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EXPERTS list & projects' menu 3 (案) 

❥3：産･官･学･民･(金) 共創 HUB「環境(生物圏)」プロジェクト 

～「環境(生物圏)」エコシステム･場づくりで地域(社会･街･里)創生～ 
 

EXPERTS list 
【共創テーマ３：「環境(生物圏)」】 
 SDGs 環境(地球)課題解決/目標達成アクション 
 
Projects' menu 3 
【フェーズ３：「経営」 SDGs Innovation HUB】 
 青少年+成人サステナブル人材(才能)育成･共育 
 

SDGs Innovation HUB project 事務局 
令和２年３月１５日 

 

１．【共創テーマ３：「環境(生物圏)」】 

  SDGs 環境(地球)課題解決/目標達成アクション EXPERTS list 

 

⑦ゼロ・エミッション x SDGs 

⑧ゼロ・ウェイスト x SDGs 

⑨再生可能エネルギー100％ x SDGs のほか 

私達全ての教育・起業・経営等に直結する SDGs のツボ 

 

◎森の恵～みんなの地球公園 x SDGs 

◎SMILE by Quality WATER x SDGs 

◎アリストテレス四元素(水･風･土･火)循環 x SDGs 

◎ISLANDs x SDGs など 

その他の SDGs ビジネス×ファイナンスの Innovation のツボ 

 
 

CePiC メンター 
「地方↔都市」地域イノベーション支援プログラム関係 

 
上村 章文 
CePiC 代表理事/メンター共同代表 RRPF 代表 
りそな銀行特別顧問。自治大学校教授。CePiC 代表理事。rrpf 代表理事。東京ワイン倶楽部会長ほか。 
東京大学法学部卒業。自治省（現総務省）入省。28 歳で青森県総務部地方課長。自治省大臣官房情報管理官室課長補佐、37 歳で香川県総務部長。
全国知事会事務局部長・地方分権推進本部事務局長、市町村アカデミー教授・研修部長、総務省大臣官房会計課企画官、内閣府政策統括官（防災
担当）付参事官（災害応急対策担当）、総務省自治大学校部長教授、（財）地域総合整備財団（ふるさと財団）事務局長などを経て、総務省北海道
管区行政評価局長。総務省を退官後、現職。 

 
奥山 雅之 
明治大学政治経済学部准教授。税理士試験合格者。中小企業診断士。 
埼玉大学経済学研究科博士後期課程修了。東京国税局、東京都庁、多摩大学経営情報学部准教授を経て 2017 年４月より明治大学政治経済学部准
教授。東京都庁では東京都商工指導所にて中小企業の診断･指導、調査研究に従事。その後、産業労働局商工施策担当副参事、産業労働局企画計
理課長などを歴任。東京都の中小企業施策の企画・立案に長く携わるとともに、各自治体の施策検討委員会委員などを務める。  
専門は地域産業、中小企業、地域ビジネス、起業、製造業のサービス化、企業診断、産業政策など。  
博士（経済学）。 

 
酒井 直人 
中野区長。特定非営利活動法人ストリートデザイン研究機構理事長。中野区地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）。自治体改善マ
ネジメント研究会事務局長。 
早稲田大学法学部卒業。早稲田大学大学院法学研究科修了。区議会事務局、総務課法規担当、文書管理システム導入担当、財務会計システム導入
担当、広報ホームページ、パブリシティ担当、国保運営担当係長、広報課長を経て現職。 
2010 年に中野区職員勉強会ＮＡＳを立ち上げ、以来毎月１回開催している。 
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長島 剛 
多摩信用金庫価値創造事業本部地域連携支援部長。首都大学東京客員教授。経済産業省産業構造審議会地域経済産業分科会委員。経済産業省中小
企業政策審議会中小企業経営支地域経済産業分科会援分科会委員。調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討委員会委員。西東京市総合戦略策
定懇談会委員。 
1988 年多摩中央信用金庫入庫。1997 年「多摩らいふ倶楽部」を立ち上げた。2009 年たましん事業支援センター長、2011 年より価値創造事業部
長。同年「課題解決プラットホーム TAMA」の運営開始や「東京・多摩のおみやげプロジェクト」の立ち上げに関わる。2013 年には「創業支援
センターTAMA」を開設。2017 年より現職。地方自治体の委員なども多数歴任してきている。 

 
戸田 達昭 
シナプテック株式会社代表取締役社長。第 6 期中央教育審議会生涯学習分科会委員。 
2007 年山梨大学大学院在学中に株式会社 SPARK 設立、代表取締役就任。（山梨県初の学生起業家）。山梨大学大学院医学工学総合教育部物質・
生命工学コース修士課程修了。2008 年シナプテック株式会社設立、代表取締役就任。2009 年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。2011 年第 6 期中央教育審議会生涯学習分科会委員就任。山梨県青少年問題協議会委員就任。Smart Frontier KOFU 設立、代表
就任。2014 年 Move Innovation 株式会社設立、取締役就任。甲府中心市街地ストリート再生実行委員会発足、実行委員長就任。2015 年 AVANCEUR
株式会社設立、取締役就任。2016 年株式会社オゥルテス 取締役就任。株式会社 VRC 取締役兼 CMO に就任加地貿易株式会社 執行役員に就
任 

 
伊藤 智久 
滋賀大学社会連携研究センター客員准教授。滋賀大学ビジネスイノベーションスクール スクール長。明星大学経営学部経営学科准教授。NPO 法
人日本 MIT ベンチャーフォーラム理事。 
東京大学大学院学際情報学府修了後、株式会社野村総合研究所に経営コンサルタントとして入社。金融サービス、ICT・メディア、コンシューマ
ービジネスなどの業界の国内外の大企業に対して、事業戦略やマーケティング戦略などの経営コンサルティングに従事。また、経済産業省、総務
省、内閣府などの中央官庁の調査研究、政策立案・執行支援（情報通信政策、科学技術イノベーション政策、新規産業・ベンチャー政策など）に
も数多く従事。2015 年に滋賀大学ビジネスイノベーションスクールを立ち上げ、スクール長としてアントレプレナーシップ教育に取り組んでい
る。明星大学経営学部准教授（イノベーション実践論など）。獨協大学経済学部非常勤講師（ベンチャー企業論など）。 

