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【日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム 2019】

SIF2019 特別企画 全 18 セッション発表
子供の貧困や教育、地方創生などの社会課題をはじめ、社会的インパクト投資など幅広くテーマを設定
将来を担う学生・起業家・事業会社・自治体がディスカッション
―SIF2019 特設サイトも本格ローンチ－
日本財団（会⻑ 笹川陽平）は、ソーシャルイノベーションフォーラム（SIF）2019にて、11月29
日（⾦）から12月1日（日）の期間に実施される全18の特別企画を発表します。今年は、⼦供の貧
困や教育、地方創生、社会的インパクト投資などの幅広いテーマを設定し、学生、起業家、事業会
社、⾃治体など様々な⽴場の方が⼀堂に会し、ディスカッションしていただける場をご⽤意してい
ます。本日（10月25日）公開のSIF2019特設サイトにて、特別企画についてを初公開するとともに、
その他のプログラムや登壇者、スペシャルコンテンツなど最新の情報を随時更新していきます。
※SIF2019全体のプログラムは別紙参照

【9か国 「18歳意識調査」の結果を初公開！大学生・高校生が登壇して議論】
「あなたは⾃分で国や社会を変えられると思いますか？」「あなたが解決したいと
思っている社会課題は何ですか？」などの問いをテーマに、日本国内で社会貢献に
関心を持ち活動している10代や、インド、ベトナムの若者が登壇し、各国の「国」
や「社会課題」に対する意識の違いや共通項について議論。10月に実施したアジア・
欧米9か国の17-19歳を対象とした意識調査の結果を本セッションで発表します。
【中高校生が登壇するセッションも複数開催！社会を変えたい熱い想いや取り組みを発表】
現在の社会が抱える問題や、これからの日本の将来について中高生のアイデアを
提案するユメジツゲン大会では、全国の中高生が思い描く「私たちだからこそで
きる社会を変える」アイデアを、同じ⽴場である中高生が議論していくプラット
フォームの構築を目指します。

【国内外で活躍する社会起業家の登壇や、社会的インパクト投資に関する最新動向の発表も】
過去3年間の日本財団ソーシャルイノベーションアワードを受賞した社会起業家
が、教員の働き方改革から⼦供の貧困問題、地震災害の解決など幅広い9つのテー
マで最新の取り組みをご紹介します。また、社会的インパクト投資などの新たな
資⾦調達のカタチや、短期間で急成⻑・上場する「ユニコーン企業」ではなく、
世の中に価値を生み出しながら地域社会と共存共栄し持続的に発展することを目
指す「ゼブラ企業」の在り方などについて紹介する企画もあります。
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■特別企画⼀覧
【イノベーション】
① Innovator’s session2016｜11/29 16:30-17:15
・辺境からの社会イノベーション
岩本 悠（⼀般財団法⼈地域・教育魅⼒化プラットフォーム共同代表）
・子どもの貧困はなぜ解決しないのか
高 亜希（⼀般社団法⼈Collective for Children 共同代表）
河内 崇典（⼀般社団法⼈Collective for Children 共同代表）
・Next Commons Lab 2019 報告会
林 篤志（⼀般社団法⼈Next Commons Lab Co-Founder代表）
② Innovator’s session2017｜11/29 15:30-16:15
・教員の働き方改革
井澤 萌（⼀般社団法⼈日本教員多忙化対策委員会）
・デジリハ開発の裏側の全て。
岡 勇樹（NPO法⼈Ubdobe 代表理事）
加藤 さくら（NPO法⼈Ubdobe デジリハ事業部広報）
・tonari - 離れた場所につながる、開かれた扉
川口 良（⼀般社団法⼈tonari エンジニア、代表理事）
福垣 アリスン（⼀般社団法⼈tonari パートナーシップ・コミュニケーション、理事）
③ Innovator’s session2018｜11/29 14:30-15:15
・ミズアブが世界を救う
川本 亮（Grubin 代表）
・FabBiotope
島影 圭佑（株式会社オトングラス 代表取締役、筑波大学 助教）
・地震災害の世界課題を解決する
鈴⽊ 正臣（株式会社Aster CEO）
山本 憲⼆郎（東京大学生産技術研究所 特任助教）
④ 優秀な人材が真に挑むべき問題｜11/29 15:00-17:00
Prasoon Kumar（billionBricks Co-Founder and CEO）
⑤ 新たなエコシステムのカタチとは｜11/30 16:00-18:00
・企業 X イノベーション
甲田 恵⼦（株式会社AsMama 代表取締役社⻑）
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、

