価値創造の源泉 ▶

人的資本（事業の担い手）

人的資本（事業の担い手）

－多様な“個”の最大化

当社では、
「誰もが働き続けたい会社」の実現に向け、ダイ

従業員の“個”最大化の取り組み

世の中が劇的に変化する中、変革のための原動力として、

当社では、年間を通じて、自身の職務・環境に合わせた

バーシティマネジメントやワークスタイル・イノベーションな

多様化する“個”の最大化を支援し、それぞれの成長を会社

スタイルを自ら選択する取り組み「スマートチョイス」を実践

どにより、多様な人材が活躍でき、誰もが働きやすい環境整

に還元させることにより、持続的な成長を実現してまいりま

しています。 従来の働き方にとらわれず、創造性発揮や業

備を進めるとともに、個人の能力向上のために各種研修を実

す。

務の 効率化を考え、従業員が主体的に選択することを目的とし

当社における主な取り組み事例
“スマートチョイス” 拡充
場所

ています。また、在宅勤務やフレックスタイム制の導入と併
（ 2020年度または2021年3月31日現在、対象は当社）

服装

せ、全社的な人材育成のため、上司と部下が1対1で行う対話

24,655人

●連結従業員数

●単体従業員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

の断絶をなくし、業務上の経験学習に対し上長から持続的な

●プロフェッショナルな人材

1,461人

・サービス介助士・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99.2%（東急電鉄現業）
・宅地建物取引士・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・559人※2

●定着率の高い人材

・１級建築士・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・226人※3
●働きやすい環境

・離職率・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.8%※2

・有給休暇取得率・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84.3%

●教育された人材

・育児休業取得率・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・男性 80.0%、女性100.0%

・経営者育成研修・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67名※1
・自立的なキャリア支援研修

605名※1

・・・・・・・・

・自己啓発支援（補助件数）・・・・・・・・・延べ190件

※1

※1 一部グループ会社からの参加者を含む ※2 対象は当社および東急電鉄
※3 対象は当社、東急電鉄および東急設計コンサルタント

１on１ミーティング強化

成長支援が行えるよう設計しています。柔軟な働き方の促進
による上司と部下のコミュニケーションの希薄化防止という
観点でも有効と考えています。さらに社内副業制度や、新たに
ガイドラインを制定した「社外複業」のほか、自ら学びたい内容を

人事処遇制度改革

人材登用チャネル拡充

（能力・専門性評価）

（再入社窓口の運用）

選択型研修へのシフト

シニアの職域拡大

学習できる「選択型研修へのシフト」など、業務内外の時間を
自己のキャリア研鑽のために使用できる土台を構築しました。
また、多彩な経験を経た人材が集う組織を目指した「再入社
窓口」の運用開始や、シニア世代の職域拡大など、
「誰もが

ダイバーシティマネジメントの推進

従業員エンゲージメント

「人材戦略」コンセプト
よう、エンプロイーエクスペリエンス（従業員としての経験価

の最大化を支援していきます。従業員の誰もが当社で働くこ

値）を高めるような取り組みを行うとともに、従業員の成長を

とに価値と誇りを感じ、成長の機会や自分らしい人生を歩める

会社へ還元していく意識改革を推進していきます。

当社が長期経営構想で掲げた“世界が憧れる街づくり”の
いっそう必要であると考え、2019年7月より人事施策の実効

●

出向者を除く社員（本社・現業）

性を客観的指標で評価し、従業員の働きがい・満足度を高め

●

受入出向者（完全受入のみ）

●

契約社員、嘱託社員

ていくための仕組みとして従業員エンゲージメント調査を導

従業員エンゲージメントの向上
従業員の成長を会社へ還元

（会社が提供する価値）

（会社が求める価値）

あたって、最大化された個の能力を会社に還元できているか
を確認するうえでも重要な位置付けにあるととらえています。

エンプロイーエクスペリエンスの向上

必要な意識改革
能力

個

挑戦

・ プロフェッショナリティ
・ 探求心と行動

・ 多様な価値観の受容

・ 新たな価値創出
人生経験

雇用の流動化
就業意識の変化・多様化
専門人材の不足感

労務構成の変化
内的環境

職歴の多様化

強み

実感がある

● 上司が部下の置かれている状況を理解し、

成功も失敗も共有できる一体感がある

従業員の成長に会社もスピード感を持って応えられるよう、
管理職への調査結果の即時展開、結果分析についてのワーク
ショップ実施など、従業員の能力をより強く発揮できる環境
づくりに役立てていきます。

