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１）設立 1976年11月  

１．NSGグループの概要 

古町神明宮・船江大神宮（合祀） 古町愛宕神社 

1976年、宮司を務める古町愛宕神社
の境内の中に、学習塾、カルチャー
スクール、5ヶ国語の語学の学校、資
格取得の講座の4部門からなる民間教
育機関を設立したことがNSG（新潟
総合学院）グループのスタート。 創業当時の校舎 

現在NSGはグループの本部が置かれている 



２）本部所在地 古町本部 〒951-8063 新潟市中央区古町通2-495 
              東堀本部 〒951-8065 新潟市中央区東堀通1-494-3 
 

３）ＮＳＧグループ経営理念 
 

                人々の幸福と豊かさを実現するために 
    社会のニーズに合った事業の可能性を追求し 
    地域社会・国家・国際社会の発展に寄与する 

４）所属法人 57法人 （他支援法人55法人） 
（株）NSGホールディングス、（学）新潟総合学園、（学）新潟総合学院、（学）国
際総合学園、（学）大彦学園、（株）NSG教育ネットワーク、（株）NSGアカデミー、
（株）クレアール、（株）中条スイミングスクール、（株）Dream Advance、（株）チ
アリー、（医）泰庸会、（医）愛広会、（福）愛宕福祉会、（福）あたご共生会、（福）
上越あたご福祉会、（株）はあとふるあたご、（株）ベスト・ケアー、愛宕商事
（株）、（株）愛宕ファシリティーズ、（株）エデュースホールディングス、（株）サー
ティファイ、（株）ウイネット、（株）アイ・シー・オー、（株）アイ・シー・オースポー
ツマーケティング、（株）ITPホールディングス、（株）国際総合計画、㈱リビング
ギャラリー、㈱リビング保証システム、㈱アンドクリエイト（株）クレイズプラン、
（株）ゼルコバ、（株）東港ゴルフガーデン、（株）イタリア軒、（株）日本フードリン
ク、（株）ライフプロモート、（株）アグリライフ、（株）和僑商店ホールディングス、
（株）和僑商店、今代司酒造（株）、（株）峰村商店、越後味噌醸造（株）、（株）小
川屋、（株）ラグーナホールディングス、（株）ニイガタスタイル、（株）ザ・ミンツ、
（株）ハバダッシュリー、（株）ジェイ・エス・エス、カレトモドットコム（株）、（株）事
業創造サポート、事業創造キャピタル（株）、（株）事業創造コンサルティング、
（株）NSGキャピタルコンサルティング、NSBコンサルティング（株）、（株）ビュー
ティープロデュース、（株）ヒューマンブレイン、（株）NSGインターナショナル   
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２．「新潟を『世界一幸せな』まちに！」 
   するためのＮＳＧグループの取り組み 

教育 ひ
と 

医療・介護・福祉・保育 あん
しん 

事業創造 
し
ご
と 

スポーツ・文化 ま
ち 

＜4つのキーワード＞ 

地域で活躍する人材を育成 
 

すこやかに暮らせる社会をささえる 

魅力的な職場を創り 
地域の発展に貢献 

スポーツや祭りを通じてまちの
魅力を創造 
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1）ひと 「教育」 ～地域で活躍する人材を育成～ 

（2）あらゆる分野の教育事業を展開し、人々の生涯にわたる学びの場を提供 

学生、生徒、受講生、全てを合わるとその総数は４万人以上 
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（2）魅力づくりの戦略は「ナンバーワン」「オンリーワン」 
  東京に負けない魅力的な学校は流出を抑制し、県外からも学生が入学 

資格試験や簿記などの検
定の合格率で日本一の成
績を上げることや、全国的
なデザインコンテストやコン
クールで最優秀を目指す。 

ナンバーワン 

他の場所にはない、
新潟でしか学ぶことが
できない分野の、非常
に特色ある学校を展
開 

オンリーワン 

NSGグループの開発した人
間力向上のためのオリジナ
ルのプログラム。 

（4）実践行動学 

海外の提携校は２４カ国、１７８校、 
グループ全体の留学生数は１０００人以上（2017年度） 

（3）海外の一流校と提携し国際水準の教育を展開 
 ～留学生を呼び込み,居ながらにして国際社会を体験 
                                      （ケンブリッジ計画） 

1）ひと 「教育」 ～地域で活躍する人材を育成～ 
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2）あんしん「医療・介護・福祉・保育」 ～すこやかに暮らせる社会をささえる～ 

（1）NSGグループの医療・介護・福祉ネットワーク 
  施設サービスから在宅サービスまで 
  幅広くサービスを提供   

全てを合わせると195事業 
新潟県内＋首都圏でも事業を展開 

全ての施設の定員の総数は5417名 
年間１万5千人以上の高齢者を、 

ケアさせていただいています 

（２）安心して子育てができる社会を実現 
  保育サービスの展開 

■入所施設 40ヶ所 
（病院、老人保健施設、特別養護
老人ホームなど） 
■通所施設 39ヶ所 
（通所介護や通所リハビリテーシ
ョンなど） 
■居宅施設 35ヶ所 
（グループホームや小規模多機
能居宅ホームなど） 
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3）しごと 「事業創造」 ～魅力的な職場をつくり、地域の発展に貢献～ 

地域社会のニーズに応え 
事業領域を拡大。 

（1）NSGグループの多角化を通じたしごとづくり 

グループとその支援法
人を合わせて113社を数
え、10,000人の雇用をつ
くり出した。 
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（2）職員・社員のチャレンジを応援する、起業家、経営者育成の仕組みとしかけ 

個人の成長をサポートする仕組み 
・資格取得奨励制度（資格取得を奨励する
制度で、受験料の負担や報奨金の支給、ス
キルアップの講座受講を補助） 
・経営者能力開発制度（事業創造大学院大
学への通学を補助する制度） 
 
創業を支援するしかけ 
・学校周辺・企業周辺事業プレゼン（自分
が従事している事業・分野における新規事
業のアイデアをプレゼンする機会。） 
・ＮＳＧアドバンス（起業志向の職員・社
員たちが自身のアイデアを発表、アイデア
のブラッシュアップを図り、起業を目指す) 
 
視野と人脈を広げるしかけ 
・にいがた未来塾への参加（新潟をどう活
性化させるか、若手社員が自身のビジョン
を考え直すきっかけ。） 
・ＮＳＧネクストへの参加（２０代・３０
代の社員を対象とした「ＮＳＧのＤＮＡ」
を体感するための研修会。 

職員や社員がやりたいことに挑戦できる仕組み 
・人材活性状況調査（現在の職場への改善提案や組織全
体への提言の他、個々人の異動配置、勤務地の要望を自
己申告） 
・公募制度（グループ各社の部門長などの役職者、グル
ープ内で手掛ける新規事業担当者、Ｍ＆Ａ案件の企業の
経営者などを募り、自由に応募できる制度） 

