
主催 ●金沢大学先端科学・イノベーション推進機構協力会   ●金沢大学先端科学・社会共創推進機構　
後援 ●北陸未来共創フォーラム

お問合わせ先 金沢大学先端科学・イノベーション推進機構協力会
TEL：076-264-6109　FAX：076-234-4019

E-mail：kyouryokukai@adm.kanazawa-u.ac.jp
U R L：http://www.innov-kyouryokukai.com/

参加費

無 料innovation symposium 2022金沢大学

2022夏
６月29日（水） KKRホテル金沢 ３階 鳳凰の間

（石川県金沢市大手町2-32）

会　　場

イノベーション
シンポジウム

複業人材・首都圏人材を活用したイノベーションの創出テーマ

企業・団体の方

https://39auto.biz/kyouryokukai/
registp/entryform10.htm

https://39auto.biz/kyouryokukai/
registp/entryform9.htm

令和4年6月23日（木）まで

金沢大学
教職員の方

参加申込

日　　時

17：50～18：00　閉会の挨拶

16:00～16:10　休憩

14：40～14：50　開会の挨拶

令和４年
オンライン
参加可能

ハイブリッド形式で開催いたします。
参加方法は申込フォームより選択いただけます。

※参加方法に関わらず、申込必須です。

プロフェッショナル人材と
　　　　　   地域企業のマッチングの「これから」

14:50～15:40　基調講演

合同会社RBX  パートナー・代表社員矢野 俊介氏 

「共創型企業・人材展開プログラム」を通じた
　　　　　　　　 地域人材エコシステムの形成

15:40～16:00　特別講演

金沢大学  融合科学系教授  融合学域観光デザイン学類長
　　　　  学長補佐（社会共創推進担当）

佐無田 光氏 

三谷産業株式会社  代表取締役社長
金沢大学先端科学・イノベーション推進機構協力会 会長

合同会社RBX  パートナー・代表社員

16:10～17:50　話題提供・パネルディスカッション

三谷 忠照氏 
モデレーター

矢野 俊介氏 
金沢大学  融合科学系教授  融合学域観光デザイン学類長
　　　　  学長補佐（社会共創推進担当）

佐無田 光氏 

コメンテーター

パネリスト・話題提供
北陸製菓株式会社
代表取締役社長 髙﨑 憲親氏 北陸製菓株式会社

営業本部付企画開発部  副部長 佐竹 美紗子氏 
シンクタンク
ネイチャー・アンド・ストラテジー  代表畑 憲司氏 能崎 将明氏 能崎物産株式会社

専務取締役
株式会社協働日本
代表取締役 村松 知幸氏 株式会社四十萬谷本舗

専務取締役 四十万谷 正和氏 

14：40－18：00シンポジウム

矢野 俊介矢野 俊介
合同会社RBX  パートナー・代表社員合同会社RBX  パートナー・代表社員

14：00より同会場にて「令和4年度 金沢大学先端科学・イノベーション推
進機構協力会総会」を開催いたします。



矢野 俊介
（やの　しゅんすけ）
矢野 俊介
（やの　しゅんすけ）

合同会社RBX  パートナー・代表社員

▼Profile
（略歴）
　1992年中央大学商学部卒業。マツダ（株）にて新型
車導入のマーケティングやインターネットマーケティ
ング部門立上げ業務に10年間従事後、（株）リクルー
トに転職。経営企画、事業開発など企画部門長や新
卒採用領域の新規事業開発責任者の業務に14年
間従事。
　その後、2015年より（株）日本人材機構にて社長室
長・社会実装シニアディレクターを務め、地域企業の
生産性向上を目的に、「伴走型支援サービス」の開

発、「都市部人材向けの啓蒙メディアの立上げ、および「地
域大学（金沢大学・信州大学）連携事業」など様々なサー
ビスや事業モデル開発・構築に従事。
●中小企業庁「大企業人材等の地方での活躍推進事業（全
国事務局）」審査委員（2020年）
●文部科学省「大学による地方創生人材教育プログラム構
築事業」選定委員（2020年）

●筑波大学非常勤講師（2018年10月～2020年9月)
●信州大学特任教授（2021年1月～現在）

シンポジウム 14:40～18:00

会場までの交通アクセス
 JR金沢駅から
●兼六園口７番乗り場より
　橋場町経由バスで尾張町バス停下車
　 → 大手掘方面へ徒歩５分
●タクシーで10分

 武蔵が辻から
●徒歩で橋場町方面へ、
　博労町右折 約10分

日 時　令和4年６月29日（水）
会 場　KKRホテル金沢 3階 鳳凰の間
 （石川県金沢市大手町2-32）

金沢大学
イノベーション
シンポジウム2022夏

講演者紹介

［お問合わせ先］ 金沢大学先端科学・イノベーション推進機構協力会　〒920-1192　金沢市角間町
 TEL：076-264-6109　FAX：076-234-4019　E-mail：kyouryokukai@adm.kanazawa-u.ac.jp

