
 別紙  

 

 

国土交通省政策ベンチャー2030 「1000 人行脚」リスト 

 

 

本リストに掲載させていただいた方の他にも、非常に多数の方からご指導ご鞭撻賜

りました。この場を借りて、改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

 本リストに掲載している方へのヒアリングの様子は、以下の国土交通省政策ベンチ

ャー2030 公式フェイスブックページからご覧いただけます。 

 

https://www.facebook.com/mlitventure2030 

 

三井住友海上火災保険株式会社若手チーム 

株式会社博報堂 研究開発局 
グループマネージ

ャー、主席研究員 
手塚 豊 

ロボット投信株式会社 代表取締役社長 野口 哲 

株式会社ゴールドアイピー 
代表取締役社長、

弁理士 
白坂 一 

一般社団法人シェアリングエコノミー

協会 
代表理事 重松 大輔 
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一般社団法人シェアリングエコノミー

協会 
事務局長 佐別当 隆志 

グーグル合同会社 執行役員 杉原 佳尭 

京都府庁働き方改革ＣＦＴ（クロス・ファンクショナル・チーム） 

カルフォルニア大学サンディエゴ校 教授 ウリケ・シェーデ 

株式会社 CREEKS 代表取締役 古後 理栄 

天塩町若手職員 

株式会社自遊人 代表取締役 岩佐 十良 

信濃川ウォーターシャトル株式会社 代表取締役社長 栗原 道平 

北海道天塩町副町長 副町長 齋藤 啓輔 

北海道大学大学院農学研究院 教授 野口 伸 

公益財団法人ソフトピアジャパン 理事長 松島 桂樹 

インターステラテクノロジズ株式会社 代表取締役 稲川 貴大 

株式会社タダフサ 代表取締役 曽根 忠幸 

株式会社 MGNET 代表取締役 武田 修美 

一般社団法人 Da MONDE 代表理事 有城 辰徳 

株式会社リクルートホールディングス 執行役員 冨塚 優 

株式会社エン・デザイン 代表取締役 宮本 恭嗣 

Nature Farm -渡辺果樹園- 代表 渡辺 康弘 

魚津水族館 館長 稲村 修 

JTIC. SWISS（スイス・ツェルマット

日本語インフォメーションセンター） 
代表 山田 桂一郎 
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NPO 法人グリーンバレー 理事長 大南 信也 

NPO 法人シクロツーリズムしまなみ 理事 加藤 忠義 

一般社団法人四国若者会議 代表理事 瑞田 信仁 

ウェブマガジン「四国大陸」 編集長 タケムラ ナオヤ 

一般社団法人 RCF シニアマネージャー 山本 慎一郎 

下呂温泉観光協会 会長 瀧 康洋 

有限会社アウトドアコーディネイツ 代表取締役 洞口 健児 

株式会社小松煙火工業 代表取締役 小松 忠信 

宮交ホールディングス株式会社 経営企画部長 田代 景三 

宮崎交通株式会社 乗合部長 尾上 勝政 

一般財団法人日本地図センター 編集室長 小林 政能 

株式会社片岡屏風店 代表取締役 片岡 恭一 

株式会社地域ブランディング研究所 代表取締役 吉田 博詞 

株式会社サーチフィールド 取締役 齋藤 隆太 

株式会社サーチフィールド 取締役 齋藤 めぐみ 

京都大学防災研究所 教授 中北 英一 

有限会社ランドアース 代表取締役社長 迫田 重光 

モビリティジャーナリスト 楠田 悦子 

米沢市役所企画調整部総合政策課 地域振興主査 相田 隆行 

関谷醸造株式会社 社長 関谷 健 

北海道大学公共政策大学院 特任教授 石井 吉春 
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京都大学防災研究所 教授 多々納 裕一 

