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プロジェクト · エングローブとは

Environment
Society

環境

社会

Governance

企業統治

「プロジェクト · エングローブ」は、神戸市内の中小企
業が中心となって「地球にいいビジネス」に取り組むイ

共創からはじまる「地球にいい」ビジネス

この時代、１社のみで完結するビジネスはありません。
業種や業界、都市や国などの境界を超えて、多様なス

ノベーション創出プログラムです。気候変動や人権など

テークホルダーとの関係の中で「なぜ今、自分たちが

の問題が地球レベルで顕在化する昨今、ビジネスに求

これをやるのか」という社会的存在意義（パーパス）

められているのは真に持続可能なビジョンと実現力で

を強く意識し、構想実現に向けてバリューチェーンを編

す。そこで、注目されているのが ESG。ESG は、環

み直す必要があります。

境 (E)、社会 (S)、企業統治 (G) を合わせた概念で、

「プロジェクト · エングローブ」は、多様な経験とスキル

地球 · 社会の持続性を高めながら事業を成長させる

をもつクリエイティブ · パートナーと神戸市内企業との

指針とされています。

共創を通じて、このプロセスの構築 · 進化に取り組み

本プロジェクトでは、イノベーション創出を ESG 推進

ます。およそ半年にわたって、5 つの企業が ESG の観

と合わせて行うことにより、国内外からの注目 · 関心を

点を取り入れながら、ESG 分野の第一線で活躍するメン

集め、スケールの大きい事業展開を可能にするととも

ターの伴走のもと、持続可能な未来に舵を切るための

に、神戸の地域産業全体に人材や資本の流れをつく

事業構想を練ってきました。

ることを目指しています。
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ディレクターの言葉

事務局を務める株式会社リ・パブリックが、
これまで培ってきたイノベーション創出のメソッドを活用し、半年間のプログラムを実施しました。

メンター紹介

「プロジェク
ト・エングローブ」では、
分野の第一線で活躍するメ
分野の第一線で活躍するメンターの助言を受けながら、
ンターの助言を受けながら、
「プロジェク
ト・エングロー
ブ」では、ESGESG
新たな事業領域探索に取り組ん
新たな事業領域探索に取り組んできま
できました。
した。

「ビジネスは闘い。相手を負かし、できるだけ多くの富
を手に入れることこそが至上命題だ。」
…そんな価値観が幕を閉じつつあります。環境、社会、
企業統治の頭文字を取った ESG。本来、金儲けには
田村 大
株式会社リ・パブリック
共同代表

関係ない、むしろコストでしかなかったこの領域への取
り組みが企業価値を決める時代がやってきました。株
主や顧客だけでない、従業員、取引先、さらにその先

緒方壽人

白井智子

永田宙郷

水野大二郎

内田友紀

Takram ディレクター

NPO 法人新公益連盟

TIMELESS 代表

京都工芸繊維大学

Re:public Inc.

デザインエンジニア

代表理事

の調達先、そして一見自社と関係ない生活者まで。幅
広いステイクホルダーとの関わりに想像力をはたらか
せ、自社、地域、そして地球がどう持続的に未来をつ
ないでいくか、役割を考え、実行するときです。
今回ご参加いただいた５社を先導役に、神戸をアジア
きっての ESG 都市に育てていく。そんな試みに共感し
てくださる皆さまと、連帯の輪を広げていきたいと思い
ます。

ててて協働組合共同代表
プランニングディレクター

東 大 工 学 部 か ら IAMAS、
LEADING EDGE DESIGN
を経て Takramに参加。月面

探 査 車の意 匠コンセプトか
ら、メーカーの製品開発、シ
ョップや展覧会のディレクショ
ンまで、デザイン、エンジニア
リング、アート、サイエンスを
行き来し領域横断的な活動
を行う。近著に『コンヴィヴィ
アル · テクノロジー』。

東京大学法学部卒業後、松下
政経塾に入塾し、教育現場の
調査研究に携わる。1999 年、
沖縄にフリースクールを立ち上
げ、校長を務める。2003 年、
大阪府池田市に日本初の公
設民営フリースクールを開設。
文部科学省中央教育審議会
臨時委員、内閣府休眠預金
等活用審議会委員など政府 ·
行政の委員活動も行う。

金沢 21世紀美術館 ( 非常勤 )、
デザインプロデュース事務所
等を経て現職。伝統工芸から
企業の事業開発まで、広い分
野において、課題を解決する
プランニングとプロデュースを
行う。創業 400 年を越える酒
造小嶋総本店との「米糀のあ
まさけ」シリーズがスタート。

