地方創生の中での大学と金融の連携
-- 地域づくりと人財づくり
地域づくりと人財づくり -主催：特定非営利活動法人ちいきみらい

協賛：HC アセットマネジメント株式会社

特定非営利活動法人大学の明日を考える会
地域共創ネットワーク株式会社

日時

2015年7月29日（水） 14：00-17：00

場所

TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町

（※地図詳細は裏面をご確認下さい。）

参加費 ： 3,000 円

地方創生の今後の展開の中で、地域産業の活性化・雇用の創出・人口減少問題等の課
題解決に向けて各地域がそれぞれの特徴を活かし、魅力ある地域づくりを進めていくた
めには、自治体、金融機関、大学、産業界が様々な形で連携し推進していくことが強く
求められています。この度、地域産業・地域企業の新たな成長の実現をコーディネート
していくプラットフォームを提供する特定非営利活動法人ちいきみらいと大学経営支援
を展開する特定非営利活動法人大学の明日を考える会が、各々主催のセミナーで取り
扱ってきた論点をコラボレートさせ、「地方創生の中での大学と金融の連携」にフォー
カスを当てセミナーを開催いたします。産学連携と金融機関連携についての実際の取り
組み事例のご紹介から、地域発のイノベーション創出、地域の産業クラスター形成、大
学発の地域の課題解決活動、地元企業と大学のコーディネートに関する点、その際に必
要となる人材に関して等、様々な観点から議論をいたします。

プログラム
14：00-14：40
14：40-15：20

講 演 帯広信用金庫 常務執行役員 地域経済振興部長 秋元和夫氏
講 演 元帯広畜産大学 産学連携コーディネーター
帯広信用金庫

地域経済振興部 田中一郎

獣医学博士

15：20-15：30 休 憩
15：30-17：00 パネルディスカッション
西武信用金庫 常勤理事 業務推進企画部 部長 髙橋一朗氏
神奈川大学 経営学部 国際経営学科 特任准教授 山岡義卓氏
帯広信用金庫 地域経済振興部 部長 秋元和夫氏
元帯広畜産大学 産学連携コーディネーター
帯広信用金庫 地域経済振興部 田中一郎 獣医学博士
コーディネーター：
NPO 法人ちいきみらい理事 NPO 法人大学の明日を考える会理事
HC アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 森本紀行

お申し込み方法
お申し込みは、特定非営利活動法人大学の明日を考える会にて承っております。
下記のいずれかの方法でお申し込み願います。

① http://www.daigakunoasu.org/
② FAX 03-6680-8989

詳細は
裏面も
ご覧下さい

地方創生の中での大学と
金融の連携
- 地域づくりと人財づくり ゲストスピーカー 一覧
秋元 和夫 氏

田中 一郎 氏

帯広信用金庫 常務執行役員 地域経済振興部長

帯広信用金庫 地域経済振興部
産金学官連携コーディネーター 獣医学博士

1978 年慶應義塾大学経済学部卒業。 同年 日本銀行入行。
発券局鑑査課長、 情報サービス局金融情報課長 ・ 金融広報
中央委員会事務局次長、 帯広事務所長等を経て 2009 年
同行退職。 同年、 帯広信用金庫入庫。 新設した地域経済
振興部の執行役員 部長として、 農業 ・ 食関連産業を基盤と
する北海道十勝の経済振興を担う。 2012 年帯広市中心市街
地活性化協議会会長就任 （その他兼職多数）
2015 年同金庫 常務執行役員 地域経済振興部長就任。

1969 年 帯広畜産大学 獣医学修士課程修了。 同年 製薬会社
入社。 1995 年 獣医学博士。 2003 年 同社 定年退職後、 同年
帯広畜産大学文部科学省派遣産学連携コーディネーターに就任。
2010 年 イノベーションコーディネーター賞 ・ 科学技術振興機構
理事長賞 受賞。 2012 年 安藤百福賞発明発券奨励賞 受賞。
同年 同大学 文部科学省派遣産学連携コーディネーター 退任後、
帯広信用金庫 入庫。 地域経済振興部 ・ 産金学官連携コーディ
ネーター 就任 （十勝産しお創りプロジェクトなどを立ち上げ、 管内の
自治体や生産者 ・ 事業者の課題解決に精力的に取り組んでいる）

髙橋 一朗 氏

山岡 義卓 氏

西武信用金庫 常勤理事 業務推進企画部 部長

神奈川大学 経営学部 国際経営学科 特任准教授

1983 年西武信用金庫入庫、 2004 年営業店強化担当部長、
06 年７月事業支援部長などを歴任し、 08 年７月より常勤理事 ・
事業支援部長 （現業務推進企画部長） を務める。 地域産業
支援、 コミュニティビジネスを活用した地域経済の活性化等にも
尽力。 2010 年より環境省 「21 世紀金融行動原則」 起草委員
会委員、 2012 年より文部科学省地域科学技術施策推進委員会
委員就任。 2013 年より経済産業省 「IT クラウドを活用した経営
支援基盤調査研究事業研究会」 委員、 内閣府 「共助社会
づくり」 懇談会委員就任。

大学卒業後、 食品メーカー勤務を経て中小企業の事業支援に
携わる。 インターンシップや共同研究を通じた企業と大学の連携
コーディネートを中心に担当。 その後、 東京家政学院大学にて地域
連携コーディネータに従事し、 2013 年より現職。
現在、 神奈川大学経営学部にて、 「地域プロジェクト実習」、
「長期インターンシップ」 等企業との連携による体験型学習科目の
立ち上げおよび運営を担当。
1993 年、 千葉大学理学部化学科卒業。 2010 年、 法政大学
大学院経営学研究科キャリアデザイン学専攻修了。

パネルディスカッション ・ コーディネーター

森本紀行

特定非営利活動法人ちいきみらい 理事
特定非営利活動法人大学の明日を考える会 理事
HC アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
三井生命のファンドマネジャーを経て、 1990 年 1 月ワイアット株式会社
（現タワーズワトソン株式会社） に入社。 日本初の事業として、
年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。
2002 年 11 月、 HC アセットマネジメントを設立。 全世界の投資機会を
発掘し、 専門家に運用委託するという、 新しいタイプの資産運用事業を
始める。 東京大学文学部哲学科卒。

総合司会

特定非営利活動法人ちいきみらい 理事長
地域共創ネットワーク株式会社 代表取締役
1990 年に大蔵省 （現財務省） 入省後、 主計局、 金融庁監督局、
金融副大臣秘書官等を経て退官。 2007 年に地域共創ネットワーク （株）
を設立し、 地域金融機関の新たなビジネスモデルづくりや地域資源を活かした
経営事業支援等に取り組む。 一般財団法人東北共益投資基金の
設立代表理事や農林漁業成長産業化支援機構執行役員等も歴任。

会場のご案内
TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町 プレミアムガーデン
東京都千代田区神田錦町 3-22
テラススクエア 3F （事務所 ： 3F）
アクセス
●東京メトロ半蔵門線 神保町駅 A9 出口 徒歩 2 分
●都営新宿線 神保町駅 A9 出口 徒歩 2 分
●東京メトロ東西線 竹橋駅 3b 出口 徒歩 5 分
●東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 B7 出口 徒歩 7 分
●東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B7 出口 徒歩 7 分

坂本忠弘

