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続・新世代社会起業論：
社会的事業が１億規模に至るまで

バックオフィスの名手が語る 「伸びる組織の支え方」
ソーシャルセクターで成長できる？
転職者が語るキャリアのリアル
supported by パーソルキャリア株式会社

基礎から最新事例まで総ざらい
「官民連携」結局どうなってるの？？

途上国の教育格差に挑む！
日本発の課題解決型事業の裏側に迫る

学校は「過労死」と隣り合わせ
「子どものため」に命を削る先生たち

リクルートから、経営コンサルから、文科省から地方
公務員へ異色の3人が語る、地域でのキャリアの歩み方

〈社会課題解決の経営論〉
安部　敏樹（株式会社Ridilover/ 一般社団法人
リディラバ代表理事）
三輪 開人 (特例認定NPO法人 e-Education
代表理事 )

〈社会課題解決の経営論〉
大浦征也（パーソルキャリア株式会社DODA編集長）
水溜智士　(特例認定NPO法人 e-Education
広報・ファンドレイジング担当 )
外崎恵子 ( 一般財団法人軽井沢風越学園設立準備財団 
事務局職員、NPO 法人 HUGforALL 理事、コーチング
コーチ 事務局長 )
国司言美（株式会社Ridilover地域協働事業部）

〈社会課題解決の経営論〉
伊藤 健 (Asian Venture Philanthropy Network 東アジア
統括 / 慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特任講師 ) 
山口 文洋(株式会社リクルート執行役員
（教育・学習事業担当）)

三輪 開人(特例認定NPO法人 e-Education代表理事)

〈変わりゆく社会を生き抜く、新時代の教育論〉

内田 良 (名古屋大学准教授)
西村 祐二(岐阜県立高等学校教諭)
丸山 瞬 (名古屋市立前山小学校教諭)

鈴木 悠平 ( 株式会社 LITALICO 社長室チーフエ
ディター / NPO 法人 soar 理事 ) 

那部 智史(NPO法人AlonAlon理事長)

中島 隆信(慶應義塾大学商学部教授)

小嶌 不二夫( 株式会社ピリカ 代表取締役 / 一般社団法
人 ピリカ 代表理事 ) 
福田 隆　（トライシクル株式会社代表取締役ＣＥＯ）
馬見塚 健一（一般社団法人ソーシャルスポーツイニ
シアチブ代表理事）
柴田 学 (花王株式会社ESG活動推進部マネジャー)

〈社会課題解決の経営論〉

西田 亮介(東京工業大学准教授)

宮崎 真理子(認定NPO法人フローレンス  ディレクター)

薄井 大地 (松下政経塾第39期生 )

〈人口減×社会課題　変わる公の役割〉
天米 一志 ( 株式会社 GPMO 顧問 及び 株式会社 GPMO 
Lab  代表取締役 ) 
山田 崇 ( 塩尻市役所地方創生推進課
地方創生推進係長 )

井上 貴至 (内閣府地方創生推進事務局参事官補佐)

中島 隆信 (慶應義塾大学商学部教授)
平船 さやか（株式会社フジクラ新規事業推進セ
ンターつなぐみらいイノベーション推進室室長）
増本 裕司 (株式会社アクティベートラボ代表取締役)

〈人口減×社会課題　変わる公の役割〉

田鹿 倫基 (日南市役所商工・マーケテ
ィング課日南市マーケティング専門官)
石井 重成(釡石市オープンシティ推進室長)
寺田 拓真(広島県教育委員会学びの変革推進課長)

｢プラスチックごみ問題」の実態とは？海洋プラス
チック問題解決に向けて私たちができること
〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉

障害者雇用はこうなってます！
その先にあるのは、私たちの働き方でした
〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉

