
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
１ 趣旨 

みなとみらいへの研究開発型企業や関内へのベンチャー企業等の立地が進む中、市内ではエン

ジニア、起業家、企業の新規事業担当者など「イノベーションの源泉」となる人材が急激に増え

つつあり、企業や組織の枠を超えた交流が大きな盛り上がりを見せています。 

そこで、本市では、市内企業や大学等と連携して、人材の交流、学び、ビジネスの創出や成長

の場づくり（ヨコハマ・イノベーターズ・コミュニティ（仮称））など「イノベーション都市    

横浜」に向けた環境構築に取り組んでいきます。 

その始めとして、林市長と熱意あるイノベーション人材、企業等が一堂に会するキックオフの

イベントを開催します。 
 

２ キックオフイベントについて 

趣旨に賛同する皆様と林市長がともに「イノベーション都市 横浜」に向けた取組のキックオ

フを宣言し、発信する場を設けます。（今後に向けての取組等もお知らせします） 
 
（１） イベント名： 

「新春 横浜イノベーターまつり in 関内」 

（２） 日時：平成 31 年 1 月 7 日（月） 

第一部 17:00～19:00／第二部 19:00～20:45 

（３） 会場：ハーバーズ・ダイニング（定員 200 名） 

横浜市中区太田町2－23 

横浜メディアビジネスセンター1F 

（４） 参加申込み： 

3ページ目に記載のURLよりお申し込みください。 

（５） 当日の流れ： 

 第一部 「イノベーション都市 横浜」宣言！ 

17:00 世界につながる“イノベーション都市 横浜” 

ジェトロ（日本貿易振興機構）、横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院/先端科学高等

研究院 教授 真鍋 誠司氏、横浜市経済局長 林 琢己 

17:30 「関内の起業家 3 名」及び「ＭＭ２１地区のオープンイノベーション拠点担当者３名」に

よるトークセッション 

18:30～
18:40 

林市長から「イノベーション都市 横浜」宣言とイノベーション創出を目指すコミュニティ

への「さらなる参画呼びかけ」、「参加者との全体記念撮影」 

第二部 「サラリーマン・イノベーターの集い」 

19:00 トークセッション テーマ「組織の枠を越えたプロジェクトからビジネスを創る」 

西日本電信電話株式会社 ビジネスデザイン部 オープンイノベーション推進室 室長   

中村 正敏氏、George & Shaun, LLC 代表 CEO／日本オラクル株式会社  シニアマネ

ジャー 井上 憲氏 
20:35～ 
20:45 

横浜市経済局「ヨコハマ・イノベーターズ・コミュニティ（仮称）の今後について」 
  

20:45～ 
21:30 

交流会（希望制、有料、主催：一般社団法人 Work Design Lab） 

      

平成 30 年 12 月 21 日 
経 済 局 新 産 業 創 造 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

林市長が「イノベーション都市 横浜」を宣言します！ 
大企業、ベンチャー・中小企業、大学…多くの賛同を得て 

街ぐるみでイノベーション人材の交流に向けた取組が本格スタート 

裏面あり 

 

※取材をご希望の方は当日直接会場へお越しください。 

※撮影で三脚等をお持ち込みの場合は１月４日（金）17:00 までにご連絡願います。 

市長との全体記念撮影イメージ 
※平成 30 年 10 月実施のサラリーマン 

・イノベーターの集いの様子（一部加工） 



 

 
 
ご賛同企業について（平成 30年 12月 20日時点） 
 

イノベーション人材の交流、学び、ビジネスの創出や成長の場づくりなど、街ぐるみの取組に

向けて、企業・学校・団体のご賛同を得て進めていきます。 

今後さらに多様な業種・業態の企業・学校・団体の賛同を募集します。 
 

 

本取組の趣旨にご賛同いただいている企業・学校・団体の皆様（50音順） 
 

  
 

 

  
  

    

