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2019年 3月 5日 

報道関係者各位 
 

 

アメリカン・エキスプレス・アカデミー10 周年記念プログラム 

「地域資本の中核となるリーダーのネットワークを築く」をテーマに 

全国各地で活躍する 100 名の卒業生が参加 
 

公益社団法人日本フィランソロピー協会（東京都千代田区/会長：浅野史郎、理事長：高橋陽子）と

特定非営利活動法人エティック（東京都渋谷区/代表理事 宮城治男）はアメリカン・エキスプレス財

団（米国ニューヨーク市）と共に、「アメリカン・エキスプレス・アカデミー」（＊１） 10 周年記念プログ

ラムを 2019年 3月 19日（火）に日本財団ビルにて開催いたします。 
 

「アメリカン・エキスプレス・アカデミー」は、アメリカン・エキスプレス財団が 2008年より世界 9か国で

展開している社会貢献プロジェクトで、日本においては全国各地で活躍する、NPO等の公益非営利

組織や社会起業家を対象に人材の育成に取り組んできました。同アカデミーは、「明日のリーダー

育成 Leaders for Tomorrow」をテーマしたリーダーシップアカデミーと、「サービスのイノベーション

による組織改革」をテーマにしたサービスアカデミーから成り立っており、それぞれ公益社団法人日

本フィランソロピー協会と特定非営利活動法人エティックとの共催により、2009 年から 10 年にわた

り毎年開催しています。これまでのアカデミーの卒業生は 700 名を超え、その卒業生ネットワークは、

41都道府県に広がっています。 

 

この取り組みが 10 周年を迎えたことを記念する今回のプログラムは、同アカデミーに参加した非営

利セクターの次世代リーダー100 人が、「地域資本(Community Capital)」という視点から自らの使命

や役割を再認識し、豊かで活力ある地域づくりの担い手としてリーダーシップを発揮する土台を築く

ことともに、参加者たちのネットワークやパートナーシップを構築、促進することを目的としています。

（本プログラムの概要は別紙をご参照ください。） 
 
（＊１）アメリカン・エキスプレス・アカデミーは、非営利セクターで働きながら社会変革を目指す次世代リーダーを対象に

した日本独自の研修プログラムで、いずれも３日間の合宿と半年後のフォローアップ・セッションで構成されています。 

この件に関するお問合せ： 

＜主 催＞公益社団法人日本フィランソロピー協会 担当 青木 

100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1新大手町ビル 244区 

電話 03-5205-7580 携帯番号（イベント当日） 080-5879-7126 Ｅメール aoki@philanthropy.or.jp 

 

特定非営利活動法人エティック 担当 石塚、野田 
150-0041 東京都渋谷区神南１丁目５−７ 

電話 03-5784-2115  Ｅメール incu@etic.or.jp 

 
＜共 催＞アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc 広報部担当 相庭 

167-8001 東京都杉並区荻窪 4-30-16 

電話 03-3220-6535 E メール  Eiko.Aiba@aexp.com 

 

 
 

mailto:aoki@philanthropy.or.jp
mailto:aoki@philanthropy.or.jp
mailto:incu@etic.or.jp
mailto:incu@etic.or.jp


 

 

 

 

 

2 

 

《プログラム概要》 

【日時】 2019年 3月 19日（火） 10:00～18：00 

【会場】 日本財団ビル 2階 大会議室 （東京都港区赤坂 1丁目 2番 2号） 

【総合監修】 米倉 誠一郎 氏（法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授） 

石川 治江 氏（NPO法人ケア・センターやわらぎ 代表理事） 

【内容】 

［基調講演］ 講師：米倉 誠一郎氏 （法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授） 

タイトル：『Developing Community Capital for the Next Generation ～未来を拓く地域資本』 

 