 
冬野 健司 
NPO 法人日本 MIT ベンチャーフォーラム副理事長。 
1985 年民営化と同時に日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）に入社。ニューメディア黎明期のキャプテンサービスのマーケティング・営業戦略策定
に参加。その後、マルチメディアの勃興に伴い、インターネットビジネスの幅広い投資案件実施・管理の傍ら個別案件（ネットバンク事業 ・ 情
報アグリゲーションビジネス等）の立ち上げに従事。事業立ち上げと支援の両面から事業創造を促進。ソリューション事業、SMB 事業、ファイ
ナンス事業等の新たな事業戦略策定、リセッションを実現。 
2014 年より現在は、㈱情報通信総合研究所取締役、主席研究員、新ビジネス推進担当。 
日本ベンチャー学会員。 
また、2005 年より、NPO 日本 MIT エンタープライズフォーラム（現日本 MIT ベンチャーフォーラム）にて、プロボノとしてメンタリングを
中心にベンチャー支援、アントレプレナーシップの醸成に取り組む。2012 年より副理事長として活動全体を促進。複数のベンチャー企業の事業
課題に奮闘中。 日本ベンチャー学会員。 

 
松山 知樹 
株式会社温故知新代表取締役。 
1998 年東京大学大学院都市工学修士。1998 年（株）ボストン・コンサルティング・グループ入社。2005（株）星野リゾート入社。客室清掃の
生産性向上で効率 1.5 倍達成。2007 年旅館運営ディレクター。ゴールドマン・サックスグループ等との共同プロジェクト・旅館再生事業の総責
任者。2009 年（株）星野リゾート取締役就任。2011 年（株）温故知新創業。現在に至る。 

 
吉田 正博 
一般社団法人永続的成長企業ネットワーク代表理事。地域自立総合研究所所長。法政大学大学院ＣＳＲ研究所特任研究員。早稲田大学社会連携研
究所招聘研究員。 
１９５１年大阪府生まれ。早稲田大学商学部卒業後、７７年横浜市入庁。主に経済行政一筋に進む。産業金融課長、経済政策課長、経営支援課長
を務め、２００７年財団法人横浜企業経営支援財団常務理事や横浜市金沢区副区長を歴任。０８年、０９年には経済産業省産学人材育成パートナ
ーシップ経営・管理人材分科会委員を務める。１１年第６回ニッポン新事業創出大賞「支援部門」最優秀賞（経済産業大臣賞、日本ニュービジネ
ス協議会連合会会長賞）を現役公務員で全国初受賞。２０１３年３月定年退職。 
一般社団法人永続的成長企業ネットワーク代表理事、地域自立総合研究所所長、法政大学大学院ＣＳＲ研究所特任研究員、早稲田大学社会連携研
究所招聘研究員などを務め、地域活性・産業振興・企業支援に取り組んでいる 

 
金丸 治子 
イオン株式会社グループ環境・社会貢献部長。 

  
大塚 哲雄 
リコージャパン株式会社社会インフラ事業部社会イノベーション部部長。 
1988 年、株式会社リコー入社。以降国内販売、マーケティング担当。2007 年―2015 年 3 月まで新興国市場開拓担当。BRICｓ、Next11。 2015
年 4 月より、現職。地域活性化を切り口に新しい市場で新しいパートナーと新しいビジネスを探索。 

 
村岡 慶一 
りそな銀行ビジネスプラザおおさか所長。 

 
小西 龍人 
株式会社船場ＣＤ統括部（Creative Director Division） プロジェクトマネージャー。宅地建物取引士。博多まちづくり推進協議会会員。 
 1975 年滋賀県彦根市生まれ。1998 年株式会社船場入社。開発事業本部東京ＳＣ（Shopping Center）綜合開発研究所・調査企画部門を経て、2016
年１月よりＣＤ統括部に異動。入社以来、商業施設や公民連携施設の企画開発コンサルティング全般（調査・企画・コンセプト・戦略立案・テナ
ントミックスプランニング・テナントリーシング等）に従事。 
近年の主な業務実績 
ＫＩＴＴＥ博多、イオンモール岡山、新宿小田急ハルク食堂酒場ハル☆チカ、 
中央自動車道ＥＸＰＡＳＡ談合坂、豊島区南池袋公園整備事業 等 

  
吉田 淳一 
株式会社 NTT データオープンイノベーション事業創発室部長。 
1987 年 NTT 入社。現在 NTT データ イノベーション事業推進にてインバウンド事業の創出並びに世界のＩＣＴトレンド・観光等に関する講演活
動『吉田劇場』を展開中。 
◆吉田劇場◆ 
国内外のサービストレンド(金融、観光、地方創生、医療、最新 ICT 等)を“映像”を駆使した劇場型プレゼンテーション『吉田劇場』として、大変
好評頂いており、年間 80 本超の講演を実施。 
多数の最新事例を、情報のシャワーでお届けします。眼から鱗、感動、疲労感、爽快感・・・ 
どうぞ、ご家庭でショートムービを 1 本鑑賞されるような、気軽な気分でご覧頂ければ幸甚でございます。 
＜社外活動＞ 



3 

 

 ・観光庁「ビジットジャパン＋」WG の戦略検討メンバー(～2014) 
 ・一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会理事 
 ・「外国人旅行者向け免税制度に関する協議会」副会長 
 ・NTT2020 検討 WG メンバー 
 ・経産省おもてなしタスクフォース WG メンバー(～2015) 
 ・経済産業省 IOT 推進ビジネス協議会メンバー 
 ・総務省グローバルコミュニケーション開発推進協議会メンバー  
 ・スポーツ庁：官民連携スポーツ健康増進検討会委員 

 
林 誠 
所沢市財務部財政課長。 
1965 年滋賀県生まれ。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。日本電気株式会社に就職。その後、所沢市役所に入庁。一時埼玉県庁に出向し、
現在に至る。市では、財政部門、商業振興部門、政策企画部門等に所属。中小企業診断士資格を取得。 

  
福田 次郎 
横浜市役所最高情報統括責任者（CIO 補佐官）。横浜市役所総務局しごと改革室担当部長。 

 
池田 昌人 
ソフトバンク株式会社 CSR 統括部統括部長。公益財団法人東日本大震災復興支援財団事務局長。 
東日本大震災を機に、企業ができる継続的な社会貢献事業を推進しようと、2011 年マーケティング部門から CSR 部門に異動し、公益財団法人東
日本大震災復興支援財団に兼務。 
現在はソフトバンクの CSR 統括部の責任者、公益財団法人東日本大震災復興支援財団の事務局長として、事業を通じた社会課題の解決に取り組
む。 