KYOTO Design Lab

シニアディレクター

慶應義塾大学大学院政策 ·
メディア研究科 特別招聘教
授。Royal College of Art
修士 · 博士課程修了、芸術博
士。日本帰国後、多様なデザ
インプロジェクトに従事する。
津田和俊との共著『サーキュ
ラーデザイン』
（学芸出版社）
を 2022 年 1 月に刊行予定。

早稲田大学で建築を学び、
イタ
リア ·フェラーラ大学大学院にて
Sustainable city design を
修める。ビジョン構築、
組織 · 事
業開発、コミュニティデザイン等
を通じて、市民 · 企業 · 自治体
· 大学らと持続可能な地域社
会に向けたエコシステムの構築
に携わる。内閣府地域活性化
伝道師。グッドデザイン賞審査
委員。

特任教授

10

11

神戸市内企業×クリエイティブパートナー

日下慶子

農、IT
、

ブラン
デ

*L 岡田耕治
*R 宮崎愛

、インキュベ
ス
ン

締

上田哲也
原山百合香

田山貴教

日本テクノロジーソリューション株式会社

アパレ
ル

*L 河野由季
*R 河野亜季

コウシェンジュ

副

資材

中江隆史

フィルム収縮の技術を主軸に、パッケージメディア事
業を展開。エングローブでは、生きる力を高め、人
生にチャレンジする「挑人」たちを育むための環境
づくりについて構想している。

ション
レク
ィ

福田まや

グ、PR
ィン

粟田あや

役

代表取

菊永ふみ

産業用センサー及びコントローラーの開発・設計・
製造を手がけるリーディングカンパニー。
センサー技
術で社会の境界を超え、生活者の意識・行動をい
かに変えていくか構想中。

江藤元彦

宮本暢常

アート
デ

和田夏実

デザイ
ン

八木俊匡

デザイ
ン

ヘルス
ケ

神戸
市内
企業

表取締役 *R

代
*L

マーケ
テ

営業

視 覚言
語

締

*R 常務取締役

グリサーチ
ィン

神戸元町で 100 年続く神戸で最古の靴専門店。
これまで大量の使い捨てを生み出してきた靴業界
を変えるべく、老舗靴店のレガシーを活かし、神戸
の街を拠点とした靴の循環モデルの提案に挑む。

取

役

旭光電機株式会社
ト
アー
ア、

尾形朋美

ティング &
セ
ーケ
マ

ファイ
ナ

アート
、

アート

締

不動産
開

代表取

き
謎解
、

西出裕貴

cer
Of ﬁ

国内外で活躍する人材

和田貴志

e

CEO C
o

e Experienc
ffe

タープリタ
ー
イン
、

*L 専務

永嶋拓仁

入澤日彩子

ンナーブラン
、イ

アへと繋がりました。
チーム編成

アパレルの企画・開発・販売、総合衣料の EC サ
イトを運営。エングローブでは、老いの中で生じる
障害を乗り越え、誰もが相互に人格や個性を尊重
し、支え合う共創社会を目指す。

有限会社マルヤ靴店

ン
ショ
ー

画によって、創造的なアイディ

ザイン
デ
ト

グ
ィン
デ

スキルをもったパートナーの参

プロダ
ク

の開拓に挑戦しました。多様な

デザイ
ン

ムを組んで、新しい事業領域

稲葉竜博

専務
役

有限会社ジョイコーノ

トアップ 支
ター
ス

括部・リ
ーダ
ス統
ル
ー

国内外で活躍する人材がチー

循環型フェアトレードを目指すスペシャルティコーヒ
ーショップ。個人の嗜好を切り口に、生産と消費を
隔てないコーヒー文化を作り、コーヒーの価値を次
代に残していくための事業を展開する。

まちづ
くり

では、5つの神戸市内企業と、

株式会社アルタレーナ

ン
ザイ
デ

ー

「プロジェクト · エングローブ」

発

援

参加企業とパートナー

片山喜市郎

5 つの ア ウ ト プット
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味わうことで世界とつながる
株式会社アルタレーナ

メンバー

八木俊匡

（CEO Coffee Experience Ofﬁcer）

永嶋拓仁

（プロダクトデザイン）

日下慶子

（ヘルスケア、アート）

西出裕貴

（まちづくり、インナーブランディング）

江藤元彦

（デザイン）

神戸コーヒー循環特区
神戸港はコーヒー輸入の主要な玄関口で、周辺にはコーヒー企業の工場が集積。コーヒーを
飲む限り出続けるコーヒーかすを環境をよくするためにもっと活用できたらと思い、行政とも連携
しながら、コーヒーかすを回収・再利用する仕組み・制度を神戸から整えます。コーヒーを「美
味しく」味わっていたら、CO2 削減に自ずとコミットできる。その輪に加わりませんか？