障害を持つ子の親になって感じること、考えること
〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉

李 炯植 （特定非営利活動法人 Learning for All 
代表理事）
中山 勇魚 （特定非営利活動法人 Chance For All 代表理事）

鈴木 哲平（ 株式会社 Ridilover 法人事業部）

KITCHEN ROOM２ROOM１

移住施策のその先へ
－「関係人口」を生む戦略はどうあるべきかー財務省→副市長、松竹→経産省、文科省→教育委員会

変わりゆく「官僚」キャリアの現在地

“一橋大学アウティング事件” から考えるLGBT支援
「ゲイ暴露」の悲劇を繰り返さないために

「リディラバジャーナル」が考える、
無関心を打破する社会問題の伝え方ビジネスの限界を、「キャンペーン」で乗り越える。

2020 TOKYOからタバコが消える日 ” 現役最年少市長” も緊急参戦!?これからの
「選挙」の話をしよう

社会課題解決のための「政治」との付き合い方

内田良（名古屋大学准教授）

西村 祐二（岐阜県立高等学校教諭）

橋本 怜子（鎌倉市行政経営部行政経営課担当課長）

土井 裕人（国立大学法人 筑波大学 人文社会系 助教）

河野 禎之（国立大学法人筑波大学人間系
障害科学域助教）

松岡 宗嗣（一般社団法人fair代表理事）

〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉

安部　敏樹（株式会社Ridilover/一般社団法人
リディラバ代表理事）
岡本 光樹（東京都議会議員・弁護士）

松沢 成文 ( 日本維新の会参議院議員
前神奈川県知事 )

西田 亮介（東京工業大学准教授）
林 篤志 (Next Commons Lab ファウンダー 
/ Commons Coop 共同代表 )
安部　敏樹（株式会社Ridilover/ 一般社団法人
リディラバ代表理事）

〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉

朝比奈 一郎（青山社中株式会社筆頭代表CEO）
工藤 さやか（経済産業省貿易経済協力局 
総務課 課長補佐）

寺田 拓真（広島県教育委員会学びの変革推進課長）

毛塚 幹人（つくば市副市長）

〈社会課題解決の経営論〉
西村勇哉（NPO法人ミラツク代表理事）

鈴木 洋一（Wake Up Japan 代表理事/認定NPO法人 
フリー・ザ・チルドレン・ジャパン ユース・エンゲージ
メント アドバイザー/NPO法人 開発教育協会 評議員/
アムネスティ・インターナショナル日本 代議員）

砥川 直大（The Breakthrough Company GO
クリエイティブディレクター）

〈社会課題解決の経営論〉

中島 かおり（特定非営利活動法人ピッコラーレ代表理事）
清水 康之（ＮＰＯ法人 自殺対策支援センター 
ライフリンク代表）

那部 智史（NPO法人AlonAlon理事長）

小林 亮介（HLAB創業者・代表）

本多 正俊志(GRA&GREEN Inc.共同創業者・取締役)

〈人口減×社会課題　変わる公の役割〉
中島 利恭（株式会社 Ridilover 地域協働事業部長）
卜部 直也（真鶴町政策課　戦略推進係長）
湯澤 英俊（飯田市役所結いターン移住定住
推進室移住定住促進係長）

〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉
安部　敏樹（株式会社Ridilover/一般社団法人
リディラバ代表理事）
山中 礼二（一般財団法人KIBOWインパクト・イン
ベストメント・チーム（ディレクター））
岡本 光樹（東京都議会議員・弁護士）

根本 真紀（社会福祉法人文京区社会福祉協議会　
地域連携ステーションフミコムソーシャルワーカー）

〈人口減×社会課題　変わる公の役割〉

西田 亮介（東京工業大学准教授）

小松 雄也（一般社団法人ビブリオポルトス代表理事）

東 修平（四條畷市市長）

22P

〈人口減×社会課題　変わる公の役割〉

ニュースでは教えてくれない「引きこもり」の真因
〈リディラバが見る、社会課題の最前線〉
恩田夏絵 ( NGO ピースボート・グローバルスクールコー
デ ィネーター/一般社団法人ひきこもり UX 会議代表理事 ) 

林 恭子(一般社団法人ひきこもりUX会議代表理事)
大井 雄一

ぼそっと池井多(VOSOT（チームぼそっと）代表、
ひきポス記者中高年ひきこもり当事者)

やりがいの犠牲者を生まないために
脱ブラックを目指す「教員」「官僚」の世界
〈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〉

CAPITAL FOR PURPOSE 
〜ソーシャル・セクターが今考えるべきお金の話〜
〈社会課題解決の経営論〉

伏見 崇宏(一般社団法人C4事務局長)

大木洵人(シュアールグループ代表)

変わりゆく貨幣、コミュニティ、パートナーシップ
etc...未来予測「ポスト資本主義」の世界
〈人口減×社会課題　変わる公の役割〉

（筑波大学 産業精神医学・宇宙医学研究室助教）

三角　和宏（南砺市役所市長政策部地方創生
推進課　副主幹）

脇 雅昭(よんなな会 神奈川県庁政策局未来
創生担当部長)

中島利恭（株式会社Ridilover/一般社団法人
リディラバ 地域協働事業部長）

加藤年紀（株式会社ホルグ代表取締役／
Heroes of Local Government 編集長）

AI時代に求められる公務員2.0論