弱み

調査によるレーティングの実績•目標
2021年度実績

2023年度目標

BB

A

（全11段階評価の

（全11段階評価の

上から5段階目）

● 会社全体としてのまとまり、連帯感の不足
● 職場において、業務を行うスペースや設備の

企業情報

・ 成長、自己実現の機会

●自
 社の事業が世の中の役に立っているという

サステナビリティを
支 える 基 盤

を設定し、組織の特性に合った改善に取り組んでいきます。

自己実現

調査から判明した強みと弱み

調査の結果は、全社施策に反映していくことはもちろん、
組織運営について議論する場（管理職間の１on１ミーティング）
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※臨時雇、派遣社員は対象外

入しました。多様な個の最大化を実現する取り組みを行うに

従業員の“個”の最大化を支援

外的環境

2020年度調査における対象者

実現に向け、従業員との間の相互理解・相互コミットメントが

価 値 創 造の源 泉

当社の「変革」を推進していく原動力として、従業員の“個”

対応すべき
環境変化

事業別戦略と実績

働き続けたい会社」の実現に向けて取り組んでいます。

・ 当社で働く価値、誇り

経営戦略

・平均勤続年数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15年6カ月

リフレッシュ

（フレックスタイム制の全社導入 等）

「1on1」ミーティングの強化を行いました。異動によるキャリア
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

時間

Choice

価 値 創 造 スト ー リ ー

施しています。

東急を知る

《人的資本》の特徴・強み

充実度不足

上から3段階目）

業務の高度化・専門化
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価値創造の源泉▶

人的資本（事業の担い手）

健康経営の推進

企業として中長期的に成長するためには、将来を見据え

フォーラムなどを実施し、推進状況を取締役会、人材戦略に

2016年2月に最高健康責任者（ＣＨＯ）を設置し、健康宣

ながら、多様なお客さまのニーズに応える必要があり、サー

関するアドバイザリー・ボードなどで定期的に報告・監督して

言を制定しました。この宣言では、①従業員およびその家族

ビスを提供する側にも同様の「多様性とそれを生かす組織

います。

の健康、②沿線に住まう方の健康増進、③社会貢献の３つを

力（＝ダイバーシティマネジメント）
」が必須となってきます。

2020年度からは、
「ダイバーシティがちょっと楽しく、半歩

従業員・家族
安心・安全の更なる構築

掲げ、従業員の心身の健康管理や、沿線のお客さまの健康づ

労働生産性の向上

実行施策・取り組み

性別、年齢、国籍、障がい、性的指向、価値観といった違いを

身近になる」ことを目指したメディア「 Dマガジン（社内向け

「その人が持つ個性」ととらえ、それぞれの個性を尊重し、互

ダイバーシティ情報受発信メディア）
」を、社内イントラネット

ＣＨＯのリーダーシップのもと、人材戦略室が中心となって

いに高め合い、組織の強みとすることが、個人と組織の持続

上で定期的に発信し、ダイバーシティに対する全社員のさら

取り組みを推進し、東急病院による医療的な支援とも連携し

的な成長につながります。

なる意識醸成を図っています。

た推進体制で、従業員とその家族に対し、
「メンタルヘルス対

最高健康責任者（CHO）

健康経営推進体制

また、女性管理職比率および男性育休取得率について目標

策」
「 がん対策」
「 生活習慣・運動対策」を講じることで、健康

会社（連結）ダイバーシティマネジメント宣言」を策定しまし

値を掲げるなど、さまざまな人材が活躍できるよう環境を構

の維持・増進を図り、
「安心・安全の更なる構築」と「労働生

た。 本宣言に基づき、スマートチョイスの拡充、管理職セミ

築しています 。

産性の向上」に努めています。

ナーやメンター制度、連結子会社も対象とした女性管理職

※障がい者雇用率（実績）
：2.75%（ 2021年6月、当社企業グループ7社算定）

※

東急株式会社(連結)ダイバーシティマネジメント宣言

管理職に占める女性比率

1. あ
 らゆる従業員の個性を尊重し、制度・風土・マインドの
観点から活躍を推進します。
2. 様 々なお客様の期待に応え、新しい価値創造（イノベー
ション）を実現します。
3. ダイバーシティを経営戦略と位置付け、持続的な企業価値
の向上を目指していきます。