  
  

 
 

 

 

 
   

   
 

 
   

  
  

 

 

 

 



 

 
 
■ イベントへの参加申込み方法 

下記URLからフォームでお申し込みください。 

URL：https://peatix.com/event/584718/ 

※受付は先着順となります。 
 

【申込についての問合せ先】 

 一般社団法人 Work Design Lab担当  

e-mail： info@work-redesign.com 
 

■ 17:30～18:30 トークセッションご登壇者 

 株式会社アペルザ CEO 石原 誠 氏 
新卒で株式会社キーエンスに入社。東京営業所にてコンサルティングセールスに従

事。2001 年より社内ベンチャープロジェクトとしてキーエンス初のインターネット

事業「iPROS（イプロス）」の立ち上げに参画。執行役員として「サービス開発」「メ

ディア運営」「経営企画」を担当。複数のスタートアップ創業経験と、得意とする B2B

マーケティングの知見を生かし、株式会社アペルザの発展に取り組んでいる。 

 セグウェイジャパン株式会社 代表取締役会長 
株式会社 PST代表取締役社長 大塚 寛 氏 
大学卒業後、1995 年スーパーコンピューターメーカー日本クレイ株式会社に入社。

以後、日本 SGI 株式会社と合併。グラフィックスビジネス部長、執行役員戦略事業推

進本部長を経て MBO から 2008 年セグウェイジャパン株式会社を設立し代表取締

役社長（現在会長）、2011 年つくば市ロボット特区協議会 副会長(現)。音声病態分

析技術の PST 株式会社 代表取締役(現)。 

 株式会社トライフ 代表取締役 手島 大輔 氏 
トーマツコンサルティング株式会社等を経てトライフ創業。2013 年ソーシャル×バ

イオベンチャーとしてオーラルピースプロジェクトを始動。開港の地横浜から世界

へ。日本の研究・技術による世界の高齢者介護の課題解決と事業を通した障害者の仕

事創出に取り組む。横浜ビジネスグランプリ 2014 最優秀賞、ジャパンベンチャー

アワード 2015 最優秀賞、日本財団 2016 ソーシャルイノベーター。明治大学法学

部卒、中小企業診断士。 

 

株式会社資生堂 R&D戦略部長 荒木 秀文 氏 
2000 年に株式会社資生堂に入社。クレ・ド・ポー・ボーテ、エリクシール、ア

ネッサなど数多くのスキンケア製品を開発。地球温暖化防止活動環境大臣表彰受

賞、かながわ地球温暖化対策大賞受賞。各種プロジェクトマネジメント、MBA 取

得等を経て現在は R&D 戦略部長として、海外拠点も含めた資生堂の研究開発全

体をリード。 

 株式会社村田製作所 オープンイノベーション推進チーム 
マネージャー 牛尾 隆一 氏 
三菱化学を経て 2001 年に村田製作所に入社、積層セラミックコンデンサの商品開発

を担当。2008 年立命館大学でテクノロジーマネメント（MOT）修士を取得後、技

術企画部マネージャーとして全社技術戦略立案を担当。2012 年より全社のオープン

イノベーション推進を担当し、2015 年野洲事業所内にオープンイノベーションセン

ターを設立。 

 株式会社富士通エフサス イノベーション＆フューチャーセンター長 
桶谷 良介 氏 
大学卒業後、不動産会社勤務を経て、富士通エフサスへ入社。ネットワーク、セ
キュリティ関連のサービス商品の企画・販売推進から近年は LoB 向けに働き方改
革関連の残業抑止ソフト、オフィスリニューアルサービスなどの商品開発を担当。
現在は横浜みなとみらいに構える「イノベーション＆フューチャーセンター」に
て、社内外のオープンイノベーションの推進や新規事業開発を手掛ける。 

裏面あり 

インターネット申込ＵＲＬ 



 

