
1 

 

SDGs Innovation HUB プロジェクトメニュー(案) 
 

～JC が SDGs Innovation HUB で、「地方創生 SDGs 金融フレームワーク」を起点に 
  「拡大版 SDGs アクションプラン 2019」に挑戦する日本、世界をリードしていきます～ 

 

SDGs Innovation HUB 実行委員会 
令和元年７月５日 

 

１．SDGs グローバル･リーダー プロジェクト 

ヒト･コミュニティーづくりで人材(才能)育成（青少年+成人サステナブル人材(才能)育成･共育） 
 
【フェーズ１】 
（１）世界最先端 SDGs 研修 WS（世界上場 2000 社&UNDP 協働 Impact Management Project 等） 

ソーシャル(SDGs) x デジタル(Innovation)時代、上場･非上場問わず risk return に社会的 impact を
加えた指標で、企業価値、外部経済/不経済、人権を、市場のみならず顧客･消費者や従業員に評価さ
れ、共育していく時代、世界最先端の SDGs 評価基準とそれを活用し人材(才能)と業績を伸ばす最
先端の教育･経営について、日本初の研修 WS を実施。  （Impact Management Project：https://impactmanagementproject.com/ ） 

 
小木曽 麻里 
ファーストリテリング執行役員。和財団国際事業企画部長。国際開発機構海外投融資委員会有識者委員。 
東京大学経済学部卒業。タフツ大学フレッチャー校修士。笹川平和財団国際事業企画部長として財団の女性エンパワメント事業を統括すると同時
にアジア女性インパクト投資ファンドの設立に携わっている。前職はダルバーグ東京事務所にて企業、政府機関、非営利組織等に対し官民連携、
インクルーシブビジネス分野に関わるコンサルティング事業を行う。 
1998 年より 2009 年まで世界銀行グループ勤務。ワシントン本部にてインフラ開発、資本市場開発、プロジェクトファイナンスを担当した後、
世界銀行グループ多国間投資保証機関(MIGA)の東京代表として政治リスク分析や保証提供業務に携わった。 
また、2011 年の東日本大震災を機に特定非営利団体 BLUE FOR TOHOKU を設立。現在は理事をつとめる。CePiC メンター就任。 

 
クララ・バービー（Clara Barby） 
CEO OF IMPACT MANAGEMENT PROJE 
Clara is currently serving as Chief Executive of the Impact Management Project: a forum for building global consensus on how to measure and 
manage impact. Clara previously led Bridges’ impact strategy throughout the investment cycle – from defining the strategy and process for 
selecting impact investments, to engaging with portfolio companies to create additional value through environmental and social factors, to 
tracking and reporting results to our investors and other stakeholders. 
Clara holds a BA (Hons) in Greats from Oxford University and an MBA from INSEAD 

 
工藤 七子 
社会的投資推進財団 常務理事  JVPFWG メンバー／事務局 
大学卒業後、日系大手総合商社に勤務を経て、クラーク大学大学院国際開発社会変革研究科へ入学。在学中、ハーバード社会起業大会スタディツ
アー、そして Acumen Fund のパキスタンでのインターンに参加。帰国した 2011 年より、日本財団へ入会し、JVPF、G8 社会的インパクト投資
タスクフォース国内諮問委員会、ソーシャルインパクトボンドのパイロット事業など様々な社会的投資のプロジェクトに携わる 

 
野宮 博 
SIP 理事（株式会社クロスポイント・アドバイザーズ 共同パートナー） JVPF 委員会メンバー 
1974 年三菱商事入社。1981 年欧州経営大学院（INSEAD）でＭＢＡ取得後、1990 年、MCF ファイナンシャル・サービス（ロンドン）社長に就
任。1996 年よりプライベート・エクィティ・ファンドのリップルウッド・ホールディング（ニューヨーク）に異動。2005 年ＲＨＪＩインターナ
ショナル日本拠点の代表取締役に就任。2012 年同社を退任、現職に至る。 

