イントレプレナー創出・育成勉強会「多様な働き方を通じた新事業創造」

障子を開けてみよ、外は広いぞ

”創造・変革”人材の成長と獲得
今、新しい知識やスキル、人脈の獲得等に繋がる、副業・兼業、出向起業、レンタル移籍等の「多
様な働き方」による実践型の人材育成が注目を浴びています。
また、「多様な働き方」を認め、人材を受け入れることにより、新事業創造や事業拡大に繋げる取
組が生まれ始めています。
そこで、本勉強会では、多様な働き方の先駆者による取組紹介とともに、交流機会を提供します。

企業・スタートアップ・本人“三方よし”のレンタル移籍
株式会社ローンディール 最高顧客責任者 大川 陽介 氏
レンタル移籍者 伊藤 夏海人 氏（日本特殊陶業 → トリプル・ダブリュー・ジャパン）

ともに未来を創る”スタートアップ・スタジオ”と社内起業プログラム
０→１Booster 代表取締役CEO 合田 ジョージ 氏

働き方改革ではなく”生き方改革” ー行動こそすべてー
一般社団法人未来創造 代表理事 水野 敬亮 氏

ナゴヤイノベーターズガレージからの施策紹介
MUSASHi Innovation Lab CLUEからの施策紹介

こんな方にオススメ！ ✓ 新事業開発部署の担当者、新事業開発に関心のある方
✓ スタートアップ企業
✓ 多様な働き方の導入・活用を検討する企業・関係者
など

日時

2022年7月20日（水）17:00～21:00 （開場：16:30～）

場所

●メイン会場：ナゴヤイノベーターズガレージ
（名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4F）

●サブ会場 ：MUSASHi Innovation Lab CLUE
（豊橋市駅前大通一丁目135番地 COCOLA AVENUE 3F）

PRE-STATION Ai
（名古屋市中村区平池町4-60-12 WeWorkグローバルゲート名古屋内）

※サブ会場はパブリックビューイングとなります。
※会場参加の場合は、定員になり次第締切りさせていただきます。

●オンライン（Microsoft Teams）

(株)ローンディール 最高顧客責任者 大川 陽介 氏
2005年富士ゼロックスに入社。‘15年から新規事業開発で大
企業やベンチャーとの共創を推進。’18年から人材開発を担当。
また、大企業若手有志による「ONE JAPAN」の共同発起人/
副代表として、挑戦する個人の
育成、組織風土の変革等に挑む。
変革/成長には「越境」が効果的
であるという実体験から、
‘18年12月からローンディール
に参画、最高顧客責任者。
大企業・移籍者の経験価値
向上に取り組む。
中小企業診断士。GCS認定コーチ。

(株)ゼロワンブースター
代表取締役CEO 合田 ジョージ 氏
MBA、理工学修士。大手電機・部品メーカで研究開発、
海外事業から全社戦略、ベンチャー企業、通信大手の子
会社の海外戦略部部長を経て、
現在は01Boosterにて、事業創造
アクセラレーターをアジアで展開中。
また、ゼロイチフェーズの事業創造
を強力に推進するスタートアップ
スタジオ「01Booster
Studio」を新設し、共同創業者の
ように寄り添いながら事業創造を
支援している。

一般社団法人未来創造 代表理事 水野 敬亮 氏
90年代北米で、インターネット創世記のビジネスを学び3度
の起業を経験。帰国後は自動車部品メーカーにて、デジタ
ル化推進・新規事業開発に従事。
また、イノベーターのネットワーキングハブ
となる東海圏最大の有志団体
「未来創造」を設立。
最近では特に、スタートアップの
土壌づくりと、広域社会連携を
中心に力をいれており、ベンチャー
へのメンタリングを数多く実施し、
地域と地域を繋ぐために日本各地
を奔走している。

申込方法
以下、申込先URLの入力フォームに必要事項を入力し、送信ください。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/chubu01/2022summerws_regist
※記載された個人情報は、主催者で適切に管理し、本事業関連以外の目的には使用いたしません。

【お問い合わせ先】
経済産業省 中部経済産業局 地域経済部 次世代産業課 新事業支援室
担

当：伊野、飯野

T E L : 052-951-2761
E-mail：chubu-shinjigyo@meti.go.jp
主催
後援
協力

イントレプレナー創出・育成勉強会「多様な働き方を通じた新事業創造」

”創造・変革”人材の育成と獲得
ー働き手の意欲・能力が発揮される「多様な働き方」の実現に向けてー
昨今「多様な働き方」を認め、実践することによる、新事業創造や生産性の向上に繋げる取組みが
生まれ始めています。
そこで、働き手の意欲・能力が存分に発揮される「多様な働き方」の実現に向け、経営層や人事担
当者を対象とした勉強会を開催します。
本勉強会では、兼業・副業やプロボノ等を活用し、新事業創造に取り組む先駆者や支援者からの
体験談を御紹介します。

