７/２7
11：30
〜
12：45

HALL1
社会課題としての「孤独」
解決のカギは意外なところに…？

〈人口減 × 社会課題 変わる公の役割〉
鈴木哲平 ( 株式会社 Ridilover/ 法人事業部 )

池山 和幸 ( 資生堂ジャパン株式会社マネージャー )
河合 秀治(ココネット株式会社取締役社長執行役員)

HALL2
中高生ソーシャルデザインコンテスト
Field Adventure AWARD 2019

〈変わりゆく社会を生き抜く、新時代の教育論〉
安部 敏樹（株式会社 Ridilover/ 一般社団法人
リディラバ代表理事）
堀 潤（NPO 法人 8bitNews）

木下 学（パーソルキャリア株式会社コーポレート本部長）

KITCHEN
災害・事件の時、アナタはどうする！？
解体新書「ニッポンの危機対応」

〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉
井上 朝雄 ( 株式会社 Ridilover/ 一般社団法人
リディラバ法人事業部長 )
小澤 いぶき ( 認定 NPO 法人 PIECES 代表理事 /
児童精神科医 )

林健太郎（BarefootDoctorsGroup Representative ( 代表 )
/ 国立保健医療科学院 客員研究員 ( 健康危機管理研究部
& 国際協力部 )）

ROOM１

ROOM２

センス or 学習？？
「ビジョンを描く力」を徹底解剖

20 代から考える「親の介護」
在宅介護の実情、知っていますか？

〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉

〈社会課題解決の経営論〉

五十棲 浩二（聖光学院中学校高等学校校長補佐）
井上 浄（株式会社リバネス代表取締役副社長 CTO）
神野 元基（株式会社 COMPASS 代表取締役 CEO）

矢尾 眞理子（株式会社 BLUE PLUS 代表取締役社長）
宮崎 成悟（Yancle 代表）
川内 潤（NPO 法人となりのかいご代表理事）
吉田 真一（株式会社でぃぐにてぃ代表取締役社長）

清永奈穂 ( ㈱ステップ総合研究所所長 )

13：45
〜
15：00

研究者が語る、
最先端の研究から見えてきた女性の健康問題
〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉
浜田 敬子(Business Insider Japan統括編集長)
山本佳奈 ( ナビタスクリニック医師 )
福岡秀興 ( 福島県立医科大学特任教授 )

就活って、社会問題だと思うんです。

15：30

〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉

〜

今村 亮 ( ディスカバコーディネーター )

16：45

17：15
〜
18：30

浜田 敬子(Business Insider Japan統括編集長)

北野唯我 ( 著述家、株式会社ワンキャリア 最高戦略
責任者 兼 オープンワーク株式会社 執行役員 )

地域課題解決のトップランナーが語る
いま企業が地域課題と向き合う理由

「リカレント教育」最前線。
社会人は、何を、どう学べばいいのか？

〈変わりゆく社会を生き抜く、新時代の教育論〉

井上 朝雄 ( 株式会社 Ridilover/ 一般社団法人リディラバ
法人事業部長 )
浅野 大介 ( 経済産業省サービス政策課長 兼 教育産業室長 )
宇佐見 彰太 ( 早稲田大学経営管理研究科 / 住友商事株式
会社インフラ事業部門インフラ業務部主任 )

当事者が語る「万引き依存症」の実態

〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉

瀬沼 希望(NPO法人ETIC.
ローカルイノベーション事業部)
上山 隆浩 (岡山県西粟倉村役場
地方創生特任参事 兼務 産業観光課長)

三浦 ゆえ（フリーランス編集・ライター）

中川 玄洋(NPO法人

万引き依存当事者

学生人材バンク代表理事)

斉藤 章佳（医療法人社団明善会大森榎本クリニック
精神保健福祉部長）

京セラ、財務省、リクルート。異色の「副市長」
が見た地方のリアル
〈人口減 × 社会課題 変わる公の役割〉

藤沢 烈 ( 一般社団法人 RCF 代表理事 )

毛塚 幹人（つくば市副市長）

青木 健太 ( 特定非営利活動法人 SALASUSU 代表 )

林 有理（大阪府四條畷市副市長）

松田 悠介 ( 株式会社 Crimson Education Japan 代表取締役
社長 / 株式会社 CRAZY 取締役 / Waterdragon 財団 代表 )

元代表 3 名が大集合
ソーシャルセクター「事業承継」のリアル

室井 舞花 (Next Commons Lab ディレクター /
一般社団法人ひきこもり UX 会議 理事 )

五十嵐 剛志 ( 株式会社グロービス ベンチャーサポート
チーム KIBOW 社会投資 インベストメント・
プロフェッショナル／ Accountability for Change 創設者 )
岡本拓也(千年建設株式会社代表取締役社長／社会的投
資推進財団理事／ソーシャルマネジメント合同会社 共同代表)

〈人口減 × 社会課題 変わる公の役割〉

喜多 恒介（アルタナユニバーシティ代表）
今村 正治（株式会社今村食堂代表取締役）
N 高等学校）

借りられない、暮らせない――。危機に
瀕する「高齢者の住まい」
〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉

山本 遼（R65 不動産 代表取締役社長）

その分断、
” 性” が原因かも？

〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉

井上 貴至（内閣府地方創生推進事務局参事官補佐）

坂爪 真吾（一般社団法人ホワイトハンズ代表理事）

澤尚幸 ( 一般社団法人 Community Future Design
代表理事／福山市政策アドバイザー )

角間 惇一郎（一般社団法人ユヌス・ジャパン事務局長）

上山 隆浩 ( 岡山県西粟倉村役場 地方創生特任参事
兼務 産業観光課長 )

〈変わりゆく社会を生き抜く、新時代の教育論〉

秋本 可愛（株式会社 Join for Kaigo 代表取締役）

真野 毅（長野県立大学グローバルマネジメント学部教授）

ハイスキル人材を惹きつける自治体の組織戦略

地方や通信制から問い直す
教育の「あたりまえ」

園 利一郎（角川ドワンゴ学園

堀江里香
（東広島市役所政策企画部広報戦略課主任）

〈社会課題解決の経営論〉

〈社会課題解決の経営論〉
青木 健太 ( 特定非営利活動法人 SALASUSU 代表 )

吉川玄徳（デロイトトーマツ合同会社 復興支援室長 ）

〈人口減 × 社会課題 変わる公の役割〉

逆境に挑んだ先駆者たち〜ソーシャルセクター
の HARD THINGS〜

〈人口減 × 社会課題 変わる公の役割〉

藤沢烈 ( 一般社団法人 RCF 代表理事 )

縮小する地方、変化する行政の役割

水嶋かおりん（元風俗嬢兼風俗嬢講師・性戯の味方）

宗 健（大東建託株式会社賃貸未来研究所 セン
ター所長 / 都市住宅学会都市住宅研究 研究員）

マッチングビジネスにチャンスあり !?
高齢者「就活」最前線

〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉

森近 恵梨子（フリーランス／介護職員／ライター／講師 ）
守谷 卓也（株式会社ウインドミル代表取締役）
上床 絵理（リライフワークス株式会社 代表取締役）

18：30
〜

懇親会

19：30
※セッション間の時間 / 空き会場はネットワーキングタイムとしてご利用ください。