 
山田 美和 
ジェトロ・アジア経済研究 新領域研究センター 法・制度研究グループ長 「ビジネスと人権に関する国連指導原則」、人権や SDGs 経営が専門。 

 
ジョン・G・ラギー（John Gerald Ruggie） 
2005 年にコフィ・アナン国連事務総長から指名され、「人権と多国籍企業及び他の企業の問題に関する国連事務総長特別代表」に就任し、その
後 6 年間にわたって、ビジネスと人権の観点から、持続可能な社会の実現のために精力的に活動。ラギー教授の取りまとめた「ビジネスと人権
に関する国連指導原則（ラギー原則）」は、日本企業にも大きな影響を及ぼしている。ラギー教授は現在、ハーバード大学のケネディ・スクール
において人権および国際関係学を専門とし、ロースクールにおいては国際法律学教授。また、2017 年 9 月に、独自手法で企業の ESG 評価を行い、
そのサービスを他社へ提供するアラベスク・アセットマネジメントの非常勤取締役に就任。 

 
蟹江 憲史 
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科教授、国連大学サステイナビリティ高等研究所シニアリサーチフェロー。 慶應義塾大学大学院 政策・
メディア研究科博士課程、北九州市立大学講師、助教授、東京工業大学大学院社会理工学研究科准教授などを経て現職。日本政府「持続可能な開
発目標（SDGs）推進本部円卓会議」委員、内閣府「自治体 SDGs 推進評価・調査検討会」委員、環境省持続可能な開発目標（SDGs）ステークホ
ルダーズ・ミーティング構成員など多くの公職を兼務。 

 
ジェフリー・サックス（Jeffrey David Sachs） 
アメリカ合衆国の経済学者（開発経済学、国際経済学）。コロンビア大学地球研究所長（Earth Institute）を務め、国連ミレニアムプロジェクトの
ディレクターも兼務。全米経済研究所研究員、Millenium Promise の代表および共同創設者でもある。これまで IMF、世界銀行、OECD、WHO、
国連開発計画等の国際機関を通じた貧困対策、債務削減、エイズ対策等への積極的な活動を行っている 

 
池田 賢志 
金融庁 総合政策局 総務課 国際室長 CSFO チーフ・サステナブルファイナンス・オフィサー 
CSFO は、サステナブルファイナンスの推進に関する事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。    ほか 

https://impactmanagementproject.com/
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【フェーズ２】 
（２）own SDGs ロードマップ & next SDGs WS（CePiC･MEGV 連携の World Shift WS 等） 

 来年 4 月に京都造形芸術大から Earth Day Kyoto 開催（JC 京都大会との連携可能） 
（World Shift WS 谷崎テトラ氏：https://ja.wikipedia.org/wiki/谷崎テトラ ） 

 
谷崎 テトラ 
構成作家／ワールドシフトネットワークジャパン代表理事 
1964 年静岡生まれ。環境・平和・社会貢献・フェアトレードなどをテーマにした TV、ラジオ番組、出版を企画・構成するかたわら、新しい価値
観(パラダイムシフト)や、持続可能な社会の転換(ワールドシフト)の 発信者&キュレーターとして活動中。持続可能な社会、平和学、ソーシャル
アート、参加型民主主義（GOV2.0)などに関して深い知見を持つ。 
世界のエココミュニティを取材し、エコビレッジの共同体デザイン、地域通貨、自然エネルギー、共同体教育、パーマカルチャー（持続可能な農
的文化）、伝統智、ものづくり、先住民から学ぶディープエコロジーの思想まではばひろく知見をまとめており、未来のデザインのための智恵を
伝え、メディア化する仕事をしている。 
1997 年、温暖化防止京都会議（COP3）をきっかけに環境保護活動に参加。1997 年温暖化防止レインボーパレード、1998 年カーフリーデー、1999
年アースデイ東京、BeGood Cafe などの市民運動のスタートアップ、オーガナイズにかかわる。2010 年一般社団法人ワールドシフトネットワー
クジャパンを設立。2012 年リオデジャネイロで開催された国連 地球サミット（RIO＋20)では、市民セクターによる地球サミット 2012JAPAN
の副代表として全国でのワークショップや現地での社会提言、映像制作をおこなった。 
放送作家としての主な企画・構成はテレビ朝日「素敵な宇宙船地球号」や Inter FM「アースラジオ」TOKYO FM「デイリープラネット」「Good on 
Earth」など多数。取材執筆はエコ系雑誌「ソトコト」「オルタナ」「ソーラージャーナル」「greenz」など執筆多数。小説として「グラウンディン
グミュージック」（リトルモア）がある。 
音楽制作としては世界の聖地をめぐり収録した自然音や、環境音を使ったコンピュータ音楽を制作。地球を感じる作品を作り続けている。 
これまでの自身の知見をまとめたテトラゼミも東京・大阪・栃木・徳島などで連続開催中。大学講師として愛知県立芸術大学、京都造形芸術大、
京都精華大などでも特別講義をおこなっているほか、社会課題をテーマにした映画を解説するソーシャルシネマダイアログなどを各地で開催して
いる 

