
※敬称略　肩書きは発表当時のもの

第1回 2005年（平成17年）10月1日～2日　：　日本ユニシス伊豆エグゼクティブセンター　

「生活定点」調査から 南部哲宏 博報堂生活総合研究所

市民参加による新しい地域づくり 山口祐子 浜松NPOネットワークセンター

市民による循環型社会の創生に関する研究から 柳下正治 上智大学大学院地球環境学研究科

第2回 2006年（平成18年）9月18日～20日　：　日本ユニシス伊豆エグゼクティブセンター

農業の第６次産業化をめざして 坂本多旦 船方農場グループ代表

社会的な動機の発掘―世の中を明るく元気にするには 山名清隆 ㈱スコップ 代表取締役　

経営学の視点からみた〈公〉概念の変容 三戸浩 横浜国立大学経営学部経営学科 教授

(フリーセッション）
時間を活かすには：効率と能率 栗原清一 クリロン化成株式会社　代表取締役

Non-profit companyは有効か？ 石川雅範 神戸大学大学院経済学研究科　教授

第3回 2007年（平成19年）9月7日～9日　：　日本ユニシス伊豆エグゼクティブセンター

人間関係力を育てる学級での取り組み 鹿嶋真弓　 足立区立蒲原中学校教諭

進化生物学から見たヒトの本性 長谷川眞理子　 総合研究大学院大学教授　生命共生進化学専攻

(フリーセッション）
営利･非営利組織と人 15人の参加者による

体験学習による集団形成と学力向上

社会性生物としてのヒトの個性のあり方とは

私のフロンティア

第4回 2008年（平成20年）9月5日～7日　：　小淵沢 スパティオ

都市と農村の共生社会の創造 曽根原久司 NPOえがおつなげて　理事長
大塚洋一郎 経済産業省 大臣官房審議官 地域経済・地域エネルギー担当

大和田順子 LOHAS Business Alliance共同代表

新聞大変革時代～生き残るのはANY？ 川上寿敏 日本経済新聞社大阪本社 編集局地方部次長

医療からみた日本のビジョン－医療は日本の鑑 大和田潔 秋葉原駅クリニック院長

オウム対テロ作戦から見たマインドコントロールの一考察 池田整治 陸上自衛隊小平学校一等陸佐 人事教育部長

日本は元気な出稼ぎ父さんの留守宅？ 北澤宏一 科学技術振興機構　理事長

（特別話題提供）
北斗市のフロンティア 白倉政司 北斗市長

(フリーセッション）
市民金融による資金調達　 三上亨 NPOグリーンエネルギー青森　常務理事事務局長

裁判員制度の心理学 杉森伸吉 東京学芸大学教育学部教育心理学講座 准教授

第5回 2009年（平成21年）9月4日～6日　：　千葉生命の森リゾート

リーマンショック Before After 曽根原久司 NPOえがおつなげて　理事

小泉改革とは何だったのか 佐々木実 ジャーナリスト

「食の都・大阪」の確立を目指して 小林哲 大阪市立大学大学院経営学科研究科 准教授

減装ショッピング 小島理沙 NPOごみじゃぱん 事務局長（神戸大学大学院教育研究補佐員）

企業目的は利益か付加価値か 栗原清一 クリロン化成株式会社　代表取締役

第6回 2010年（平成22年）9月10日～12日　：　軽井沢

現在の顔をした過去との闘い 栗原清一 クリロン化成株式会社　代表取締役

コレクティブハウスかんかん森という暮らし 坂元良江 テレビプロデューサー、コレクティブハウスかんかん森居住者

自閉症の強みを活かした就業モデルづくり 鈴木慶太 株式会社Kaien代表取締役

島が丸ごと博物館〜持続可能な里海づくり 神田優 NPO法人　黒潮実感センター　センター長

世界を変えるデザイン 本村拓人 株式会社 グランマ (Granma.Inc)代表取締役

観光は文化の後追い現象 藤巻進 一般財団法人 軽井沢観光協会　会長（2011年1月より軽井沢町町長）

第7回 2011年（平成23年）9月9日～11日　：　軽井沢

被災後の学校支援－どのように日常を取り戻してきたか 苅間澤勇人 岩手県立盛岡農業高等学校 教諭、学校心理士・上級教育カウンセラー
工藤宣子 岩手県立宮古北高校　養護教諭

行政の立場から　東日本大震災と軽井沢町 藤巻進 軽井沢町長

被災地をメディアでつなぐ 大矢中子 被災地をメディアでつなぐプロジェクト「えがお311」代表

企業の社会的責任を問い直す－原発事故をめぐって－ 三戸浩 横浜国立大学　経営学部教授

ボランティアの現場より　ビデオ報告 小川大二郎 ボランティア団体関東支援連合代表　株式会社AOBA オーナー

ヒューマンフロンティアフォーラム（HFF）

第1回（2005年）～第18回（2022年） 話題提供者一覧
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第8回 2012年（平成24年）9月21日～23日　：　軽井沢

軽井沢町の危機管理施策〈軽井沢レポート〉 藤巻進 軽井沢町長

我が国のエネルギー・原子力政策、原発問題 北澤宏一 独立行政法人 科学技術振興機構 顧問

なぜ災害をなくすことができないのか：行動意思決定論から考える 長瀬勝彦 首都大学東京　教授　

私たち人類が開く新しい領域とは何か
－－全員参加による実験的進行手法による

山名清隆
（ファシリテーター）

株式会社スコップ 代表取締役
(日本愛妻家協会 理事長/東京スマートドライバー プロデューサー)