 
高梨 謙一郎 
大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部 C&I センター ビジネスイノベーション本部 本部長。  
慶應義塾大学総合政策学部で主にソーシャルマーケティングを学び、1994 年に卒業後、大日本印刷に入社。得意先企業のブランディング、セー
ルスプロモーション、マーケティング等の企画や、新規事業プロジェクトに携わる。 2014 年、コーポレートコミュニケーション、空間開発を担
う CC・SD 本部本部長に就任。2017 年に、新規事業開発を担うビジネスイノベーション本部本部長に就任、現在に至る。 

 
富樫 泰良 
外房経済新聞編集長。オールニッポンレノベーション代表理事。 
2009 年に中高生主体の国際ボランティアネットワーク CWPJ を発足。史上初めて学生で「NHK 日曜討論」に出演した他、TBS 報道特集・ニュ
ースバード、NHK「あさイチ」、青春リアル、板野パイセン、首都圏スペシャル、プライムニュース他メディア出演多数。重点政策若者議会推進・
若者担当大臣・これに変わる部局の設置等の提案者。著書「ボクらのキボウ 政治のリアル」 

  
伊藤 風吾 
株式会社パイプドビッツ執行役員、事業開発本部長。 
３２歳で東証一部上場パイプドホールディングスの主要会社パイプドビッツの執行役員に就任している。 

 
塗矢 眞介 
株式会社クラウドリアルティ取締役 CIO/CFO。 
慶應義塾大学商学部卒業。コロンビア大学大学院 Sustainability Management 専攻修士課程修了。 
2017 年 3 月に創業メンバーとして株式会社クラウドリアルティの経営に参画。クラウドファンディングをはじめ最新の IT 技術を駆使し個人投資
家の資金需要と、国内外の幅広い投資需要をマッチングする、P2P 型不動産クラウドファンディング・マーケットプレイス「Crowd Realty」を
運営。三菱 UFJ フィナンシャル・グループが主催する「MUFG Digital アクセラレータ」第２期プログラムにおいて、グランプリを受賞。クラウ
ドリアルティ入社以前は、メリルリンチ日本証券株式会社の投資銀行部門にて事業会社や J-REIT の資金調達及び M&A に関するアドバイザリー
業務に従事したほか、世界最大の不動産ファンド、ブラックストーン・グループの日本法人にて国内不動産投資・運用業務に従事し、多数の案件
を執行。 

 
金丸 美樹 
森永製菓株式会社新領域創造事業部チーフマネジャー。株式会社 SEE THE SUN 代表取締役社長。 
慶應義塾大学卒業。森永製菓株式会社に入社。主に商品開発を担当。プロジェクトマネージャーを経て、広告部へ。2008 年に結婚、翌年めでた
く出産し、育児と仕事の二足の草鞋を履く。2009 年より経営戦略部イノベーショングループ。2014 年には新規領域創造事業部にてチーフマネー
ジャーに就任。今年 2017 年にはコーポレートベンチャーである『株式会社 SEE THE SUN』の CEO に就任した。 

 
芳賀 雅彦 
博報堂勤務。 
早稲田大学政治経済学部卒業。博報堂入社。J リーグの立ち上げの博報堂のメンバーの一人。 

 
安在 尚人 / 谷崎 テトラ / 松尾 憙澄ほかアースデイ東京発起人（MEGV 理事等） 
アースデイ東京事務局（https://www.earthday-tokyo.org/ ） 
・アースデイ東京に関するお問い合わせへの対応 
・アースデイ東京実行委員会の運営に伴う実務 
・アースデイ東京の制作物作成、広報、取材対応 
・アースデイ東京開催に伴う出展管理、協賛団体等調整、ボランティアコーディネート等 
・その他、アースデイ東京に関わる業務全般 

 

 

CePiC メンター共同代表 
 

上村 章文 
CePiC 代表理事/メンター共同代表 RRPF 代表 
りそな銀行特別顧問。自治大学校教授。CePiC 代表理事。rrpf 代表理事。東京ワイン倶楽部会長ほか。 
東京大学法学部卒業。自治省（現総務省）入省。28 歳で青森県総務部地方課長。自治省大臣官房情報管理官室課長補佐、37 歳で香川県総務部長。
全国知事会事務局部長・地方分権推進本部事務局長、市町村アカデミー教授・研修部長、総務省大臣官房会計課企画官、内閣府政策統括官（防災
担当）付参事官（災害応急対策担当）、総務省自治大学校部長教授、（財）地域総合整備財団（ふるさと財団）事務局長などを経て、総務省北海道
管区行政評価局長。総務省を退官後、現職。 

 

https://www.earthday-tokyo.org/
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小野 智史 
CePiC メンター共同代表 
（2017 年 3 月トヨタ日本最大の SC トレッサ横浜で、SDGs のグー（地球）、チョキ（科学）、パー（社会）課題の解決策を体験する一大イベント
「ハッピードームへようこそ＠リヨン広場」を開催し（ https://cepic.net/ ）、5-6 万人の客と最新の SDGs アクションを体験） 
Daffodil Japan IT 執行役員。バングラビジネスパートナーズ執行役員。イノベーション融合学会専務理事。LIGHT UP NIPPON メンバー。その
他アドバイザーなど多数。 

 
御友 重希 
CePiC メンター共同代表、MEGV Geo Voice 創案者 
野村総合研究所 未来創発センター 制度戦略室 主席研究員（財務省から官民交流） 
前金融庁総合政策局総務課国際室国際政策管理官（G20 福岡→大阪、FATF）総務企画局市場課市場業務室市場業務監理官（証券取引所等所管） 
東京大学経済学部卒業。コーネル大学経営学修士（MBA）。平成７年大蔵省入省。証券局金融市場改革担当、米コーネル大 MBA 留学、主税局税
制改革担当、イタリア大使館勤務、国際局 G7・8・20 担当、主計局主査、理財局計画官補佐、総理官邸官房副長官秘書官、英国チャタムハウス
客員研究員、財務省大臣官房信用機構課機構業務室長、大臣官房企画官などを経て、金融庁証券取引等監視委員会証券検査企画管理官。現在、金
融庁総務企画局市場業務監理官。米ブルッキングス研究所と毎年、世界のトップシンクタンク１位、２位を争う英国チャタムハウスでも勤務して
きている数少ない日本人である。 

 

 

 

２．【フェーズ３：「経営」 SDGs Innovation HUB】 

  地域創生･社会振興事業+産官学民(金)連携実証 EXPERTS list & projects' menu 3 
（Project（１）～（７）への参加の有無に関係なくEXPERTS を選んでいただけます。） 
 
