
中小機構におけるスタートアップエコシステムの調査の歩み(2018年11月～2022年10月）
活動内容 説明 訪問先、調査活動の内容 時期

先行事例のベンチマーク調査
スタートアップを取り巻く環境やプレーヤーについ
て、それぞれ特徴的な海外の事例を実際に見聞し、
理解を深める。

イスラエル、インド、シリコンバレーの大学、ス
タートアップ企業、ベンチャーキャピタルなどを現
地調査

2019年 1～3月

国内のベンチャーエコシステム調
査

国内でスタートアップに関わるプレーヤーに幅広く
ヒアリングを行う

国内識者ヒアリング(64件)。東京や福岡のスタート
アップ企業、大学関係者、ベンチャーキャピタルな
どを訪問

2019年 4～6月

国内外の調査結果取りまとめと日
本のベンチャーエコシステムの現
状評価、伸びしろを把握

国内外のヒアリングをもとに、日本のスタートアッ
プエコシステムを船になぞらえた模式図を作成、第
一弾の報告書を取りまとめる

第一弾報告書（船の模式図で日本のスタートアップ
エコシステムを説明）をまとめ、理事長に報告

2019年 7月

日本のスタートアップ環境におけ
る社会課題解決型起業の可能性調
査開始

社会課題解決型スタートアップをサポートする集ま
りに参加し、日本には社会課題解決型スタートアッ
プに大きな可能性があると認識する

SVC（Social Venture Comittee）総会主催者の
eumo新井氏をはじめ、京都信用金庫、第一勧業信
用組合など参加社へのヒアリングを実施。関連書籍
や資料を読み込む

2019年 11月

起業の初期段階における課題決定
と価値創造の方法論の研究

書籍を通じてスタートアップの方法論を研究する
シリアル・イノベーター、ザ・ファーストペンギン
ス、起業の科学などの書籍を読み、内容をまとめる

2020年 5月

限界集落の現状認識と課題解決。
起業による地域活性化の可能性を
探る（１）

農山漁村の現状理解とスタートアップの可能性を探
る。学校が地域活性化で担う役割を探る

長野県飯田市阿智村を皮切りに、北海道や東北、九
州、四国など全国の農山漁村、限界集落、離島を現
地調査する。行政責任者、学校関係者、地場産業な
どに幅広くヒアリングを行う

2020年 8～12月

国内の亜麻産業再生の可能性を探
る

一度失われた亜麻産業を再生する動きを調査する。

兵庫県西脇市の門脇織物の専門家のアドバイスを受
け、北海道更別村のコタニアグリ、滋賀県彦根市の
林与（近江上布）などを訪問。並行して文献調査を
行い、国内で亜麻を生産する場合の原価計算を行う

