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日仏討論会 DÉBAT FRANCO-JAPONAIS

地域創生のための社会イノベーション
L’Entrepreneuriat social au service des territoires

昨年 11 月、アンスティチュ・フランセ日本は福岡市と福岡市スタートアップカフェ、九州大学ユヌス＆椎木ソーシャルビジネス研究セン

ターの協力によりソーシャル・イノベーションをテーマとした日仏討論会を開催しました。前回の成果と連帯をさらに深める第二弾とし
て、地域の経済発展に多大な貢献をもたらす社会起業家を推進、支援する姉妹都市ボルドーの例をとりあげ討論します。

パネリスト Panélistes
アレキサンドラ・シアリ

アナベル・タレ

Alexandra SIARRI, adjointe au Maire de Bordeaux en
charge de la Cohésion sociale et territoriale

Annabelle TALLET, chargée de mission,
Association Territoires et Innovation Sociale (ATIS)

ボルドー市副市長 社会的結束と領土担当

ヌーヴェル・アキテーヌ地方議会委員を兼任。ボルドー・メトロポールの議
長室政治顧問。ソーシャルワーク、家族、小児期、高齢者高等評議会のメ
ンバー。
「Bordeaux est Avenir 」著者。

アソシエーション・テリトワール・エ・イノヴァシヨン・ソシアル(ATIS)

大学で社会学と人類学を学ぶ。2011 年にボルドー拠点をおくソーシャル・
イノベーションの ATIS の設立に参加。イニシアティブを生み出すプログラム、
社会的企業の創設の手助け、首都圏における領土革新のベクトル、スター
トアップを導く。

ジャン=マルク・ガンシル

岡田昌治 九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究
センター エグゼクティブ・ディレクター、
ニューヨーク州弁護士

ダーウィン共同創設者、
トランジッション・エコロジック部門ディレクター

Jean-Marc GANCILLE, co-fondateur de Darwin,
directeur de la transition écologique

地方開発のシンクタンクと企業の社会勤務後、フランス / テレコム、ボル
ドーのダーウィンの共同創設者のひとり(http://darwin.camp)：4 ヘク
タールの荒れた陸軍跡地を経済協力、トランジッション・エコロジック、フラ
ンス最大のサードプレイスに変えた。

Masaharu OKADA, directeur exécutif de Yunus & Shiiki Social
Business Research Center, avocat au barreau de New York

1979 年電電公社に入社。NTTグループ、特に米国子会社のNTTアメリカ
（NY ）、インターネット・ビジネスの NTT-X などにおいて国際法務を中心
に幅広く担当。2008 年よりノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス氏と
ソーシャル・ビジネスの推進のための国内外のプロジェクトを担当する。

香月稔 デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社
九州地区リーダー、公認会計士

西原申敏

株式会社コラボプラネット代表取締役

Minoru KATSUKI, directeur régional pour le Kyushu de
Deloitte Tohmatsu Venture Support Corporation

上場企業の会計監査のほか上場支援、アドバイザリー業務に多数従事。現
在は、ベンチャー支援を担当し、ベンチャー企業の販路拡大、PR支援、マッ
チングイベント、資金調達支援等を実施している。ベンチャー企業と大企業
のマッチングを行う等、首都圏と地域を繫ぐネットワークを有する。

Nobutoshi NISHIHARA, directeur de Colab Planet

「もっと身近に学びの場を」コ
2013 年に株式会社コラボプラネットを設立。
ンセプトに、子どもの少ない地域に特化した地域出張型学習塾ブランチを
立ち上げる。現在福岡県内で 18 教室展開している。日経ソーシャルビジネ
スコンテストにおいて地方創生賞を受賞。

司会 Modérateur
田口一成 株式会社ボーダレス・ジャパン代表取締役社長 Kazunari TAGUCHI, président directeur général de Borderless Japan Corporation
大学 2 年時に、発展途上国で栄養失調に苦しむ子どもの映像を見て「これぞ自分が人生をかける価値がある」と決意。25 歳で創業。現在
は「貧困」
「環境問題」など社会問題を解決する 18 のソーシャルビジネスを、日本・韓国・台湾・バングラデシュ・ミャンマー・トルコ・グアテマ

ラ・ケニアで展開中。

開会の言葉 Ouverture
貞刈厚仁［福岡市副市長］Atsuhito SADAKARI, adjoint au Maire de Fukuoka
ローラン・ピック［駐日フランス大使］Laurent PIC, Ambassadeur de France au Japon
閉会の言葉 Clôture
髙島収［福岡市経済観光文化局長］Sam TAKASHIMA, directeur général de l ’économie, du tourisme et des affaires culturelles de la Ville de Fukuoka

入場無料

座席に限りがあるのでオンライン登録をお勧めします
Entrée libre, inscription recommandée sur

www.institutfrancais.jp/innovation_fukuoka/

同時通訳付 Interprétariat simultané français-japonais

ご予約・お問い合わせ renseignments

会場 lieu

福岡市スタートアップカフェ

STARTUP CAFE FUKUOKA CITY
〒 810-0041
福岡県福岡市中央区大名 2 丁目 6-11

FUKUOKA Growth Next 1F

☎ 080-3940-9455

アンスティチュ・フランセ九州（☎ 092-712-0904）
共催 在日フランス大使館、アンスティチュ・フランセ日本、九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター
オフィシャル・パートナー ヴェオリア・ジャパン株式会社、福岡市スタートアップカフェ、九州フランスパートナーズクラブ 後援 福岡市

Co-organisateurs : Ambassade de France / Institut français du Japon, Université du Kyushu / Yunus & Shiiki Social Business Research Center
Partenaires : Veolia Japan, Startup cafe, Club des Partenaires de la France dans le Kyushu Parrainage : Ville de Fukuoka