（１）産･官･学･民･(金) MM HR Intl. Sharing & Exchange（国際 Micro Movie 人材シェア&取引所） 

リアル空間での SDGs Innovation HUB での活動を時空を超えて支援するサイバー空間システム
（各地区 JC･各地 JC･各委員会が、以上の SDGs Innovation HUB プログラムメニューと、支援する 
「拡大版 SDGs アクションプラン 2019」を選択し、「地方創生 SDGs 金融フレームワーク」を動かし、

SDGs 実践主体として最前線を主導、own SDGs･next SDGs を世界に発信し、G20 各国や各国際機関、

政府･自治体や JCI･UN 等と共創する Speed･Social Impact を格段に上げる新 Geo Voice System） 
 
中村 俊輔 
中村牧場 代表（https://nakamu-farm.com/ ）  
マネーフォワードグループ 株式会社クラビス 人工知能研究所 所長（https://klavis.co.jp/member/id=71.html ）  
株式会社エッジコンサルティング AI ジョブカレ 機械学習, 深層学習講座 講師, シニアデータサイエンティスト
（https://www.aijobcolle.com/dl ）  
奈良クラブ CTO DataFluct Technical advisor（https://datafluct.com/#member ） 
奈良先端科学技術大学院大博士前期課程修了。学生時代からデータサイエンティストとして株式会社マクロミルで勤務。新卒で楽天株式会社のビ
ッグデータ処理アプリケーション開発に携わった後、スタートアップで Web マーケティングツールのデータ解析部分をスクラッチから開発。 
30 以上のプロジェクトのコンサルタント、開発者、プロジェクトリーダーとして携わりながら 50 人以上のデータサイエンティスト育成~実稼働
までサポート。 
web: www.nakamu.me   linkedin: www.linkedin.com/in/shunsuke-nakamura/  

 
藤原 洋 
1954 年、福岡県生まれ。1977 年に京都大学理学部を卒業。1996 年、東京大学工学博士号（電子情報工学）を取得する。1977 年に日本アイ・ ビ
ー・エム株式会社に入社。その後、日立エンジニアリング株式会社（現・株式会社日立産業制御ソリューションズ）、株式会社アスキーを経て、
動画像符号化方式の研究・標準化活動を行い MPEG（エムペグ）の創設に参画。1996 年に株式会社インターネット総合研究所（IRI）を設立し、
代表取締役所長に就任する。2012 年から現職。2015 年、一般財団法人インターネット協会理事長に就任。代表著書に『ネットワークの覇者』（日
刊工業新聞社）、『科学技術と企業家の精神』（岩波書店）、『第４の産業革命』（朝日新聞出版）など多数。 

 
（２）デザイン思考等によるまちづくりアイディアソン（CePiC メンター堤氏･VCT 等モデレーター） 

広域 ArtTech イベント内 JC SDGs HUB（福岡「明星和楽」、札幌「No Maps」、各芸術祭等） 
（CePiC 連携の RRPF 連携）（RRPF： https://rrpf.jp/ ）（明星和楽： https://myojowaraku.net/ ）（No Maps： https://no-maps.jp/ ） 

 
堤 孝志 
総合商社、シリコンバレーおよび国内の VC において 20 年以上にわたって一貫してリスクの高い新規事業の立ち上げと日米・アジアにて幅広く
ベンチャー投資活動を行う傍ら個人的に「顧客開発モデル」を中心とした講演、レクチャーを精力的に行ってきたが、2014 年満を持してラーニ
ング・アントレプレナーズ・ラボ株式会社を共同設立。 東京理科大学工学部卒。McGill 大学経営大学院修了。訳書に『アントレプレナーの教科
書』、『スタートアップ・マニュアル』（翔泳社）、『リーン顧客開発』（オライリー・ジャパン）、『クリーンテック革命』（ファーストプレス）等 
 
ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ株式会社は ともにベンチャー投資経験豊富な堤孝志と飯野将人の二人が共同代表を務める プロセス志向
アクセラレーターです。 顧客開発モデルの発案者である Steve Blank 氏の全面支援を受けながら ノウハウ、資金の両面から「学び続ける起業家」
を支援します。 
 
Learning Entrepreneur’s Lab の目的は顧客開発モデルを始めとする「本当にツカえる起業ノウハウ」を研究し、紹介し、起業家とともに実践する
ことです。 
  
私たち２人には事業立ち上げの経験もあるし、二人とも欧米の大学で経営学を修めたし、またベンチャーキャピタリストとして 10 年以上も起業
家の成功や失敗をみてきた経験もありましたが、ベンチャー一つ一つの成功や失敗には固有の理由があって賢しらに「ここをこうすればきっとう
まくいきますよ！」と助言できるような英知はありません。そんな私たちにできることといえば起業家と一緒に精々愚直に苦楽を共にするという
ことだけで流行歌のように出てきては消える「最新経営トレンド」の修得に熱心であるべき僕たちも、ビジネス本を追いかけるのに飽いてもいま
した。 
  
「顧客開発モデルについて世界で初めて書かれた「The Four Steps to The Epiphany（邦訳「アントレプレナーの教科書（翔泳社）」は、凡百のビ
ジネス本とはまったく違います。幸運なことに私たちはそれを邦訳する機会を通じてモデルの主唱者であるスティーブ・ブランク氏（今では親し
みを込めて「センセイ」と呼んでいます）の知己を得、多くのことを学ばせていただいています。ブランク先生が素晴らしいのは、こうしたノウ
ハウを惜しげもなく公開するだけでなく、世界中の多くの実践者がその基礎的な考え方のうえに独自の味付けをしながらモデルを洗練させること
をオープンに認めていることです。 

https://cepic.net/
https://nakamu-farm.com/
https://klavis.co.jp/member/id=71.html
https://www.aijobcolle.com/dl
https://datafluct.com/#member
http://www.nakamu.me/
http://www.linkedin.com/in/shunsuke-nakamura/
https://rrpf.jp/
https://myojowaraku.net/
https://no-maps.jp/
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松口 健 
明星和楽 Organizer  SAINO Inc. 
明星和楽は「異種交創」を体現するムーブメントとして 2011 年よりフェスティバル・イベントを開催しています。年齢やポジションに関係なく
「異種」な人々が「交」わる場として機能し、新しいモノ・コトを「創」り出す仕掛けであり、”装置”です。ここから生み出されたモノ・コトが、
アジア、ひいては世界を席巻するムーブメントになることを目指します。 