 
■ 19:00～ 「サラリーマン・イノベーターの集い」ご登壇者 

 

西日本電信電話株式会社 ビジネスデザイン部 オープンイノベーショ
ン推進室 室長 中村 正敏氏 
NTT入社後、大手量販店や商社等とのアライアンスを通じた販売代理店網の構築
や、任天堂などの大企業との事業アライアンスを多数リード。2009年からNTT
西日本にて映像サービスや、スマートTV事業の立上げに携わる。2014年にオー
プンイノベーションプラットフォーム一般社団法人「コトの共創ラボ」の設立に
加わり（現在は代表理事）、現在は、NTT西日本アクセラレタープログラム
「Startup Factory」を通じたベンチャー企業との協業や、イントレプレナーの
育成を通じた事業開発・アライアンスを推進する。また2017年から社外活動と
して「大企業向け新事業・サービス開発組織の立上げ」や「スタートアップ企業
とのアライアンス・マネジメント」等をテーマに国内外で活動する「Meta Thinks
（メタシンクス）」を立ち上げる。組織の枠を越え、様々なプロジェクトをプロ
デュースしている。 

 

George & Shaun（ジョージ・アンド・ショーン）, LLC代表 CEO／
日本オラクル株式会社 シニアマネジャー 井上 憲氏 
1980 年横浜市生まれ。社会起業家。2006 年に日本オラクルに新卒入社後、現
在までに IoT サービスやクラウド製品の事業開発プロジェクトを多数リード。一
方で自身の家族の迷子をきっかけに、社外活動として東京工業大学院時代の学友
と共に、2016 年 3 月にジョージ・アンド・ショーン合同会社を創業する。「ひ
とりひとりの優しさをネットワーク化し、地域全体で見守りサービスを形成する」
をコンセプトにした、見守りサービス『biblle（ビブル）』の提供を開始し、組織
の枠を越えたチームでのビジネスとして成長中。直近ではテレビ東京系列 ワール
ド・ビジネス・サテライト 『イノベンチャーズ列伝』、日経産業新聞 1 面などで、
複業（兼業）事業者としてメディア露出中。 
＜参照 URL＞ biblle（公式サイト）：https://www.biblle.net/ 

 
■ ファシリテーター 

 

一般社団法人Work Design Lab 代表理事／複業家 石川 貴志氏 
リクルートエージェント（現リクルートキャリア）の事業開発部門のマネージャ
ーを経て現在、出版流通企業の経営企画部門にて勤務。2012 年より社会起業家
に対して投資協働を行う SVP 東京のパートナーとしても活動。2013 年に Work 
Design Lab を設立し、イントレプレナーコミュニティの運営、また企業や行政
等と連携したプロジェクトを複数手掛ける。2017 年に経済産業省「兼業・副業
を通じた創業・新事業創出事例集」に選出。2018 年に AERA「生きづらさを仕
事に変えた社会起業家 54 人」選出。その他、行政委員や大学客員研究員なども
務める。1978 年生まれ、三児の父。 

 
■ 参考：これまでの試行的取組の例（横浜ガジェットまつり） 

   

  

  

 

 

 

 

 

 
 

■ 参考：みなとみらい21地区及び関内周辺地区における近年の進出企業（別紙） 

お問合せ先 
経済局新産業創造課長  髙木 秀昭  Tel 045-671-3913 

 

「横浜ガジェットまつり」は、富士ゼロックス株式会社や、みなとみらい 21 地区の企業社員、
横浜市が企画・運営に関わり、企業・団体の垣根を越えて、開発者自らがロボットや VR、ドローン
等手作りガジェットや新商品を直接見たり、触ったり、幅広く開発者に話を聞ける、誰もが楽しめ
る体験型交流イベントです。平成 30 年度は 3 会場に延 4,000 人の方々が訪れ、ガジェットを通
じた交流が生まれました。街ぐるみのイノベーション人材の交流が広がっています。 




