
 

【お問合せ・取材申込み】 
E-Mail：2020andbeyond@etic.or.jp（NPO法人ETIC. 北川・日出間・木村） 
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報道関係各位 

2022年4月1日 

 and Beyondカンパニー（事務局：NPO法人ETIC.） 

 

4/12〜13 鎌倉で開催【現地取材・一部ZOOM取材可】 

大手企業やベンチャー、NPOが、イノベーション創出と社会課題解決を目指す 

Beyond カンファレンス2022 
「越境で変わる人・コト・組織~ひとりでは、たどり着けない場所へ~」 

 

 この度、「and Beyond（アンド ビヨンド）カンパニー（事務局 NPO法人ETIC.）」は、4月

12・13日（火・水）、「第1回Beyondカンファレンス2022」を鎌倉市の建長寺にて開催しま

す。 

 

 イノベーションを創発する人材育成や組織の在り方、社会課題解決型の新規事業開発などが

注目される中、企業やNPOが業界や事業規模の違いを超えて連携に取り組むユニークな試みで

す。ぜひ事前告知や当日取材にご協力ください。 

 

 

■andBeyondカンパニー（以下aBC）とは 

 aBCは「意志ある挑戦が溢れる社会を創る」をミッションに活動する企業とNPOによるコン

ソーシアムで、様々な分野でイノベーションをリードする以下の11社が参加しています（順不

同、2022年3月現在）。これら参加企業の担当者が、イノベーションを生み出す環境づくりの

ため、組織の垣根を超えて応援しあう一体感のある組織という意味で、「カンパニー」と命名

しました。 

 

参加団体 

セイノーホールディングス株式会社、ロート製薬株式会社、マネックスグループ株式会社、ヤ

マハ発動機株式会社、株式会社竹中工務店、江崎グリコ株式会社、アビームコンサルティング

株式会社、PwCコンサルティング合同会社、株式会社フェリシモ、株式会社YUIDEA、NPO法

人ETIC. 

 

 2017年の活動開始から現在まで、様々な挑戦を応援するブレスト会議「Beyondミーティン

グ」を毎月開催し、各地で地域課題解決や新しい価値創造に挑む人、約300名が登壇しました。

また、参加企業同士が連携して社会実験に取り組むプロジェクトや、参加企業間で社長を「交

換」して若手社員と交流するプロジェクトなどを実施しています。 

 

 

■Beyondカンファレンス2022について 

 今回のイベントは、①aBCの理念実現のためさらに多く参加企業を募集すること、また②多く

の企業人にaBCの活動を知ってもらい、自身の職場でのイノベーション創発や新規事業開発のヒ

ントを見出してもらう場となること、を目的として開催するものです。 
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 2日間で約20のセッションを設定しており、視聴型の「トークセッション」および「ラーニン

グセッション」のほか、参加型の「共創プロジェクト作戦会議」も実施します。ここでは、現

在進行中のaBCの企画に自身や自社がどう関われるかなど、参加者が自由にアイデアを出して交

流が可能です。これらのセッションは、一部を除いてオンライン視聴も可能です。 

 

 また、日常とは違う環境に身を置き、リラックスしながら視野を広く、未来を見通しながら

深く考えることができる空間として、歴史ある北鎌倉・建長寺を会場とし、座禅体験も行いま

す。 

 

 

※当日取材いただける報道機関の方は下記までお申し込みください。取材のための視聴は参加

無料です。ただし、一部ZOOMによるオンライン視聴ができないセッションもありますので、

別紙タイムスケジュールをご覧の上、お申し込みください。 
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＜カンファレンス概要＞ 

●タイトル：第1回Beyond カンファレンス2022「越境で変わる人・コト・組織 ～ひとりで

は、たどり着けない場所へ～」 

●主 催：and Beyondカンパニー（事務局 NPO法人ETIC.） 

●日 時：4月12日（火）13:00～18:00 

  4月13日（水）9:30～17:00 

●場 所：建長寺（神奈川県鎌倉市山ノ内8）※オンライン視聴アリ 

●定 員：リアル/80名程度（先着順）、オンライン/200名程度（先着順） 

●WEBサイト： https://bc2022.andbeyondcompany.com 

 

 

 