 
伊藤 博之 
No Maps 実行委員会委員長 No Maps 合同会社代表 
クリプトン・フューチャー・メディア（株）代表取締役 
「No Maps」は、札幌・北海道という象徴的な開拓の地で、 
クリエイティブな発想や技術によって次の社会を創ろうとする 
“現代的フロンティアスピリット”を持った人たちのためのコンベンションです。 
集った人々はもちろん、この地で暮らす人々のクリエイティビティを高め、 
地図にまだ描かれていない、新たな領域を切りひらいていこうとするものです。 
No Maps（ノーマップス）の名前の由来 
アメリカのＳＦ作家、ウィリアム・ギブスンを追った同名のドキュメンタリー映画にちなんで命名。 
「地図なき領域を開拓する」という願いを込めている。 

 
神代 浩 
アートミュージアム・アンヌアーレ 2018 発起人（ https://www.am-annuale.jp/ ） 
図書館総合展発起人（ https://www.libraryfair.jp/news/8321 ） 
文部科学省大臣官房審議官 
文部科学省生涯学習政策局社会教育課長在任中に住民の課題解決支援を積極的に推進する有志のネットワーク、図書館海援隊を設立。図書館総合
展を開始。東京国立近代美術館長在任中にアートミュージアム・アンヌアーレ創設。 
1962 年大阪市生まれ。文部科学省科学技術・学術総括官兼政策課長。1986 年東京大学法学部卒、文部省(当時)入省。2009～2010 年文部科学省
生涯学習政策局社会教育課長。 
在任中に住民の課題解決支援を積極的に推進する有志のネットワーク、図書館海援隊を立ち上げる。 
その後国立教育政策研究所教育課程研究センター長、初等中等教育局国際教育課長、文化庁文化財部伝統文化課長を経て、現在科学技術・学術総
括官兼政策課長。2014 年 6 月よりビジネス支援図書館推進協議会理事。 
同年 10 月『困ったときには図書館へ～図書館海援隊の挑戦～』(悠光堂)を刊行。共著に『困った時には図書館へ 2 学校図書館の挑戦と可能性』
（悠光堂 2015 年）などがある。 

 
新潟県の「大地の芸術祭」、香川県の「瀬戸内国際芸術祭」、札幌市の「札幌国際芸術祭」、横浜市
の「横浜トリエンナーレ」など主催者･関係者 
 
宮田 亮平 
文化庁長官。 
金工作家。新潟県佐渡に蝋型鋳金作家の 2 代目宮田藍堂の 3 男として生まれる。1972 年に東京藝術大学大学院 美術研究科 工芸専門課程(鍛金
専攻)を修了。イルカをモチーフとした「シュプリンゲン」シリーズなどの作品で，「宮田亮平展」（個展）をはじめとして，国内外で多数の展覧
会に参加。 「日展」内閣総理大臣賞や，「日本現代工芸美術展」内閣総理大臣賞など数々の賞を受賞し，2012 年に第 68 回日本芸術院賞を受賞。 

 
工藤 俊太郎 
CePiC メンター 青工逢山主宰。THE Strategy Partner 最高経営責任者。その他数社の CEO/CFO を務めている。元ボストンコンサルティング G。 
宮城県仙台市出身。 ボストンコンサルティンググループにおいてコンサルタントとして、消費材、産業材、金融業界などの戦略策定/立案から
BDD までを幅広く手がける。その後、戦略アドバイザリーファーム THE Strategy partner。ハイカルチャー/アートのビジネス化をキーワードに 
D2C 華道家集団青工逢山を立ち上げ、同社最高経営責任者に就任、現在に至る。いくつかのバイアウトも経験。 

 
石尾 怜子 
CePiC メンター。スターフェスティバル経営企画本部広報部部長。 

 
（３）SDGs 環境(地球)課題解決/目標達成アクション 

SDGs Innovation 産･官･学･民･(金) 共創 HUB イベント･実証実験 （「地域創生 SDGs 金融フレ
ームワーク」や同官民連携プラットフォーム等を通じ、CePiC を通じ政府や自治体、国際機関はじめ、

証券取引所、地域や全国の銀行･証券･保険等業界団体等と連携してエコシステム･場づくり） 
（駐日国際機関： https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/kokusai/index.html ）（金融業界団体： https://www.ifinance.ne.jp/link/gyokai.htm ） 

（Publink： https://publink.biz/ ）（よんなな 47 会： http://47kai.com/ ）（RRPF： https://rrpf.jp/ ） 

 
日本証券業協会 
（株主コミュニティー制度：http://market.jsda.or.jp/shijyo/kabucommunity/index.html ） 

 
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 
（クラウドファンティング：https://www.t2fifa.or.jp/ ） 

 
証券会員制法人 福岡証券取引所 
（IPO 等セミナー：https://www.fse.or.jp/event/tindex.php ） 

 
株式会社東京証券取引所／株式会社日本取引所グループ 
（TOKYO PRO Market：https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/index.html ） 
G20 福岡の G20 Week＠FGN でセミナー「多様かするベンチャー企業の資金調達」等、金融庁等と連携し全国で開催。 

 
熊野 正樹 
九州大学学術連携・産学官連携本部 准教授 ／ 博士（商学） 
富山県出身 富山中部高校卒、同志社大学卒、同大大学院商学研究科博士課程後期退学。銀行、コンサルティング会社、TV 番組制作会社、IT 上
場ベンチャーを経て、2005 年経営コンサルティング会社を設立（起業）。同志社大学専任講師、崇城大学総合教育センター准教授を歴任。2016
年より現職。一般社団法人 QU Ventures 代表理事。福岡市国家戦略特区指定法人評価委員会委員長。2017 年、九州大学公認の部活動「起業部」
創設に際し、起業家教育に携わる大学教員を対象にした、経済産業省主催のベンチャーアワードで、「最優秀教員賞」を受賞。地方大学で学生ベ
ンチャー経営者の創出に全力投球している。 

https://www.am-annuale.jp/
https://www.libraryfair.jp/news/8321
https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/kokusai/index.html
https://www.ifinance.ne.jp/link/gyokai.htm
https://publink.biz/
http://47kai.com/
https://rrpf.jp/
http://market.jsda.or.jp/shijyo/kabucommunity/index.html
https://www.t2fifa.or.jp/
https://www.fse.or.jp/event/tindex.php
https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/index.html


6 

 

