
Grand Design前売り券：￥3,000
当日券　：￥4,000

申込方法

E-mail / info@social-design.info
●前売り入場券をお持ちの方を優先させて頂きます。
●ご記入頂いた個人情報は主催者において今回のセミナーにかかる事務処理、今後のセミナー等のご案内
　（DM・メールマガジン等）以外には利用しません。また承諾なく第三者に提供することはありません。

お問合せ先：ソーシャルデザインカンファレンス実行委員会事務局

申込締切/各会場会期前日まで

http://www.social-design.info

〒107-6205　東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 5F
　
- 都営地下鉄大江戸線 ｢六本木駅｣ 8 番出口より直結
- 東京メトロ日比谷線 ｢六本木駅｣ 地下通路にて直結
- 東京メトロ千代田線 ｢乃木坂駅｣ 3 番出口より徒歩約 8分
- 東京メトロ南北線 ｢六本木一丁目駅｣ 1 番出口より徒歩約 10 分

東京ミッドタウン・デザインハブ内 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター会場

〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10. ATC ビル ITM 棟 10F

梅田・本町・なんば方面からは、地下鉄中央線「本町駅」から「コスモスクエア駅」
でニュートラムに乗り換え、「トレードセンター前駅」下車（本町駅から約 18 分）
改札から ATC ITM 棟 2 階まで直結、徒歩 3分

※入場無料

Day1からDay3までの全3回のカンファレンスの様子と、パネラーによる提言を、
解説イラスト、著書を交え展示します。

3.23(土 ) と 3.30(土 ) の 2回、サンセットホールにて講演を行います。

カンファレンスエリア (南港サンセットホール )

アジア太平洋トレードセンター (ATC) 内 大阪デザイン振興プラザ会場

展示エリア (大阪デザイン振興プラザ )

下記URLにアクセス後、「参加申込」ボタンをクリックして頂き、チケットを発行してください。

ご参加のお客様にはアルコール飲料やソフトドリンク等をご用意させていただきます。
※お車でご来場の方はご飲酒をお控え下さい。

※当日券をご購入の場合、立ち見になる可能性がございますので、極力前売り券をお買い求めください。

エレベーター

ITM棟10F

サステナブルな社会創生を目指して、今、私たちが取るべき行動指針を語り合うカンファレンスを 2012 年に続き行います。今年は
全 5 回 2 会場、５つのソーシャルデザインのテーマ。様々な分野の有識者とともに「2033 年の日本に向けたグランドデザイン」
を描き、発信し、 ムーブメントを創り、 どう行動して行くかを語り合います。

                                                                         伊勢神宮にて天武天皇の時代から連綿と続く式年遷宮。
                                                                         社殿を作り変え装束や神宝もすべて新調され御神体は新宮へ遷されます。
                                                                 ２０１３年はその第６２回目の遷宮が執り行われる年です。朽ちることのない石造りで                                
                                                                  はなく、時間の経過とともに朽ちる萱の屋根に素木（しらき）づくりの社殿。私たちの先祖   
                                                                        はそれを２０年に１度すべて作り変え再生することで、永遠に変わらぬ荘厳さを１３００年の
ながきにわたり維持してきました。そして、その再生のために社殿や装束、宝物作りの技術が伝承され、社殿に使われる森林や萱が
保護維持管理されてきました。この智慧こそ、日本の国づくりのソーシャルデザインの原点といえるかもしれません。

SOCIAL DESIGN CONFERENCE 2013 

ACCESS

テーマゾーン

カンファレンスムービーゾーン

サンセットホール SOCIAL 
DESIGN 
CONFERENCE 2013

2.10（日）/ 2.26（火） / 3.3（日） 
TOKYO [Ｃonference]

東京ミッドタウン・デザインハブ内 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター

主催  

後援

協力

ソーシャルデザインカンファレンス実行委員会　 構成:大阪市、アジア太平洋トレードセンター株式会社、大阪デザイン振興プラザ、おおさかATCグリーンエコプラザ、NPO法人エコデザインネットワーク、    
財団法人大阪デザインセンター、株式会社ハーズ実験デザイン研究所、H＆Kグローバル・コネクションズ（順不同）
大阪府、大阪商工会議所、一般社団法人関西経済同友会、公益社団法人関西経済連合会、公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会、社団法人日本グラフィックデザイナー協会、
社団法人日本インテリアデザイナー協会、社団法人日本パッケージデザイン協会、一般社団法人日本デザインコンサルタント協会、協同組合ジャパンデザインプロデューサーズユニオン、
公益財団法人関西・大阪21世紀協会、地球環境関西フォーラム、きんき環境館（近畿環境パートナーシップオフィス）、大阪デザイン団体連合、京都造形芸術大学（順不同）
公益財団法人日本デザイン振興会、アサヒグループホールディングス 株式会社、Green TV Japan、株式会社オルタナ（順不同）