［先進事例紹介/パネルディスカッション］ 

モデレーター： 髙橋 陽子（公益社団法人 日本フィランソロピー協会 理事長） 

パネリスト：   米倉 誠一郎氏 （法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授） 

五十嵐 立青（いがらし たつお）氏 茨城県つくば市 市長 

牧 大介（まき だいすけ）氏 A0（エーゼロ）株式会社 代表取締役 

 

［海外先進事例］ 

登壇者： ティモシー・マックリモン氏  

（アメリカン・エキスプレス財団代表 兼 アメリカン・エキスプレス CSR担当上級副社長） 

 

［事例共有とディスカッション］ 

活動地域 取り組む社会課題 発表団体  ●AELA ◎AESA 

宮城県気仙沼市 NPO と公立高校が協働で進める高校生の人材育成 NPO 法人底上げ 

宮城県石巻市 地域で取り組む、コミュニティーづくりと健康づくり ●◎一般社団法人りぷらす 

東京都  

立川市・調布市 

ニート・引きこもりの若者の就労支援 ●NPO 法人育て上げネット 

●MNH株式会社 

神奈川県 

から全国展開 

全国の木材関係者と連携して進めるセルフリノベーション ◎KUMIKI PROJECT 株式会社 

神奈川県熱海市 衰退する温泉観光地の再生事業 ◎NPO 法人 atamista 

大阪府  

箕面市・高槻市 

ひとり親家庭の子どもの学習支援 ●◎NPO法人あっとすくーる 

島根県雲南市 住民自治と若者のチャレンジ支援 ◎NPO 法人おっちらぼ 

沖縄県那覇市 高齢者と離島の高校生の下宿マッチング ●特定非営利活動法人 

一万人井戸端会議 

［振り返り］モデレーター：宮城治男 （特定非営利活動法人エティック 代表理事） 

コメンテーター：石川 治江 氏 （NPO法人ケア・センターやわらぎ 代表理事） 

【参加者】 100名 下記のアカデミー参加者より 

・アメリカン・エキスプレス・リーダーシップ・アカデミー（AELA）卒業生（対象：373名） 

・アメリカン・エキスプレス・サービス・アカデミー（AESA)卒業生（対象：350名） 

【主催】公益社団法人日本フィランソロピー協会、特定非営利活動法人エティック 

【共催】アメリカン・エキスプレス財団 
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【総合監修】 

米倉 誠一郎 氏（法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授） 

 

 

 

石川 治江 氏（NPO法人ケア・センターやわらぎ 代表理事） 

 

 

 

 

 

 

  

1953年東京生まれ。一橋大学社会学部（1977年）・経済学部（1979年）卒、同

大社会学修士（1981年）。ハーバード大学 PhD（歴史学博士、1990年）。一橋大

学商学部産業経営研究所教授、同大学イノベーション研究センター教授を経

て、2017年 4月より現職。企業経営の歴史的発展プロセスを戦略・組織・イノベ

ーションの観点から研究。著書に、『経営革命の構造』（岩波新書）、『企業家の

条件』（ダイヤモンド社）、『脱カリスマ時代のリーダー論』（NTT出版）、『創発的

破壊：未来をつくるイノベーション』（ミシマ社）、『オープン・イノベーションのマネ

ジメント』（有斐閣）、『二枚目の名刺 未来を変える働き方』（講談社）、『イノベー

ターたちの日本史: 近代日本の創造的対応』（東洋経済新報社）など多数。 

1947年、東京都にて生れる。福祉の世界に入る以前は、外資系企業の秘書をはじ

め、居酒屋、喫茶店、手紡工房などさまざまな職種を経営した。あるとき、車椅子で

国鉄に乗車するためには 2日前から申請が必要という事実を知り、エレベーター設

置運動に取り組み始める。1978年、生活支援ボランティア組織を発足し、1987年

には継続して長い間行える在宅ケアの仕組みを構築するために、全国初 24時間

365日の在宅福祉サービスを提供するケア・センター「やわらぎ」を設立した。99年

に NPO法人化、代表理事を務め現在に至る。その他にも 98年社会福祉法人「に

んじんの会」を設立。従来の福祉のコンセプトである「困っている人を助ける福祉」を

「当たり前に暮らすための仕組みづくり」へ変革するべく活動をしている。 
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【パネリスト】 

