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「社会的企業の視点と戦略に学ぶ」 服部 福祉施設士　303号 日本福祉施設士会 2014
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“Historical perspectives on corporate philanthropy and community investment in
Japan”, Atsuko Hattori, ISTR Fourth International Conference, the Trinity
College, Dublin, Ireland

「英国コミュニティ・インタレスト・カンパニー制度の導入をめぐる社会起業家支援に関
する一考察」服部崇・服部篤子, 日本NPO学会第7回大会（於関西学院大学）

“A study of a new flow of funds for developing social entrepreneurs and
assessing social impact in Japan”Atsuko Hattori,ISTR 7th International
Conference, The Royal Orchid Sheraton Hotel, Bangkok, Thailand
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「社会変革投資のソーシャル・インパクト～日米ソーシャル・イノベーション専門家会議の成果よ
り～ 」
澤上篤人、筑紫みずえ、影山知明、服部崇、服部篤子、坂本忠弘

「ソーシャルビジネスを支えるコミュニテイ投資の行方」
クララ・ミラー、中多広志、新井貴、中村陽一、モデレーター：服部篤子

「ソーシャルイノベーションの創出にむけて」
小嶋明、斎藤ウイリアム、土井尚人、島根太郎、服部篤子

東京アメリカンセンター（ＴＡＣ）アントレプレナーシップフェア「一つのアイディアの力！－社
会起業家－」
田中淳夫、海津歩、トッド・ポーター、服部篤子

「ソーシャルビジネスの成長戦略とイノベーション」
ジェームズマンディバーグ、カーティ・ミシュラ、瀬川秀樹、服部崇、中村陽一、モデレーター：
服部篤子

日本NPO学会第21回大会パネル発表「ソーシャル・イノベーションのエコシステム」（於龍
谷大学）

“A study of the support system to scale up for social entrepreneurs”Atsuko
Hattori, ARNOVA 36th Annual Conference, Atlanta

「ソーシャルイノベーションにつながる社会的企業の要因と支援」鈴木崇弘、石井芳明、
小木曽麻里、服部篤子、日本計画行政学会第34回大会（於中央大学）

“How did social finance affect on revitalization of the 3.11 tsunami disaster in
Japan? :　A study of social investment fund and the outcome.”Atsuko Hattori,
ISTR 11th International Conference,the University of Muenster,Germany

“The women social entrepreneurship and social impact in the community”Atsuko
Hattori, Kurosawa, Sachiko Nishioka, Kaori Kobayashi, 9th Asia Pacific Regional
Conference of the ISTR, Nihon University, Tokyo, Japan

“Building a financially sustainable economic ecosystem of social enterprise
based upon a community development approach.”James Mandiberg and Atsuko
Hattori,the 6th EMES International Research Conference on Social Enterprise,
Université Catholique de Louvain, Belgium

イノベーション教育学会基調講演 (於早稲田大学）

日本NPO学会第20回大会パネル発表「認知症にやさしいまちのデザイン：オープンデータと
ボトムアップ指標の融合と課題」（於立教大学）

日本NPO学会第21回大会20周年記念パネル発表「NPO研究はこれからの社会にどう貢献でき
るか」（於龍谷大学）
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「匠と地域資源を活かす復興住宅と雇用を考える」
上野英二、畠山信、鈴木崇弘、エルミラ・ベイラズリー、服部篤子、野村恭彦

「ソーシャルイノベーションへの期待～開発課題解決へのアプローチとして～」
クリス・ダイグルマイヤー、イアン・ブレットマン 、功能聡子、服部篤子

「ソーシャルメディアの活用：災害・復興支援を迅速・効果的に」
ジャネット・ペース、佐々木豊志、浜田忠久、服部篤子

アジア・イノベーション・フォーラム「未来を創る企業内イノベーター（イントラプレナー）」
プラディープ・カシュヤップ、天野譲滋、明石剛、渡壁大、モデレーター：服部篤子

「ソーシャルビジネス・スケールアウト・シンポジウム、ソーシャルビジネスを次の展開へ」ア
レックス・ニコルス、ポール・ブルーム、服部篤子

アジア・イノベーション・フォーラム「人・企業・社会を変えるイノベーションの仕掛け」
黒川清、ジェラルド・J・羽根、金平　直人、モデレーター服部篤子

日本ソーシャル・イノベーション学会第1回年次大会メインシンポジウム「社会を変えるト
リガーとは何か」（於同志社大学）
石田秀輝、今中博之、河合秀治、モデレーター：服部篤子