 
中山 弘 
“２０３０ビジョン”プロジェクト 代表。MEGV(Mother Earth of Geo Voice)理事。 
茨城県土浦市生まれ。ホンダで四輪車の研究開発、RV 商品戦略、ステップワゴンの企画提案、ホンダ 2010 年ビジョンの纏め、全社経営方針管
理、ホンダ学園の経営などに従事。 退職後、2008 年から 2030 ビジョンプロジェクト主宰。2010 年、厚労省「医療・介護・子育て・未来への
投資」プロジェクト・アドバイザー、省内事業仕分けメンバー。 2011 年 3 月の東日本大震災以降は、福島県南相馬市の復興まちづくり支援に
取り組んできた。埼玉県在住。 

 
【フェーズ３（SDGs 社会(文化)課題解決/目標達成アクション）】 
（３）地域発世界 SDGs イベント（今年 9 月上旬企画中の、国連 SDGs 大使ハローリティのサンリオ 

(小巻 CDO)と JC がコラボする九州地区大分ハーモニーランドでの SDGs 体験･発信イベント等） 
（外務省とサンリオのコラボ： https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000338.html ） 

（サンリオ小巻亜矢 CDO： https://cdoclub.jp/activity/interview/3050/ ）（ハーモニーランド： https://www.harmonyland.jp/welcome.html ） 
 
小巻 亜矢  
株式会社サンリオエンターテイメント取締役 CDO  サンリオピューロランド館長 

 
岩野 和生  
（JAPAN CDO of the year 2018 受賞） 株式会社三菱ケミカルホールディングス執行役員 CDO（最高デジタル責任者） 
1975 年東京大学理学部数学科卒業、87 年米国プリンストン大学 Computer Science 学科より Ph.D.取得。日本 IBM 東京基礎研究所所長、米国ワ
トソン研究所 Autonomic Computing 担当ディレクター、先進事業担当、 未来価値創造事業担当執行役員 VP などを歴任、2012 年 三菱商事株式
会社 ビジネスサービス部門顧問、 科学技術振興機構 上席フェロー。2017 年より現職。SDGs が DX や経営に不可欠と説く。      ほか 