実績

8.3%

(2020年度末)

目標

10%以上
(2023年度末)

男性育児休業取得人数および取得比率
実績

80.0%

健康経営に関する数値目標と改善に向けた取り組み

2020年4月の改正健康増進法施行に際して、喫煙習慣の

ある従業員を対象に、期間限定で禁煙外来にかかった費用の
自己負担分を会社が補助する取り組みを実施し、産業医や保
策により参加者の83％が禁煙に成功しました。

100%

東急病院

健康管理センター

健康宣言については、下記をご参照ください。 https://tokyu.disclosure.site/ja/152/

健師の継続的サポート、職場や同僚の支援などの巻き込み施

目標

人材戦略室

労務企画グループ

に参加しました。約半年間にわたり、食事や運動を中心に管
理栄養士や保健師のサポートを受けた結果、半数以上の32
名でメタボ判定区分の改善が見られる結果となりました。

メタボ基準該当状況
22

2020年度健診

39

また、若年層を対象とした肥満・生活習慣病対策として、

(2023年度末)

特定保健指導の手前の世代を対象に、健診の結果、メタボ傾

2021年度健診

15

19

27

価 値 創 造の源 泉

(2020年度末)

WEB

生活習慣・運動対策

事業別戦略と実績

女性活躍推進法に基づく数値目標

がん対策

経営戦略

当社は、あらゆるステークホルダーに向けて、
「東急株式

メンタルヘルス対策

価 値 創 造 スト ー リ ー

くりにも積極的に取り組んでいます。

東急を知る

ダイバーシティマネジメント

向のある従業員に改善企画への参加を促し、うち61名が企画
2020年度女性管理職フォーラム
受賞企業登壇者

DマガジンVol.9
「 (職場における)ジェンダー」

■ メタボ

LGBTなどの 性 的 マイノリティに関 するダイ
バーシティマネジメントの促進と定着を支援する
任 意 団 体「 work with Pride(wwP) 」により、
当社のLGBT施策を評価され、
「 PRIDE指標」の
「ゴールド」を獲得しました。「ゴールド」獲得は
4年連続であり、今後も取り組みの領域を広げて
いきたいと考えています。
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30%

40%

■ 非該当

50%

60%

70%

80%

90% 100%

「健康経営銘柄」に7年連続選定
経済産業省が東京証券取引所と共同で「健康経
営」に優れた企業を選定する「健康経営銘柄」に、
7年連続で選定されました。7年連続で選定された
企業は、当社を含め、全国で6社のみであり、引き
続き、さまざまな健康促進施策に継続的に取り組
んでいきます。
「 2021 J-Winダイバーシティ・アワード」ベーシッ
ク部門 ベーシックアチーブメント 大賞受賞
NPO法 人J-Winより、
「サステナブ ル 経 営 」を
支える戦略としてダイバーシティマネジメントを位
置付け推進していることなどを評価され、
「 2021
J-Winダイバーシティ・アワード ベーシック部門
ベーシックアチーブメント 大賞」を受賞しました。

当社をイノベーティブな組織に変革するため、さまざまな

的に、2015年4月に創設されました。この制度では部署や

取り組みを行っています。「社内起業家育成制度」は事業を

年齢・役職にかかわらず新規事業を提案でき、発案者自らが

創造する意欲・能力を有する従業員を支援・育成し、新規事

プロジェクトリーダーとして携わることができます。開始以来、

業創出を通じてチャレンジする企業風土を醸成することを目

事業化した案件は6件に上ります。

tsugi tsugi

NewWork

本制度の第6号案件となる定額制回
遊型住み替えサービス。「ただいま」
と帰る場所をツギツギと巡る、旅する
ような暮らし方を実現するサービスで、
第1弾として、東急ホテルズおよび東
急シェアリングと連携し、日本全国の全
３９施設を対象としてニーズの探索と
利用実態の検証を目的とした先行体験
サービスを提供しました。

本制度の第1号案件である法人企業
向け会員制サテライトシェアオフィス
事業。ICT環境の発達や、働き方の多
様化に合わせた柔軟な執務環境の提
供を目的とするもので、2016年5月
に事業化されました。
2021年2月には個人利用者向けの
リラックスワークラウンジ「 relark(リ
ラーク) 」を開始しています。