2020年 8月

地域伝統工芸産業の課題と再生
長年衰退の一途をたどっている輪島の伝統工芸品で
ある漆器産業の現状と課題を調査し、活性化するた
めにはどうすればいいのかを研究する

能登、輪島の伝統工芸品生産者を訪問。別府の竹細
工、博多織の生産者を訪問

2020年 11月



離島の活性化策研究
過疎化が顕著な離島の課題解決、教育を通じた活性
化の可能性を探る

天草、弓削島、姫島、答志島、壱岐、座間味島など
の行政担当者、漁業、学校関係者を訪問

2020年
2021年

2022年

12月
10月
11月
4月

限界集落の現状認識と課題解決。
起業による地域活性化の可能性を
探る（２）

農山漁村の現状理解とスタートアップの可能性を探
る。学校が地域活性化で担う役割を探る。第1回の
全国踏査を受けて組み立てた仮説をもとに議論を交
わす

再訪問を含め、北海道や東北、九州、四国など全国
の農山漁村、限界集落、離島を現地調査する

2021年 5～12月

川上のマーケティングを学校で教
えることを提言する

これまでの調査の結果、高校生に川上のマーケティ
ングを教えることが社会課題の解決につながり、地
域の活性化をもたらすのではないかとの考えをまと
めた

雑誌「かがり火」寄稿。信金協会会報、福岡教育連
盟機関誌にも寄稿。面談先に配布し、意見を交換す
る

2021年 7月

高校生向けマーケティング教育の
実践

教材を作成し、関連分野の実務家とチームを組んで
高校生に川上のマーケティングの実践的な授業を行
う

富山商業高校の協力を得て授業を実施中。福岡の新
宮高校や、小中学校への展開も図る

2021年 11月

他己社会の実現を提言
世の中の役に立つ喜びが、やがて自分も他人も同じ
ように大切にする他己社会をもたらすのではないか
との仮説をまとめた

「仏教通信」に寄稿。面談先に配布し、意見を交換
する

2022年 5月

希望の星、なりたい自分とありた
い自分

特別活動と子供たちに希望の星を持つことの大切さ
を説く。学生には自分事として考えさせ、授業の最
終回で発表させる予定

富山商業高校の授業教材に取り入れており、一連の
授業の最終回で発表予定

2022年 5月



日程 行先 訪問先など テーマ
2018 12月25日 12月26日 福岡県宗像市 宗像国際環境会議出席 宗像国際環境会議
2019 1月15日 1月16日 福岡県福岡市 九州大学など ベンチャーエコシステムにおける大学の役割

1月27日 2月1日 イスラエル（テルアビブ）

Israel Innovation Authority、Win The Wind、
Reep、Spacepharma、Vintage Investment
Partners、Israel Export Institute、Israel
Innovation Authorityなど

海外ベンチャーエコシステムの調査

2月17日 2月24日 インド（アメダバード、バンガロール）

Centre for Cellular and Molecular Platforms (C-
CAMP)、The/Nudge Foundation、Sea 6 Energy
Pvt Ltd、Society for Innovation and
Development, Innovation Center, Indian
Institute of Scienceなど

海外ベンチャーエコシステムの調査

3月8日 3月13日 アメリカ（パロアルト）
Stanford University Center for Design,
Research、Stanford Silicon Valley-New Japan
Project（SV-NJ）、Senesenseなど

海外ベンチャーエコシステムの調査

3月15日
日本テクノロジーベンチャーパートナー投資事業
組合面談

村口和孝代表 日本のベンチャーエコシステムに対する評価

3月19日 3月20日 福岡県福岡市 QBキャピタル、九州大学、九州経営連合など ベンチャーエコシステムの調査

3月27日 アービシュカール面談
橋本芳樹Investment Committee Member &
Advisor

インドの社会課題解決型ベンチャーの現状把握

3月27日 sozo venture面談
中村幸一郎、Phil Wickham両managiment
directorなど

シリコンバレーのベンチャーエコシステムに関する情報交換

4月11日 みやこキャピタル面談 菅谷常三郎代表取締役 ベンチャーエコシステムに関する情報交換
4月17日 Kauffman Fellows Asia Summit セミナー出席 米国のベンチャーエコシステムの方法論に関する情報収集
4月19日 ARUN面談 功能聡子代表 日本の社会課題解決型スタートアップの現状把握
4月23日 4月23日 宮城県仙台市 MAKOTO、東北大学など ベンチャーエコシステムにおける大学の役割
4月24日 4月24日 大阪府大阪市、京都府京都市 大阪大学、京都大学など ベンチャーエコシステムにおける大学の役割
5月22日 グロービス（千代田区）面談 堀義人経営大学院学長 日本のベンチャーエコシステムに対する評価
6月5日 6月5日 茨城県つくば市 筑波大学、筑波大学発ベンチャーなど ベンチャーエコシステムにおける大学の役割
6月7日 瀧口製作所（大田区）面談 古田茂樹代表取締役社長 モノづくりベンチャーの課題

6月27日 VAIO（品川区）面談 花里隆志執行役員 モノづくりベンチャーの課題
7月1日 浜野製作所（墨田区）面談 小林亮経営企画部長 モノづくりベンチャーの課題
7月2日 inspire（港区）面談 高槻亮輔代表取締役社長 日本のベンチャーエコシステム

