


青山社中は、「世界に誇れ、世界で戦える日本」のための人材・政策・

組織を創る会社です。2010年11月15日（坂本龍馬の誕生日かつ命日）に

設立されました。

創業メンバーは官僚同期の仲間たち。役人時代には、「プロジェクトK

（新しい霞ヶ関を創る若手の会）」を結成し、霞が関の縦割り打破、政策立案

能力向上などを目指して具体策を書籍にして発表し、政権要路に働きかけ、

その一部を実現しました。

しかし、少しずつ進む霞が関の改革をあざ笑うかのように、深刻な人口減少・

少子高齢化、近隣諸国の台頭など、日本を取り巻く構造的な諸状況は、

年々厳しさを増しています。こうした日本の国力低下、転落の危機に際し、

「官僚から政治家になる」という典型パターンとは違う形で我が国の抜本的な

活性化を図るべく、霞が関を飛び出して青山社中を創業しました。

具体的には、①国や社会のことを深く考え変革に向けてリスクをとった決断の

できるリーダー、②日本を少しずつでも良くするような各種政策、③世界を

相手に大きく立ち向かうことのできる組織、などを創るべく、種々の事業を

実施しています。

青山社中は、日本の活性化のため、今後とも、日々新たに挑戦を続けて

いきます。

筆頭代表・CEO

朝比奈 一郎



   目的

   内容

日本の活性化を究極の目標とします。
「世界に誇れ、世界で戦える日本」を創るために活動します。

教育・リーダー育成（人づくり）

「世界に誇れ、世界で戦える日本」のための人材・政策・組織作りの3事業を
実施しています。事

業

企
業
理
念

１ 青山社中は「世直し法人」です。

日本人・日本の組織の「自立」と「自律」を目指して活動します。
何でも政治や行政のせいにする社会からの卒業（脱・政治依存、脱・役所依存）を
目指します。

2 青山社中は「自立促進法人」です。

戦争（命を投げ出す事業）から商売（営利事業）まで行った亀山社中にならい、
理念の実現のため営利・非営利を問わず活動します（ただし、戦争はしません）。

3 青山社中は「理念実現型法人」です。

国や社会のことを考え、変革に向けた行動を起こすリーダーの育成

青山社中リーダー塾、青山社中リーダーシップ・公共政策学校、
研修プログラムの開発・実践（他の組織との連携）、大学・大学院、
講演・イベント登壇など

魂
に
火
を
つ
け
る
教
育

   目的

   内容

政策支援・シンクタンク（政策づくり）

日本を良くする各種政策の立案及び実現

議会活動支援（国・地方議会）、マニフェスト作成支援
官庁向け支援、青山社中フォーラム、政策研究

シ
ン
ク
＆
ア
ク
ト
タ
ン
ク

   目的

   内容

コンサルティング（組織づくり）

世界に誇れる日本に向けた各レベルでの体制整備

自治体向けコンサルティング、その他法人向けコンサルティング

刺
さ
る
コ
ン
サ
ル ※関連団体

NPO法人 地域から国を変える会、一般社団法人 日本と世界をつなぐ会
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原則35才以下の若者を対象とし、「国や社会のことを
考え、変革に向けた行動を起こすことができる人材」
を育成します。朝比奈が塾頭として原則1人で教育を
行います。5年プログラムで、1年目は座学での講義、
2～ 5年目は塾生の実践の支援を行います。

パブリック・リーダーを育成することを目的とし、「リーダー
シップ」と「政策」の両方を学ぶことをコンセプトに
した学校で、各分野の第一人者が講義を担当します。
1講座からの受講が可能なほか、講座期間内であれば
遠隔者等のYouTube上での受講も可能です。