3）しごと 「事業創造」 ～魅力的な職場をつくり、地域の発展に貢献～ 

9 



3）しごと 「事業創造」 ～魅力的な職場をつくり、地域の発展に貢献～ 

新たな事業の立ち上げを目指す起業家の育成やその支援を通じて、地域活性化に取り組
んでいます。その一環として、グループ内部だけでなくグループの枠を超えて、幅広く
創業の志のある人を支援する仕組みを整えている。 

（3）起業家支援によるしごと創り 

異業種交流会501 

生涯に500社の設立に関
わったとされる 渋沢栄
一を1社でも上回る、501
以上の企業を育成すべく
発足。 
 毎月起業家や経営者、
各分野の専門家をゲスト
講師に招き例会を開催。
起業や新事業の創造を目
指す企業や個人を支援。
経営指導、人脈の紹介、
出資なども含め積極的に
支援。 

にいがた未来塾 

新潟を活性化するために
活動するもう一つの会。
各界の識者や論客、経済
人をゲストに招き、様々
なテーマについて講演頂
き、ディスカッションす
る。 
 個性ある地域として新潟
が発展し、「新潟モデル
」として良きお手本とな
る。そんな志で活動して
いるのが、にいがた未来
塾。 

新潟の未来について若者が
集い、学び、論じ合う場 

新たな企業の育成や事業創
造を目指す起業支援組織 

池田弘の起業塾 

起業・創業(特に新潟県
内を中心とした)を目指
す方を募集・支援する取
り組みです。ウェブサイ
トを通じて事業アイデア
を募集し、実現可能性の
高いものには、事業化に
向けたアドバイスととも
にNSGグループの様々な
リソースを活用し多方面
からの創業支援を行って
います。 

起業を目指す方を募集・
支援する窓口 
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新たな事業の立ち上げを目指す起業家の育成やその支援を通じて、地域活性化に取り組んでいる。グル
ープ内部だけでなくグループの枠を超えて、幅広く創業の志のある人を支援する仕組みを整えている。 

起業家支援によるしごと創り 

異業種交流会501 

生涯に500社の設立に関わったとさ
れる 渋沢栄一を1社でも上回る、
501以上の企業を育成すべく発足。 
 毎月起業家や経営者、各分野の専
門家をゲスト講師に招き例会を開催
。起業や新事業の創造を目指す企
業や個人を支援。経営指導、人脈
の紹介、出資なども含め支援。 

にいがた未来塾 

新潟を活性化するために活動す
る会。各界の識者や論客、経済
人をゲストに招き、様々なテーマ
について講演頂き、ディスカッショ
ンする。 個性ある地域として新潟
が発展し、「新潟モデル」として良
きお手本となる。そんな志で活動
しているのが、にいがた未来塾。 

新潟の未来について若者が
集い、学び、論じ合う場 

新たな企業の育成や事業創
造を目指す起業支援組織 

池田弘の起業塾 

起業・創業(新潟県内中心)を
目指す方を募集・支援する取り
組み。ウェブサイトを通じて事
業アイデアを募集し、実現可能
性の高いものには、事業化に
向けたアドバイスと共にグルー
プの様々なリソースを活用し多
方面からの創業支援を行う。 

起業を目指す方を募集・支援
する窓口 

経済産業省より産業競争力強化法第
17条第3項に基づく「特定新事業開
拓投資事業計画」として認定を受け
た日本初の地方ファンド。「地方創
生新潟1号投資事業有限責任組合」
の投資家である有限責任組合員（法
人）は、租税特別措置法の規定に基
づき、企業のベンチャー投資促進税
制の適用を受けることが可能。 

地方創生新潟１号ファンド 

新潟ベンチャーキャピタル㈱  

NBCエンジェルファンド1号  
ＮＢＣエンジェルファンドは、
創業間もないエンジェル税制対
象企業を投資対象とするファン
ド。ＮＢＣ会員を中心とした個
人投資家から出資を募り、創業
・新事業創出を支援する目的で
創出された。 

事業創造キャピタル㈱ 数社が上場準備中 

数年以内の上場を視野に準備活動
を行う企業が数社現れている。 
また、ユニコーンを育てる検討を
行うプロジェクトを開始した。 

3）しごと 「事業創造」 ～魅力的な職場をつくり、地域の発展に貢献～ 



3）しごと 「事業創造」 ～魅力的な職場をつくり、地域の発展に貢献～ 

経営難に陥った地方の経済や文化を支えてきた老舗企業や、後継者不在で
存続が危ぶまれたりした老舗酒蔵・味噌蔵などの企業再生を手がける。 

（4）企業再生による地域活性化 

伝統を生かしつつリブランディング 
企業再生により雇用の維持や拡大につなげる 

今代司酒造 ホテルイタリア軒 
明和4年(1767年)創業 
全量純米仕込み 

峰村醸造 
明治38年(1905年)創業 
味噌、漬物の製造 

明治7年(1874年)創業 
老舗ホテル 
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（１）スポーツによる地域活性化 
地域密着型のビジネスモデルを独立採算で幅広いスポーツに展開  

アルビレックス新潟シンガポール 

4）まち「スポーツ・文化」  

サッカー：アルビレックス新潟 アルビレックス新潟レディス アルビレックス新潟バルセロナ 

～スポーツや祭りを通じて「まちの魅力を創造」「地方発の海外展開」 

レーシング 

チアリーディング 

バスケットボール スキー・スノーボード 野球 陸上 

（2）アルビレックスグループが  
第２回日本サービス大賞「地方創生大臣賞」受賞 

日本で唯一、７種目のスポーツ
でジュニアからトップチームまで
を整備し、世界レベルの選手を
輩出するなど新潟のブランディン
グにも貢献。 

（3）五輪等世界で活躍する選手を輩出 
●平野歩夢/開志国際高校（卒業） 〔ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ：ｿﾁ、平昌五輪〕 
●冨田せな/開志国際高校（卒業）、全日本ｳｲﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂ専門学校 
 〔ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ：平昌五輪〕 
●藤森由香/ﾁｰﾑｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟、全日本ｳｲﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂ専門学校（
卒業） 〔ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ：ﾄﾘﾉ、ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ、ｿﾁ、平昌五輪〕 
●久保倉里美/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸ”ｸﾗﾌﾞ（現役引退） 〔陸上：北京、ﾛ
ﾝﾄﾞﾝ、ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ五輪〕 
●酒井高徳/ハンブルガーSV 〔2014・2018WC〕 
●上尾野辺めぐみ／アルビレックス新潟レディス 〔201・2015WC〕 
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祭りは老若男女が参加し、日常にはない新しい交流が生まれ、参加した人々の間に
一体感を生じさせる。 

（4）祭りを通じて地域活性化  

①にいがた総踊り 

約300年の昔、新潟に四日四晩踊
り明かす祭りがあった。2002年に
伝統を後世に伝えようと新潟商工
会議所と数名の若者たちの声か
ら立ち上がり、現在では、新潟市
内に集う踊り子は新潟県全市町
村と全国16都道府県から250チー
ム、1万5000人、20万人を動員。 