7月16日 O2（港区）面談 勝見靖英取締役COO モノづくりベンチャーの課題
7月29日 7月30日 福岡県福岡市 都築育英学園など ベンチャーエコシステムと教育
8月2日 ボーダレス・ジャパン（新宿区）面談 鈴木雅剛代表取締役副社長 日本の社会課題解決型スタートアップの現状把握
8月8日 Genics（新宿区）面談 栄田源代表取締役 モノづくりベンチャーの課題
8月9日 inaho（鎌倉市）面談 菱木豊Co-Founder & CEO モノづくりベンチャーの課題

8月20日 eumo（港区）面談 新井和宏代表取締役 共感資本社会、ソーシャルベンチャーキャピタル
8月22日 8月27日 福岡県宗像市 宗像国際環境会議出席 宗像国際環境会議
9月12日 ニューホライズンキャピタル（港区）面談 黒沢洋一郎シニアマネージングディレクター ベンチャーキャピタルとベンチャーエコシステム

10月16日 リ・パブリック（文京区）面談 市川文子共同代表 社会課題解決型スタートアップ
10月29日 第一勧業信用組合（新宿区） 新田信行理事長 協同組織金融とスタートアップ支援

11月22日
ソーシャルベンチャー活動支援者会議第1回総会
（千代田区）

オブザーバー参加 ソーシャルベンチャーキャピタル、社会課題解決型スタートアップ

2020 1月28日 eumo（港区）面談 新井和宏代表取締役 共感資本社会、ソーシャルベンチャーキャピタル

6月12日
ソーシャルベンチャー活動支援者会議（オンライ
ン）

オブザーバー参加 ソーシャルベンチャーキャピタル、社会課題解決型スタートアップ

7月17日 高知大学面談（オンライン） 須藤順地域協働学部准教授 限界集落のスタートアップ人材育成、起業環境
7月28日 東洋大学面談 安斎隆理事長 スタートアップ人材の教育システムの調査など
7月29日 星槎学園面談 宮澤保夫グループ創設者 スタートアップ人材の教育システムの調査など
7月30日 宮崎大学面談（オンライン） 土屋有准教授 地方におけるスタートアップ人材育成、起業環境
8月4日 8月4日 兵庫県西脇市 西脇市役所、門脇織物、播州織工業協同組合 播州織、亜麻産業の調査。

8月14日 UTEC（オンライン） 郷治友孝代表取締役社長 大学とスタートアップ
8月19日 三共製作所（オンライン） 松本輝雅代表取締役社長 モノづくりベンチャーの課題
9月7日 9月8日 長野県飯田市 阿智村清内路地区 阿智村清内路地区の限界集落の視察。

9月10日 インダストリー・ネットワーク（オンライン） 大橋俊夫社長 モノづくりベンチャーの課題
9月16日 教育ITソリューションEXPO（幕張） 展示会視察、講演聴講 教育と起業人材
10月6日 10月8日 北海道岩見沢市、更別村、札幌市 コタニアグリ、北海道大学、工房亜麻音など 北海道の亜麻栽培の現状調査

10月13日 東洋大学（文京区） 安斎隆理事長 大学とスタートアップ
10月14日 法政大学（新宿区） 高尾真紀子教授 地域活性化システム論講演
10月15日 医療と介護の総合展（幕張） 展示会視察、講演聴講 社会課題解決型スタートアップ

10月19日 10月26日
長崎県長崎市、佐世保市、福岡県福岡市、宗像
市、佐賀県基山町

協和機電工業株式会社、青年会商工部、創成館高
校、長崎県立大学、佐世保高専、福岡アジア都市
研究所、アンダス、タイミー、ペンシル社、宗像
国際環境会議出席など

限界集落の現状調査。SU人材の育成を担える地域の教育環境の調査。
限界集落におけるSUの調査。地域SUを資金面で支える金融機能の調査。

10月30日 11月6日 愛媛県西条市、松山市、西予市 西条市役所、松山市役所、愛媛県庁など 限界集落におけるSUエコシステム（人材教育、金融など）の調査。

11月10日 11月11日 長野県佐久市、岡谷市
佐久総合病院、同小海分院、佐久学園、インダス
トリーネットワーク、テクノプラザおかやなど

地域医療の状況ヒアリング。限界集落におけるSUエコシステム、
モノづくり環境の調査。

11月14日 11月17日 山形県酒田市、鶴岡市、山形市
山形県庁、山形市役所、鶴岡市役所、坂田市役
所、鶴岡シルク、木川屋商店など

限界集落におけるSUエコシステムの調査。

11月20日 SVC年次総会（オンライン） オブザーバー参加 ソーシャルベンチャーキャピタル、社会課題解決型スタートアップ

11月24日 11月25日 新潟県十日町市、魚沼市、上越市、長野県上田市
新潟国際大学、十日町市役所、津南圃場、支援セ
ンターあんしん、馬搬振興会、松山記念館など