［認定NPO法人ETIC.（エティック）について］ 

新しい事業づくりを通して社会課題解決に挑戦する起業家型リーダーを育成するNPO法人。学

生が企業やNPOの経営者の右腕として参画する「長期実践型インターンシップ」（97年～）、

日本初の社会起業家を志す若者の事業プランコンペティション「STYLE」（02年～）、社会的

事業を立ち上げる若者を支援する「社会起業塾イニシアティブ」（02年～）、地域で若者の挑

戦機会を創り出す中間支援組織が参加する「チャレンジ・コミュニティプロジェクト」（04年

～）など全国80地域で人材育成プログラムを実施。東日本大震災直後には「震災復興リーダー

支援プロジェクト」（11～18年）も実施。これまで約11,000名の若者たちが変革・創造の現場

に参画。1800名以上の起業家を輩出。2017年より、「意志ある挑戦が溢れる社会を創る」をミ

ッションに活動する「and Beyondカンパニー」の事務局も務める。 

https://www.etic.or.jp/ 
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別紙 

 

＜タイムスケジュール（予定）＞  

4/12(火) 

時間 タイトル 登壇者 

13:00 

-13:20 

イントロダクション 

【オンライン視聴可】 

事務局 

13:20 

-14:30 

<オープニングセッション> 

企業・組織の”役割”をアップデ

ートしよう！～持続可能社会と

個人のウェルビーイングの実現

に向けて～ 

【オンライン視聴可】 

・山田邦雄氏/ロート製薬株式会社 代表取締役

会長  

・柳澤大輔氏/面白法人カヤック代表取締役CEO  

・小巻亜矢氏/株式会社サンリオエンターテイメ

ント 代表取締役社長（オンライン登壇） 

15:00 

-16:00 

<越境トークセッション1> 

違う企業文化と混ざって分かっ

たこと ～社長を交換、たすき

掛けプロジェクトの可能性～

（仮 

【オンライン視聴可】 

・田口義隆氏/セイノーホールディングス株式会

社 代表取締役社長（VTR出演） 

・松本大氏/マネックスグループ株式会社 代表

執行役CEO/マネックス証券株式会社 会長（VT

R出演） 

・渡邉一久氏/セイノーホールディングス株式会

社 人事部部長/西濃運輸株式会社 人事部部長補

佐 

・永井由美氏/マネックスグループ兼マネックス

証券株式会社人事部長 

・武田恵理子氏/マネックスグループ兼マネック

ス証券株式会社人事部マネジャー 

<越境トークセッション2> 

ソーシャルイノベーションの始

め方 ～ウェルビーイングと社

会変革の関係～ 

【オンライン視聴可】 

・井上英之氏/「スタンフォード・ソーシャルイ

ノベーション・レビュー 日本版」共同発起人 / 

さとのば大学名誉学長(Chief Co-Learner) 

<越境トークセッション3> 

企業内でやりたいことを開花さ

せるには ～ペロリ社員と戦略

的不良社員の場合～ 

【オンライン視聴可】 

・笹原優子氏/NTTドコモ・ベンチャーズ 代表

取締役社長 

・岡晴信氏/株式会社竹中工務店 まちづくり戦

略室 副部長 

16:20 

-17:40 

<共創プロジェクト作戦会議1> 

都市と地方をごちゃ混ぜにして

日本の当たり前を書き換える！

～多拠点居住推進の新サービ

ス・政策提言を考える～ 

・松崎志朗氏/日本航空株式会社 国際提携部 兼 

W-PIT代表・発起人 

・高橋博之氏/株式会社ポケットマルシェ 代表

取締役 
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Round1 

【オンライン視聴可】 

<共創プロジェクト作戦会議2> 

Beyondワークの実現～個人が変

わると組織も変わる～（仮 

Round1 

【オンライン視聴可】 

・徳永達志氏/ロート製薬株式会社 広報・CSV

推進部 広報・CSVグループマネージャー ※そ

の他兼務多数 

・岡田真由香氏/ロート製薬株式会社 広報・CS

V推進部 広報・CSVグループ 

・小檜山歩氏/アビームコンサルティング株式会

社 デジタルプロセスビジネスユニット HCM セ

クター マネージャー 

・森岡侑大氏/アビームコンサルティング株式会

社 戦略ビジネスユニット コンサルタント 

 

ラーニングセッション 

社会課題解決型・新スマート物

流の挑戦 ～ドローン配送で地域

商店の活性を～ 

【オンライン視聴可】 

河合秀治氏/セイノーホールディングス株式会社 

執行役員 ラストワンマイル推進チーム担当 

aBC事務局セッション① 

「意志ある挑戦に溢れる社会の

つくり方～and Beyond カンパ

ニー物語～」 

【オンライン視聴可】 

andBeyondカンパニー事務局 

17:40 

-18:00 

クロージング 

【オンライン視聴可】 

 