アジア太平洋トレードセンター (ATC) 内 大阪デザイン振興プラザ3.23（土） / 3.30（土） 
OSAKA [Ｃonference + Exhibition (Movie Zone, Theme Zone) ]



3.3（日）
東京ミッドタウン・デザインハブ内 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター

被爆国であり、災害大国でもある日本。また、鉱物エネルギー資源には乏しいが、自然エネルギーに囲まれた国土。ものづくりの頭脳で不可能を
可能に変えてきた民族でもあります。そして、謙虚で奉仕の精神を持つ美しい心と。そういう背景を持つ私たちが、世界に対して行うべき行動とは、
それがどういったベネフィットをもたらすのかを探ります。

今、日本が牽引すべきサステナブルで美しい行動とは？

Day 3：ECO & BOP
13:00 ～ 18:00  ※交流会含む

パネリストモデレーター

水野 雅弘
Masahiro Mizuno
Green TV Japan 代表兼ファウンダー
（株）  ＴＲＥＥ 代表取締役
マーケティングコンサルタント
一般社団法人グリーンエデュケーション
代表理事

渡邊 智惠子
Chieko Watanabe
（株）  アバンティ 代表取締役
NPO日本オーガニックコットン
協会 副理事長
オーガニックコットンの第一人者

大塚 玲奈
Reina Otsuka
（株）  エコトワザ 代表取締役
日本発、暮らしのエコ技を世界に
広める日本のエコ技を世界に紹介
ダボス会議 2012
グローバルシェイパー

中村 俊裕
Toshihiro Nakamura
米国NPO法人コペルニク
共同創設者兼CEO
国連国際開発援助に関わる
ダボス会議 2012
ヤング・グローバルリーダー

白木 夏子
Natsuko Shiraki
HASUNA Co.,Ltd. 代表取締役
・チーフデザイナー
エシカルジュエリープランド
事業運営
ダボス会議 2012
グローバルシェイパー

難波 和彦
Kazuhiko Namba
（株）難波和彦・界工作舎 代表
東京大学名誉教授　工学博士
「HOUSE VISION in CHINA 2012 」
スピーカー
「Architecture. Energy. JAPAN 
2012 in UC Berkeley」スピーカー

Day 5：ソーシャルデザイン・オーバービューⅡ3.30（土）
アジア太平洋トレードセンター (ATC) 内 大阪デザイン振興プラザ

ソーシャルデザインとは、社会問題（ＩＳＳＵＥ）を解決するデザイン。今、社会問題を多く抱える日本に対し、世界中がその解決手腕に注目しています。
私たちは政策任せではなく、個々の実践行動がグランドデザインの方向性を創りだし、社会啓蒙を果たすと考えています。実践から見えてきた提言、
そしてどんな未来が見えるのかを探ります。

15:00 ～ 20:00  ※交流会含む

ソーシャルデザインで取り組むべき政策とそのベネフィットは？

パネリストモデレーター

各務 茂夫
Shigeo Kagami
東京大学 教授
産学連携本部 事業化推進部長
日本ベンチャー学会理事
（株）東京大学エッジキャピタル監査役

村上 憲郎
Norio Murakami
国際大学GLOCOM
主幹研究員・教授
慶応義塾大学大学院 SDM
特別招聘教授
（株）村上憲郎事務所 代表取締役
前Google Japan  名誉会長

椿 昇
Noboru Tsubaki
京都造形芸術大学 美術工芸学科
教授（学科長）
現代美術家

谷口 正和
Masakazu Taniguchi
（株）ジャパンライフデザインシステムズ
代表取締役社長
立命館大学大学院経営管理研究科
教授
東京都市大学都市生活学部
客員教授

吉田 順一
Junichi Yoshida
大阪府立大学・
21 世紀科学研究機構
教授

マエキタミヤコ
Miyako Maekita
サステナ 代表
100万人のキャンドルナイト
呼びかけ人代表・幹事
ほっとけない世界の貧しさ‐ホワイトバンド
2005年キャンペーン実行委員

2.10（日）
東京ミッドタウン・デザインハブ内 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター

一極集中の経済の流れが、地方を均一化し、魅力を奪い、人の流れを止めてしまった今。そして、叫ばれるようになってきた地域の復権には、
そこでしか生み出せない地域ならではの魅力創出や特区政策による集客が必要です。地域の100年先を考えるグランドデザインを構築する仕組み
や、様々なプラン、そしてそれが生み出す新たな地域社会を探ります。