限界集落における芸術を活用した地域振興、長野県の自然農業、馬搬、馬
耕視察

11月26日 11月27日 静岡県三島市、浜松市
静岡県庁、三島商工会議所、浜松オイスカ高等学
校など

スタートアップ人材の教育システムの調査など

12月7日 12月10日 三重県亀山市、津市、松阪市、鳥羽市
飯南、飯高地区視察、まつさか移住交流セン
ター、亀山市役所、海島遊民くらぶ、株式会社お
やつタウンなど

限界集落におけるSUエコシステムの調査。地域金融のヒアリング



12月16日 12月18日 滋賀県彦根市、愛知郡
一燈園資料館、滋賀県中小企業団体中央会、
（株）林与、近江上布伝統産業会館、滋賀県中央
会など

亜麻産業、滋賀上布の調査

12月19日 12月25日
福岡県福岡市、宗像市、鹿児島県阿久根市、
熊本県天草市、佐賀県基山町

九州大学、九州北部信金協会、阿久根市役所、天
草市役所、基山町役場、宗像市役所、JR九州、徳
積財団など

限界集落の現状調査。SU人材の育成を担える地域の教育環境の調査。
限界集落におけるSUの調査。地域SUを資金面で支える金融機能の調査。

2021 2月9日 東京大学山本教授ゼミ 講師として講義 社会課題解決型スタートアップと人材教育講義
4月8日 AI・人工知能EXPO（東京ビッグサイト） 展示会視察、講演聴講 テクノロジーと社会課題の解決、マーケティング

4月15日 XR総合展（東京ビッグサイト） 展示会視察、講演聴講 地方のスタートアップにおけるXR技術の活用とマーケティング

6月6日 6月8日 長野県飯田市
阿智村清内路地区視察、現地住民、議員との懇
談、清内路小学校、清内路振興室など

限界集落の現状調査。SU人材の育成を担える地域の教育環境の調査。
限界集落におけるSUの調査。地域SUを資金面で支える金融機能の調査。

6月11日 SVC活動報告会（オンライン） オブザーバー参加 ソーシャルベンチャーキャピタル、社会課題解決型スタートアップ
6月24日 6月24日 静岡県熱海市 福島会計事務所 地域活性化について

7月6日 7月10日
福岡県飯塚市、北九州市、福岡市、宗像市、大分
県佐伯市

徳積財団、九州工業大学、福岡地域戦略推進協議
会、麻生渡事務所、宗像市役所、九州北部信金協
会、九州オープンイノベーションセンター、九州
経済調査会、宗像大社、日本文理大学附属高校、
福岡工業大学など