②明和義人祭 
240年前の歴史上の出来事「明和
騒動」にちなんだお祭り。その出来
事とは、藩が新潟湊に課した重税
に苦しむ町人が自ら立ち上がり藩
に代わり町政を行った、自主・自立
の精神に満ちたもの。新潟市の上
古町で、江戸の義人を慰霊しその
精神を伝えようと2008年より行わ
れている。 

４）まち「スポーツ・文化」  ～スポーツや祭りを通じて、「まちの魅力を創造」 
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地方イノベーションの進め方 

公共事業 ⇒ 国、自治体の財政が厳しくなり手厚い支援が期待できない 

【従来の地域振興策】 

大企業の工場誘致 ⇒ グローバル化によるものづくりの拠点の海外移転 

【地域の中核企業によるイノベーション】 

チャレンジ精神溢れる者たちが、地域で事業を次々と起ち上げる 

特に地域の中核企業の力を使って地方イノベーションを進める 

・地域の中核企業が地方イノベーションのカギを握るのは、ある事業を 
  起こし、それを継続させている実績がある。 

・地域の中核企業の経営者は、事業のことをはじめ、会計、税制など 
  様々な面において一定のノウハウがある。地方イノベーションの即戦
力や、チャレンジする若者のサポート役となる。 
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地方イノベーションの方向 

提供している製品やサービスの質や付加価値を高めるイノベーションによ
って、事業を拡大かつ安定的なものにしていく。 

①既存事業の強化 

③第二創業 

これまでの事業が立ち行かなくなって、まるっきり異なる業態に変革する。 

いずれのパターンも、イノベーションを成功させるには人財が必用。 
特に②③はノウハウのないことへの挑戦、経験やスキルのある人材を外
部から取り込むことでうまくいく可能性が高まる。 

事業規模を大きくしたり、成長が止まっている状況を補完することを目的
に、従来の事業とは異なる新規事業を起ち上げる。 

②企業内での新規事業や子会社・関連会社の起ち上げ 
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地方イノベーションを実践するためには 

「強い思いを持っている人」が新しい事業を生み出す 

・経営者としては未熟であるが、逆に経験がないゆえにそれまでの常識に
捉われない、自由な発想を持っていることもある。 

・どんな事業でも、最初からずっと順調にいくことはほとんどない。予期せ
ぬ困難な状況を乗り越えるためには、何が何でもこの事業を成功させると
いう「強い思い」が必要。 

どうやって人財を育成するか 

強い思いをもったリーダーを発掘もしくは外部から呼び込み、 
チャレンジの場を与え、実践を通して成長させる 
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NSGグループの職員・社員のチャレンジを応援するしくみ 

個人の成長をサポートする仕組み 
 ・資格取得奨励制度（（資格取得を奨励
する制度で、受験料の負担や報奨金の支
給、スキルアップの講座受講を補助） 
・経営者能力開発制度（事業創造大学院
大学への通学を補助する制度） 
 

創業を支援するしかけ 
 ・学校周辺・企業周辺事業プレゼン（自分
が従事している事業・分野における新規事
業のアイデアをプレゼンする機会。） 
・ＮＳＧアドバンス（起業志向の職員・社員
たちが自身のアイデアを発表、アイデアの
ブラッシュアップを図り、起業を目指す） 
 

視野と人脈を広げるしかけ 
・にいがた未来塾への参加（新潟をどう活
性化させるか、若手社員が自身のビジョン
を考え直すきっかけ。） 
・ＮＳＧネクストへの参加（２０代・３０代の
社員を対象とした「ＮＳＧのＤＮＡ」を体感す
るための研修会。 

職員や社員がやりたいことに挑戦できる仕組み 
・人材活性状況調査（現在の職場への改善提案や組織
全体への提言の他、個々人の異動配置、勤務地の要望
を自己申告） 
・公募制度（グループ各社の部門長などの役職者、グル
ープ内で手掛ける新規事業担当者、Ｍ＆Ａ案件の企業
の経営者などを募り、自由に応募できる制度） 

18 
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【参考①】 東京圏への転入超過数 市町村別内訳と累積割合 
                             （２０１７年 上位63市） 

政令市、中核市等上位63位で、東京圏への転入超過数の50％を占める 

※第1回地域魅力創造有識者会議 「資料２地方創生に関する現状について」より 
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【参考②】 新潟市の産業間人口移動の状況 

新潟市の中核的産業は、自県内からは人を集めるが、「教育、学習支援業」を除き、 
他県へは人を出している。 

※第4回地域魅力創造有識者会議 「資料1 都市の産業・雇用構造と都市機能の強化」より 



【参考③】 地方への移住の意向 

20代～40代の過半数は「地方に移住しても良い」 

※内閣府政府広報室平成26年10月 
「人口，経済社会等の日本の将来像に関する世論調査」より 

居住していると思う地域を「都市」、「どちら
かといえば都市」と答えた方を対象に、 
「あなたは、地方に移住してもよいと思いま
すか？」と尋ねた結果、 
 
「思う」「どちらかといえば思う」の合計
が20代から40代において50％以上
であった。 
 
全ての世代の合計においても約4割の
方が地方移住に前向きな意向を示し
た。 
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【参考④】 都道府県別社会増減数および移住希望の状況 

新潟県は全国２番目に 
         移住相談件数が多い 

新潟県は全国３番目に人口流出が多い 

＜移住相談窓口等において受け付けた相談件数＞ 

※総務省「平成28年度における移住相談に関する調査結果」より ※総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に
作成 

平成28年(1月1日～12月31日)都道府県別社会増減数,平成29年1月1日住民基本台帳人
平成２９年 平成２９年

1 青森県 -5,922 1,323,861 25 山梨県 -1376 844717
2 熊本県 -5,801 1,798,149 26 徳島県 -1362 764213
3 新潟県 -5,512 2,300,923 27 鳥取県 -1132 575264
4 長崎県 -4,913 1,392,950 28 島根県 -754 696382
5 福島県 -4,625 1,938,559 29 栃木県 -671 1991597
6 秋田県 -4,248 1,029,196 30 岡山県 -101 1927632
7 宮崎県 -3,820 1,119,544 31 香川県 -48 997811
8 北海道 -3,724 5,370,807 32 富山県 25 1074705
9 鹿児島県 -3,666 1,668,003 33 石川県 90 1153627
10 和歌山県 -3,649 984,689 34 茨城県 395 2960458
11 岩手県 -3,567 1,277,271 35 滋賀県 716 1420260
12 山形県 -3,448 1,118,468 36 沖縄県 833 1467071
13 奈良県 -3,028 1,380,181 37 群馬県 966 1998275
14 愛媛県 -2,875 1,405,325 38 宮城県 982 2319438
15 静岡県 -2,696 3,756,865 39 京都府 1173 2569410
16 山口県 -2,649 1,408,588 40 広島県 1353 2857475
17 岐阜県 -2,573 2,066,266 41 福岡県 10646 5126389
18 兵庫県 -2,420 5,606,545 42 大阪府 11827 8861437
19 高知県 -1,999 732,535 43 愛知県 21922 7532231
20 大分県 -1,884 1,176,891 44 神奈川県 24579 9155389
21 三重県 -1,860 1,841,753 45 千葉県 27736 6283602
22 長野県 -1,764 2,126,064 46 埼玉県 27982 7343807
23 福井県 -1,684 794,433 47 東京都 113542 13530053
24 佐賀県 -1,597 837,977

