
地域であるべき“理想のシェアリングモデル”とは一体ナニ!?

̶ 八尾市 ローカルナレッジシェア シンポジウム ̶

ナレッジシェアで地域のIoTは、どうなっていく？

八尾市と会員企業・協賛企業とが運営する
イノベーション推進拠点『みせるばやお』の1周年を機に、

AI・IoT・ビッグデータの利活用の観点から、
一歩先の未来を議論し再定義・再共有するための

シンポジウムを開催します！

開催場所：LINOAS 8F 「みせるばやお」

201910.25 Fri
18：00-21：00（受付開始17：30～）

10.26Sat
13：30-19：00（受付開始13：00～）

詳しくは、「みせるばやお」の
ホームページから！ http://miseruba-yao.jp/

「みせるばやお」は、多彩な「ものづくりワークショップ」を通じて地域貢献を行うと
同時に、ものづくりの魅力、ものづくりを担う企業の魅力を発信していく施設です。
会員企業にとっての最大のメリットは、中小企業1社では持つことのできない
スペースやヒト、リソース、データをシェアリングできること。その中でお互いを
理解・信頼し、交流を深めて協働する̶。そこから新しいコラボレーションを生み
出し、イノベーションを起こしませんか。それこそが最大の地域貢献であり、八尾
のブランディングへとつながります。

“シェアリング”から生まれる“イノベーション”

みせるばやお
とは!?

みせるばやお
とは!?

光町
公園

アリオ八尾

P
近鉄八尾駅

2F
連絡通路 8F/

みせるばやお

2019年10月25日（金） 18：00～21：00 （受付開始17：30～）
2019年10月26日（土） 13：30～19：00 （受付開始13：00～）

LINOAS 8F 「みせるばやお」

専用お申込みフォームからお申込みください。

電車の場合・・・近鉄大阪線「近鉄八尾駅」下車 徒歩４分
路線バスの場合・・・近鉄バス・八尾線「近鉄八尾駅前」下車 徒歩４分
お車の場合・・・近畿自動車道名古屋・大阪線「八尾IC」から６分

八尾市ローカルナレッジシェア シンポジウム事務局 （角川アスキー総合研究所 内）

開催日時

開催場所

参加お申込み

交通アクセス

お問い合わせ

住所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2-60
電話：072-920-7128 （10時～18時／火曜定休）