4/13(水) 

9:30 

-10:00 

イントロダクション 

【オンライン視聴可】 

 

10:15 

-11:30 

<共創プロジェクト作戦会議3> 

「防災・共助を日常からしかけ

る仕組みづくり ～防災災害支援

UPDATE！～」Round1 

【オンライン視聴可】 

・三浦卓也氏/株式会社フェリシモ執行役員 新

事業開発本部副本部長 

・中川玄洋氏/NPO法人学生人材バンク 代表理

事 

 

<共創プロジェクト作戦会議4> 

「森林維持のあり方を大転換！

森を守り環境を保持する森あそ

びラボ」Round1 

【オンライン視聴可】 

・白石章二氏/ヤマハ発動機株式会社フェロー 

技術・研究本部 ＮＶ事業推進担当 

・小俣健三郎氏/NPO法人おっちラボ代表理事 

・平井佑佳氏/NPO法人おっちラボ コーディネ

ーター 
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 <ラーニングセッション> 

ダイバーシティを力に変える。

それが経営。それがインクルー

ジョン。脱・上っ面のD&I！ 

【オンライン視聴可】 

・野口晃菜氏/一般社団法人UNIVA理事 / 国士

舘大学非常勤講師 

11:40 

-12:55 

ラーニングセッション 

企業版ふるさと納税を活用しカ

ーボンニュートラルを推進 ～ヤ

フー×自治体協業のサーキュラ

ーエコノミーの実践に学ぶ～

（仮 

【オンライン視聴可】 

・長谷川琢也氏/ヤフー株式会社 SR推進統括本

部 SDGsメディア「Yahoo! JAPAN SDGs」編

集長 

ラーニングセッション 

子供の可能性を最大限に広げる

～発達障碍児の支援事業を通じ

て、これから仕掛けていきたい

未来～（仮 

【オンライン視聴可】 

・竹内弓乃氏/ 

特定非営利活動法人ADDS共同代表（理事） 

<共創プロジェクト作戦会議1> 

都市と地方をごちゃ混ぜにして

日本の当たり前を書き換える！

～多拠点居住推進の新サービ

ス・政策提言を考える～ 

Round2 

・松崎志朗氏/日本航空株式会社 国際提携部 兼 

W-PIT代表・発起人 

・高橋博之氏/株式会社ポケットマルシェ 代表

取締役 

<共創プロジェクト作戦会議2> 

Beyondワークの実現～個人が変

わると組織も変わる～（仮 

Round2 

・徳永達志氏/ロート製薬株式会社 広報・CSV

推進部 広報・CSVグループマネージャー ※そ

の他兼務多数 

・岡田真由香氏/ロート製薬株式会社 広報・CS

V推進部 広報・CSVグループ 

・小檜山歩氏/アビームコンサルティング株式会

社 デジタルプロセスビジネスユニット HCM セ

クター マネージャー 

・森岡侑大氏/アビームコンサルティング株式会

社 戦略ビジネスユニット コンサルタント 

13:45 

-14:25 

インターミッション 

座禅 

 

14:25 

-15:40 

<共創プロジェクト作戦会議3> 

「防災・共助を日常からしかけ

る仕組みづくり ～防災災害支援

UPDATE！～」Round2 

・三浦卓也氏/株式会社フェリシモ執行役員 新

事業開発本部副本部長 

・中川玄洋氏/NPO法人学生人材バンク 代表理

事 
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<共創プロジェクト作戦会議4> 

「森林維持のあり方を大転換！

森を守り環境を保持する森あそ

びラボ」Round1 

【オンライン視聴可】 

・白石章二氏/ヤマハ発動機株式会社フェロー 

技術・研究本部 ＮＶ事業推進担当 

・小俣健三郎氏/NPO法人おっちラボ代表理事 

・平井佑佳氏/NPO法人おっちラボ コーディネ

ーター 

aBC事務局セッション② 

「＂評価する＂から＂応援する

＂コミュニケーションへ。ピッ

チ＆ブレストBeyondミーティン

グで社員の挑戦を促進してきた

企業担当者と共に考える

（仮）」 

【オンライン視聴可】 

andBeyondカンパニー事務局 

15:50 

-17:00 

クロージング 

【オンライン視聴可】 
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