 
只隈 洋一 
デロイト トーマツ ベンチャーサポート(株) 九州地区統括 公認会計士 
福岡市出身。九州大学法学部卒業後、1994 年監査法人トーマツ福岡事務所入所。上場会社の会計監査だけでなく、ベンチャー企業、中堅企業の
上場支援やＭ＆Ａ、事業再生等々、幅広く企業の経営支援に携わる。2005 年から 2010 年まで大連および上海に駐在し、中国進出の日系企業の
諸々の相談も受ける。現在は、福岡に限らず、九州全域のベンチャー企業支援に注力し、ここ 3 年での九州での新規株式公開（ＩＰＯ）の支援実
績は 5 割となる。 

 
渡辺 麗斗 
株式会社ドーガン・ベータ 取締役パートナー 
1990 年静岡市生まれ。神戸大学にてベンチャーファイナンスを専攻。2012 年金融の地産地消を実践するドーガンに参画以降、一貫して九州にゆ
かりのあるベンチャー企業への投資を行う。2017 年スピンオフする形でドーガン・ベータを共同設立。起業相談のための施設 福岡市スタートア
ップカフェにてコンシェルジュも務める。 

 
堀田 靖幸 
ソニー銀行株式会社 新規事業企画部長 
三井住友銀行にて国際審査、海外勤務（インドネシア 日系・非日系渉外）、本店大企業 RM 業務に従事。ソニー銀行にて法人融資部長、法人営
業部長を経て現職。国内銀行初の投資型（ファンド型）クラウドファンディング事業を推進。 

 
早田 圭介 
株式会社アイル 代表取締役 
長崎県出身、１９８９年山口大学卒。１９８９年野村證券入社後、１９９４年早田商店入社。２００６年（有）アイル取締役就任。２０１４年（株）
アイル代表取締役就任。規格外の野菜という理由で廃棄されている野菜を農家から買い取ってシート状『VEGHEET』に加工することで、鮮やか
な見た目だけでなく、野菜嫌いの子供でも食べられる新たな食材を２０年の歳月を掛けて開発・加工に成功。野菜シートの普及により、世界的問
題となっている「野菜シートで世界のフードロス問題に貢献する」の解決にも繋がると、国際特許を整備し、海外進出も進めている。業容拡大に
向け、ソニー銀行を通じて、クラウドファンディングで「環境・地球・人にやさしい新食材をテーマに、規格外野菜から生まれた野菜のシート（ベ
ジート）ファンドで９８００万円の資金調達を実現。 

 
柴原 祐喜 
日本クラウドキャピタル 代表取締役 
カリフォルニア大学卒、明治大学院グローバルビジネス研究科卒大学院での研究テーマは「未上場企業の価値算出」をテーマに研究を進める。そ
の後にシステム開発、経営コンサルティング会社を経営。スタートアップ環境を盛り上げていきたいとの思いで共同代表の大浦とともに日本クラ
ウドキャピタルを創業。日本初の第一種少額電子募集取扱業として株式投資型クラウドファンディングサービスを開始する。現在は、大学院での
講師を務め、スタートアップ環境の改善のため尽力している。 

 
家入 一真 
株式会社 CAMPFIRE 代表取締役  BASE 株式会社 共同創業取締役  NOW 株式会社 代表取締役 
GMO ペパボ株式会社 創業者 
1978 年福岡県出身。JASDAQ 上場企業「paperboy&co.（現 GMO ペパボ）」創業社長。クラウドファンディング「CAMPFIRE」代表取締役 CEO。
スマート EC「BASE」共同創業取締役。株式会社キメラ代表取締役 CEO。カフェプロデュース・運営「partycompany Inc.」代表取締役。スター
トアップベンチャー投資「partyfactory Inc.」代表取締役。モノづくり集団「Liverty」代表。現代の駆け込み寺（シェアハウス）「リバ邸」を全国
に作るなど、リアルやネットを問わず、カフェやウェブサービスなど人の集まる場を創っている。50 社程のスタートアップ・ベンチャー投資も
行う。2018 年 6 月、シードラウンド向けベンチャーキャピタル「NOW」設立。第一号として、最大 50 億円規模のファンド組成へ。 
中学 2 年から登校拒否、極度の引きこもりに。県立高校を１年で中退後、大検を取得し東京芸大を目指す。新聞奨学生をしながら芸大予備校に
通い留年するが、父親の交通事故や自己破産などがあり、止むを得ず就職。 
デザイン会社に入社し、在職中にウェブサイトのデザインや開発に興味を持つ。22 才で株式会社 paperboy&co.（現：GMO ペパボ株式会社）を
福岡で創業、ロリポップレンタルサーバー、ムームードメイン、カラーミーショップ、ブクログなどを立ち上げ、25 才で株式の一部を株式会社
GMO（東証一部）にバイアウト。29 才で JASDAQ 市場、最年少で上場する。 
その後、paperboy&co.を退任し、カフェやギャラリーのプロデュース・運営を行う株式会社 partycompany Inc.を創業。渋谷カフェ・ハイスコア
キッチン、代々木上原レストラン・iri、渋谷カフェ・オンザコーナーなどを立て続けにオープン、ギャラリーsunday issue や、海の家なども手が
ける。 
その後、株式会社ハイパーインターネッツ（現：株式会社 CAMPFIRE）を創業、国内最大規模クラウドファンディングサービスであるキャンプ
ファイヤーを石田光平と共に立ち上げる。同時期に株式会社 partyfactory Inc.を創業、スタートアップベンチャー50 社程に投資、育成を行ってい
る。また、新しい働き方を提唱する Liverty を設立、新しい学費支援 studygift や現代の駆け込み寺リバ邸などをリリース、物議を醸しながら活動
している。Liverty のプロジェクトからスピンアウトした、BASE 株式会社の共同創業取締役もつとめる。 
2014 年 2 月 9 日投開票の 2014 年東京都知事選挙に立候補。従来の選挙とは異なるインターネット選挙に取り組み、都知事選の供託金 300 万円
をクラウドファンディングで集める（最終的に集まった額は、7,447,500 円）。当初は街頭演説を行わず、選挙事務所も持たず、ツイキャスなど
によるネット演説を多用し、政策のすべてを Twitter で公募した（ぼくらの政策）。選挙事務所は途中で構え、街頭にも立ったが、ネット中心の
活動を街頭にも広げた形だった。結果は 88,936 票を獲得し、16 人中主要候補に次ぎ 5 位であった。 
2018 年 6 月、シードラウンド向けベンチャーキャピタル「NOW」設立。第一号として、最大 50 億円規模のファンド組成へ。 
現在は、NOW 株式会社代表取締役、株式会社キメラ代表取締役 CEO、株式会社 partycompany Inc.代表取締役社長、株式会社 partyfactory Inc.
代表取締役社長、株式会社 CAMPFIRE 代表取締役、BASE 株式会社共同創業取締役、Liverty 代表、他、多数の企業の役員や顧問を務める。個人
名義でも多数のウェブサービスやビジネスの立ち上げ、居場所づくりなどを行っている。 