企業情報

「 PRIDE指標『ゴールド』」を4年連続受賞

20%

サステナビリティを
支 える 基 盤

経済産業省等より、女性活躍推進に優れた企業
として「なでしこ銘 柄 （
」 9年 連 続は当 社 の み ）
、
ダイバーシティ経営により企業価値を生み出し続
ける企業として「 100選プライム」
（ 運輸業初）に
選定されました。引き続き、女性をはじめ多様な
人材が活躍できる職場づくりを目指します。

10%

イノベーション人材の育成

社外からの評価
「なでしこ銘柄」に9年連続選定
「 100選プライム」に運輸業初選定

0%

■ メタボ予備軍
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価値創造の源泉▶ 知的資本（技術ノウハウ）

知的資本（技術ノウハウ）

－経験の蓄積と新たな挑戦により強化される知見

４つの事業分野にまたがる当社グループに存在する知見を
発掘・有効活用するとともに、各種実証実験や実験的なサー

新たな知見の獲得

ビス展開によって新たな知見を獲得することにより、常に新し
い視点で、生活品質を提案しています。

東急を知る

《知的資本》の特徴・強み
実証実験などによる新たな領域への挑戦

当社グループでは、さまざまな実証実験や試験導入などを行うことにより、新たな知見を獲得しながら事業化へつなげています。

「沿線型MaaS『 DENTO 』」
TPOに合わせた最適な移動手段と就労場所を選択可能とすることで、自由で豊かな東急線沿線

蓄積された
知見の有効活用

■「 NewsPicks東急グループ版」
「ランチセッション」による情報共有
■ 外部企業との連携

など

での働き方の実現を目指す実証実験。通勤や外出を楽しく、便利に、お得にするサービスを提供し

価 値 創 造 スト ー リ ー

ＤＸの 効 果 的 活 用

■ インハウス研究所「東急総合研究所」の活用

ました。本実証実験の結果を踏まえて、郊外地区の「職住遊」をシームレスにつなぎ、移動をはじ
めとしたサービス開発を行い、お客さまに利便性・快適性をお届けすることで、激変する環境の中
でも「選ばれ続ける東急線沿線」の実現を目指します。
「サブスクリプション型サービス『 Tuy Tuy (ツイツイ) 』」

■ 実証実験等による新たな領域への挑戦

定期券保有の新たな付加価値創造を目的とした環境配慮型サブスクリプション型サービス。モ

■ オープンイノベーションによる知の探索
■ 街づくりDXへの挑戦

など

バイルバッテリーや傘などのシェアリングサービスを中心に、循環可能でストレスフリーな生活の実

経営戦略

新たな
知見の獲得

現を目指す実証実験を実施しました。

オープンイノベーションによる知の探索

蓄積された知見の有効活用

これまでにスタートアップを中心とした企業と25件の事業化や本格導入、う

ち7件の業務・資本提携を実現してきた「東急アクセラレートプログラム」は、
ションのよりいっそうの定着を図り、さらなる事業共創を推進します。

東急グループの羅針盤たるべくインハウス研究所として

1986年に設立された東急総合研究所では、30年以上にわた

東急アクセラレートプログラム2020 Demo Day

街づくりDXへの挑戦

り、経営を取り巻く状況の分析、各種情報の蓄積を行うほか、
グループ経営層などを対象とした勉強会事務局も務めていま

街づくりにおけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させるため、新たな組織「デジタル

す。グループ各社では渋谷や多摩田園都市をはじめとした各

プラットフォーム準備プロジェクト（ Urban Hacks ）
」を設立しました。エンジニアやデザイナーなどを広く

東急グループ朝活セミナー
（オンライン併用にて開催）

イントラネットでの研究成果共有

募集し、当社グループの幅広い「リアル」なタッチポイントをこれまで以上に活用し、継続的なお客さまの

価 値 創 造の源 泉

種データ・知見などを事業に活用しています。

事業別戦略と実績

2021年度から「東急アライアンスプラットフォーム」として、オープンイノベー

インハウス研究所「東急総合研究所」の活用

体験価値向上の実現に向けて、
「デジタル×リアル」を駆使したサービス展開による「街づくりDX 」の推進
を加速していきます。

「 NewsPicks東急グループ版」
「ランチセッション」
による情報共有

当社グループ内の知識や経験を共有してビジネスのヒントに
つなげる「ランチセッション」
、当社グループ社員間の情報

ＤＸ活用

創造を目指すツール「 NewsPicks東急グループ版」など既
存の枠組みにとらわれない情報共有・意見交換を可能とし、
知見の活用とイノベーションの風土づくりを進めています。