電話：06-6479-1723
Mail：yao-city@lab-kadokawa.com

入場無料！どなたでもご参加できます。（懇親会参加の方は参加費1,000円）

みせるばやお 検索 http://miseruba-yao.jp/



DAY 1 “これからの時代における「個」の重要性とナレッジのシェア”というテーマで、
個人の持つナレッジを、組織や地域でどうシェアしていくべきか？を語る1日目

「みせるばやお」　これまでの取り組みについて

＜第一部＞基調講演

休憩（10分）

＜第二部＞トークセッション

懇親会（参加ご希望の場合は、参加費おひとり1,000円）

閉会

開場、受付開始10
月
25
日（
金
）

青木 俊介 氏登壇ゲスト：
谷元 　亨 氏

ユカイ工学株式会社 代表
谷元フスマ工飾株式会社 代表取締役

友安 啓則 氏株式会社友安製作所 代表取締役社長
遠藤 　諭 氏ファシリテーター：角川アスキー総合研究所 主席研究員

登壇ゲスト： 青木 俊介 氏ユカイ工学株式会社 代表

友安 啓則 氏
（みせるばやお 理事）

（みせるばやお 理事）

株式会社友安製作所 代表取締役社長

参加定員
100名

18：00

18：10

19：10

19：20

20：10

21：00

17：30

DAY 2 シェアしたナレッジを、どう利活用していくか？ 
その方向性の探求や実践事例を見ていく2日目！

「みせるばやお」　これまでの取り組みについて

パネルトーク❶ 『地域×自治体でシェアするこれからのモノづくりとは？』

開場、受付開始10
月
26
日（
土
）

太田 泰造 氏
（みせるばやお 副代表理事）

錦城護謨株式会社 代表取締役社長

山本 勇輝 氏
川井 敏昌 氏
松尾 泰貴 氏
遠藤 　諭 氏

登壇ゲスト：HILLTOP株式会社 米国法人社長
前FabCafe COO
八尾市産業政策課

ファシリテーター：角川アスキー総合研究所 主席研究員

参加定員
100名

各回
入替え制

13：30

13：50

13：00

休憩（10分）

パネルトーク❷ 『地域発のイノベーションから2025大阪・関西万博に向けて』

休憩（10分）

パネルトーク❸ 『地域資本主義×IoT＝その答えは？？』

八尾市 閉会の言葉

懇親会（参加ご希望の場合は、参加費おひとり1,000円）

閉会

石原 康行 氏
登壇ゲスト：経済産業省近畿経済産業局

総務企画部担当次長 
兼 2025NEXT関西企画室長

森　 　清 氏（一社）２０２５年日本国際博覧会協会
副事務総長（理事）

太田 泰造 氏錦城護謨株式会社 代表取締役社長
ファシリテーター： 矢野 勝正 氏八尾市産業政策課

柳澤 大輔 氏
木村 祥一郎 氏

松尾 泰貴 氏
遠藤 　諭 氏

登壇ゲスト：面白法人カヤック 代表取締役CEO
木村石鹸工業株式会社 代表取締役社長

八尾市産業政策課
ファシリテーター：角川アスキー総合研究所 主席研究員

（みせるばやお 理事）

15：00

15：10

16：20

16：30

17：50

18：00

19：00

石原 康行
（いしはら やすゆき）

近畿経済産業局において産業クラスター・次世代産業・
クリエイティブ産業・情報産業の施策企画や振興等の
担当課長を歴任し、中小企業政策等を担当する産業部
次長を経て、今年４月から現職。現職では、2025年大
阪・関西万博の開催や2030年を目標とするSDGsを見
据え、2025年をスコープとした、関西の未来ビジネス振
興企画を担当。

経済産業省近畿経済産業局
総務企画部担当次長
兼 2025NEXT関西企画室長

山本 勇輝
（やまもと ゆうき）

1980年生まれ。大谷大学卒。2005年某広告代理店で営
業として腕を磨いた後、2006年9月1日、山本精工株式会
社(現HILLTOP株式会社)に入社。生産システムと組織編
成の抜本的な改革を指導し、入社三年にして製造部を統
括するFactory Manager就任。2013年には米国カリ
フォルニア州にHILLTOP TechnologyLaboratory,Inc.
を設立。代表取締役として、現在シリコンバレーを中心に
米国企業800社の試作開発をサポートしている。

HILLTOP株式会社
米国法人社長

川井 敏昌
（かわい としまさ）

外資系企業にてクリエイティブ人材のコンサルティング
サービスを提供する一方、メーカーとのブランド開発、
商品開発を手掛けた後、2006年ロフトワークに参加。
クリエイティブdivのリーダーとして大規模デジタル系プ
ロジェクトを手がる。2009年より3年間シンガポールの
広告代理店でデジタルストラテジックプランナーとして
アジアパシフィックのプロモーション企画を担当。2012
年にFabCafe立上げに携わり、COOとして世界10拠
点展開やテクノロジーｘコミュニティを主体としたプロ
ジェクトを多数手掛ける。

前FabCafe
COO

森　 　清 
（もり きよし）

1963年京都府生まれ。東京大学卒業後、通商産業省
入省。ハーバード大学留学などを経て、アジア・中東・ア
フリカとの経済協力やエネルギー協力、サイバー政策の
国際的な調整業務などに従事。2017年近畿経済産業
局長に就任。本年7月から（一社）２０２５年日本国際博
覧会協会に出向し、副事務総長（理事）を務める。

（一社）２０２５年
日本国際博覧会協会
副事務総長（理事）

柳澤 大輔
（やなさわ だいすけ）

1998年、面白法人カヤック設立。鎌倉に本社を置き、
ゲームアプリ、各種キャンペーンアプリやWebサイトな
どのコンテンツを数多く発信。
さまざまなWeb広告賞で審査員をつとめる。ユニークな
人事制度やワークスタイルなど新しい会社のスタイルに
挑戦中。2018年11月、地域から新たな資本主義を考え
る「鎌倉資本主義」（プレジデント社）を上梓。

面白法人カヤック
代表取締役CEO

青木 俊介
（あおき しゅんすけ）

東京大学工学部在学中に、チームラボを設立、CTOに
就任。その後、ピクシブのCTOを務めたのち、ロボティク
スベンチャー「ユカイ工学」を設立。「ロボティクスで世
界をユカイに」というビジョンのもと家庭向けロボット製
品を数多く手がける。2014年、家族をつなぐコミュニ
ケーションロボット「BOCCO」を発表。2017年、しっぽ
のついたクッション型セラピーロボット「Qoobo」を発
表。2019年、BOCCOの次世代機「BOCCO emo」を
発表。

ユカイ工学株式会社
代表

登壇者プロフィール

DAY1 DAY2 DAY2

DAY2DAY2 DAY2

そのナレッジシェアの確立のために、場づくりだけではなく、データの利活用の啓蒙や人材
のシェアリングを積極的に推進していくことで、ものづくり企業等において深刻な人材不足
の課題解決から、地域の活性化を考えていく2日間のシンポジウム。ぜひご参加ください！！

クリエイティブ思考を持った若手人材の輩出と
行政が持つ有用なビッグデータのオープン化をめざすことが

八尾市が考える“ローカルナレッジシェア”