地域の活性化、限界集落の現状調査。SU人材の育成を担える地域の教育
環境の調査。
限界集落におけるSUの調査。地域SUを資金面で支える金融機能の調査。

7月25日 7月30日
富山県富山市、高岡市、鹿児島県阿久根市、長崎
県諫早市、長崎市

富山商業高校、高岡商業高校、田代山村開発セン
ター、大川島海の家、阿久根市役所、たちばな信
用金庫、協和機電株式会社、創成館高校

高校生に対するマーケティング教育企画打合せ。限界集落のSU人材育
成、
協同組織金融の機能などについて調査

8月4日 8月7日
長崎県壱岐市、佐世保市、佐賀県波佐見町、福岡
県福岡市

ペンシル株式会社、壱岐市役所、PIC壱岐、長崎
県立大学佐世保校、佐世保商業高校、佐世保高
専、波佐見町朝飯会など

離島における人材活用と事業展開。地域のSU人材の育成と
マーケティング教育、協同組織金融調査

8月17日 8月22日 北海道更別村、士別市、旭川市、稚内市、天塩郡

コタニアグリ、道の駅「羊のまち侍・士別」、
OMEGAファーマーズ、稚内信用金庫、同金庫主
宰てっぺん塾特別ゼミでの講師、宇野牧場、
（株）てっぺんなど

北海道の亜麻産業の調査。限界集落のSU人材の育成、協同組織金融の調
査

9月1日 9月2日 三重県北牟婁郡紀北町 農業法人デアルク、速水林業など 地域の活性化、林業の調査

9月15日 9月17日
滋賀県愛知郡、京都府京都市、園部、大阪府吹田
市

（株）林与、大阪大学森勇介研究室、京都信用金
庫、同Question 園部など

亜麻産業のヒアリング、協同組織金融の調査、限界集落のSU調査

9月30日 10月4日
石川県金沢市、能美市、七尾市、輪島市、富山県
富山市、射水市

福島武山工房、石川県庁、七尾東雲高等学校、の
と共栄信用金庫、大藤漆器店、富山商業高校など

伝統産業の調査、SU人材教育の調査、マーケティング教育、地域のSU調
査

10月6日 10月12日
福岡県田川市、福岡市、大野城市、宗像市、大分
県東国東郡、別府市

宗像国際環境会議出席、田川信用金庫、福岡教育
連盟、はかた匠工芸、姫島村役場、おおいた姫
島、別府市役所、BEPPU PROJECT、別府竹製品
協同組合など

伝統産業の調査、協同組織金融の調査、SU人材と教育、離島の活性化、
地域振興

10月21日 10月26日 京都府宮津市、福井県永平寺町、兵庫県多可郡
京都北都信用金庫、京都府立宮津天橋高等学校、
福井県立大学、門脇織物など

地域のSU人材教育の調査、マーケティング教育について。
協同組織金融の調査。播州織、亜麻の調査

10月26日 11月7日
愛媛県松山市、宇和島市、東温市、北宇和郡、西
条市、西宇和郡、越智郡、上浮穴郡

愛媛県信用保証協会、まちづくり松山、由良野の
森、遊子、宇和島水産高校、西条市役所、西条農
業高校、伊方町役場、三崎高校、上島町役場、弓
削高校、弓削中学、弓削商船高専など

限界集落の現状調査。SU人材の育成を担える地域の教育環境の調査。
マーケティング教育。限界集落におけるSUの調査。地域SUを資金面で支
える金融機能の調査。

11月18日 11月21日 石川県鳳珠郡、輪島市、珠洲市
能登町役場、能登興能信金、わじらぼ、アステナ
ホールディングス、漆芸研究所、輪島漆器組合、
輪島漆芸美術館、輪島塗職人工房など

伝統産業の調査、協同組織金融の調査、SU人材と教育、離島の活性化、
地域振興

11月26日 12月1日 三重県鳥羽市、松阪市、桑名市、津市
答志島鳥羽磯部漁協組合、三重大学、三重県庁、
伊勢市役所、飯南高校、松阪市役所など

離島の活性化、限界集落の調査。協同組織金融の調査、SU人材教育

12月4日 12月9日 富山県射水市、富山市、氷見市、福岡県福岡市

グリーンノートレーベル、富山商業高校、富山県
立大学、アールタチバナ、氷見伏木信用金庫、福
岡教育連盟、九州北部信用金庫協会、福岡地域戦
略推進協議会など

地域振興、マーケティング教育、協同組織金融

12月16日 12月18日 福岡県福岡市、宗像市
電通九州、宗像国際環境会議事務局、宗像市役所
など

地域振興、SU人材教育

2022 4月10日 4月13日
富山県富山市、石川県金沢市、能美市、輪島市、
鳳珠郡

輪島市役所、輪島塗職人面談、能登町役場、富山
商業高校、九谷焼技術研修所、わじらぼなど

伝統産業の調査、SU人材と教育、地域振興、マーケティング教育

4月20日 4月30日
沖縄県那覇市、宜野湾市、国頭郡、沖縄市、愛媛
県喜多郡、伊予市、松山市、宇和島市、西条市、
越智郡、上浮穴郡、東温市

沖縄協会、コザまち社中、沖縄市役所、沖宮、沖
縄ITイノベーション戦略センター、伊平屋村長、
座間味村長、オッジフルッタ、内子高校小田分
校、翠小学校、西条市役所、愛媛銀行、テックア
イエス、ワクリエ新居浜、若松進一氏、遊子、宇
和島水産高校、西条高校、弓削高校、弓削中学、
弓削商船高専、愛媛県信用保証協会、由良野の
森、アマノコーポレーション、地域文化研究会、
ジェイウィングファームなど