NewsPicks
東急グループ版

ランチセッション

中長期的に目指す顧客接点の概念図

当社グループの従来のビジネスモデルで得意とするお客

に、アイデア実現可能性の検証、効果検証を繰り返し、成功

さまとの「リアル接点」を生かして、
「デジタル接点」を広げ

事例を積み上げていきます。そして、
「デジタル」との共創

ていきます。そして、全ての領域において、デジタルテクノ

により、
「リアル」な価値の最大化に挑戦し、お客さまの利便

ロジーの活用を前提とした事業、業務に変革していくととも

性向上と効率的なマーケティングにつなげていきます。

外部企業との連携

急プランニング」を設立し、営業を開始しました。当社のオフ
ラインの経営資源（小売りなど）と楽天のオンラインの経営資

日本最大級のID保有
オンライン顧客接点

東急線沿線密着
オフライン顧客接点

お客さま

お客さまの利便性向上
効率的なマーケティング

＋

デジタル接点

リアル接点

企業情報

2020年9月に楽天（現 楽天グループ）と共同で「楽天東

サステナビリティを
支 える 基 盤

の共有・収集・意見交換を通じて、新たなつながりや事業の

源（ eコマースなど）を組み合わせ、OMO※による新しい購
買行動や購買体験の創出を図ります。これにより、可視化し
告による商品情報の発信、利便性の高い購買体験の提供を
通じた顧客の生活価値向上を目指します。
※O
 MO（ Online Merges with Offline ）…オンラインとオフライン（実店舗）の垣根
をなくすことで顧客にとって効率の良い購買体験を与えるためのマーケティング施策。
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当社グループの各サービス

消費行動分析データ

た顧客のニーズに合わせた商品の仕入れや、顧客に適した広

移動・交通

データ
マーケティング

広告

OMO

働く 決済
統合ID

買い物

生活

住まい

通信

食 レジャー
会員制度

エンタメ 健康

外部事業者のサービス
データの蓄積・分析
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価値創造の源泉▶ 社会・関係資本