社会増減数人口 人口社会増減数
都道府県名

平成２８年
都道府県名

平成28年
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人口、世帯数、人口動態（都道府県別）【総計】

				平成28年（1月1日～12月31日）人口動態（都道府県別）、平成29年1月1日住民基本台帳人口

		団体コード ダンタイ		都道府県名		平成29年						平成28年																																										平成２９年 ヘイセイネン

						平成29年人口 ジンコウ				世帯数		住民票記載数 ジュウミンヒョウキサイスウ												住民票消除数 ジュウミンヒョウショウジョカズ												増減数 ゾウゲンスウ				増減率 ゾウゲンリツ		自然増減数 シゼンゾウゲンカズ				自然増減率 シゼンゾウゲンリツ		社会増減数 シャカイゾウゲンカズ				社会増減率 シャカイゾウゲンリツ		人口 ジンコウ

						男		女				転入者数（国内） コクナイ		転入者数（国外） コクガイ		転入者数（計） ケイ		出生者数		その他（計） ケイ		計（Ａ）		転出者数（国内） コクナイ		転出者数（国外） コクガイ		転出者数（計） ケイ		死亡者数		その他（計） ケイ		計（Ｂ）																				計 ケイ

		010006		北海道		2,537,340		2,833,467		2,761,826		245,573		13,047		258,620		35,452		2,519		296,591		252,780		8,757		261,537		62,131		3,326		326,994		1		-30,403		-0.56		1		-26,679		-0.49		8		-3,724		-0.07		5,370,807

		150002		新潟県		1,116,170		1,184,753		890,293		57,884		3,967		61,851		15,853		267		77,971		64,051		2,971		67,022		28,853		608		96,483		2		-18,512		-0.80		3		-13,000		-0.56		3		-5,512		-0.24		2,300,923

		070009		福島県		950,430		988,129		779,244		54,421		2,781		57,202		13,810		837		71,849		60,161		1,714		61,875		24,325		789		86,989		3		-15,140		-0.77		6		-10,515		-0.54		5		-4,625		-0.24		1,938,559

		020001		青森県		627,006		696,855		589,887		34,255		1,880		36,135		8,684		519		45,338		40,658		1,336		41,994		17,366		582		59,942		4		-14,604		-1.09		11		-8,682		-0.65		1		-5,922		-0.44		1,323,861

		280003		兵庫県		2,689,585		2,916,960		2,507,945		196,458		17,726		214,184		44,135		3,236		261,555		203,015		12,035		215,050		56,257		4,790		276,097		5		-14,542		-0.26		4		-12,122		-0.22		18		-2,420		-0.04		5,606,545

		050008		秋田県		485,257		543,939		426,020		21,489		1,270		22,759		5,692		330		28,781		25,960		757		26,717		15,263		620		42,600		6		-13,819		-1.32		10		-9,571		-0.92		6		-4,248		-0.41		1,029,196

		220001		静岡県		1,855,174		1,901,691		1,557,733		128,828		14,885		143,713		28,423		1,548		173,684		135,353		8,596		143,949		39,481		4,008		187,438		7		-13,754		-0.36		5		-11,058		-0.29		15		-2,696		-0.07		3,756,865

		030007		岩手県		613,838		663,433		523,065		36,207		1,870		38,077		8,363		325		46,765		40,337		1,001		41,338		16,995		631		58,964		8		-12,199		-0.95		12		-8,632		-0.67		11		-3,567		-0.28		1,277,271

		430005		熊本県		850,608		947,541		770,607		75,804		4,141		79,945		15,026		1,033		96,004		83,262		2,319		85,581		21,419		1,198		108,198		9		-12,194		-0.67		25		-6,393		-0.35		2		-5,801		-0.32		1,798,149

		200000		長野県		1,036,838		1,089,226		861,074		63,213		7,930		71,143		15,393		917		87,453		66,508		4,756		71,264		25,231		2,560		99,055		10		-11,602		-0.54		9		-9,838		-0.46		22		-1,764		-0.08		2,126,064

		460001		鹿児島県		785,168		882,835		807,169		60,982		2,150		63,132		13,756		743		77,631		65,225		1,474		66,699		21,589		842		89,130		11		-11,499		-0.68		15		-7,833		-0.47		9		-3,666		-0.22		1,668,003

		350001		山口県		668,030		740,558		659,804		41,468		3,139		44,607		9,948		417		54,972		44,928		1,738		46,666		18,492		1,007		66,165		12		-11,193		-0.79		13		-8,544		-0.60		16		-2,649		-0.19		1,408,588

		420000		長崎県		656,314		736,636		635,020		44,442		5,167		49,609		10,974		496		61,079		50,349		2,407		52,756		17,214		2,262		72,232		13		-11,153		-0.79		26		-6,240		-0.44		4		-4,913		-0.35		1,392,950

		060003		山形県		538,338		580,130		411,919		28,062		1,356		29,418		7,578		240		37,236		31,604		1,088		32,692		15,222		414		48,328		14		-11,092		-0.98		17		-7,644		-0.68		12		-3,448		-0.31		1,118,468

		380008		愛媛県		666,134		739,191		651,763		36,137		3,731		39,868		9,947		485		50,300		40,124		2,394		42,518		17,744		710		60,972		15		-10,672		-0.75		16		-7,797		-0.55		14		-2,875		-0.20		1,405,325

		210005		岐阜県		1,004,919		1,061,347		809,888		60,365		11,798		72,163		15,254		1,199		88,616		67,231		5,011		72,242		22,610		3,693		98,545		16		-9,929		-0.48		19		-7,356		-0.35		17		-2,573		-0.12		2,066,266

		080004		茨城県		1,482,072		1,478,386		1,221,978		98,859		15,798		114,657		21,383		1,325		137,365		105,011		6,290		111,301		31,551		4,286		147,138		17		-9,773		-0.33		7		-10,168		-0.34		34		395		0.01		2,960,458

		300004		和歌山県		466,136		518,553		440,150		22,502		1,500		24,002		6,704		438		31,144		26,542		1,183		27,725		12,683		364		40,772		18		-9,628		-0.97		29		-5,979		-0.60		10		-3,649		-0.37		984,689

		450006		宮崎県		529,293		590,251		521,627		34,839		1,604		36,443		9,009		647		46,099		39,145		996		40,141		13,723		769		54,633		19		-8,534		-0.76		34		-4,714		-0.42		7		-3,820		-0.34		1,119,544

		240001		三重県		899,701		942,052		782,840		55,244		8,045		63,289		13,797		992		78,078		59,241		4,527		63,768		20,212		2,373		86,353		20		-8,275		-0.45		24		-6,415		-0.35		21		-1,860		-0.10		1,841,753