離島の活性化、限界集落の調査。マーケティング教育、SU人材教育、地
域振興

5月19日 5月27日
徳島県海部郡、兵庫県神戸市、奈良県奈良市、京
都府京都市、大阪府大阪市、富山県富山市

徳島県南部総合県民局、四国の右下観光局、バツ
グン協同組合、永原レキ氏、室戸市長、海陽町
長、みつぐるま、熊谷ファーム、流通科学大学、
シンサイカトー、堤淺吉漆店、小田章、富山県総
合教育センター、富山商業高校など

限界集落の調査。地域活性化。伝統産業。マーケティング教育

6月14日 6月17日 長野県飯田市、奈良県奈良市
清内路、中川村のワーカーズ・コレクティブ、奈
良国立博物館など

限界集落の調査。地域活性化。伝統産業

7月1日 XR総合展（東京ビッグサイト） 展示会視察 地方のスタートアップにおけるXR技術の活用とマーケティング

7月14日 7月17日 富山県富山市、京都府京都市
富山商業高校、富山国際大学付属高等学校、アト
リエカットクラウド、小田章など

マーケティング教育。伝統産業

7月21日 7月26日
沖縄県沖縄市、那覇市、南城市、浦添市、国頭
郡、うるま市、糸満市

ラーナーズハイ、津堅小中学校、Filmines、文化
フォーラムなど

地域振興。SU人材と教育。価値観。



8月8日 8月11日 福岡県福岡市、糟屋郡、福津市、田川郡
九州ベトナム友好協会、新宮高校、水産高校、福
岡教育連盟、福岡県中小企業経営者協会、徳積財
団、創成館高校、第7世代など

地域振興。常若。

8月24日 8月30日
愛媛県松山市、喜多郡、越智郡、上浮穴郡、伊予
市、宇和島市

愛媛県信用保証協会、西条市役所、弓削高校、弓
削商船高専、由良野の森、山内ファーム、小田自
治センター、内子高校小田分校、内子町役場、
ジェイウィングファーム、双海町、若松進一氏な
ど

限界集落の調査。離島の活性化。地域振興。価値観。SU人材と教育。
マーケティング教育。

9月14日 9月15日 福岡県福岡市、糟屋郡
九州ベトナム友好協会、福岡教育連盟、福岡地域
戦略推進協議会、新宮高校など

地域振興。SU人材と教育。マーケティング教育。常若。



掲載メディア タイトル 掲載時期
金融ファクシミリ新聞
（金融ファクシミリ新聞社発行）

ホモデウスと日本（連載） 2018/7/6-連載中

曹洞禅グラフ　2022彼岸秋号　No.162
（有限会社仏教企画が発行する機関誌）

四国最古の曹洞宗寺院
─眞光山城満寺を参詣して

2022年7月

仏教企画通信　68号
（有限会社仏教企画が発行する機関誌）

身近な仏教が開く他己社会 2022年5月

良師良友　2022年3月号
（福岡教育連盟機関誌）

「常若甲子園」という取組
―サスティナブルな日本を取り戻すー

2022年3月

monthly信用金庫　2022年1月号
（全国信用金庫協会機関誌）

信用金庫が生むコワーキングスペース 2022年1月

かがり火　199号
（合同会社かがり火発行の情報誌）

デジタル時代の高校生にこそ「川上の
マーケティング」を学んでもらいたい

2021年7月

J-CAST
（株式会社ジェイ・キャストが運営する
オンラインメディア）

霞が関官僚が読む本（連載） 2017/5/25-2021/5/27
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