五十嵐 立青（いがらし たつお）氏 茨城県つくば市 市長 

 

 

 

 

牧 大介（まき だいすけ）氏 A0（エーゼロ）株式会社 代表取締役 

 

 

  

1978年茨城県つくば市生まれ。筑波大学国際総合学類、ロンドン大学 UCL公

共政策研究所を経て筑波大学大学院人文社会科学研究科博士課程修了。

2004年より 2期続けてつくば市議会議員選挙にて最上位で当選。政策実現力

が全国的に注目され、第一回マニフェスト大賞最優秀成果賞ノミネート、日米

青年政治指導者交流プログラム訪米団や日独ヤングリーダーズフォーラム等

に選出。2007年、いがらしコーチングオフィス設立、地域企業の黒字化やリー

ダー育成を推進。（株）コーチ・エィにおいても自治体・教育機関向けの新規プ

ロジェクトを主導し、組織開発をサポート。2010年、障害者雇用と農業の問題

を同時に解決するための農場「ごきげんファーム」を設立。2016年、つくば市

長に当選し、現在一期目。博士（国際政治経済学）。4児の父。 

 

1974年生まれ、京都府出身。1998年、京都大学大学院農学研究科（森林生

態学研究室）修了。もともと昆虫好きであったため、大学では土壌昆虫（トビム

シ）の研究を行っていた。しかし、自然を求めて山里を訪れるなかで、そこで懸

命に生きる人たちと出会い、山村が抱える問題の解決に貢献したいという気持

ちが強くなっていた。大学院修了後は、実社会での問題解決に取り組むため、

大手シンクタンクに入社。独力で森林関連のコンサルティングマーケットを開拓

し、社内に森林・林業グループを設立。その後、農林水産業グループへと発展

させた。2005年にアミタ株式会社持続可能経済研究所の設立と同時に同研究

所の所長に就任。その後、西粟倉・森の学校の設立とともに代表に就任し、

2016年 A0（エーゼロ株式会社）を設立、現在に至る。 
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公益社団法人日本フィランソロピー協会とは 

1960 年設立、1991 年よりフィランソロピーの推進事業を開始。2009 年に公益社団法人としての認定を受ける。企

業のＣＳＲ・社会貢献担当者を対象とした定例セミナーや月刊フィランソロピーの出版などの各種事業を通じて、

民間の果たす公益の主体となる企業や個人の社会参加意識を高め、公正で活力ある心豊かな社会の実現を目

指す。 会員企業は 118社 ＜2018年 5月 1日現在＞ （会長：浅野 史郎、理事長：高橋 陽子） 

 

特定非営利活動法人エティックとは 

1993年より、若い世代が自ら社会に働きかけ、仕事を生み出していく起業家型リーダーの育成に取り組み、

1200名以上の起業家を支援。長期実践型インターンシッププログラム、社会起業塾イニシアティブ、アメリカ

ン・エキスプレス・サービス・アカデミー、地域における人材育成支援のチャレンジ・コミュニティ・プロジェクトを

実施。 

 

アメリカン・エキスプレス財団とは 

アメリカン・エキスプレスは、社会における良き企業市民としての役割を重要視しています。1954 年にアメリカン・

エキスプレス財団を設立し、現在は３つの活動理念（「文化遺産の保護・修復」、「地域社会への貢献」、「明日の 

リーダー育成」）をもとにグローバルな規模で社会貢献活動に取り組んでいます。優れたリーダーの育成に力を注

ぐアメリカン・エキスプレスの信念を反映した「明日のリーダー育成」の活動では、社会で活躍するＮＰＯのリーダー

や社会起業家のリーダーシップ育成に世界各地で積極的に取り組んでいます。 

 

 