教
育
・

リ
ー
ダ
ー
育
成

塾頭の朝比奈による講義

地方自治編の講義

実践編（2～5年目）
・進路・経験に関するコンサルティング（1年に3回）
・塾生発案の活動支援（研究活動、起業、留学等）

※その他、年に3回のゲスト講義、青山社中フォーラムの無料参加等の特典があります。

2016年度 講座内容（毎週水曜日・各講座3回）

講座名

10月

11月

12月

1月

2月

3月

リーダーシップ編　

政治・行政編

経済・財政編

医療・社会保障編

地方自治編

社会を変える編

朝比奈一郎　青山社中 筆頭代表CEO

竹中　治堅　政策研究大学院大学 教授

小黒　一正　法政大学 教授

宮田　俊男　医療政策機構 理事

久保田　崇　立命館大学大学院 教授

小室　淑恵　（株）ワークライフバランス 代表取締役社長
小木曽　稔　（一社）新経済連盟事務局 政策統括
佐藤　大吾　（一社）ジャパンギビング 代表理事

講師

青山社中リーダーシップ・公共政策学校

特色

座学編（1年目）

・リーダーシップ基礎理論
・伝記
・国家の盛衰
・思想・哲学

・文化・文明
・行政改革論
・日本の主要政策

1
若手による
若手教育

2
師弟が

一体となって
議論・活動

3
一人による
教育

（伝わる教育）

4
塾生同士の
横のつながりを

重視

5
受信だけでなく
発信を重視

青山社中リーダー塾

など
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主な実績

プログラム名 概要

G1東松龍盛塾
地域から日本を変える政治家・パブリックリーダーの育成を目的に、グロービス経営大学
院や、超党派の団体である龍馬プロジェクトと連携し、朝比奈が塾長として、自治体
運営に不可欠な能力を磨く、3日間の集中講座を全国各地で提供しています。

四国リーダー塾
四国の地域社会に変革を起こすリーダーの育成を目的に、青山社中リーダー塾で行う講
義の一部、四国地域で活躍しているゲスト講師の講演、具体的政策テーマの討議などの
講座を計5回提供しています。

トライセクター
リーダーシップ講座

企業、NGO／ NPO、行政機関等、セクター間の垣根を越えてイノベーションを創出する
リーダーの育成を目的に、青山社中リーダー塾で行う講義の一部や、学びをアクションに
つなげるワークショップを月1回提供しています。

リーダー育成教育の経験を活かし、ニーズに応じた研修プログラムの開発・実践を行っています。

研修プログラムの開発・実践（他の組織との連携）

主な実績

企業

行政

教育機関

その他

三井物産、香川銀行、ビズリーチ、News Picks、KDDI総研、みずほ証券

福井県庁、生駒市役所、厚木市役所、小諸市役所、三条市役所、自治体職員有志の会

東京大学、大阪大学、金沢工業大学、法政大学、早稲田大学、グロービス経営大学院、麻布高校、日本教師教育学会

日本フードサービス協会、四国生産性本部、CSV開発機構、（一社）全国学生連携機構、小松商工会議所
静岡東部日経懇話会、名古屋青年会議所、愛宕ロータリークラブ、ビヨンドトゥモロー

朝比奈や遠藤を中心に、団体向けの講演を行ったり、イベントでのパネリスト・モデレーターを務め
たりしています。分野はリーダーシップ、地域活性化、政治・行政改革などです。

講演・イベント登壇など

大学や大学院で客員教授や兼任講師などとして学生を教えています。

大学・大学院向け

中央大学大学院、法政大学、慶應義塾大学（SFC）、秀明大学、ビジネスブレークスルーチャンネル

主な実績
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3月 日本総合研究所国際戦略研究所理事長 田中均氏
4月 政策研究大学院大学
 アカデミックフェロー 黒川清氏
9月 内閣官房副長官 世耕弘成氏
12月 行政改革・公務員制度改革担当相 稲田朋美氏

2月 東京大学教授 玄田有史氏
6月 シティグループ証券株式会社
 取締役副会長 藤田勉氏
8月 三条市長 國定勇人氏　
10月 認定NPO法人ロシナンテス理事長 川原尚行氏

3月 NPO法人Teach For Japan代表理事 松田悠介氏
5月 前IEA事務局長・笹川平和財団理事長 田中伸男氏 
6月 ハーバード大学
 社会科学名誉教授 エズラ・ヴォーゲル氏
9月 年金積立金管理運用独立行政法人
 理事兼CIO 水野弘道氏

1月 コモンズ投信株式会社会長 渋澤健氏
3月 キャリア形成コンサルタント 伊賀泰代氏
6月 株式会社グロービス代表 堀義人氏
7月 厚生労働大臣 塩崎恭久氏

最新の情報に基づいた分かりやすく的確なマニフェストの作成をお手伝いします。 
また、デザイン、印刷・製本まで、皆様のニーズに応じたサポートを提供します。

マニフェスト作成支援

主な支援実績

国会議員・県議会議員・市区長・市町議会議員選挙候補者等

中央省庁・地方行政・国政政党との政策立案の経
験や人的ネットワークを活かし、質の高い政策形成を
支援します。会派、個人での契約のいずれも可能です。

議会活動支援（国会・地方議会）

主な支援実績

国政政党、国会議員、県議会会派・議員、市区
議会会派・議員等

将来の日本を創るキーパーソンをお招きして開催する
講演会です。2ヶ月に1回程度のペースで開催し、政治・
ビジネス・NPOなど、各界から講師をお招きしています。

青山社中フォーラム

政
策
支
援
・

シ
ン
ク
タ
ン
ク(

政
党
・

官
庁)