東京大学生産技術研究所 准教授 加藤 孝明 

東日本国際大学 教授・副学長 福迫 昌之 

群馬インターネット株式会社 代表取締役 石田 安利 

株式会社ブルーレモンファーム 園主 古川 泰弘 

三信鉱工株式会社 代表取締役  三崎 順一 

学校法人仙台百合学院ナザレト幼稚園 園長 竹内 純子 

新潟大学経済学科 准教授 溝口 由己 

株式会社ニイガタ移住計画 社長 鈴木 博之 

株式会社ペンギンエデュケーション 代表取締役 横田 智史 

株式会社ワーク・ライフバランスの皆様 

日本電気株式会社 未来都市づくり推進本部の皆様 

東京大学大学院工学系研究科 特任准教授 松尾 豊 

NPO 法人ハッピーロードネット 理事長 西本 由美子 

浅野撚糸株式会社 代表取締役社長 浅野 雅己 

金沢大学交通まちづくり研究室 教授 髙山 純一 

日本青年会議所 会頭 池田 祥護 

土佐清水市商工観光課 
ジェイソン・サーデ

ィナ 

株式会社泉井鐵工所 代表取締役 泉井 安久 

株式会社出羽庄内地域デザイン 代表取締役 小林 好雄 
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NPO 法人たねの会 代表理事 佐藤 美和 

株式会社デンソー豊橋製作所 所長 古海 盛昭 

株式会社技研製作所 代表取締役社長 北村 精男 

株式会社 BAKE 代表取締役 西尾 修平 

株式会社えんれいしゃ 
全国誌「北海道生

活」編集長 
八木 由起子 

SNS media & consulting 株式会社 ファウンダー 堀江 貴文 

お笑い芸人・防災士 赤プル 

株式会社セコマ 代表取締役社長 丸谷 智保 

カメヤ食品株式会社 会長 亀谷 健 

カメヤ食品株式会社 社長 亀谷 泰一 

下田商工会議所 会頭 田中 豊 

三嶋商工会議所 会頭 稲田 精治 

株式会社スノーピーク 取締役 後藤 健市 

はこだて未来大学複雑系知能学科 教授 松原 仁 

北海道沼田町 町長 金平 嘉則 

北海商科大学 教授 相浦 宣徳 

有楽製菓株式会社 代表取締役会長 河合 伴治 

北海道夕張市 市長 鈴木 直道 

株式会社 AIRDO 代表取締役社長 谷 寧久 

加西市 副市長 佐伯 武彦 
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老舗和菓子店「呼人堂」 女将 田中 誓子 

NPO 法人マイママ・セラピー 理事長 押栗 泰代 

茨城県常総市 市長 神達 岳志 

京丹後市役所 係長 野木 秀康 

伴ピーアール株式会社  代表取締役 伴 一郎 

ハードロック工業株式会社 代表取締役 若林 克彦 

岐阜県恵那市 市長 小坂 喬峰 

岐阜県郡上市 市長 日置 敏明 

NPO 法人ジャカランダ振興会 理事長 松尾 利則 

NPO 法人ジャカランダ振興会 副理事長 山口 政男 

日向市 市長 十屋 幸平 

株式会社 studio-L 代表取締役 山崎 亮 

九州大学大学院 

経済学研究院・経済学府 

教授 平松 拓 

朝日大学 教授 荒深 友良 

しんどう小児科 院長 進藤 静生 

人吉球磨ブランディング研究所 所長 佐藤 圭 

CYBERDYNE 株式会社 CEO 山海 嘉之 

公共 R不動産 コーディネーター 菊池 マリエ 

日向商工会議所 会頭 三輪 純司 

宮崎空港ビル株式会社 代表取締役会長 長濵 保廣 
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早稲田大学ビジネススクール 准教授 樋原 伸彦 

早稲田大学ビジネススクール 准教授 牧 兼充 

チームラボアーキテクツ株式会社 代表 河田 将吾 

周南市 市長 木村 健一郎 

小浜伊勢屋旅館 社長 草野 肇 

小浜春陽館 社長 馬渡 謙一 

地域団体「さとのわ」    代表 鈴木 美樹 

東京大学 教授  大村 敦志 

ドローン操縦講師 来島 礼直 

ドローン操縦講師 井野 佳直 

 

（敬称略、ヒアリング実施日順、所属等はヒアリング実施日当時） 

 