 
小野 智史 
CePiC メンター共同代表 
（2017 年 3 月トヨタ日本最大の SC トレッサ横浜で、SDGs のグー（地球）、チョキ（科学）、パー（社会）課題の解決策を体験する一大イベント
「ハッピードームへようこそ＠リヨン広場」を開催し（ https://cepic.net/ ）、5-6 万人の客と最新の SDGs アクションを体験） 
Daffodil Japan IT 執行役員。バングラビジネスパートナーズ執行役員。イノベーション融合学会専務理事。LIGHT UP NIPPON メンバー。その
他アドバイザーなど多数。 
首都大学東京ビジネススクール修了。アカウンティングファームにて会計監査や税務、コンサルティング業務などを行う。その後、現在のグルー
プ内に上場会社や大学なども保有する従業員数約３０００名ほどの外資系 ICT、教育グループの Daffodil Group のファミリー企業の Daffodil 
Japan IT の執行役員に就任する。 
また、バングラデシュにおいて、バングラデシュの地権者ラジャ、現地政府、日本大使館などが関わり設立した日本企業専用工場団地サウスダッ
カ工場団地やグラミン銀行の総裁や現地内閣府、NGO などと縫製工場の女性労働者向けのアフォーダブルハウス設立に向けた事業にも関わる。
2014 年には、バングラデシュ最大の IT talent contest のボードメンバーを務める。また、バングラデシュ最大の日本語学校の設立者の１人。 
2015 年、執行役員に就任している DaffodilJapanIT が評価され、フランスで International Star for Leadership in Quality Award (ISLQ)を受賞。 
その他にも、伊勢志摩サミットのサイドイベントとして立ち上がり、官民の有識者が集まり組織している一般社団法人 CePiC のメンター共同代
表者や IBM の Bluehub のファイナリストにもなったスマートヘルメットの事業を行うベンチャー企業の最高戦略責任者や新聞社の顧問や楽天本
社元執行役員らが立ち上げたデジタルマーケティングの株式会社のアドバイザー、宇宙事業を行うベンチャー企業の最高マーケティング責任者な
ども務めてきている。 
２０１７年のシンギュラリティ大学のジャパングローバルインパクトチャレンジのファイナリストに選ばれた GROW のプロジェクトやドキュメ
ンタリー映画化もされ、カンヌ国際映画祭でワールドプレミアセールスもされた LIGHT UP NIPPON にメンバーとして参画したり、大学生とし
て初めて NHK の日曜討論に出演した富樫泰良さんや最年少でハーバードビジネスレビューの未来をつくる経営者 20 名にも選ばれている大学生
らが設立した一般社団法人オールニッポンレノベーションのアドバイザーなども務めている。 
金融庁の成長マネーの有識者ヒアリングにオブザーバーとして参加したり、明治大学の必修講座で講師を務めたり、慶應義塾大学大学院主催の公
開講座や法政大学主催のグローバルキャリアフォーラム、UN INDIA/XPRIZE のイノベーションミートアップなどでも登壇したりもしてきてい
る。ベンチャーカフェ東京や PLUG AND PLAY との企画も行ってきている。MBA。 

 
（４）SDGs カードゲーム（CePiC 連携･MEGV 理事の millennial 技術者の未来技術推進協会等） 

（未来技術推進協会： https://future-tech-association.org/ ） 
 
草場 壽一 
未来技術推進協会 代表理事 
大学時代、超伝導研究に携わる。大学院時代にスタンフォード大学と共同研究、特に大学の研究から事業を起こしてイノベーションにつなげる必
要性を痛感。大手電機メーカー 中央研究所にて、メタマテリアルを使用した光学迷彩の開発、新しい相変化メモリーの開発にかかわる。研究所
時代より、若手からイノベーションを起こすために、メーカーの若手で勉強会を主催。2017 年より社団法人とし、「テクノロジーによる社会課題
解決」を目的とした未来技術推進協会の設立。個人の力でイノベーションを起こすために、コミュニティーを形成、プロジェクト化をしている。 
 
稲村健夫 
imacoco 共同創業者 ／ 代表理事 
2015 年からビジネスゲームを使った学びをファシリテートする中で、ゲームを使ったポジティブアプローチの力に気づき、20 代からずっと関心
のあった社会システムの在り方にこそ、ゲーム×ポジティブアプローチが機能すると考えてカードゲーム「2030SDGs」を共同開発。 
2016 年 10 月一般社団法人イマココラボを設立し代表理事に就任した 

https://ja.wikipedia.org/wiki/谷崎テトラ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000338.html
https://cdoclub.jp/activity/interview/3050/
https://www.harmonyland.jp/welcome.html
https://cepic.net/
https://future-tech-association.org/
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（５）TOM global 等社会包摂メイカソン（CePiC や Jun Sudo 氏等が連携する TOM global japan 等） 
（TOM global：https://tomglobal.org/ ）（TOM global japan 協力 FabLab 品川主催ミニメイカソン：https://fablab-shinagawa.org/column/180929_miniMakeathon.html ） 

 
Gideon (Gidi) Grinstein / Edun Sela / Maayan Keren 
Founder and President of TOM / CEO – Global / Director of TOM Education 
TOM - Tikkun Olam Makers - is a global movement of communities that creates and disseminates affordable solutions to neglected challenges of 
people living with disabilities, the elderly and the poor.  
TOM’s moonshot objective is to help 250,000,000 people. 