主な開催実績（肩書きは当時）

2011年 2012年

2014年

2016年

2013年

2015年

7月 陸前高田市副市長 久保田崇氏
9月 神奈川県知事 黒岩祐治氏 
9月 横須賀市長 吉田雄人氏 
10月 松下政経塾塾頭 古山和宏氏

1月 副総理 岡田克也氏
6月 元総理 安倍晋三氏
10月 マネックスグループ
 代表取締役会長兼社長 松本大氏
12月 ハーバード大学博士 ディーン・ウィリアムズ氏

国会（内閣委員会）における
公務員制度改革についての意見陳述

ハーバード大学 社会科学名誉教授
エズラ・F・ヴォーゲル氏による講演会
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主な支援実績

新潟県三条市、栃木県那須塩原市、神奈川県川崎市、群馬県沼田市、長野県軽井沢町、
奈良県生駒市、熊本県熊本市等

文化庁、経済産業省、内閣府等

主な支援実績

「次世代の日本を創る」という発想に基づき、日本の中長期的な戦略・ビジョンや政策を
構築し、その実現を図るため、青山社中リーダー塾の塾生達と政策研究を行っています。

政策研究

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

官庁から依頼を受け、政策立案や調査活動などを
行っています。

政策調査活動（中央官庁での打ち合わせ）

官庁向け支援

各省庁から講師を招いて開催した過去の主な勉強会

省庁名

経済産業省

財務省

厚生労働省

外務省

環境省

総務省

経済産業政策を検討する上での論点

財政・税制の主要課題

最近の社会保障制度の動向

未来から考える日本外交の戦略

環境行政の変遷

地方創生に関する取り組み

テーマ

地域活性化を目指す自治体向けに、経済活性化策のアドバイス等を中心にコンサル
ティング業務を行っています。

自治体向けコンサルティング

主な支援実績

外国人技能実習制度、太陽光発電システム、再生可能エネルギー、働き方改革、
少子化対策等

国や社会のために活動する企業やＮＰＯなどを中心に、コンサルティング業務を行って
います。

その他法人向けコンサルティング
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各地域の実情に即した活性化策を自治体や地域住民と共に練り上
げ、共に実践しています。成功事例を広域化させることで、国力の
増進を図ることを目指しています。理事長の朝比奈が総務省 地域
力創造アドバイザーを拝命しています。

NPO法人「地域から国を変える会」

青山社中リーダー塾の有志が中心となり、朝比奈が代表を務める下記の法人が企業・自治体支援に
取り組んでいます。

新潟県三条市、燕三条貿易振興会、OMOTENASHI Selection、日中リーダー会議等

主な支援実績

地元住民とのワークショップ

関連団体

起業塾

駅前活性

商店街活性

移住・企業誘致

施策作成・調査

交通

ワークショップ

群馬県沼田市「ぬまた起業塾」や兵庫県多可町「創業塾」の設計・運営支援

那須塩原駅西口開発のコンセプト設計、黒磯駅前活性化に関する有識者会議の運営

新潟県三条市内の商店街店舗のリノベーション支援

新潟県三条市 「しただ塾（滞在型職業訓練施設）」の設計・運営支援、サテライトオフィスの誘致支援

三条商工会議所における産業活性策策定、経済団体による川崎市条例策定支援

地域における交通計画の策定支援、ITを活用したバスの乗降・運行調査

栃木県那須塩原市における住民主体のワークショップの設計・運営支援

事業内容

事業 これまでの主な活動内容

「日本の魅力を世界に発信し、新たな価値を創出」することをミッ
ションに活動しています。代表理事の朝比奈が内閣府クールジャパン
地域プロデューサーを拝命しています。

一般社団法人「日本と世界をつなぐ会」

在ロシア日本国大使館での商談会

事業内容

アウトバウンド

インバウンド

コラボレーション

企業の製品、技術、文化、コンテンツ及びサービス
等を海外へ伝え、普及させる活動を行い、外需
獲得の支援を行います。

日本の市町村や企業などの魅力を伝え、海外から
の人の来訪や投資を促進する支援を行います。

日本と他国の双方に資する価値の融合や機会提供
等を行います。

・海外市場調査・戦略策定
・ミッション派遣（視察・商談のアレンジ）
・テストマーケティング

・訪日外国人向けのPR戦略策定
・各種PRツールの製作（HPなど）

・フォーラムへの参加や開催など

事業 概要 取り組み例
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「プロジェクトK（新しい霞ヶ関を創る若手の会）」や代表の朝比奈による著作物です。