先駆者による取組紹介
中部地域初！デンソー社員による”出向起業”での挑戦
株式会社Mobirta 代表取締役 田島 昇一 氏

企業と人材の情熱を繋ぎ 新たな価値を生み出す”ふるさと兼業”
NPO法人G-net 代表理事 南田 修司 氏

ふるさと兼業者と共に創る”町工場”の未来
早川工業株式会社 代表取締役社長 早川 寛明 氏

トヨタ系エンジニアの”副業”による新価値創造ーシェア冷蔵庫で創る豊かな社会ー
どんぐりピット合同会社 CEO 鶴田 彩乃 氏

◆情報提供
ナゴヤイノベーターズガレージからの施策紹介
MUSASHi Innovation Lab CLUEからの施策紹介

◆交流会
こんな方にオススメ！ ✓ 新たな取組を検討する地域企業の経営者層・人事担当者
✓ 人材確保に課題を抱える地域企業の経営者層・人事担当者
✓ 多様な働き方の導入・活用を検討する企業・関係者
など

日時

2022年8月9日（火）14:00～17:00

場所

●メイン会場：ナゴヤイノベーターズガレージ

（開場：13:30～）

（名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4F）

●サブ会場 ：MUSASHi Innovation Lab CLUE
（豊橋市駅前大通一丁目135番地 COCOLA AVENUE 3F）

PRE-STATION Ai
（名古屋市中村区平池町4-60-12 WeWorkグローバルゲート名古屋内）

※サブ会場はパブリックビューイングとなります。
※会場参加の場合は、定員になり次第締切りさせていただきます。

●オンライン（Microsoft Teams）

(株)Mobirta 代表取締役 田島 昇一 氏

NPO法人G-net 代表理事 南田 修司 氏

2013年に株式会社デンソー入社後、電子系エンジニアとし
てエンジン制御、自動運転制御用ECUの製品開発・研究に
従事。
その後、社内の新事業創造プログラムでの
アイデア創出経験をきっかけに2021年
に株式会社Mobirtaを創業。
「いつでも気持ちよくモビリティを利用
できる社会を実現する」をビジョンに
掲げ、モビリティが所有から利用に
変わりゆく世の中に対し、利用者と
事業者双方の課題を解決できる
事業創造に取り組んでいる。

2009年にNPO法人G-netに加入し、2017年より代表理
事に就任。長期実践型「ホンキ系インターンシップ」は地方
都市初の本格事業化に成功。全国で採用される高校「政
治経済」の教科書でも紹介。
また、中小企業の右腕人材に特化した
新卒就職採用支援事業では、100
人以上の新卒右腕人材を輩出。
現在は、兼業・複業に特化した社会
人向けマッチングプラットフォーム「ふる
さと兼業」など、“挑戦の伴走者、
熱意のつなぎ役“として、地域と人材
をつなぐ新たな仕組みづくりを進行中。

早川工業(株) 代表取締役社長 早川 寛明 氏

どんぐりピット合同会社 CEO 鶴田 彩乃 氏

岐阜県生まれ。20歳で単身中国へ渡り、現地大学修了
後、現地日系企業などで通訳・営業に従事。
25歳で家業の早川工業に入社。’20年に代表取締役社
長に就任。
自社の課題であった営業活動の改善
に取り組み、展示会出展や新事業
の立ち上げなど積極的に挑戦を
続けている。
また、外部人材の活用をはじめ、
ダイバーシティ経営に取り組んでいる。
モットーは
「言ってみて、やってみて、から考える」。

’13年学生フォーミュラドライバー、’14年カナダバンクーバー
で自動車整備士に従事し、帰国後岐阜大学を卒業。
’16年にトヨタ自動車入社後は、電気自動車の車両企画
を担当。’17年にトヨタ社内の
ビジネスコンテストで優勝するも事業化
には至らず、大企業での新規事業
創出の難しさを経験。’20年に
副業起業で「どんぐりピット」を設立。
’21年には、消費者庁「食品ロス
削減大賞」受賞、愛知県内の今
注目するスタートアップに選出される
など、愛知を中心に活躍中。

申込方法
以下、申込先URLの入力フォームに必要事項を入力し、送信ください。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/chubu01/2022summerws_regist
※記載された個人情報は、主催者で適切に管理し、本事業関連以外の目的には使用いたしません。

【お問い合わせ先】
経済産業省 中部経済産業局 地域経済部 次世代産業課 新事業支援室
担

当：伊野、飯野

T E L : 052-951-2761
E-mail：chubu-shinjigyo@meti.go.jp
主催
後援
協力