 
田中 浩也 
慶應義塾大学 SFC 所長 環境情報学部教授 博士(工学) 社会基盤工学 
1975 年 北海道札幌市生まれ デザインエンジニア／ソーシャルエンジニア。専門分野は、デジタルファブリケーション、3D 設計／生産／製造シ
ステム、創造性の科学と文化およびその支援。モットーは「技術と社会の両面から研究すること」。 
京都大学総合人間学部、同人間環境学研究科にて建築 CAD を研究し、建築事務所の現場にも参加した後、東京大学工学系研究科博士課程にて、
画像による広域の 3D スキャンシステムを研究開発。最終的には社会基盤工学の分野にて博士(工学)を取得。2005 年に慶應大学環境情報学部(SFC)
に専任講師として着任、2008 年より同准教授。2016 年より同教授。 
2010 年のみマサチューセッツ工科大学建築学科客員研究員。2011 年に社会実装拠点として国内初・アジア初のファブラボを鎌倉に開設、2012
年に研究開発拠点として慶應義塾大学 SFC 研究所ソーシャルファブリケーションラボを設立、以後代表を務める。 
2013 年には第９回世界ファブラボ会議（横浜）実行委員長、2015 年には第１回 FabLearnAsia 会議（横浜）実行委員長、第２回 International 
Conference on Digital Fabrication 委員長など、国際会議のオーガナイザーを経験。現在は、文部科学省 COI「感性とデジタル製造を直結し、生
活者の創造性を拡張するファブ地球社会」研究リーダー補佐兼プロセス・テクノロジー・グループリーダー。 
また、日本グッドデザイン賞を３度受賞。他、文部科学省 NISTEP な研究者賞、未踏ソフトウェア天才プログラマー／ スーパークリエイター賞
をはじめとして、受賞多数。総務省情報通信政策研究所 「ファブ社会の展望に関する検討会」座長、経済産業省「新ものづくり検討会」委員、
「新ものづくりネ ットワーク構築支援事業」委員、総務省情報通信政策研究所 「ファブ社会の基盤設計に関する検討会」座長等を歴任し、政策
提言にも携わっている。 
・田中浩也 個人プロジェクト・デザインユニット” tEnt” (2004-2009) http://tent-info.com/  
・ファブラボジャパン http://fablabjapan.org/  
・ファブラボアジア http://www.fablabasia.org/  
・共同研究は COI プロセス・テクノロジー・グループ http://www.fabtechs.co/  

 
林 園子 
ファブラボ品川 ディレクター 一般社団法人 ICT リハビリテーション研究会 代表理事 作業療法士 
ファブラボ品川ではともにつくり、ともに育むインクルーシブな社会を実現していくために一般社団法人 ICT リハビリテーション研究会と連携
して定期的にミニメイカソンを開催しています。 
 第 2 回目は第 1 回目と同じく、大田区の蒲田駅前にあるおおたファブさんのご協力を得て 2018 年 12 月 22 日に開催しました。 
 主催：一般社団法人 ICT リハビリテーション研究会  共催：おおた Fab、ファブラボ品川 後援：一般社団法人 東京都作業療法士会 
協賛：佐藤一幸 (XYZ プリンティングジャパン株式会社)、内藤義人 (XYZ プリンティングジャパン株式会社) ユニチカ株式会社 
協力：TOM global、TOM global japan 

 
Jun Suto 
TOM global japan founder / XPRIZE Visioneer / Prize Developer, SingularityU Kyoto Ambassador 
大手外資系コンサルティング企業にて米国、日本を中心にグローバルに活躍。2004 年、s-cubed コンサルティングを設立。Warrent Buffet 率い
る Berkshire Hathaway、Hitachi などグローバル企業からスタートアップまで戦略実現を軸に付加価値創出をサポート。M&A、Transformation
（企業改革）、Turnaround、Corporate Governance, Change Management などを専門に活動。 

 
（６）高齢化 SDGs&金融包摂プロジェクト GPFI「G20 福岡ポリシー･プライオリティ」を実現する 

取組と貢献する next SDGs 課題を世界に発信、G20 各国･GPFI･FSB･OECD や JCI･UN 等と共創 
（金融庁「高齢化と金融包摂のための G20 福岡ポリシー・プライオリティ」について：https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20190606/20190606.html ） 