グロービス経営大学院教員）
Aniyia L. Williams（Zebra Unite Co-Founder）
田淵 良敬（⼀般財団法⼈社会変革推進財団（SIIF) 事業本部 インパクト・オフィサー）
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・ファイナンス X イノベーション
鈴⽊ 栄（⼀般社団法⼈ソーシャル・インベストメント・パートナーズ (SIP) 代表理事兼CEO、
認定特定非営利活動法⼈日本ファンドレイジング協会理事、認定特定非営利活動法⼈ハンズオ
ン東京理事）
高塚 清佳（新生企業投資株式会社 インパクト投資チーム シニアディレクター）
野池 雅⼈（プラスソーシャルインベストメント株式会社 代表取締役社⻑）
菅野 文美（⼀般財団法⼈社会変革推進財団（SIIF) 事業本部 本部⻑）
・⾏政 X イノベーション
石田 直美（内閣府成果連動型事業推進室 参事官）
幸地 正樹（ケイスリー株式会社 代表取締役CEO）
福吉 潤（株式会社キャンサースキャン 代表取締役社⻑）
⼾田 満（⼀般財団法⼈社会変革推進財団（SIIF) 事業本部 インパクト・オフィサー）
【こども・教育】
① エビデンスが子どもを救う｜11/30 10:00-11:00
高 亜希（⼀般社団法⼈Collective for Children 共同代表）
河内 崇典（⼀般社団法⼈Collective for Children 共同代表）
能島 裕介（尼崎市 理事）
枡谷 礼路（⼀般社団法⼈Collective for Children 事務局⻑、相談支援専門員）
② 自分で国や社会を変えられる？各国18歳 意識の違い｜11/30 13:00-14:40
⽊暮 ⾥咲（慶應義塾大学総合政策学部1年、寄付月間2019学生チーム、東京学芸大学附属
国際中等教育学校ソーシャルアクションチームコーチ）
中村 伊希（⻘山学院高等部3年、フリー・ザ・チルドレン・ジャパン）
Ho Thi Quynh Trang（早稲田大学社会科学部2年、UWC ISAK Japan（⻑野県の全寮制国際
高校）出身、日本財団-ISAK奨学⾦スカラー）
③ ユメジツゲン大会｜11/30 15:00-17:00
池田 遥（i stand、広尾学園高等学校2年）
山田 菜摘（i stand、広尾学園高等学校2年）
高志 成海（i stand、広尾学園高等学校2年）
④ Youth challenges for future society｜11/30 17:00-19:00
岩本 悠（⼀般財団法⼈地域教育魅⼒化プラットフォーム 共同代表）
今村 久美（⼀般財団法⼈地域教育魅⼒化プラットフォーム 共同代表）
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【地方創生】
① 未来実装会議｜11/30 11:15-12:15
林 篤志（⼀般社団法⼈Next Commons Lab Co-Founder代表）
富川 岳（富川屋 代表、プロデューサー）
明貫 紘⼦（映像ワークショップ 代表、愛知県⽴芸術大学非常勤研究員）
鈴⽊ 直之（ZENTECH 代表）
三原 惇太郎（ハンター、猟師、ゲストハウス経営）
■日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム2019について
日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム（SIF）とは、「社会をよりよくしたい」、「日本の明
るいビジョンを語りたい」という想いをもつ方々が共に対話し⾏動するための「ソーシャルイノベ
ーションのハブ」として、日本財団が2016年より毎年開催しているフォーラム。
官⺠学等のセクターを超えた豪華ゲストが登壇する基調講演や特別企画、参加型の分科会、次世代
の社会起業家を輩出するソーシャルイノベーションアワードなど、多様なプログラムを提供し、こ
れまでに延べ1万⼈の方々が参加しています。詳細：http://social-innovation.jp/

「日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム2019」開催概要
日

時：2019年11月29日（⾦）13：00〜17：15
2019年11月30日（土）10：00〜19：00
2019年12月 1日（日）10：00〜17：00

場

所：東京国際フォーラム ホールB5、B7（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）

チケット：⼀般／3日通し券
⼀般／1日券

3,000円
1,000円

学割／3日通し券 1,000円
（購入サイト：https://eventregist.com/e/sif2019）

※学割は大学生以上の学生が対象
※リピーター割引、SNS 割引など各種割引あり
※高校生以下無料

＜リリースに関するお問い合わせ先＞
日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム 2019PR 事務局（PRAP JAPAN 内）
〒107-6033 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 36F
TEL: 03-4580-9153

FAX: 03-4580-9155

E-mail: sif2019_pr@prap.co.jp
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別紙

日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム 2019 全体プログラム

ホールB5
11/29(⾦)
10:00

10:00-11:00

11:15-12:15

未来実装会議

12:00
13:00-14:00

⼩泉進次郎⽒ 基調講演

14:00
15:00
16:00

12/1(日)

エビデンスが子どもを救う

11:00

13:00

11/30(土)

15:00-17:00

優秀な人材が
真に挑むべき問題

17:00

13:00-14:40

自分で国や社会を
変えられる？
- 各国18歳 意識の違い

15:00-17:00

13:00-17:00

日本財団
ソーシャルイノベーション
アワード2019

ユメジツゲン大会

17:00-19:00

Youth challenges for
future society

18:00
19:00

ホールB7
11/29(⾦)
10:00

11/30(土)
10:00-12:00

フューチャーセッション①
3トピック

11:00

12/1(日)
10:00-12:00

フューチャーセッション③
3トピック

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

13:00-15:00

14：30-15：15

フューチャーセッション②
3トピック

13:00-15:00

フューチャーセッション④
3トピック

Innovator’s Session 2018
15：30-16：15

Innovator’s Session 2017
16：30-17：15

Innovator’s Session 2016

16:00-18:00

新たなエコシステムの
カタチとは

18:00
19:00
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