2021 年 10 月 20 日
報道関係各位
大丸有 SDGs ACT5 実行委員会

Diversity＆Inclusion の一歩先をつくりだす
新しい形の Ally コミュニティ、『E＆J ラボ！』が大丸有エリアに誕生！
三菱地所株式会社、農林中央金庫、株式会社日本経済新聞社及び株式会社日経 BP 等で構成する大丸有
SDGs ACT5 実行委員会※1 は、Diversity＆Inclusion（ダイバーシティ アンド インクルージョン）の一歩先
を考え、大丸有エリアの「心のバリアフリーが溢れる街づくりの実現」
（誰もが働きやすい街）を目的にした
Ally※2 コミュニティ「E＆J ラボ！」
（エンジョイ アンド ジョイン）を 11 月末頃からスタートさせます。
■「D＆I」とは？
ダイバーシティ＆インクルージョン（Diversity＆Inclusion / D＆I）は、国籍、宗教、文化、性別、性自
認、性的指向、年齢、障がいの有無、価値観、ライフスタイルなどさまざまな個々の「違い」を受け入れ、お
互いを認め合い、生かしていくことを表しています。
「D&I」は大丸有 SDGs ACT5 のテーマのひとつであり、昨年来、様々なアクションを行っていますが、
D＆I を切り口としたイベントにはなかなか人が集まらず、
「気軽に参加する、取り組もうという機運が醸成
されていない」
「より自分事にしていく必要がある」という課題を認識しています。また、取り組みが一部の
企業に留まっている、何から取り組めば良いか分からない、自社の現状を把握していない、当事者の声が反
映された制度・環境になっていない等の企業レベルの課題や、職場や身近に相談できる人や場が少ない、周
辺の人の理解・意識に差がある、といった個人レベルでの課題もいろいろ聞こえてきますが、このような課
題について誰もが気軽に参加し、話し合い、アクションに移すことができる場がまだ十分にない、という状
況です。
■そこで D＆I の一歩先を作り出す新しい Ally コミュニティ「E＆J ラボ！」をスタート
D＆I 推進のような社会課題は、個々の企業の担当者だけで取り組むものではなく、これからは業種業界の
垣根を越えて街の“みんなで”取り組む時代だと考えます。そこで、D＆I 推進について「やらなければいけな
い」から取り組むのではなく、「Enjoy＆Join（エンジョイ＆ジョイン！）」企業・当事者・個人に関わらず、
誰もが楽しみながら自分事として、課題解決に向けて考え、実践できる場づくり・コミュニティを形成する
ため、就業者約 28 万人、約 4,300 事業所が集うこのエリアの特性を活かし、E＆J ラボを立ち上げることに
しました。E＆J は、それぞれアルファベットの D と I の次の文字であり、
「D＆I の次へ、取り組みを一歩進
める」「これからは誰もが Enjoy＆Join で D＆I を推進する」という思いを込めて、
「E＆J ラボ！」と名付け
ました。企業・当事者・個人の枠を超え、誰もが気軽に D＆I について知り、楽しく参加できる Ally コミュ
ニティを形成し、課題解決に向けたアクションに一緒に取り組むことで、多様性を受け入れ、誰もが働きや
すい街づくりを目指していきます。
■「E＆J ラボ！」のスタートに先立ち、11 月 2 日に「E＆J ラボ！」開設記念イベントを開催
ラボを立ち上げるにあたり、キックオフイベントとして 11 月 2 日（火）に「E＆J ラボ！」開設記念イベ
ント「E＆J カンファレンス」を開催します！登壇者は国内外の多様性に関する事例に精通する人たちばかり
です！次の未来には、
「D＆I」という言葉を使う必要がないほど、それぞれの違いを受け入れられる社会にな
っているかも知れません。そんな社会の実現を目指し、次の未来のアタリマエを皆で一緒に考えましょう！

「E＆J ラボ！」 について
「E＆J ラボ！」は、多様な人と人が気軽に繋がり、みんなで D＆I について探求
していくコミュニティです。「E＆J ラボ！」に集う人々のことを研究員と呼びま
す。
研究員たちは「どうやったら D＆I の課題を乗り越えられるのか」、
「どうやったら楽しくてみんなが参加したくなる仕掛けを作れるのか」「どうや
ったら自社の D＆I 推進が盛り上がるのか」を日夜探求し、実証実験を繰り返し
ていきます。
回によっては専門のゲスト（博士（仮）
）を招きます。
「E＆J ラボ！」は、D＆I を
あかるく、たのしく、おもしろくみんなで考え、未来の多様性について考えるコ
ミュニティです。
「E＆J ラボ！」 開催概要（予定）
◆概