		290009		奈良県		656,316		723,865		587,413		41,808		3,475		45,283		9,539		704		55,526		45,720		2,503		48,223		14,148		792		63,163		21		-7,637		-0.55		35		-4,609		-0.33		13		-3,028		-0.22		1,380,181

		390003		高知県		345,444		387,091		352,694		20,632		1,228		21,860		4,838		284		26,982		23,030		729		23,759		10,363		384		34,506		22		-7,524		-1.02		30		-5,525		-0.75		19		-1,999		-0.27		732,535

		090000		栃木県		993,019		998,578		817,370		58,970		10,576		69,546		14,904		806		85,256		64,481		4,101		68,582		21,500		2,441		92,523		23		-7,267		-0.36		23		-6,596		-0.33		29		-671		-0.03		1,991,597

		440001		大分県		558,646		618,245		533,406		34,224		3,091		37,315		9,127		565		47,007		36,957		2,188		39,145		14,313		619		54,077		24		-7,070		-0.60		33		-5,186		-0.44		20		-1,884		-0.16		1,176,891

		100005		群馬県		988,955		1,009,320		831,970		60,784		8,721		69,505		14,201		1,038		84,744		61,930		4,028		65,958		22,212		3,619		91,789		25		-7,045		-0.35		14		-8,011		-0.40		37		966		0.05		1,998,275

		330001		岡山県		929,475		998,157		835,989		65,197		7,542		72,739		15,627		392		88,758		67,929		3,228		71,157		21,675		2,075		94,907		26		-6,149		-0.32		27		-6,048		-0.31		30		-101		-0.01		1,927,632

		360007		徳島県		364,700		399,513		334,117		21,316		2,032		23,348		5,381		313		29,042		23,349		886		24,235		9,863		788		34,886		27		-5,844		-0.76		36		-4,482		-0.58		26		-1,362		-0.18		764,213

		340006		広島県		1,385,401		1,472,074		1,300,322		110,217		13,268		123,485		23,074		1,662		148,221		114,559		5,396		119,955		30,163		3,839		153,957		28		-5,736		-0.20		20		-7,089		-0.25		40		1,353		0.05		2,857,475

		160008		富山県		520,105		554,600		414,865		24,318		3,737		28,055		7,463		294		35,812		25,501		1,744		27,245		12,943		1,079		41,267		29		-5,455		-0.51		31		-5,480		-0.51		32		25		0.00		1,074,705

		260002		京都府		1,232,089		1,337,321		1,202,380		109,701		11,820		121,521		19,686		1,780		142,987		111,495		7,360		118,855		26,291		3,273		148,419		30		-5,432		-0.21		22		-6,605		-0.26		39		1,173		0.05		2,569,410

		190004		山梨県		413,919		430,798		356,363		27,740		2,982		30,722		5,925		443		37,090		30,150		1,456		31,606		9,616		935		42,157		31		-5,067		-0.60		39		-3,691		-0.43		25		-1,376		-0.16		844,717

		040002		宮城県		1,131,759		1,187,679		980,808		106,795		5,049		111,844		17,569		1,158		130,571		107,542		2,658		110,200		23,579		1,820		135,599		32		-5,028		-0.22		28		-6,010		-0.26		38		982		0.04		2,319,438

		320005		島根県		333,255		363,127		288,790		18,968		1,989		20,957		5,337		257		26,551		20,523		1,068		21,591		9,595		377		31,563		33		-5,012		-0.71		38		-4,258		-0.61		28		-754		-0.11		696,382

		180009		福井県		385,110		409,323		289,825		18,126		2,712		20,838		6,171		143		27,152		20,391		1,409		21,800		9,274		865		31,939		34		-4,787		-0.60		41		-3,103		-0.39		23		-1,684		-0.21		794,433

		410004		佐賀県		397,243		440,734		328,015		25,637		1,722		27,359		6,871		370		34,600		27,857		887		28,744		9,754		582		39,080		35		-4,480		-0.53		43		-2,883		-0.34		24		-1,597		-0.19		837,977

		370002		香川県		482,078		515,733		436,123		30,147		3,551		33,698		7,606		430		41,734		31,686		1,486		33,172		11,920		1,004		46,096		36		-4,362		-0.44		37		-4,314		-0.43		31		-48		-0.00		997,811

		270008		大阪府		4,283,835		4,577,602		4,223,735		387,230		35,800		423,030		70,281		5,454		498,765		386,005		18,171		404,176		86,173		12,481		502,830		37		-4,065		-0.05		2		-15,892		-0.18		42		11,827		0.13		8,861,437

		310000		鳥取県		274,794		300,470		235,502		15,404		1,135		16,539		4,473		168		21,180		16,749		739		17,488		7,386		351		25,225		38		-4,045		-0.70		42		-2,913		-0.50		27		-1,132		-0.20		575,264

		170003		石川県		558,006		595,621		478,395		34,315		4,021		38,336		8,985		412		47,733		35,516		2,153		37,669		12,490		989		51,148		39		-3,415		-0.30		40		-3,505		-0.30		33		90		0.01		1,153,627

		250007		滋賀県		699,932		720,328		566,148		48,032		5,806		53,838		12,306		717		66,861		49,104		3,546		52,650		12,625		1,189		66,464		40		397		0.03		44		-319		-0.02		35		716		0.05		1,420,260

		400009		福岡県		2,436,091		2,690,298		2,371,459		256,749		18,896		275,645		44,603		3,661		323,909		255,510		7,713		263,223		51,308		5,437		319,968		41		3,941		0.08		21		-6,705		-0.13		41		10,646		0.21		5,126,389

		470007		沖縄県		723,531		743,540		632,826		71,989		5,015		77,004		16,766		1,271		95,041		72,900		3,059		75,959		11,759		1,483		89,201		42		5,840		0.40		47		5,007		0.34		36		833		0.06		1,467,071

		120006		千葉県		3,137,814		3,145,788		2,811,702		279,946		33,494		313,440		46,656		4,155		364,251		267,734		14,332		282,066		56,689		7,793		346,548		43		17,703		0.28		8		-10,033		-0.16		45		27,736		0.44		6,283,602

		140007		神奈川県		4,574,910		4,580,479		4,236,072		441,970		38,089		480,059		72,794		16,088		568,941		423,948		27,712		451,660		78,135		19,908		549,703		44		19,238		0.21		32		-5,341		-0.06		44		24,579		0.27		9,155,389

		110001		埼玉県		3,679,223		3,664,584		3,212,080		321,112		26,278		347,390		56,108		6,306		409,804		297,182		14,648		311,830		63,696		13,884		389,410		45		20,394		0.28		18		-7,588		-0.10		46		27,982		0.38		7,343,807

		230006		愛知県		3,775,270		3,756,961		3,214,669		329,622		45,586		375,208		66,567		5,519		447,294		321,357		25,763		347,120		65,894		11,685		424,699		46		22,595		0.30		45		673		0.01		43		21,922		0.29		7,532,231