第9回 2013年（平成25年）9月14日～16日　：　軽井沢

すべては「楽しい」のために(結果としてのUD) 望月庸光 公益財団法人 共用品推進機構 理事　元㈱オリエンタルランド(TDL)理事

貧困とは想像力の枯渇である－グランマの新たなる挑戦 本村拓人 株式会社 グランマ (Granma.Inc)代表取締役

三年目に入った被災地支援〈軽井沢レポート〉 藤巻進 軽井沢町長

声の力、言葉の力 青木裕子 「軽井沢朗読館」館長　朗読家　元NHKアナウンサー 軽井沢町立中軽井沢図書館館長

価値と協働－経営学への試論 栗原清一 クリロン化成株式会社　代表取締役

仕事と志事をめぐって 山名清隆
鎌田恭幸

株式会社スコップ 代表取締役 鎌倉投信株式会社　代表取締役社長

第10回2014年（平成26年）9月19日～21日　：　軽井沢

なぜ「仕事と志事」か 栗原清一 クリロン化成株式会社　代表取締役

伝統を繋ぐ 　　 矢島里佳 株式会社「和える(aeru)」代表取締役

「塚田農場」の現場から 大久保伸隆 株式会社エー・ピーカンパニー　取締役副社長

HOUSE VISION in ASIA の試み 土谷貞雄 株式会社 貞雄 代表／㈱日本デザインセンター HOUSE VISION 実行委員

オープン・ソーシャル・イノベーションとコミュニティ 西田治子 オフィス・フロネシス代表

十年目のHFF
「丸の内みらい経営塾」の試み

猪瀬秀博
田口真司

事務局からの報告

2016サミット招致、ISAK〈軽井沢レポート〉 藤巻進 軽井沢町長

第11回2015年（平成27年）9月11日～13日　：　軽井沢

葬儀の現場から、死を考える 高橋亮 株式会社鈴吉堂 会長

 「免疫力をあなどるな！」　 矢﨑雄一郎 テラ株式会社 代表取締役社長

『小さくて強い農業』の可能性 久松達央 (株)久松農園　代表取締役

「私の『死』と〇〇」　 若手企画委員 小川大二郎、阪本夏美、真田武幸、松岡夏子

軽井沢グランドデザイン〈軽井沢レポート〉 藤巻進 軽井沢町長

第12回2016年（平成28年）9月16日～18日　：　軽井沢

「つくる人を増やす」　～カヤック流の企業風土のつくり方 柳澤大輔 カヤック代表取締役

「人を育てること」はできない、
「人が育つ条件」を整えることはできる

ピーター･D･ピー
ダーセン

TACL 代表　(株) イースクエア共同創業者　NELIS 共同代表

「人を育てる場」 栗原 清一 クリロン化成株式会社　代表取締役

人材が育つ学校マネジメント 髙橋 正尚 鎌倉女子大学教授

第13回2017年（平成29年）9月15日～17日　：　軽井沢

呪いのことば」としての官僚制概念 岡島正明 公益財団法人日本サッカー協会専務理事

地方公立大学が抱える課題とチャレンジ 三戸浩 長崎県立大学経営学部長

だめな組織の実態例とその克服への道のり 加藤悟 京都経済短期大学長

会社の意向に沿うのではなく、お客様（社会）の意向に沿って仕事を
する大切さ

仙石太郎 富士ゼロックス株式会社 KDI 部長

第14回2018年（平成30年）9月14日～16日　：　軽井沢

人をつなぎ、共通価値を生むというビジネス 田口真司 エコッツェリア協会　事務局次長

高知県柏島 島がまるごと博物館
　〜活動開始から20年目にして思うこと〜

神田 優 NPO法人　黒潮実感センター　センター長

鎌倉投信の10年の取組から感じる社会と経済の潮流』 鎌田 恭幸 鎌倉投信代表取締役社長

第15回2019年（令和元年）9月27日～28日　：　軽井沢

イノベーションはなぜ起きないのか 仙石太郎 富士ゼロックス　価値創造コンサルティング部部長

価値創生組織 栗原清一 クリロン化成 株式会社　代表取締役　社長

未来志向の価値創造型組織の創生に向けて 高内章 ストラテジック・ビジネス・インサイツ Vice President

第16回2020年（令和2年）9月11日～12日　：　オンライン

ポスト　パンデミック・シナリオ 高内章 ストラテジック・ビジネス・インサイツ Vice President

職住融合の課題と可能性 仙石太郎 株式会社 リワイヤード 代表取締役

新型コロナで変わる日本組織　～企業・大学・自治体～ 三戸浩 長崎県立大学 地域創生研究科 地域社会マネジメント専攻長
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第17回2021年（令和3年）9月24日～25日　：　オンライン

鎌倉投信から観る予見可能な未来　～縁側と間（ま）の彩りかた～ 鎌田 恭幸 鎌倉投信代表取締役社長

非認知的能力と越境する思考 杉森 伸吉 東京学芸大学教育学部総合教育科学系教育心理学分野　教授

出向を通じた未知への越境　～宮崎県職員から2年目のチャレンジ
～

徳永麟太郎 エコッツェリア協会（宮崎県出向者）

第18回2022年（令和4年）9月22日～23日　：　軽井沢

希望の事業化 熊野 英介 アミタホールディングス株式会社 代表取締役会長兼 CEO

一人の従業員が、会社をチョビっと動かしてみようとしたら・・
～生活者を巻き込んだ資源循環の実現に向けて～

高村 玲那 花王株式会社

人の存在意義、ストーリーテリング、リベラルアーツ経営 森　啓子 株式会社エフアイシーシー 代表取締役
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