 
出縄 良人 
CePiC メンター DAN ベンチャーキャピタル代表取締役。出縄国際公認会計士事務所代表取締役。公認会計士。東証一部上場ダイキアクシス社
外取締役。 
1983 年に慶應義塾大学経済学部を卒業後、太田昭和監査法人（現：新日本有限責任監査法人に入社）。公認会計士として主に株式上場コンサルテ
ィング業務に従事。1993 年に㈱ディー・ブレイン設立し、中小企業向けコンサルティング事業を開始後、1997 年には株式公開専業証券会社 デ
ィー・ブレイン証券株式会社（現：日本クラウド証券）を創業。日本証券業協会の非上場企業向け市場グリーンシートの株式公開主幹事で９割を
超えるシェア。2010 年までに 141 社に対して 112 億円のエクイティファイナンスを支援。上場引受主幹事業務にも進出し 14 社を上場。札幌証券
取引所アンビシャス及び福岡証券取引所 Q-Board の主幹事シェアは６割。2010 年にディー・ブレイン証券の代表取締役を退任。㈱出縄＆カンパ
ニーを設立。グローバル経営人倶楽部、ファイナンス支援実務研究会を組織化。中小ベンチャー企業及び金融機関をネットワークするとともに。
エクイティファイナンス及びクラウドファンディングに専門性を発揮した、コンサルティング業務を行っている。2015 年に DAN ベンチャーキ
ャピタルを設立。CVC ファンドと株式投資型クラウドファンディングを中心とする新たなエクイティファイナンスのインフラ作りに挑戦を開始。
ＴＶ朝日「サンデープロジェクト」、ＴＶ東京「ワールドビジネスサテライト」、フジテレビ「めざましテレビ」等テレビ・ラジオへの出演も多い。 

 
栫井 誠一郎 
株式会社 Publink 代表取締役 
筑駒(旧教駒)、東京大学卒、経済産業省(1 種)を平成 23 年退職 
株式会社ケイテックパートナーズ創業、株式会社 Zpeer-ズピア共同創業者 CFO 兼 CTO（平成 29 年退職） 
株式会社 Publink（ケイテックパートナーズより社名変更） 代表取締役社長 
日本の 20 年後をより良くするためには、国・自治体の政策と、企業の事業活動の連動が必要です。 
官と民が win – win になる領域は、「クールジャパン」や「地域創生」などを始めとして、多くの機会があります。 
それ以外にも、子育て、介護、インフラ、教育、海外展開、観光振興など、、官民がチームとなることで、新しいムーブメントを起こせる領域は
まだまだ眠っています。 
しかし、「官と民がチームになっていない」のが現状ではないでしょうか。 
国は毎年数十兆円の予算を投資していますが、企業のビジネスにとって、どこまでプラスになっているでしょうか? 
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逆に、企業はビジネスを考える際、既存の法規制や政策を所与のものとして捉えてしまい、その前提を変える（国にニーズを伝える）ことにどこ
まで努力しているでしょうか? 
弊社では、国と民間の「繋ぎ」になるパブリンガル人材（元霞ヶ関官僚など）のネットワークを活用し、政策とビジネスが win-win になるよう
なサポート活動（情報の繋ぎ、人の紹介、政策企画・事業企画のサポート、公募への提案書のアドバイスなど）を行っています。 
今から生まれてくる子供達が、物心がついた時に、「日本に生まれて良かった」と言ってほしい。 
そんな 20 年後の社会作りへと、貢献を続けます。 

 
（４）JC joint 地域(社会･街･里)創生 SDGs HUB イベント 地方創生 SDGs 官民連携プラットフォームや

CePiC 連携の Publink、47 会、RRPF 等と、支援「拡大版 SDGs アクションプラン 2019」を実現する 
取組と貢献する next SDGs 課題を世界に発信、G20 各国･政府･自治体･国際機関や JCI･UN 等と共創 

（Publink： https://publink.biz/ ）（よんなな 47 会： http://47kai.com/ ）（RRPF： https://rrpf.jp/ ） 

 
脇 雅昭 
総務省から神奈川県に出向中。よんなな会の発起人。 

 
上村 章文 
CePiC 代表理事/メンター共同代表 RRPF 代表 
りそな銀行特別顧問。自治大学校教授。CePiC 代表理事。rrpf 代表理事。東京ワイン倶楽部会長ほか。 
東京大学法学部卒業。自治省（現総務省）入省。28 歳で青森県総務部地方課長。自治省大臣官房情報管理官室課長補佐、37 歳で香川県総務部長。
全国知事会事務局部長・地方分権推進本部事務局長、市町村アカデミー教授・研修部長、総務省大臣官房会計課企画官、内閣府政策統括官（防災
担当）付参事官（災害応急対策担当）、総務省自治大学校部長教授、（財）地域総合整備財団（ふるさと財団）事務局長などを経て、総務省北海道
管区行政評価局長。総務省を退官後、現職。 

 
（５）e-スポーツ SDGs イベント JC サマコン World SDGs Summit 2019 を実現する取組と貢献する 

next SDGs 課題を世界に発信（スポーツは SDGs 全て）、IOC･JOC や関係省庁、JCI･UN 等と共創 
（JC サマコン e-スポーツ：http://www.summerconference.jaycee.or.jp/esports/ ）（スポーツは SDGs 全て：https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/18389/ ） 

 
中村 俊輔 
中村牧場 代表（https://nakamu-farm.com/ ）  
マネーフォワードグループ 株式会社クラビス 人工知能研究所 所長（https://klavis.co.jp/member/id=71.html ）  
株式会社エッジコンサルティング AI ジョブカレ 機械学習, 深層学習講座 講師, シニアデータサイエンティスト
（https://www.aijobcolle.com/dl ）  
奈良クラブ CTO DataFluct Technical advisor（https://datafluct.com/#member ） 
奈良先端科学技術大学院大博士前期課程修了。学生時代からデータサイエンティストとして株式会社マクロミルで勤務。新卒で楽天株式会社のビ
ッグデータ処理アプリケーション開発に携わった後、スタートアップで Web マーケティングツールのデータ解析部分をスクラッチから開発。 
30 以上のプロジェクトのコンサルタント、開発者、プロジェクトリーダーとして携わりながら 50 人以上のデータサイエンティスト育成~実稼働
までサポート。 
web: www.nakamu.me   linkedin: www.linkedin.com/in/shunsuke-nakamura/  

