
 

 

【更新情報】  

・土屋有氏（株式会社アラタナ 執行役員）の登壇が決定しました！  

地方創生・ベンチャー会議  
～ベンチャー企業が創る地方の未来～ 

     主催 トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

共催  スタートアップ都市推進協議会 
 

    

この度、トーマツベンチャーサポート株式会社は、下記要領にて地方創生に向けて、地域活性化や地方のしごとづくりに

取り組むベンチャー企業を紹介する「地方創生・ベンチャー会議」を開催致します。 

現在、人口減少問題並びに東京一極集中が日本の主要課題として認識され、安倍内閣は政府に新組織「まち・ひと・しご

と創生本部」を発足、いわゆる「地方創生」プロジェクトに重点的に取り組み始めました。「まち・ひと・しごと」において“しごと”

が重要視されており、いかに地方に魅力ある雇用を生み出していけるかという点が本質的な課題となっています。 

このような背景を受けて、地方に魅力的な雇用を生み出しているベンチャー企業に加え、地域活性化に積極的に取り組ん

でいるベンチャー企業の取り組みを広く周知することを目的とし、弊社は「地方創生・ベンチャー会議」を開催いたします。 

 

【開 催 概 要】 

■ 開 催 日 2015年 3 月 18日 （水） 19:00～22:00 （受付開始 18:30） 

 

■ 会 場 ベルサール西新宿 8階 room6 

（〒106-0023  東京都新宿区西新宿 4-15-3住友不動産西新宿ビル 3号館 2・8F） 

             http://www.bellesalle.co.jp/room/bs_nishishinjuku/ 

 

■ 参 加 料 無料 

 

■ 定 員 150 名程度 

 

■ 対 象 者 地方に関わる仕事に興味がある方、U/I ターンや就職・転職を考えている方 

地方創生に関わる官公庁・地方自治体職員 

             地方創生に興味・関心のある企業 

地方ベンチャー企業等に興味のあるメディア、投資家 等 

 

■ 申込方法 右記 URLからお申し込みください。  http://www.deloitte.com/jp/semi2302 
 

■ プログラム 別紙のプログラム詳細をご覧下さい。 

 

  

http://www.bellesalle.co.jp/room/bs_nishishinjuku/
http://www.deloitte.com/jp/semi2302


 
 

 

 

【プログラム 】※テーマやスピーカー等に変更がある場合がございます。ご了承ください。 

時間 テーマ スピーカー 

19:00-19:10 
(10 分) 

開会のご挨拶 トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

19:10-19:40 
(30分) 

基調講演 
 
「スタートアップが創る地方創生 
 ～横須賀から始まるロールモデル～」 
 

横須賀市長 吉田 雄人 氏 

 

19:40-20:30 
（50分） 

パネルディスカッション① 

 

「ベンチャー社長が地域を創る」 

●パネリスト 

面白法人カヤック 
代表取締役 CEO 

柳澤 大輔 氏 

株式会社ヌーラボ 

代表取締役 
橋本 正徳 氏 

株式会社サイファー・テック 

代表取締役 

株式会社あわえ 代表取締役 

吉田 基晴 氏 

株式会社アラタナ 

執行役員 
土屋 有 氏 

 
ファシリテーター 
トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

20:30-20:40 
(10分) 

休憩  

20:40-21:30 
(50分) 

パネルディスカッション② 
 
「地方創生に向けた新しい人の流れと起
業」 

●パネリスト 

合同会社 paramita 代表 

NPO法人土佐山アカデミー 

Co-Founder 

林 篤志 氏 

NPO法人まちづくり GIFT 

代表理事 
齋藤 潤一 氏 

株式会社サーチフィールド 

取締役/FAAVO事業責任者 
齋藤 隆太 氏 

シナプテック株式会社 

代表取締役 

やまなしの翼プロジェクト 

代表 兼 プロデューサー 

戸田 達昭 氏 

 
ファシリテーター 
トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

21:30-21:40 
（10分） 

情報提供 
 

「地方創生に向けたトーマツベンチャー

サポートの取り組み」 

トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

21：40‐22:00 
（20分） 

名刺交換  

 



 
 

 

【登壇者紹介】※テーマやスピーカー等に変更がある場合がございます。ご了承ください。 

氏名 略歴 

吉田 雄人 氏 

 

横須賀市長 

1975年 12 月３日生、1999年、早稲田大学政治経済学部政治学科を

卒業。同年、イギリス・ロンドン短期留学（約３カ月）。同年、アクセン

チュア株式会社に入社。2003 年、横須賀市議会議員選挙において初

当選。2006 年、早稲田大学大学院政治研究科（地方自治行政）を卒

業。2007 年、横須賀市議会再選。2009 年、横須賀市長に初当選。

2013年、再選。無所属。 

横須賀のまちを愛する一人として、そして当然市長として、横須賀の

人口減少に強い危機感を持っています。「選ばれるまち横須賀」とい

うビジョンを掲げて、政策展開をしています。とくに新たな企業誘致企

業集積のあり方を創るべく、「ヨコスカバレー構想」を昨年発表し、10

年間で 100 社 100 億円のＩＣＴ関連スタートアップの集積を目指してい

ます。ぜひ、皆さんの力と知恵を貸してください。 

柳澤 大輔  氏 

 