社会・関係資本（ステークホルダーとの関係）

－まちづくりを通じたパートナーとの信頼関係

株主・投資家との対話
株主・投資家との対話を通じた企業価値向上

当社は創業以来、お客さま、従業員、地域社会、取引先、
株主・投資家の皆様と対話を重ね、信頼関係を築きながら

株主総会のほか、投資家向けの説明会や国内外の機関投

お客さま

「まちづくり」を進めてきました。また、さまざまなコミュニ

従業員

資家との対話などを通じて、株主・投資家の皆様に当社の事
業や戦略などに関する情報を積極的に提供するとともに、い

有することで変化をとらえ、経営に生かしています。

ただいた意見については定期的な取締役会や経営会議への

「まちづくり」は生み出した価値を再投資し、さらなる価値
向上を図る長期循環型のビジネスモデルであり、わたしたち

信頼の構築

取引先

の成長（＝企業価値）は街の成長（＝エリア価値）とともにあり

地域
社会

機関投資家との対話
（内、ESG対話）

241

回
回
13
）(2020年度)
（

価 値 創 造 スト ー リ ー

ケーション手段を通じて得られたご意見を速やかに経営に共

東急を知る

《社会・関係資本》の特徴・強み

上程のほか、関係部署や部門長が集まる会議体にて情報共有
を行うなど、経営に反映させています。

投資家向け説明会

ます。両者の向上を永続的に循環させていくためには、関係
する皆様との信頼関係が不可欠であり、地域に根差したまち
の強みです。

大学・教育研究機関との対話

地球
環境

社会課題の解決に向けた知的協働

当社は、大学に集積された知と民間企業のノウハウなどを

地域社会・お客さまとの対話
掘とプロモーション」や「空き家、空き店舗等の遊休資産の

当社では、沿線地域の行政、商店街、地域住民やNPOの

リノベーション等による地域活性化」のほか、公園の改修整

皆様などと協働で、東急線沿線各地域の街の課題解決や活

備に向けた市民ワークショップや地域の商店主向けの事業

性化に取り組んでいます。 横浜市と当社は「次世代郊外ま

承継サポートなど、取り組みは多岐にわたっています。

ちづくり」に関する包括協定を締結し、公民共同で取り組み

また、2020年8月には渋谷区と「グローバル拠点都市の
形成等に関する包括連携協定」を締結し、公民連携で産業育成・

郊外住宅地の維持発展につながるまちづくりを展開するも

人財育成を促進し、国際競争力の高い都市を目指します。

のです。これまで「住民創発プロジェクト」と称する企画提
案プロジェクトを通じたまちづくりの担い手人材の発掘や、
WISE Living LabやCO-NIWAたまプラーザといった「ま
ちづくり拠点」の整備など、多様な活動を実施し、地域の社
会課題の解決を通して、持続可能な郊外住宅地の実現を目

まちづくり協定件数

8件

9件

快適性の確保による新たなコミュニティー形成を目的に、さま

(2021年3月末時点)

ざまなモビリティサービスを組み合わせた、日本初となる「郊
外型 MaaS（※）実証実験」を、東京都市大学、㈱未来シェアの
協力を得て実施しました。また、郊外エリアで、居住者の年
齢層や属性の偏り、空き家の増加、都市インフラの老朽化な
どの課題が顕在化しつつある中、都市の持続可能性を評価す
る指標について、2020年4月より東京大学と共同研究を実
施しています。これからも、社会との双方向の交流を通じて、
新しい発想による知の融合、新しいビジネスモデルの創出、
社会課題の解決を目指してまいります。

(2021年3月末時点)

都市の多様性からみたサスティナブルなまちづくり

さらなる社会価値の創造

した公民連携によるまちづくりの推進に関する基本協定」を
大田区との協定に基づくまちづくり拠点カフェ
「 SANDO BY WEMON PROJECTS 」

持続可能な地域社会の実現のため、事業ではカバーできな

地域のコミュニケーション活動「東急会」
国内23地区と海外4地区に「東急会」があり、東急グループ各社が
連携し、清掃活動や文化・スポーツイベントなどを通じて、地域
に密着した社会貢献活動を実施しています。

業活動と社会貢献活動の両輪で社会課題の解決に挑戦し、グ
ループ存在理念「美しい生活環境を創造し、調和ある社会と、
一人ひとりの幸せを追求する。」を実現します。

学校法人・財団法人を通じた社会貢献活動
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次世代を担うお子さまの成長支援

より良い東急線を目指す「東急電車モニター」

親子で就業経験をする「とうきゅうキッズプログラム」や、地域に
根差したＮＰＯなどの活動を支援する「東急子ども応援プログ
ラム」など、お子さまの健やかな成長を支援します。

東急線をご利用のお客さまからの率直なご意見をいただくモニ
ター制度。日ごろより感じていることやお気づきになったことを
お聞きし、事業に反映します。

～ビッグデータを用いた新たな都市評価の可能性～

2021年3月11日 16:00～18:00 Online

【概要】
2020年から東京大学と東急株式会社は共同で、都市の持続可能性を定量的に評価するための指標開発
に関する研究プロジェクトを実施しています。
このたび、今年度の研究成果の報告と有識者を交えたパネルディスカッションを実施いたします。
【プログラム】
１．研究プロジェクトの背景・目的
２．ビックデータを活用した都市の多様性評価
吉村 有司 先生
（東京大学）
３．研究プロジェクトの成果報告
熊越 祐介 さん
（東京大学）
～休憩～
４．パネルディスカッション
・ファシリテーター
小泉 秀樹 先生
（東京大学）
・パネリスト
吉村 有司 先生
（東京大学）
南後 由和 先生
（明治大学）
筒井 祐治 室長
（国土交通省）
山口 堪太郎 課長 （東急株式会社）

事業活動

地域の暮らしに
密着した事業を
地域の
通じた社会課題
社会課題
【申込】
解決の取り組み
こちらからお申し込みください。

【登壇者】
■小泉 秀樹

東京大学大学院 まちづくり研究室 教授
1964年東京都生まれ。東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程修了後、1997年から東京大学大学院講
師（都市工学）、2000年同助教授を経て、 2013年より現職。研究成果をふまえつつ多くの市民団体、自治体、企業
とまちづくりの実践に取り組んでいる。また都市計画提案制度の創設に社会資本整備審議会委員として関わる。
著書に、「都市・地域の持続可能性アセスメント』（共編著、学芸出版）、「コミュニティ・デザイン学」（編
著、東京大学出版会）、「コミュニティ辞典（共編著、春風社）」「スマート・グロース」（共編著、学芸出版
社）、「まちづくり百科事典」（共編著、丸善）ほか。グッドデザイン賞など受賞多数。