		130001		東京都		6,675,004		6,855,049		6,994,147		886,814		117,674		1,004,488		115,742		16,667		1,136,897		814,388		61,461		875,849		114,580		31,764		1,022,193		47		114,704		0.86		46		1,162		0.01		47		113,542		0.85		13,530,053

				合計 ゴウケイ		62,394,275		65,512,811		57,477,037		5,244,795		539,074		5,783,869		997,781		89,570		6,871,220		5,254,978		291,774		5,546,752		1,316,305		167,288		7,030,345				-159,125		-0.12				-318,524		-0.25				159,399		0.12		127,907,086
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社会増減のみ

				平成28年(1月1日～12月31日)都道府県別社会増減数,平成29年1月1日住民基本台帳人口 シャカイゾウゲンスウ

		団体コード ダンタイ				都道府県名		平成29年						平成28年																																平成２９年 ヘイセイネン						都道府県名		平成２８年 ヘイセイネン				平成２９年 ヘイセイネン

								平成29年人口 ジンコウ				世帯数		住民票記載数 ジュウミンヒョウキサイスウ												住民票消除数 ジュウミンヒョウショウジョカズ												自然増減率 シゼンゾウゲンリツ		社会増減数 シャカイゾウゲンカズ				社会増減率 シャカイゾウゲンリツ		人口 ジンコウ								社会増減数 シャカイゾウゲンスウ				人口 ジンコウ

								男		女				転入者数（国内） コクナイ		転入者数（国外） コクガイ		転入者数（計） ケイ		出生者数		その他（計） ケイ		計（Ａ）		転出者数（国内） コクナイ		転出者数（国外） コクガイ		転出者数（計） ケイ		死亡者数		その他（計） ケイ		計（Ｂ）

		010006		1		青森県		627,006		696,855		589,887		34,255		1,880		36,135		8,684		519		45,338		40,658		1,336		41,994		17,366		582		59,942		-0.65				-5,922		-0.44		1,323,861				25		山梨県		25		-1376		844717

		150002		2		熊本県		850,608		947,541		770,607		75,804		4,141		79,945		15,026		1,033		96,004		83,262		2,319		85,581		21,419		1,198		108,198		-0.35				-5,801		-0.32		1,798,149				26		徳島県		26		-1362		764213

		070009		3		新潟県		1,116,170		1,184,753		890,293		57,884		3,967		61,851		15,853		267		77,971		64,051		2,971		67,022		28,853		608		96,483		-0.56				-5,512		-0.24		2,300,923				27		鳥取県		27		-1132		575264

		020001		4		長崎県		656,314		736,636		635,020		44,442		5,167		49,609		10,974		496		61,079		50,349		2,407		52,756		17,214		2,262		72,232		-0.44				-4,913		-0.35		1,392,950				28		島根県		28		-754		696382

		280003		5		福島県		950,430		988,129		779,244		54,421		2,781		57,202		13,810		837		71,849		60,161		1,714		61,875		24,325		789		86,989		-0.54				-4,625		-0.24		1,938,559				29		栃木県		29		-671		1991597

		050008		6		秋田県		485,257		543,939		426,020		21,489		1,270		22,759		5,692		330		28,781		25,960		757		26,717		15,263		620		42,600		-0.92				-4,248		-0.41		1,029,196				30		岡山県		30		-101		1927632

		220001		7		宮崎県		529,293		590,251		521,627		34,839		1,604		36,443		9,009		647		46,099		39,145		996		40,141		13,723		769		54,633		-0.42				-3,820		-0.34		1,119,544				31		香川県		31		-48		997811

		030007		8		北海道		2,537,340		2,833,467		2,761,826		245,573		13,047		258,620		35,452		2,519		296,591		252,780		8,757		261,537		62,131		3,326		326,994		-0.49				-3,724		-0.07		5,370,807				32		富山県		32		25		1074705

		430005		9		鹿児島県		785,168		882,835		807,169		60,982		2,150		63,132		13,756		743		77,631		65,225		1,474		66,699		21,589		842		89,130		-0.47				-3,666		-0.22		1,668,003				33		石川県		33		90		1153627

		200000		10		和歌山県		466,136		518,553		440,150		22,502		1,500		24,002		6,704		438		31,144		26,542		1,183		27,725		12,683		364		40,772		-0.60				-3,649		-0.37		984,689				34		茨城県		34		395		2960458

		460001		11		岩手県		613,838		663,433		523,065		36,207		1,870		38,077		8,363		325		46,765		40,337		1,001		41,338		16,995		631		58,964		-0.67				-3,567		-0.28		1,277,271				35		滋賀県		35		716		1420260

		350001		12		山形県		538,338		580,130		411,919		28,062		1,356		29,418		7,578		240		37,236		31,604		1,088		32,692		15,222		414		48,328		-0.68				-3,448		-0.31		1,118,468				36		沖縄県		36		833		1467071

		420000		13		奈良県		656,316		723,865		587,413		41,808		3,475		45,283		9,539		704		55,526		45,720		2,503		48,223		14,148		792		63,163		-0.33				-3,028		-0.22		1,380,181				37		群馬県		37		966		1998275

		060003		14		愛媛県		666,134		739,191		651,763		36,137		3,731		39,868		9,947		485		50,300		40,124		2,394		42,518		17,744		710		60,972		-0.55				-2,875		-0.20		1,405,325				38		宮城県		38		982		2319438

		380008		15		静岡県		1,855,174		1,901,691		1,557,733		128,828		14,885		143,713		28,423		1,548		173,684		135,353		8,596		143,949		39,481		4,008		187,438		-0.29				-2,696		-0.07		3,756,865				39		京都府		39		1173		2569410

		210005		16		山口県		668,030		740,558		659,804		41,468		3,139		44,607		9,948		417		54,972		44,928		1,738		46,666		18,492		1,007		66,165		-0.60				-2,649		-0.19		1,408,588				40		広島県		40		1353		2857475

		080004		17		岐阜県		1,004,919		1,061,347		809,888		60,365		11,798		72,163		15,254		1,199		88,616		67,231		5,011		72,242		22,610		3,693		98,545		-0.35				-2,573		-0.12		2,066,266				41		福岡県		41		10646		5126389

		300004		18		兵庫県		2,689,585		2,916,960		2,507,945		196,458		17,726		214,184		44,135		3,236		261,555		203,015		12,035		215,050		56,257		4,790		276,097		-0.22				-2,420		-0.04		5,606,545				42		大阪府		42		11827		8861437

		450006		19		高知県		345,444		387,091		352,694		20,632		1,228		21,860		4,838		284		26,982		23,030		729		23,759		10,363		384		34,506		-0.75				-1,999		-0.27		732,535				43		愛知県		43		21922		7532231

		240001		20		大分県		558,646		618,245		533,406		34,224		3,091		37,315		9,127		565		47,007		36,957		2,188		39,145		14,313		619		54,077		-0.44				-1,884		-0.16		1,176,891				44		神奈川県		44		24579		9155389

		290009		21		三重県		899,701		942,052		782,840		55,244		8,045		63,289		13,797		992		78,078		59,241		4,527		63,768		20,212		2,373		86,353		-0.35				-1,860		-0.10		1,841,753				45		千葉県		45		27736		6283602