要：多様性について業種・業界の垣根を越えて、みんなで楽しみながら D＆I の推進に取り組みま
す。毎月テーマごとに D＆I に関する知識・事例を学ぶとともに、みんなで課題解決に向けた面
白いアイデアを出し合い、実験を行っていきます。

◆開催方法：リアル開催 or オンライン
◆日

程：2021 年 11 月末頃から開始予定。毎月 1 回程度

◆対

象：大丸有エリア内外の企業人事・D＆I 推進担当者、当事者、テーマに関心のある個人の方

◆参 加 費：無料
◆ゲスト(予定)：
＜LGBTQ テーマ＞ 女優、モデル、タレント、乙女塾代表
＜障がい者テーマ＞

株式会社ミライロ

講師

原口

西原

さつき氏

淳氏

さらに、
「E＆J ラボ！」の中から、関心のあるテーマごとに取り組める場として、
「ミニラボ」を開催致し
ます。まずは企業の人事・D＆I 推進担当者のミニラボを立ち上げ、自社の取り組み促進のヒントや事例を学
べる機会を提供します。
「E＆J

ミニラボ」企業担当者サークル

開催概要（予定）

◆概

要：企業の人事・D＆I 担当者が、各社の取り組みや具体課題を共有し、必要な施策や改善点につい
て話し合います。個社の取り組みに繋がるヒントや先進事例を習得できると共に、他社とのネ
ットワーク作りの場として開催します。

◆開催方法：リアル開催 or オンライン
◆日

程：2021 年 11 月末頃から開始予定。毎月１回程度

◆対

象：大丸有エリア内外の企業人事・D＆I 推進担当者

◆モデレーター：堀川
◆参 加 費：無料

歩氏（株式会社アカルク代表取締役社長）

「E＆J カンファレンス」 開催概要

◆概

要：E＆J ラボ！を立ち上げるにあたり、キックオフイベントを開催します。グローバル視点、障が
い者、LGBTQ、女性、Z 世代による D＆I の発信等、国内外の多様性に関する事例に精通する
豪華ゲストを招き、SDGs の視点から考えるこれからの D＆I 推進のあり方について考えます。

◆日

時：2021 年 11 月 2 日（火）13：00～15：00（開場 12：30／オンライン 12：50 入室開始）

◆参加方法：会場参加＆オンライン視聴（zoom）
◆場

所：3×3 Lab Future（東京都千代田区大手町１－１－２ 大手門タワー・ENEOS ビル１階）
(https://www.33lab-future.jp/access.html）

◆登 壇 者：基調講演

デイビッド・マローン氏（国連大学学長）

パネリスト

垣内 俊哉氏(株式会社ミライロ代表取締役社長)
辻

愛沙子氏（株式会社 arca CEO / Creative Director)

星

賢人氏（株式会社 JobRainbow 代表取締役 CEO)

モデレーター：堀川

歩氏（株式会社アカルク代表取締役社長）

◆タイムテーブル（予定）：
13：00

開始

13：05

基調講演「SDGs の視点から考える日本企業における D＆I 推進のあり方」
（デイビッ
ド・マローン氏）
〔※同時通訳あり〕

13：25

各登壇者による講演（垣内氏、辻氏、星氏）

14：30

パネルディスカッション（垣内氏、辻氏、星氏）

15：00

終了

◆参 加 費：無料
◆定

員：会場：30 名／オンライン：170 名

◆お申込み：予約制／
詳細はこちらから（https://act-5.jp/act/2021act4-4）
◆主

催：大丸有 SDGs ACT5 実行委員会（https://act-5.jp）

◆事 務 局：株式会社アカルク（https://akaruku.co.jp/）

◆登壇者プロフィール：

デイビッド・マローン氏（国連大学学長）
2013 年に第 6 代国連大学学長および国連事務次長に就任。
現在 2018 年～2023 年の 2 期目を務めている。カナダ出身のマローン学長は、ハーバー
ド大学ケネディ行政大学院から行政学修士号、オックスフォード大学から国際関係の博士
号を取得。前職は、カナダ国際開発研究センター総裁。それ以前は、国連経済社会理事会
のカナダ代表、国連のカナダ大使および代表部次席代表、カナダ外務・国際貿易省の政策・
国際機関・地球規模問題局局長、ニューヨークの国際平和アカデミー（現国際平和研究所）
所長、カナダ外務・国際貿易省次官補、カナダ駐インド高等弁務官、ブータンおよびネパ
ールの非常駐大使を歴任。平和と安全保障問題に関して幅広く論文等も発表している。

垣内 俊哉氏（株式会社ミライロ代表取締役社長）
1989 年に愛知県安城市で生まれ、岐阜県中津川市で育つ。生まれつき骨が脆く折れやすい
ため、車いすで生活を送る。自身の経験に基づくビジネスプランを考案し、国内で 13 の賞
を獲得。障害を価値に変える「バリアバリュー」を提唱し、大学在学中に株式会社ミライ
ロを設立した。高齢者や障害者など誰もが快適なユニバーサルデザインの事業を開始、障
害のある当事者視点を取り入れた設計監修・製品開発・教育研修を提供する。