朝日新聞 WEBRONZA（2011年）

朝日新聞 フロントランナー（2015年）月刊ガバナンス（2015年）

メ
デ
ィ
ア
掲
載

著
作
物

日本経済新聞
毎日新聞
読売新聞
朝日新聞
東京新聞
産経新聞
フジサンケイビジネスアイ
The Japan Times

新聞

NHK
TBS
日本テレビ
テレビ朝日
テレビ東京
BS JAPAN
BS朝日
BS 11
TOKYO FM

テレビ・ラジオ

リクルートワークス研究所
オルタナS
フランクリン・コヴィー・ジャパン
ジャパンビジネスラボ
News Picks

ネットメディア・企業HP
プレジデント
月刊ガバナンス
クーリエ・ジャポン
日経Bizアカデミー
現代ビジネス
エコノミスト
月刊武道
AERA
文藝春秋
週刊東洋経済
週刊ダイヤモンド
週刊朝日
週刊現代
週刊文春
週刊SPA

雑誌

霞ヶ関構造改革・プロジェクトK
新しい霞ヶ関を創る若手の会　東洋経済新報社（2005年刊行）

霞ヶ関にはどのような役割が国民から期待されているかという問題意識のも
と、霞ヶ関の各省の若手が、省の垣根を乗り越え、50回以上の会合を行い、
建設的な霞ヶ関の改革案をまとめたものです。当時、プロジェクトK代表
の朝比奈やメンバーの遠藤が執筆に携わりました。

霞ヶ関維新　官僚が変わる・日本が変わる
新しい霞ヶ関を創る若手の会　英治出版（2009年刊行）

日本を取り巻く環境が劇的に変化する中、日本の置かれた現状を分析した上で、
日本が直面する問題に有効に対処できていない霞ヶ関の姿を描き、その抜本的な
構造改革と、その先にある新しい日本のビジョンを大胆に提言しています。当時、
NPO法人プロジェクトK代表の朝比奈や理事の遠藤が執筆に携わりました。

やり過ぎる力
朝比奈一郎　ディスカヴァー・トゥエンティワン（2013年刊行）

前例や組織のしがらみにとらわれずチャレンジする力を「やり過ぎる力」と呼
び、坂本龍馬やスティーブ・ジョブズなども例に取りあげながら、指導力で
はなく「始動力」を持った、混迷する時代を切り開く、真のリーダーシップ
について朝比奈が語っています。
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主
な
メ
ン
バ
ー

朝比奈 一郎
筆頭代表（CEO）　ビジネス・ブレークスルー大学大学院 客員教授

1973年生まれ。埼玉県出身。東京大学法学部卒業。ハーバード大行政大
学院修了（修士）。経済産業省ではエネルギー政策、インフラ輸出政策、
特殊法人・独立行政法人改革に携わる。「プロジェクトK（新しい霞ヶ関を
創る若手の会）」初代代表。経産省退職後、2010年に青山社中株式会社を
設立。現在は自治体（三条市、那須塩原市、川崎市、沼田市、生駒市）の
経済活性アドバイザー、総務省地域力創造アドバイザー、内閣府クール
ジャパン地域プロデューサーなども務める。

森原 誠
政策事業担当

1979年生まれ。鳥取県出身。東京大学法学部卒業。UCLA法科大学院
修了（修士）。2003年から、総務省で情報通信政策、知的財産政策など
を担当。2011年から、ボストン・コンサルティング・グループにおいて、
ハイテク・メディア・通信業界を中心に、民間企業向けの新規事業開発、
成長戦略策定などのプロジェクトを担当。現在は、官庁、政党、議員、自治体
等の政策支援や調査活動に従事。

大山 詠司
地域活性化事業担当　NPO法人地域から国を変える会 理事兼事務局長

1982年生まれ。神奈川県出身。武蔵大学経済学部卒業。東武鉄道株
式会社で、観光客誘致事業、バス等の交通サービス改善事業、商業施
設開発事業（東京スカイツリータウン）等に携わる。2012年には「NPO
法人地域から国を変える会」理事兼事務局長として、全国各地の地域活
性化事業に従事。