＜SDGs を達成する           プロジェクト例（各地 JC･各委員会が自由組成･推進）＞ 

 
CePiC メンター 
「家族↔社会」多様な人の働き方支援プログラム関係 
 
小安 美和 
株式会社 Will Lab 代表取締役。釜石市地方創生アドバイザー。 
東京外国語大学卒業。 IMD business school Strategies for Leadership プログラム終了。日本経済新聞社入社。2005 年株式会社リクルート（現・
株式会社リクルートホールディングス）入社。エイビーロード編集長、上海駐在などを経て、2013 年株式会社リクルートジョブズ執行役員 経営
統括室長 兼 経営企画部長。2015 年より、リクルートホールディングスにて、「子育てしながら働きやすい世の中を共に創る iction!」プロジェク
ト推進事務局長。2016 年独立。 

 
相原 朋子 
民間校長。ＮＴＴドコモスマートライフ推進部ビジネス基盤戦略室担当部長。  
1992 年日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）に入社し、映像通信システムの開発等を担当。99 年東日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日本）入社後は、
新規ビジネスの立ち上げや通信ネットワークの設計・構築、新サービスの開発等に携わる。 また、2013 年から 14 年までＮＰＯ法人Ｊ－Ｗｉｎ
第４期幹事長を務める。2017 年より現職。  

 
太田 恵理子 
キリン株式会社ブランド戦略部キリン食生活文化研究所所長。ASAC 大企業メンター。 
東京大学文学部社会心理学科卒業。キリンビール、キリン・シーグラムにてマーケティングリサーチ・商品開発・メディアバイイングなど、マー
ケティング全般に携わる。2007 年新設のキリン食生活文化研究所所長に就任、現在に至る。 
著書『消費トレンド 2014-2018』（2013 年、日経 BP 社）。 
「くらしを考える。そして創造する。」をテーマに、お客様や大学、他企業と、社会や生活者の変化に関する研究と共創を行っている。
http://www.kirin.co.jp/csv/food-life/ 

 
和田 幸子 
株式会社タスカジ代表取締役。経済産業省戦略的国際標準化加速事業標準化調査委員会委員。日経ウーマンオブザイヤー2018 
1975 年生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科にて MBA を取得。シンガポール国立大学リークアンユー公共政
策大学院エグゼクティブプログラム終了。富士通に入社。エンジニアとして ERP 製品の開発に携わった。2005 年富士通の企業派遣制度で慶應義
塾大学大学院経営管理研究科へ留学し、MBA を取得。2008 年第一子出産 2009 年富士通製 ERP 製品のウェブマーケティングを担当。2010 年中
堅中小企業向け、会計・人事給与クラウドサービスの事業立ち上げプロジェクトリーダーを務め、クラウドサービスの革新的な販売モデルの構築
に取り組む。2013 年 11 月自身の課題である共働き家庭における「新しいライフスタイル」の実現に必要な社会インフラを「IT」で作るため、起
業。IT を軸とした新サービス『タスカジ』の立ち上げを行っている。 

社会・文化・歴史の叡智 

https://tomglobal.org/
https://fablab-shinagawa.org/column/180929_miniMakeathon.html
http://tent-info.com/
http://fablabjapan.org/
http://www.fablabasia.org/
http://www.fabtechs.co/
https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20190606/20190606.html
http://www.kirin.co.jp/csv/food-life/
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田中 美和 
株式会社 Waris 代表取締役/共同創業者。Lean in Tokyo アドバイザリーボードメンバー。 
1978 年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、2001 年に日経ホーム出版社(現 日経ＢＰ社)入社。編集記者として特に働く女性向け情報
誌「日経ウーマン」を担当。これまで取材・調査を通じて接してきた働く女性の声はのべ３万人以上。女性が自分らしく前向きに働き続けるため
のサポートを行うべく 2012 年退職。フリーランスのライター・キャリアカウンセラーとしての活動を経て 2013 年総合職女性と企業とのプロジ
ェクト型ワークの創出・マッチングを行う株式会社 Waris 設立。著書に『普通の会社員がフリーランスで稼ぐ』がある。一般社団法人プロフェ
ッショナル＆パラレルキャリア・フリーランス協会理事。米国 CCE,Inc.認定 GCDF-Japan キャリアカウンセラー。国家資格キャリアコンサルタ
ント。 