面白法人カヤック 

代表取締役 CEO  

1974 年香港生まれ。1996 年慶應義塾大学環境情報学部卒業後、ソ

ニー・ミュージックエンタテインメント入社。1998 年、学生時代の友人

である貝畑政徳、久場智喜と共に面白法人カヤックを設立。クリエイ

ティブディレクターを務める傍ら、各種 Web 広告賞で審査員も歴任。

ユニークな人事制度（サイコロ給、スマイル給）や、ワークスタイル（旅

する支社）を発信し、「面白法人」というキャッチコピーのもと新しい会

社のスタイルに挑戦中。 

橋本 正徳 氏 

 

株式会社ヌーラボ 

代表取締役 

 

10 代のころに経験した演劇の世界から大声とコラボレーションに対す

る興味がわき、Java と PHP 言語を主に使うプログラマとして活躍。

星の王子さま』の筆者アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリの「愛する

ことはお互いに見つめあうことではなく同じ方向をめざすこと」という格

言が好き。 

吉田 基晴 氏 

 

株式会社サイファー・テック 代表取締役 

株式会社あわえ 代表取締役  

徳島県海部群美波町生まれ。神戸市外国語大学外国語学部国際関

係学科卒業後、株式会社ジャストシステムに入社。ベンチャー企業等

を経て、サイファー・テック株式会社の設立に参画、代表取締役に就

任。2013 年 株式会社あわえを設立し代表取締役に就任。 

土屋 有 氏 

 

株式会社アラタナ 

執行役員 

大学在学中にアルバイトとしてアイレップに参画、マーケティングコン

サルタントとして大型プロジェクトを担当しつつ取締役兼子会社代表

を歴任後、大学院入学＆インド放浪、帰国後に鎌倉にある面白法人

カヤックに参加。ソーシャルゲームのプロデューサーから事業部長を

経て、故郷宮崎を拠点にビジネスで貢献する生き方を選び、宮崎の

株式会社アラタナに参画、サービス開発部、統括本部執行役員本部

長として、宮崎と東京を飛び回りながら活躍中。 

林 篤志 氏 

 

合同会社 paramita 代表 

NPO法人土佐山アカデミー Co-Founder 

プロデューサー。合同会社 paramita 代表。愛知県生まれ。豊田高専

卒業。2009 年、東京・世田谷「自由大学」共同設立。2011 年、高知・

土佐山「土佐山アカデ ミー」を創業するなど、学びの場づくりや地域

に人が巡り続けるための仕組みづく りを行う。地域・自治体のプロ

デュース、企業ブランディングなどを手がける。 

齋藤 潤一 氏 

 

NPO法人まちづくり GIFT 

代表理事 

米国シリコンバレーの IT ベンチャー企業で、マーケティングディ レ

クターとして活躍。帰国後、プロモーションに特化した Web 制作会社

を 創業。大手企業を中心に経済産業省、日本商工会議所、全国自

治体 の案件で多くの成果をあげる。地方企業の再生案件をきっかけ

に、宮崎県に I ターン。地域資源を活かしたまちづくりを使命に、特産

品等の販路開拓を専門に活動。 



 
 

齋藤 隆太 氏 

 

株式会社サーフィールド 

取締役 / FAAVO事業任者 

 

 

 

法政大学人間環境学部卒 

2007 年 4 月株式会社 USEN 入社 1 年半弱有線放送や web 商材の

提案営業に従事 

2008 年 7 月 株式会社サーチフィールド創業に参加 営業/ディレク

ターとして、クリエイター支援事業に従事 

2012 年 6 月 WEB 事業部発足  地元応援クラウドファンディング

FAAVO 開始 2015年 1月 全国 32エリアで展開中。 

戸田 達昭 氏 

 

シナプテック株式会社 代表取締役 

やまなしの翼プロジェクト 代表 兼 プロデューサー 

静岡県藤枝市生まれ。山梨大学大学院医学工学総合研究部物質・

生命工学コース修士課程修了後、シナプテック株式会社並びに、若

者参画型プロジェクトチーム・やまなしの翼プロジェクト設立。 

バイオやエネルギーベンチャーを経営しながら、学びあいをベースと

した産学官民協働による地域づくりモデルを各地で展開。その他、6 

期中央教育審議会生涯学習分科会委員や山梨県青少年問題協議

会委員や、Smart Frontier KOFU 代表、Move Innovation 株式会社取

締役、甲府市中心市街地ストリート再生事業実行委員会実行委員長 

等を担う。 

■トーマツベンチャーサポート株式会社のご案内 

トーマツベンチャーサポート株式会社は、販路拡大・ＰＲ・資金調達支援等を行うベンチャー支援、大企業への新規事業開発コ

ンサル、さらにプラットフォームとして多くのマッチングイベントやセミナー等を行っております。 

また、2012 年 12 月より、「全国 47 都道府県ベンチャーサミット」を実施して参りました。県知事の登壇や県の協力などを頂き、

2014 年 4月 12日の秋田県での開催を持って、全国での開催を終えました。 

全国のネットワークも生かし、日本経済の活性化に貢献して参ります。 

 

【お問い合わせ先】 

トーマツ ベンチャーサポート株式会社 前田亮斗 

Tel：03-6213-2000 

 

【会場地図】 
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