		390003		22		長野県		1,036,838		1,089,226		861,074		63,213		7,930		71,143		15,393		917		87,453		66,508		4,756		71,264		25,231		2,560		99,055		-0.46				-1,764		-0.08		2,126,064				46		埼玉県		46		27982		7343807

		090000		23		福井県		385,110		409,323		289,825		18,126		2,712		20,838		6,171		143		27,152		20,391		1,409		21,800		9,274		865		31,939		-0.39				-1,684		-0.21		794,433				47		東京都		47		113542		13530053

		440001		24		佐賀県		397,243		440,734		328,015		25,637		1,722		27,359		6,871		370		34,600		27,857		887		28,744		9,754		582		39,080		-0.34				-1,597		-0.19		837,977
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【参考⑤】中央と地方の所得格差 

地方圏の平均所得は東京23区の63.2％ 

地方圏の平均所得は、東京23区と、比べて4割近く少ない 
              東京圏（１都３県）と比べて2割5分近く少ない 
              ３大都市圏（東京・名古屋・大阪圏）と比べて２割近く少ない 
【参考】 
新潟県で所得が最も多い新潟市の平均所得は2,942,586円で地方圏平均とほぼ等しい。 

地域区分 平均所得（円） 
※ 

東京２３区 4,627,051 100 ％ 119.6 ％ 126.2 ％ 

 東京都 4,377,722 94.6 ％ 113.1 ％ 119.4 ％ 

  東京圏(１都３県） 3,870,337 83.6 ％ 100.0 ％ 105.5 ％ 

  名古屋圏（愛知・岐阜・三重） 3,421,725 74.0 ％ 88.4 ％ 93.3 ％ 

  大阪圏（大阪・京都・兵庫・奈良） 3,375,053 72.9 ％ 87.2 ％ 92.0 ％ 

    ３大都市圏(東京・名古屋・大阪圏） 3,667,135 79.3 ％ 94.7 ％ 100.0 ％ 

地方圏（三大都市圏以外） 2,925,113 63.2 ％ 75.6 ％ 79.8 ％ 

全国計 3,323,822 71.8 ％ 85.9 ％ 90.6 ％ 

「H28年度市区町村課税状況等の調（総務省）」を元に算出 
※課税所得/納税義務者数 

東京23区を 
100とした場合 

東京圏を100 
とした場合 

3大都市圏を 
100とした場合 

注）東京圏・名古屋圏・大阪圏の範囲は、「まち・ひと・しごと創生本部の
定義による 
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事業家・起業家・経営幹部候補を目指す「経営者養成コース」と各事業を推進するプロフェッショ
ナルを目指す「ゼネラリストコース」の2コースを設け、志向に合せてコースを選択できる『グルー
プ一括採用』を実施し、今年度は17名が入社（それ以外に専門職132名が入社）。なお、グルー
プ一括採用は初任給を高めに設定。 

人財を外部から呼び込む特色ある採用活動 
＜新卒採用＞ 

2010年からグループ各社の幹部候補や起業を志す方を対象とした「起業・ゼネラリスト採用」をは
じめた。この採用で入社された方のうち、62％がU・I・Jターンで、実際に経営者や創業者になった
事例も多く生まれる。 

＜キャリア採用＞ 

Uターン・Iターンの幹部候補者採用時に直面した課題 

毎年500人～1000人の応募の中から、20人～25人程度のキャリア総合
職が入社している。直近3年間では、合計64人が入社。その内Uターン
は9人、Iターンは28人。選考、入社の過程においてUターン・Iターン者
の辞退が26件あった。 

※所得格差（２～４割）を半減するような年俸を提示しても「辞退」を阻
止できないのが現状。 

年収を

懸念 
58% 

家族の

反対 
19% 

その他 
23% 

Uターン、Iターン者採用 
における辞退理由 

多数の応募があるが賃金格差等の要因で満足できる採用結果となっていない。 

「まちひとしごと創生基本方針2018」より抜粋 
Ⅲ.各分野の施策の推進 1.わくわく地方生活実現政策パッケージ （１）UIJターンによる起業・就業者創出（６年間で６万人） 
◎移住支援策の抜本的拡充抜本的拡充 
・東京圏（一定の要件を満たす地域）から東京圏以外の地域へのUIJターン者が、起業や中小企等への就業を行った場合に
、これらの者の移住に伴う経済負担や中小企業等の採用活動に伴う費用負担等を軽減するため、地方創生推進交付金や
雇用関係助成金を活用した必要な支援を検討する。その際、関係府省や先進的な地方公共団体の移住関連施策の効果検
証を踏まえ、エビデンスに基づいたものとする。このうち起業については、各種金融機関からの資金融通と連携して取り組む
。あわせて、これらのUIJターン者の住まいの確保を、ニーズに応じて地方公共団体や金融機関等との連携により支援する。 
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起業家支援の実践例（１） ㈱和僑商店ホールディングス 
代表取締役  葉葺正幸 

リブランディングによる事業再生イノベーション 
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起業家支援の実践例（１） 

㈱和僑商店ホールディングス 
代表取締役  葉葺正幸 

・おむすび屋「銀座十石」を引き継ぎ、㈱和僑商店を設立 
・事業スタート当初は苦戦し、倒産の危機も 
・仕出し弁当のデリバリー事業を展開 
・日本の発酵食品に欠かせない糀に着目し、古町糀製造所を開業 

古町糀製造所 おむすび銀座十石 

リブランディングによる事業再生イノベーション ～250年続く酒蔵の再生 

改修後 改修前 

和モダンにリニューアルし、数年で売り上げを倍増 
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起業家支援の実践例（１） 

㈱和僑商店ホールディングス～日本の伝統、老舗を蘇らせる 
伝統素材や事業継承した老舗企業に対し、コンセプト立案、デザインディレクション、
ビジネスフロー構築などを指導し、蘇らせるスキームを構築。支援した傘下企業の事
業活動を管理する㈱和僑商店ホールディングスを設立。 

㈱和僑商店 
おむずびから始ま
り、糀、酒、味噌と
広がりをみせ米と
発酵を中心に事
業展開しています
。 

今代司酒造㈱ 
創業1767年（明和4年）の全量
純米仕込の酒蔵。酒蔵は多く
の観光客でにぎわう。 

峰村醸造（㈱峰村商店） 

創業1905年（明治38年
）の味噌・漬物製造業。
発酵技術を活かし、だ
しをはじめ発酵調味料
の企画販売も手がける 

越後味噌醸造㈱ 
1934年（昭和9年）創業の新潟
県央地域の旧吉田町にある、
木桶が並ぶ伝統ある味噌蔵。 

㈱小川屋 
1893年（明治26年）創業の、鮭
、鱒の加工・販売を得意とする
新潟の老舗。 
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起業家支援の実践例（2） ㈱フュージョンズホールディングス 
㈱フュージョンズ代表取締役  佐藤洋彰 