参加費

無 料

オンライン
参加可能

ハイブリッド形式で
開催いたします。

参加方法は申込フォームより選択いただけます。

佐無田 光
（さむた　ひかる）
佐無田 光
（さむた　ひかる）

▼Profile
（略歴）
●神奈川県横浜市出身。
●2002年　横浜国立大学大学院国際社会科学研究
科博士課程後期修了、博士（経済学）。

●2002年　金沢大学経済学部講師、2005年より金
沢大学経済学部助教授（2006年度より准教授）。

●2013年　金沢大学人間社会研究域教授。2022年
4月より現職。

●専門分野は、地域経済学。研究テーマは、環境と地域

経済、サステイナブルな地域発展。
●日本地域経済学会理事、日本環境会議理事、認定NPO法
人趣都金澤理事など。

●主な著書は、『きみのまちに未来はあるか？』（共著、2020
年）、『地域包括ケアとエリアマネジメント』（共編著、2019
年）、『北陸地域経済学』（共編著、2007年）など。

●2019年度より、共創型観光産業展開プログラム（現・共創
型企業・人材展開プログラム）を運営。

金沢大学 融合科学系教授  融合学域
 観光デザイン学類長
 学長補佐（社会共創推進
 担当）

髙﨑 憲親髙﨑 憲親 北陸製菓株式会社  代表取締役社長
1992年金沢市生まれ。
2015年大学卒業後、北陸製菓入社。
2018年12月に代表取締役社長就任。

佐竹 美紗子佐竹 美紗子 北陸製菓株式会社  営業本部付企画開発部  副部長
大学卒業後、東京で就職。
今後の働き方、キャリア、生活について考えていた時に「金沢大
学共創型観光産業展開プログラム」に出会い、金沢へ移住。

能崎 将明能崎 将明 能崎物産株式会社  専務取締役
大学卒業後、流通菓子問屋、食品専門商社を経て家業の「能崎
物産㈱」に入社。現在は専務取締役として従事しながら、㈱ジュ
プランサを起業。

畑 憲司畑 憲司 シンクタンク  ネイチャー・アンド・ストラテジー  代表
京都大学経済学部卒業後、中央省庁でマクロ経済政策やエネ
ルギー政策に携わる。
その後、会計系コンサルティングファームで、食品流通関連企業
をはじめとしたM＆Aを数多く担当し、2015年、京都大学大学院
で博士号（経済学）を取得。2016年からフリーコンサルタント。
2020年10月金沢大学客員研究員受嘱。

四十万谷 正和四十万谷 正和 株式会社四十萬谷本舗  専務取締役
大学卒業後、ハウス食品グループ本社（株）にて人事部門に従事。
採用、労務、人事企画、グローバル人事等を経験。
2017年4月に後継者として家業である四十萬谷本舗に入社
2019年4月より現職
中小企業診断士

村松 知幸村松 知幸 株式会社協働日本  代表取締役
大学卒業後、ハウス食品グループ本社（株）でグローバル人事セ
クションを立ち上げ、経営企画、Ｍ＆Ａマネージャーを経て、中堅
製薬会社の海外事業開発Director戦略コンサルティングファー
ムの取締役を経験。
現在は現職のほか、
・（株）スカラパートナーズ　共創事業部長
・一般社団法人熱会 代表理事兼Cofounder
・（株）Funleash COO兼事業開発責任者
・至善館大学院　評議員
を務める等、複数の企業、大学院の経営、事業開発に携わるパ
ラレルキャリアを実践。
至善館大学院MBA（2020年卒、首席卒業）
社会保険労務士資格保有

金
沢

西
イ
ン
タ
ー

●

名鉄
エムザ

21世紀●
美術館　●金沢歌劇座

大手堀

浅野川

香林坊大和●

尾崎神社● ●
裁判所

金沢城公園
●
中
央
郵
便
局

●GS

兼六園

御影大橋 犀川大橋 桜橋
犀川

Ｊ
Ｒ
金
沢
駅

Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線

武蔵ヶ辻
尾張町 大手町

橋場町

香林坊

片町

野町広小路

KKRホテル