 
久保 恵子 
薬剤師。タレント。 
神奈川県出身。上智大学理工学部卒業。明治薬科大学薬学部卒業。ミスソフィア。フジテレビ「お天気キャスター」を務める。 
漢方薬・生薬認定薬剤師。アロマテラピーアドバイザー。サプリメントアドバイザー取得。 
株式会社ヒューマントラスト顧問や独立行政法人産業総合研究所研究員なども歴任する。 
第 5 期圭三塾出身。主な出演作品は、テレビ朝日『いきなり!黄金伝説』。TBS『2 時っチャオ!』。テレビ東京『知ってどーするの!?』。フジテレビ
『ジャンク SPORTS』。テレ玉『きらめきいっぱいさいたま市』ほか多数。趣味は映画鑑賞、パン作り、勉強。特技はパソコン。 

 
高橋 龍征 
デジタルハリウッド PD。Limar Estate Ltd. SVP & COO。 

 
田中 優子 
株式会社クラウドワークス執行役員経営企画担当。 
東京大学法学部卒業。トヨタ自動車で新型車の市場導入、需給計画・販売戦略策定、ジュピターショップチャンネルで経営企画、事業開発などを
経験。戦略コンサルティングファーム A.T.カーニーで、大手企業向けに全社戦略、事業戦略、新規事業開発、組織再編、コスト削減、デューデ
リジェンスなど多岐に渡るコンサルティングプロジェクトに従事。2011 年 7 月より消費財・小売プラクティスのマネージャーを務める。2014 年
4 月、株式会社クラウドワークスに参画、執行役員に就任。 

 
横田 由美子 
日本 IBM 株式会社郵政パートナーシップ事業部ビジネス開発エグゼクティブ 
大学卒業後、日本 IBM 入社。日本 IBM でお客様システム開発にプロジェクトリーダー、マネージャーとして従事後、2006 年社会貢献部に希望
で異動。教育現場を熟知した教育専門 NPO と『次世代リーダー育成のためのキャリア教育プログラム』を開発。各地の教育委員会と組み、約 1500
人の社員ボランティアと共に 2 年間で約 10,000 人の小中学生にキャリア教育授業（200 授業）を実施。第一回キャリア教育アワード（経済産業
省）優秀賞受賞。2011 年よりスマーターシティ～ICT を活かしたまちづくりに従事。2016 年内閣府公共サービスイノベーションプログラムで横
浜市に派遣されオープンイノベーション化を ICT 面から支援。昨今は各社と組んでの市民の健康増進、トータル生活サポート、医療・介護分野
のイノベーション他、開発が進むさいたま市浦和美園での安全安心快適なまちづくりに取り組んでいる。VLED 利活用 WG 委員。 

 
児玉 涼子 
株式会社リコーCEO 室働き方改革 PT 兼人事部シニアマネジメント 
1991 年、株式会社リコー入社以来、採用､福利厚生､制度企画など人事分野で従事。 2009 年よりダイバーシティ推進のプロジェクトグループを
兼務。自らの両立経験も活かしつつ、女性活躍やワークライフ・マネジメント推進を担当。 
2011 年 人事本部 リコーグループ企業年金センター所長。企業年金・退職金制度統合のプロジェクトなどを統括する。 
2013 年 コーポレート統括本部 人事部 ダイバーシティ推進グループ リーダー。2017 年より現職。 

 
林 琢己 
横浜市役所経済局長。 

 
濱松 敏廣 
家庭の事情で通塾できない小・中学生のための無料塾「ステップアップ塾」塾長。NPO 法人維新隊ユネスコクラブ理事長。 
元・(公社)日本ユネスコ協会連盟評議員。 

 
金丸 美樹 
森永製菓株式会社新領域創造事業部チーフマネジャー。株式会社 SEE THE SUN 代表取締役社長。 
慶應義塾大学卒業。森永製菓株式会社に入社。主に商品開発を担当。プロジェクトマネージャーを経て、広告部へ。2008 年に結婚、翌年めでた
く出産し、育児と仕事の二足の草鞋を履く。2009 年より経営戦略部イノベーショングループ。2014 年には新規領域創造事業部にてチーフマネー
ジャーに就任。今年 2017 年にはコーポレートベンチャーである『株式会社 SEE THE SUN』の CEO に就任した。 

 

 

（以 上） 