社会貢献活動

■吉村 有司

東京大学 先端科学技術研究センター 特任准教授
愛知県生まれ、建築家。2001年より渡西。ポンペウ・ファブラ大学情報通信工学部博士課程修了（Ph.D. in
Computer Science）。バルセロナ都市生態学庁、カタルーニャ先進交通センター、マサチューセッツ工科大学研究員
などを経て2019年より現職。
ルーヴル美術館アドバイザー、バルセロナ市役所情報局アドバイザーを兼任。主なプロジェクトに、バルセロナ
市グラシア地区歩行者計画、クレジットカード情報を用いた歩行者回遊分析手法の開発や、機械の眼から見た建築
デザインの分類手法の提案など、ビックデータやAIを用いた建築・まちづくりの分野に従事。

■熊越 祐介

事業活動では
実現できない
社会課題
解決への
取り組み

東京大学 先端科学技術研究センター 特任研究員
1993年大阪府生まれ。東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻修了ならびにフランスÉcole Nationale des Ponts
et Chaussées卒業。2020年より現職にて、ビッグデータを用いた都市計画に関する研究に従事。関心分野は都市計画、
交通計画、社会的意思決定。

■南後 由和

明治大学 情報コミュニケーション学部 准教授
1979年大阪府生まれ。専門は社会学、都市・建築論。東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。デル
フト工科大学、コロンビア大学、UCL客員研究員などを歴任。主な著書に、『ひとり空間の都市論』『商業空間は何
の夢を見たか』『建築の際』など。

■筒井祐治

国土交通省 都市局 都市計画課 都市計画調査室長
1968年愛知県生まれ。1991年建設省(現国土交通省)入省。1999年に在タイ日本国大使館二等書記官、2010年に岡山
市都市整備局長、2015年に都市局市街地整備課拠点整備事業推進官を経て2019年より現職。

企業情報

駅を基点とした地域のデジタルコミュニティー基盤を確立するこ
とで、地域のコミュニケーションを高め、自律的な地域経済やコ
ミュニティーの醸成を目指しています。

事業活動と両輪となる社会貢献活動

い領域も、社会貢献活動として継続的に取り組むことで、事

地域の皆様との関係づくり
地域共助のプラットフォームサービスアプリ「ｃｏｍｍｏｎ」

パネルディスカッション
「都市の多様性からみたサスティナブルなまちづくり」

※M
 aaS（ Mobility as a Service ）…利用者の目的や嗜好に応じて、最適な移動手段を提
示するサービス

を中心とした地域の持続的な発展を目指し、
「地域力を活か
締結しました。本協定に基づく取り組みは、
「地域資源の発

東京都市大学と共同で実施した
モニターへのグループインタビューの様子

サステナビリティを
支 える 基 盤

指しています。2019年3月には、大田区と当社の間で、駅

行政との

締結数

す。2019年1月〜 3月にて、郊外住宅地の移動の利便性・

組み合わせる産学連携についても、積極的に取り組んでいま

価 値 創 造の源 泉

を進めています。これは産・官・学・民（地域）が協働で

産学連携協定

事業別戦略と実績

地域社会との対話に基づくまちづくり

経営戦略

株主
投資家

づくりにおけるパートナーとの強固な信頼関係が当社の最大

■山口堪太郎

東急株式会社 経営企画室 経営政策グループ 課長
1975年長崎市生まれ商店街育ち。地理学科での買物行動・オフィス立地・通勤流動等の研究の延長で同社入社。
渋谷駅前エリマネ・クリエイティブシティコンソーシアム等の事務局、公民での政策連携等を通じて、渋谷・東急
沿線でのTODを核としたまちづくりを志向。

持続可能な地域社会の実現

東急グループには、東京都市大学グループを擁する五島

な分野で社会的な活動に力を注いでいます。当社は、これら

育英会、亜細亜大学を擁する亜細亜学園といった学校法人

法人への支援を継続して行い、
「美しい生活環境の創造」に

や、東急財団、五島美術館といった公益財団法人があり、地

向け、社会課題の解決や価値創造に取り組んでいます。

域社会への貢献、教育、環境、国際交流、文化などさまざま
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