阿部 司
教育事業担当 青山社中リーダー塾、青山社中リーダーシップ・公共政策学校 事務局長

1982年生まれ。埼玉県出身。早稲田大学商学部卒業。日本ヒューレット・
パッカード株式会社で、企業向けITインフラストラクチャー等の営業に
携わる。2015年より青山社中の教育事業担当を務め、青山社中リーダー塾、
青山社中リーダーシップ・公共政策学校等の運営や法人向けの研修プロ
グラムの開発・実践に従事。

駒形 俊太郎
グローバル事業担当 一般社団法人日本と世界をつなぐ会 理事兼事務局長

1991年生まれ。新潟県出身。慶應義塾大学理工学部卒業。NPO法人ア
イセック・ジャパンで専務理事兼事務局長として海外インターンシップ事
業に携わる。2015年より一般社団法人日本と世界をつなぐ会の事務局長
として、企業の製品・サービスの海外展開や、自治体への外国人観光客
誘致の支援に従事。
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青山社中後援隊は、青山社中の理念・事業に賛同し、活動を後援頂ける方々による組織で、
会員を募集しております。年会費１万円で、後援隊会員は下記特典があります。

後
援
隊

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
等

久保田 崇
青山社中リーダーシップ・公共政策学校 副校長
立命館大学大学院 公務研究科・教授

1976年生まれ。静岡県出身。京都大学総合人間学部卒業。その後内閣府入り。英国
ケンブリッジ大学経営学修士（MBA）、ヨーク大学政治学修士（MA）。2011年8月から
2015年7月まで、陸前高田市副市長を務め、現在は立命館大学大学院 公務研究科 教授。
主な著書に、『官僚に学ぶ仕事術』（マイナビ）、『キャリア官僚の交渉術』（アスコム）などがある。

遠藤 洋路
共同創業者（熊本市出向中）

1974年生まれ。埼玉県出身。東京大学法学部卒業。ハーバード大行政大学院修了（修士）。
文部科学省で生涯学習政策、学術交流政策（アジア）、知的財産政策などを担当し、その過程で、
国立文化財機構法、国家公務員法、教育公務員特例法など多数の新規立法・法律改正
に携わる。青山社中株式会社 共同代表COOを経て、2017年度より熊本市教育長に就任。

芳野 行気
青山社中アドバイザー
ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 経営統括本部長

1973年生まれ。東京都出身。京都大学法学部卒業。ダートマス大経営大学院修了（MBA）。
環境省、外資系戦略コンサルティングファーム、株式会社企業再生支援機構を経て、現在
はジャパンリニューアブルエナジー株式会社に勤務し、再生可能エネルギーの普及に従事。
「プロジェクトK（新しい霞ヶ関を創る若手の会）」前理事。

桑島　浩彰
青山社中アドバイザー
リンカーズ株式会社  専務執行役員
Linkers International Corporation 取締役社長

1980年生まれ。石川県出身。東京大学経済学部卒業。ハーバード大経営大学院／行政
大学院同時修了（経営学修士/行政学修士）。三菱商事株式会社、株式会社ドリーム
インキュベータ、青山社中株式会社 共同代表CFOを経て、2016年よりリンカーズ株式会社 
専務執行役員、Linkers International Corporation 取締役社長に就任。

青山社中後援隊とは

青山社中ホームページ「後援隊会員募集」から申し込みできます。
▶ http://aoyamashachu.com/supporter/

申し込み方法

1 「青山社中フォーラム」への割引入場
弊社の講演会「青山社中フォーラム」のチケットを会員価格で優先的にご提供します。

2 会員の集いへの参加
青山社中社員や後援隊会員の方々の間での、質の高いネットワークづくりのため、交流会を開催致
します。開催は、年2回程度を予定しています。

3 ノベルティの進呈
青山社中のロゴをあしらったノベルティ（青山社中バッジ）を進呈いたします。
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会
社
概
要

ア
ク
セ
ス

青山社中株式会社

東京都港区南青山2-19 -3 サザンキャッスルビル2F

2010年11月15日

700万円

リーダー育成事業
政策支援・シンクタンク事業
コンサルティング事業

代表取締役（筆頭代表CEO）
朝比奈 一郎

〒107-0062　東京都港区南青山2-19 -3 サザンキャッスルビル2F

東京メトロ銀座線外苑前駅A4出口から徒歩3分

TEL&FAX 03 -5474 -8995

E-mail office@aoyamashachu.com

ホームページ http://aoyamashachu.com

社 名

本 社

設 立

資 本 金

事業内容

役 員