美味しいコーヒーが
飲み続けられる

1. コーヒーかすを
資源として回収可能に！

気候変動により 2050 年にはコーヒー生産量が半
飲むことはできなくなるのだ。この未来予想を覆す、

店舗

あるいはその予想が現実になったとしても豊かな未

る。この世界の実現の主人公はあなただ。コーヒー

コーヒーかす
単体の回収
3. 域内燃焼プラント

2. 自治体が
コーヒーかすを回収

によってカーボンゼロが実現する世界。あなたが
「美

家庭

二酸化炭素の固定化

コーヒーかすの分別

神戸内の土壌改良

を嗜むあなたが、今よりほんの少しコーヒーに丁寧
に向き合ってみる。専門店や自宅でじっくりと味わ
う。感じる。世界を想う。そんな小さな想像こそが
豊かな未来実現の原動力になる。

神戸市内の工場

店舗間でまとめて回収

※事業系一般廃棄物処理には、多くの規制・課題がある

り、発電できる世界。あなたが飲んだコーヒーかす
味しい」と感じた感動が持続可能な生産につなが

発電

Cafe

コーヒーかす

来であるために、わたしたちに何ができるのだろう。

2030 年、あなたが飲んだコーヒーかすが原料とな

八木俊匡

神戸コーヒー循環特区

未来

分になるという。つまり、今と同じようにコーヒーを

Website

炭

CO�
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感じて伝える力を、社会の力に
5 つの ア ウ ト プット

旭光電機株式会社

地球にいい
アクションをとりたくなる

未来

メンバー

和田貴志

（代表取締役専務）

入澤日彩子

（アート）

稲葉竜博

（不動産開発）

和田夏実

（デザイン、インタープリター）

菊永ふみ

（視覚言語、謎解き）

SDGs GO
日常行動を測定するセンサを活用して、生活の中で自然に CO2 排出量削減が出来るサー
ビスを考えました。これはアプリと連携しており、自分の行動が環境にとって良い結果に結び
ついていることが視覚的に把握できます。さらには、排出量削減効果のある行動データに基
づいてポイントが貯まる仕組みも構築し、持続性を担保します。

Website
和田貴志

しろくま機 構

ゴミの排出量

エアコンを理想的な温度に設定

センサデータを収集・解析

地球温暖化が深刻さを増す時代。企業だけが二酸化
炭素排出量削減の努力をしても間に合わず、一人ひと
しろくまセンサ

りの行動が鍵になります。生活の様々な場所に、二酸
化炭素排出量を測定できるセンサが置かれ、それと連
携したアプリによって行動の結果が可視化されれば、
環境にプラスになる行動を皆が選択するでしょう。例
えば自宅ではエアコンの設定温度を一度上げてみよ
うとか、天気がいいからバスに乗らずに一駅歩いてみ
ようとか。環境負荷の軽減につながる行動を自然と楽
しみながら選べるようになります。このような社会で
は、
個人の行動が巡り巡って地球環境全体に影響する
ことが意識でき、地球の一員であることにリアリティを
持てるようになります。

環境発電に切り替え

クイズ・ゲームで環境学習
50 ㌽

P
SDGsGO!ポイントが
溜まる！

？

16

17

アートの力を老いの味方に
《宣告の日が、私のセカンドバースデー》
有限会社ジョイコーノ

5 つの ア ウ ト プット

誰もが彩り豊かに生き合う

未来

誰もが老いと共に進行する病や介護と向き合う可能
性がある時代。
「プラトーハウス＆ラボ」は、老いと共
に生じる病に悩む患者さんやご家族へ生きる力を取り
戻す場を提供し互助するアート集団です。プラトーハ
ウスでは患者や医師、芸術家など多様な人が存在す
る事で、社会的弱者を救う福祉のあり方から脱却し、
ケアする人もされる人も自律的な活動や自己実現を通
じて共に幸せになるプログラムを創造します。プラトー
ラボでは、まだ病に直面されていない方へ、やがて来
る老いの未来を想像し、
「いまを豊かに生きる」意味
を考えるきっかけの場を創造します。先端医療都市と
して世界をリードする神戸から新しい流れを創る一歩
を、私達と歩みませんか？

メンバー

河野由季

（専務取締役）

河野亜季

（常務取締役、アートアニメーション、デザイン）

中江隆史

（アパレル副資材生産）

コウ・シェンジュ

（デザイン）

上田哲也

（営業）

Plateaux House & Lab
コロナ禍に医師らと始めたボランティア活動をきっかけに、辛い治療もアートの要素で楽しい
ものに変えられると気づきました。まずは弊社のアーティストらの知見や技術を活用し、患者
さんの意見や体験に基づくインタラクティブ・アートの制作から始めます。アートを通じて、社
会における患者さんの地位を高めていくことが私たちの願いです。

