを禁じます。

仲井直子さん
イオン株式会社
企業倫理チーム

紺野智子さん
社会福祉法人誠幸会
横浜市南希望が丘地域ケアプラザ

桑﨑博文さん
株式会社リンガーハット

CSRチーム CSR推進室 室長

2018年12月12日
日本記者クラブにて

（第22期経営倫理士による「特別座談会」から）

異業種間交流ができたことは大変貴重であった。他社で同
様の職種を担っている人たちと知り合えて、情報交換したり
相談できる仲間ができて、業務にも役立っている。また、社
内でも研修等で基本的な事は学んでいたが、本講座では一流
の講師陣から体系的に学ぶことで、言葉だけでなく考えに至
るまで理解でき、内容が腑（ふ）に落ちた感じがした。事例
を交えた講座はとても興味深く分かりやすかった。

一言で言って楽しかった。講義内容が面白かったことは言
うまでもなく、社会人になってから、論文を書く、面接を受
けるといった機会はなかったので、とても新鮮な感覚で取り
組むことができた。また、同期生の皆さんとのご縁をいただ
けたのもありがたかった。業種が少し違うだけで、考え方も
違うのだなあと実感することができた。すべての講義が自社
の状況と直結して考えることのできる内容であった。

受講前は、半年間という期間、講義回数、開催場所を思う
と、大変だと思っていたが、このような17回にわたる講座形
式だったので、内容を深く理解できた。共に学ぶ仲間がいた
からこそ楽しく励むことができたと思っている。これから先
何かあった時に、「聞いてみよう」と思える関係づくりもで
きた。これはE-ラーニングでは得られない。また、自分が所
属する組織の決定権は上層部にあるが、自分がそこに提言す
る際、根拠のあるものとして、自分の考えを伝えることがで
きている。業務の役に立っていることを実感している。