辻 愛沙子氏（株式会社 arca CEO / Creative Director）
社会派クリエイティブを掲げ、
「思想と社会性のある事業作り」と「世界観に拘る作品作り」
の二つを軸として広告から商品プロデュースまで領域を問わず手がける越境クリエイター。
リアルイベント、商品企画、ブランドプロデュースまで、幅広いジャンルでクリエイティブ
ディレクションを手がける。2019 年春、女性のエンパワメントやヘルスケアをテーマとし
た「Ladyknows」プロジェクトを発足。2019 年秋より報道番組 news zero にて水曜パー
トナーとしてレギュラー出演し、作り手と発信者の両軸で社会課題へのアプローチに挑戦し
ている。

星 賢人氏（株式会社 JobRainbow 代表取締役 CEO）
東京大学大学院情報学環教育部修了。Forbes 30 Under 30 Asia / JAPAN 選出。孫正義育
英財団 1 期生。板橋区男女平等参画審議会委員。御茶の水美術専門学校 学校関係者評価委
員。
『LGBT の就活・転職の不安が解消する本（2020/3,翔泳社）
』を出版。サステナブル・ブ
ランド国際会議 2021 横浜におけるセッションに登壇。日本のインパクト・アントレプレナ
ー35 に選出。 NewYorkTimes/日経新聞/朝日新聞/日本テレビ「news zero」/フジテレビ
「ホウドウキョク」/テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」など多数メディアに出演。
これまでに上場企業を中心とし、500 社以上のダイバーシティコンサルティングを実施。

モデレーター：堀川

歩氏（株式会社アカルク代表取締役社長）

1990 年生まれ。大阪府出身。心の性は男性、身体的な性は女性として生まれる。高校卒業
後に陸上自衛隊に入隊し、任期満了後は自分の目で世界の現状を確かめる為に世界一周の旅
に出る。帰国後は LGBT の方の総合サポート事業を個人で立ち上げる。その後、ユニバーサ
ルデザインのコンサルティング会社で人事部長を務め株式会社アカルクを設立。現大和ハウ
ス工業株式会社の D＆I/LGBT 活躍推進アドバイザーや関西学院大学で非常勤講師も務める。

◆新型コロナウイルス感染症対応策について
客席数は、各会場キャパシティの 50％前後を目途に設定し、参加者が密集状態にならないよう配慮いたし
ます。また、入場時の体温検査や、参加を事前予約制にして万一の場合にもトレースできるようにするなど、
感染予防については入念な体制を整えて実施いたします。なお、感染拡大による緊急事態宣言発令等でやむ
を得ず、イベントの開催が、縮小、延期または中止となる場合がございます。
※1 ＜大丸有 SDGs ACT5 とは＞
大丸有を起点として、大丸有内外の企業・団体が連携し、SDGs 達成に向け
た活動を推進するプロジェクトとして、昨年 2020 年に始動しました。
「サステナブル・フード」
「気候変動と資源循環」
「WELL-BEING」
「ダイバ
ーシティ＆インクルージョン」｢コミュニケーション｣の 5 つのテーマを設定
し、具体的なアクションを通じて、社会課題の構造的な問題を明らかにすると
ともに、社会課題解決型コミュニティの形成をミッションとしています。今後
も、5 つのテーマをベースに本取り組み発の様々なプロジェクトやソリュー
ションが生まれていく姿を目指します。また、本年度は個人の行動変容促進を目的とした「ACT5 メンバー
ポイントアプリ」も導入し、より多くの方々がアクションに参加できる仕組みを構築しています。
大丸有 SDGs ACT5 公式サイト：https://act-5.jp
【実行委員会構成企業・団体】
三菱地所株式会社（委員長）、農林中央金庫（副委員長）
、株式会社日本経済新聞社（副委員長）
、株式会社日経 BP、
大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、大丸有エリアマネジメント協会、
大丸有環境共生型まちづくり推進協会、丸の内熱供給株式会社、株式会社三菱総合研究所

※2 Ally（アライ）とは
「味方」や「仲間」、
「同盟」を意味する英単語「ally」が由来で、一般的には LGBTQ 当事者に寄り添い、理
解する支援者を指して使われますが、ここでは、LGBTQ に限らず、D＆I の様々な当事者を理解・応援する
人、として位置付けています。
以

【お問い合わせ先】

大丸有 SDGs ACT5 実行委員会事務局（info@act-5.jp）
TEL:03-3287-5780 (平日のみ 10 時~17 時)

上