Twitter
河野由季 / 河野亜季

Facebook
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世界をワクワクに変える
日本テクノロジーソリューション株式会社

メンバー

岡田耕治

（代表取締役）

宮﨑愛

（マーケティング & セールス統括部・リーダー）

尾形朋美

（デザイン、アート）

原山百合香

（マーケティングリサーチ）

宮本暢常

（農、IT、スタートアップ支援）

田山貴教

（ファイナンス、インキュベーション）

CHOJIN LAB & VILLAGE
世界を元気にする第一歩として、チャレンジをしたい人がパッションを失わずに輝ける場を神
戸からスタートさせます。LAB で組み立てた構想から、テーマに沿った場所で VILLAGE を
立ち上げ、私たちも伴走していきます。How to を頭で学ぶ起業カレッジではなく、手を動か
しながら現場で事業をつくっていけることが強みです。

Website
岡田耕治 / 宮崎愛

1. CHOJIN LAB

＝ 拠点：ONE HUNDRED CAFE ( 神戸市内 )

もっと自分らしく生きられる

未来

・プロジェクトの実証実験・概念づくり
・VILLAGE 開発ベース（人・場・事）

挑戦する人＝挑人＝ CHO J I N

2. CHOJIN VILLAGE

＝ 実践の場：各地（神戸からスタート）

・テーマに沿った設備・実践プロトタイピングの場
・挑人たち・挑人先輩たちと交流し見識を広げる場

2030 年、自律分散型社会。価値観を共有する人たち
が国を超えて集うようになっている。このような社会で

5 つの ア ウ ト プット

大事なのは「ワクワク」だ。既存の会社の枠組みの中

VILLAGE
IDEAS

では熱意が活かせなかった人、チャレンジするきっか

挑人のパッション

けが欲しかった人、挑戦の場を探していた人が同じ志

CHOJIN VILLAGE

をもつ仲間と出会い、殻を破って一歩を踏み出すプラ
ットフォームができている。そこに集まった人たちは、
皆、自分らしくワクワクと情熱的に生きる選択をしてい
る。そして、挑戦する人 (= 挑人 ) の熱量がポジティブ
にまわりを巻き込み、身近な課題からシリアスな環境
問題までが解決し始めている。

PASSION

持続可能性へのテーマ・課題

THEME: 神戸牛
PLACE: ???

THEME: 日本酒
PLACE: ???

THEME: 海洋プラスチック
PLACE: ???

ETC...

SUSTAINABILITY
THEME

土地の固有性

PLACE
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捨てない暮らしを足元から
有限会社マルヤ靴店

循環する靴を通じて、
作る人、使う人 が つながる

未来

メンバー

片山喜市郎

（代表取締役）

福田まや

（アートディレクション）

粟田あや

（ブランディング、PR）

KOBE CYCLE SHOES
神戸港が開いた 150 年前、靴の文化が入ってきました。当時は 1 足 1 足受注生産のオー
ダー靴。約 70 年前に量産靴へと移行しました。様々な素材で構成される靴は分解が難しく、
可燃ごみとして多くの自治体で処理されています。この現状を変えるべく、マルヤ靴店の地の
利と技術を活かしながら、靴がゴミにならず循環する仕組みを考えます。

大量生産からの脱却

Website
片山喜市郎

新しい技術の導入

パーツが交換可能で

足の計測技術や、

大量消費・大量廃棄の時代を経て、プロダクトも産業

修理できる靴の設計と、

3Dプリンターなど、

構造も大きな変革の時を迎えた。靴業界も然り。一人

人に合った靴を

新しい技術を取り入れ

ひとりの足や生活スタイルに合わせて靴をアップデー

少量ずつつくる。

業界を変革する。

の素材や、環境にやさしいリサイクル素材でできてい

街で回収→素材加工

神戸の街から回収した

る。神戸の靴屋に来れば、傷んだ部分だけ交換可能

→製造→販売する、

繊維やプラ廃材の

で、素材も自分で選べる。坂の多い街に引っ越したか

神戸の新しい靴の

リサイクル素材を

ら、そこに合った靴の素材に変えてみようとか。靴が

サプライチェーン。

使用したパーツ。

トさせていけたら、きっと長く大切に履かれるようにな
る。デザインが気に入って選んだ靴が、その地域由来

人生に寄り添う未来がやってくる。そして、
自分の履い
ていた靴の一部がリサイクルされて、
また次の人が履く

5 つの ア ウ ト プット

靴に生まれ変わる。
「捨てない暮らし」が私たちの足
元から始まる。

回収の仕組みつくり

サスティナブルな素材
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