 
鈴木 大地 
スポーツ庁長官。昭和 42 年 3 月 10 日生 
平成元年 3 月 順天堂大学体育学部体育学科卒業。平成 5 年 3 月 順天堂大学大学院体育学研究科コーチ学専攻修了。博士（医学）。平成 18 年 4
月 順天堂大学スポーツ健康科学部准教授。平成 25 年 4 月 順天堂大学スポーツ健康科学部スポーツ科学科コーチング科学コース教授。平成 27
年 10 月 スポーツ庁長官。 
昭和 59 年 ロサンゼルスオリンピック 11 位（100 メートル背泳ぎ） 
昭和 61 年 アジア競技大会（ソウル） 金メダル（100 メートル背泳ぎ、400 メートルメドレーリレー） 
昭和 63 年 ソウルオリンピック 金メダル（100 メートル背泳ぎ） 

 
（６）レジリエンス共創 HUB イベント（政府や自治体、国際機関、レジリエンスジャパン推進協議会 

(国連世界防災会議 2015 で CePiC 連携)等表彰制度と連携）（レジリエンスジャパン推進協議会： http://www.resilience-jp.biz/ ） 

 
レジリエンスジャパン推進協議会幹部及び各 WG 等の先生方 
 
登坂 博行 
(株)地圏環境テクノロジー 会長（https://www.getc.co.jp/ ） 
世界に先駆けて水・熱・物質循環の先端技術を開発・提供し、水問題解決のパイオニアになる、「もう１つの地球」をコンピューター上につくり
上げ、水資源・環境・災害に関する情報発信し、人類の未来に貢献していく、という理念のもと、 
２０００年より大学発ベンチャーの株式会社地圏環境テクノロジー代表取締役会長を兼任。 
起業から 13 年が経過し、第三者的評価組織としての形ができつつあるが、このような組織は世界的にも少数であり、そのあるべき姿については
試行錯誤の日々である。 

 
小林 優介 
一般財団法人 リモート・センシング技術センター 研究開発部（https://www.restec.or.jp/ ） 

 
山本 真裕 
株式会社ウェザーコック代表取締役社長（http://www.weathercock.co.jp/web/works_c.html ） 

 
冨田 洋 
ジオ・サーチ株式会社代表取締役社長（http://www.geosearch.co.jp/ ） 
ジオ・サーチ株式会社を創業したのは、1989 年 1 月 1 日のことでした。平成の始まりと同時に、世界のどこにも類を見ないインフラ・セキュリ
ティ事業の歴史が幕を開けました。以来一貫して、道路・港湾・空港施設等の路面下に発生した空洞や、埋設物台帳ではわからない埋設物の正確
な位置情報、橋梁等のコンクリート構造物内部の劣化箇所等、様々なインフラの内部に潜む見えない危険を、世界でただ一つの独自で開発した「ス
ケルカ（透ける化）」技術を用いて、探知し続けて来ました。 
また、当社の技術力に注目した国連や政府関係者の要請を受け、社会貢献の一環として地雷除去支援をする NGO を 1997 年に創設し、タイ・カ
ンボジア国境にて 10 年間に亘り地雷除去活動に取り組みました。そして 2006 年、現地財団にその活動と理念を継承し NGO は解散しましたが、
2 年後にはクリアになったその土地がユネスコから世界遺産登録をされるという成果を残すことが出来ました。 
創業以来、目立たず地道な努力の積み重ねではありましたが、私たちの仕事は人々の安全と大切な命を守ることに繋がっている。常にこの志と意
義を胸に、スタッフ一同日夜奮闘し続けております。 
2011 年 3 月 11 日、東日本大震災が日本を襲いました。1995 年に起きた阪神大震災以降、被災地の緊急輸送道路等の安全確保を行うために、私た
ちは大地震が起きる度に、過酷な現場に即出動して来ました。しかし、東北の被害は想像を絶する未曾有の規模でした。 
私自身、何度も現地入りし、一刻も早い復興支援のため、関係者の方々と協力して活動に取り組んで参りました。そして、被災地域も含め、5 カ

https://publink.biz/
http://47kai.com/
https://rrpf.jp/
http://www.summerconference.jaycee.or.jp/esports/
https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/18389/
https://nakamu-farm.com/
https://klavis.co.jp/member/id=71.html
https://www.aijobcolle.com/dl
https://datafluct.com/#member
http://www.nakamu.me/
http://www.linkedin.com/in/shunsuke-nakamura/
http://www.resilience-jp.biz/
https://www.getc.co.jp/
https://www.restec.or.jp/
http://www.weathercock.co.jp/web/works_c.html
http://www.geosearch.co.jp/
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年で全国約 7 万 km の道路を調査し、約 2 万 5000 箇所の空洞を発見し、道路陥没事故を未然に防ぐことが出来ました。 
更に、減災目的の「スケルカ総点検手法」を考案し、2015 年 3 月には「初代国土強靭化大臣・古屋圭司賞」を受賞するとともに、「2015 年度国
土強靭化アクションプラン」にも空洞調査が盛り込まれることになり、一層強い使命感を感じております。 
一方、世界に目を向ければ、ここ数年各地で道路陥没事故が多発し、死傷者が増大して来ました。このため、すでにタイ王国や韓国においても、
要請を受けスケルカ調査を開始しております。 
今後は、国内はもとより海外でも「国境無きインフラの内科医」として、「人々の命と暮らしを守る」ことを肝に命じ、貢献していく所存です。 

 
（７）ナチュラル SDGs サステナブル金融システムプロジェクト G20「TCFD 進捗状況報告書」を 

実現する取組と貢献する next SDGs課題を世界に発信、G20 各国･FSB や EDT･JCI･UN 等と共創 
（FSB(金融安定理事会) G20「TCFD 進捗状況報告書」：https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050619.pdf ）（Earth Day Tokyo：https://www.earthday-tokyo.org/ ） 

 

＜SDGsを達成する              プロジェクト例 (各地 JC･各委員会が自由組成･推進)＞ 

 

 

（以 上） 

地球・環境・地誌・自然の叡智 

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050619.pdf
https://www.earthday-tokyo.org/