ローソンの国内最大級のメガフランチャイジー 
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起業家支援の実践例（2） 
㈱フュージョンズホールディングス 
ローソンスタッフ㈱ 
㈱フュージョンズ 
代表取締役  佐藤洋彰 

・静岡県出身の青年が19歳の若さで起業 
・東京の大学を退学し、兄、友人と新潟に乗り込み創業 
・3人で始めた会社は現在700名以上、  
 売上高74億円（2018年3月末見込み） 
・ 2004年にローソンの 
 フランチャイズ店1店舗  
 から始め、現在1都3県 
で45 店舗を展開。ロー 
ソンの フランチャイジー 
として 日本最大級の規 
模に 発展 

ローソンの国内最大級のメガフランチャイジー 
 新潟県、東京都、埼玉県、神奈川県に 
 ４５店舗のローソンを展開 
 世界進出も目指す 

新潟県13店 

東京都７店 神奈川県15店 

埼玉県10店 

創業当時から、個人経営から企業経営への移
行という業界の方向性を見越して、周囲がまだ
1店舗しか経営しない中で、多店舗経営を見据
えた組織・仕組みを作り上げてきた。 

・ハノイ2カ所、ホーチミン2カ所にロ
ーソンのレジ研修拠点を展開。 
来日前の学生に語学、文化、レジの研
修を行い、WEB面接を実施。 
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ローソンのメガフランチャイズ事業をコアに、周辺事業に挑戦 

起業家支援の実践例（2） 

ローソン本部と合弁で人材の研
修、紹介、派遣を行う㈱ローソン
スタッフを設立。佐藤氏が代表に
就任 

①全国のローソンのアルバイト応募 
 受付センターの運営。 
②全国14拠点、海外4拠点に研修所を 
 展開し、人材不足の解消に挑戦 

特例農業法人㈱ローソンファーム新潟 
の設立に参画 

ローソンファーム新潟は、
国家戦略特区の規制緩和制
度を活用し、全国で初めて
設立された特例農業法人。 

コンビニの経営管理システム 
「job’zシステム」を開発・販売 

自社が多店舗経営を実現
させたノウハウを詰め込
んだ 「job’zシステム」
を開発し、 全国のコン
ビニエンスストア オーナ
ーに向けて販売。 
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起業家支援の実践例（3） ㈱ファンタジスタ 
代表取締役  栗原弘樹 

専門学校教員が自ら起業し、卒業生の働く場を創造 
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起業家支援の実践例（3） 
㈱ファンタジスタ 
代表取締役  栗原弘樹 

・ NSGグループの新潟コンピュータ専門学校の教員として勤務。 
・卒業生の活躍の場を新潟に創るために教員を退職し、同校で 
非常勤講師を行いながら創業準備。 
・教員時代の教え子を中心としたスタッフ７名と共にＣＧプロダク 
ション「株式会社ファンタジスタ」設立 
・CG制作会社のほとんどが東京に集中する中、新潟に本社を構
えることをハンデとせず、新潟から東京と戦う。 

エンターテイメント・デザイン分野に特化した3DCG制作事業 
アニメ、映画、遊技機等エンターテインメント分野のＣＧ映像を多数制作。  
特にここ3年ＶＲコンテンツに力を入れており、集英社・少年ジャンプ関連のVRコンテンツ制作に企画から参画。 
国内各地に加え、イギリス、フランス、アメリカ、韓国、タイ、インド等世界各地のイベントに展示している。 

専門学校教員が自ら起業し、 
卒業生の働く場を創造 

  ジャンプ･ミュージアム 
VRデスノート・脱出ゲーム 

テレビアニメ 
「爆丸～バトルブローラーズ」 
 

32 



マンガ・アニメのメディア事業でグローバル展開を図る 

起業家支援の実践例（3） 

マンガの海外プロモーション 
「マンガプラネット」 

・海外マンガファンへのダイレクトマーケティング
の場となるFacebookページ 
・日本のマンガ作品／マンガ情報を英語で配信 
・ユーザ（「いいね！」）数 ７３万人（グローバル
版 ７０万、インド版 ３.７万） 
・ユーザの９９％が外国人アニメ／マンガファン 
・大日本印刷（DNP）とファンタジスタで共同運営 

電子書籍配信・販売「mixPaper」 

「誰でも」「すぐに」「０円
から」電子書籍の作成、
配信、販売ができるWeb
サービス 

スマホアプリ開発 「mixPaper」と連動したア
プリを中心に各種電子書
籍アプリ、動画プロモーシ
ョンアプリ、 GPSと連動し
たマップ系アプリ等の開
発。 

インディーズ電子出版レーベル 
「FANTASISTA PUBLISHING」 

インディーズコミック（オリジナル
の同人マンガ）を中心に募集し電
子書籍サービmixPaperにて販売.  
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起業家支援の実践例（４） アルビレックス新潟シンガポール
代表取締役  是永大輔 

２９歳でアルビレックス新潟シンガポール代表に就任 
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起業家支援の実践例（４） 
アルビレックス新潟シンガポール
代表取締役  是永大輔 

・2004年からSリーグに参加。日本国外のサッカー 
 トップリーグで唯一日本人主体で運営する。 
・是永社長はサッカーメディアの編集長から 
 2008年にアルビレックス新潟シンガポール代表に 
 就任した。  
・マレーシアやミャンマー、カンボジアなどアジア 
 各国での事業展開を行う。 
・チアダンスなどのスクール事業等も展開している。 

シンガポールリーグ史上初の四冠を達成 
シンガポールでのサッカーのレベルアップへの貢献と、選手の国際経験の充実化を図ることを目指し国内トッ
プリーグのSリーグに参加。アルビレックス新潟や、JAPANサッカーカレッジ在学者や卒業生から選抜されたメ
ンバーが主体。また他のJリーグチームから若手の育成先として選手の派遣を受け入れも行っている。2016年
、2017年はシンガポールでのリーグ戦とカップ戦すべてで優勝を果たした。 

アルビレックス新潟シンガポール 
新潟から世界へ 
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世界各国で事業活動を展開 

起業家支援の実践例（４） 

アルビレックス新潟バルセロナ 

・サッカーを通し世界で活躍する若者を育てるこ
とを目的とし、スペインカタルーニャ州4部リーグ
に参加。 
・サッカーと語学、そして現地研修を組み合わせ
た新しい形の留学プログラムで高いレベルの語
学教育やプレーの指導、リーガ・エスパニョーラ
試合会場での取材研修などを現地で体験する。 

サッカー・チアダンススクール事業 
・シンガポール、マレーシア、タイ、ミャ ンマー等
、アジア各国でサッカースクール事業を展開。 
・女の子が行うスポーツスクールが少ないシンガ
ポールでチアダンススクールを開始。サッカース
クールを上回る勢いで生徒数を増やしている。 

シンガポール・スペイン・ミャンマー
・マレーシア・香港、5か国で展開 

スポーツ事業だけでなくウェルネス・ヘルスケア
事業も展開。アルビレックスシンガポールグルー
プは世界5か国で事業を展開している。 
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― ご清聴ありがとうございました。 ― 
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