今、必要な地域政策とそれによって変わる地域社会とは？

Day 1：地域創生
13:00 ～ 18:00  ※交流会含む

パネリストモデレーター

下川 一哉
Kazuya Shimokawa
日経BP社「日経デザイン」編集長

小松 真実
Masami Komatsu
ミュージックセキュリティーズ（株）
代表取締役

曽根原 久司
Hisashi Sonehara
ＮＰＯ法人えがおつなげて
代表理事
内閣府地域活性化伝道師
やまなしコミュニティ
ビジネス推進協議会 会長

大和田 順子
Junko Owada
サステナブルコミュニティ・
プロデューサー
一般社団法人ロハス・ビジネス・
アライアンス（ＬＢＡ）共同代表
認定ＮＰＯ法人　女子教育奨励会
（ＪＫＳＫ）理事

山村 真一
Shinichi Yamamura
（株）コボ  代表取締役
2005年愛・地球博「日本の匠」
プロデューサー（経済産業省）
Gマーク審査委員

日原 佐知夫
Sachio Hihara
創造意匠
Hihara Industrial Design Office
代表
SOON JAPAN DESIGN
PROJECT
代表プロデューサー

2.26（火）
東京ミッドタウン・デザインハブ内 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター

停滞する日本の状況を打破するために、今、あらゆる分野でのイノベーションが求められています。モノ作り、お金の流れ、ビジネスの在り方、
社会保障の仕組み、自然と人とのかかわり方・・・常識とは違う哲学・角度で切りとると見えてくる、新たなチャレンジと発展への足掛かり。それらを、
社会を変える力にするために何が必要なのかを探っていきます。

新たなフローを生む変革で、社会経済はどう変わるのか？

Day 2：イノベーション
13:00 ～ 18:00  ※交流会含む

パネリストモデレーター
SDC2013 ディレクター

SDC2013ドキュメンテーター

SDC2013実行委員長

河口 真理子
Mariko Kawaguchi
（株）大和総研 調査本部主席研究員
ＮＰＯ法人社会的責任投資フォーラム
代表理事 /事務局長

本村 拓人
Takuto Motomura
（株）グランマ  代表取締役
世界を変えるデザイン展  実行委員長
Design For Freedom  実行委員長

出口 治明
Haruaki Deguchi
ライフネット生命保険（株）
代表取締役社長

川添 高志
Takashi Kawazoe
ケアプロ（株）   代表取締役
看護師
ワンコイン健診の創始

竹村 真一
Shinichi Takemura
京都造形芸術大学 教授
Earth Literacy Program代表

平松 宏城
Hiroki Hiramatsu
CSRデザイン＆ランドスケープ
（株）  代表取締役社長
京都造形芸術大学
非常勤講師

3.23（土）
アジア太平洋トレードセンター (ATC) 内 大阪デザイン振興プラザ

ソーシャルデザインとは、社会問題（ＩＳＳＵＥ）を解決するデザイン。今、社会問題を多く抱える日本に対し、世界中がその解決手腕に注目しています。
私たちは政策任せではなく、個々の実践行動がグランドデザインの方向性を創りだし、社会啓蒙を果たすと考えています。実践から見えてきた提言、
そしてどんな未来が見えるのかを探ります。

Day 4：ソーシャルデザイン・オーバービューⅠ
15:00 ～ 20:00  ※交流会含む

ソーシャルデザインで取り組むべき政策とそのベネフィットは？

パネリストモデレーター

ムラタ・チアキ
Chiaki Murata
（株）ハーズ実験デザイン研究所
/ METAPHYS　代表取締役
京都造形芸術大学 インスティテュート所長
/プロダクトデザイン学科教授 
NPO法人エコデザインネットワーク理事

更家 悠介
Yusuke Saraya
サラヤ（株）　 代表取締役社長
NPO法人エコデザインネットワーク
副理事長
ボルネオ保全トラスト理事
日本WHO協会副理事長
NPO法人ゼリ・ジャパン理事長

益田 文和
Fumikazu Masuda
（株）オープンハウス 代表取締役
東京造形大学 デザイン学科教授
サステナブルデザイン国際会議
実行委員長
DESIS JAPAN 代表

中西 元男
Motoo Nakanishi
PAOSグループ（東京・上海）代表
桑沢デザイン研究所 客員教授
（STRAMD主宰講師）
復旦大学 ( 上海 ) 客座教授

堅達 京子
Kyoko Gendatsu
ＮＨＫ チーフ・プロデューサー
日本環境ジャーナリストの会 理事

佐野 章二
Shoji Sano
（有）ビッグイシュー日本 
共同代表
認定ＮＰＯ法人ビッグイシュー
基金 理事長
雑誌によるホームレス
自立支援
ビッグイシュー基金設立

(Movie Zone, Theme Zone)

(Movie Zone, Theme Zone)


