本案内状は、次の記者クラブで配布させて
いただいております。
「厚生労働記者会」「労政記者クラブ」
「経済産業記者会」「経済産業省ペンクラブ」
「永田クラブ」

本件につきまして、

2017 年 3 月 22 日の記者発表会当日まで
告知等の事前報道はお控え下さい

報道関係各位
2017 年３月１日
株式会社日本人材機構
株式会社ビズリーチ
NPO 法人 ETIC.（エティック）

⽇本⼈材機構、ビズリーチ、ETIC.が連携
⾃分らしく働く！働き⽅の変⾰と地⽅で輝く⼈材の創出を推進

『セルフターンプロジェクト』 記者発表会のご案内
⽇時：3 ⽉ 22 ⽇（⽔）13 時〜（受付 12 時 30 分〜）
場所：TKP 新橋カンファレンスセンター6 階カンファレンスルーム 6B
（東京都港区⻄新橋１-15-1）
このたび株式会社日本人材機構（東京都中央区、代表取締役社長 小城武彦）と、人材領域を中心としたイ
ンターネットサービスを運営する株式会社ビズリーチ（東京都渋谷区、代表取締役社長 南壮一郎）、社会起業
家の育成に取り組む NPO 法人 ETIC.（東京都渋谷区、代表理事 宮城治男）は共同で、自分らしい働き方を支
援し、都市部から地方への人材流動を推進する活動として、『セルフターンプロジェクト』を立ち上げます。
つきましては、3 月 22 日（水）に本プロジェクト発足に伴う記者発表会を開催します。当日は、株式会社日本
人材機構、株式会社ビズリーチ、NPO 法人 ETIC.の代表者が登壇し、本プロジェクトの目的及び内容等につい
てご説明するほか、働き方改革担当の加藤勝信内閣府特命担当大臣による本プロジェクトへの応援ビデオメッ
セージを披露。さらには、実際に自ら働き方を見直して地方企業の経営幹部や社会起業家に転身するなど、
様々な形で活躍する方々の実践ケースを、ご本人をお招きして紹介します。
ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、ご参加を賜りたくご案内いたします。お手数ですが、ご出欠を別
紙ＦＡＸ返信用紙にて、3 月 17 日（金）までにお知らせいただけますようお願い申し上げます。

『セルフターンプロジェクト』記者発表会の概要
日 時

2017 年 3 月 22 日（水）13：00～14：00（受付開始 12：30 より）

会 場

TKP 新橋カンファレンスセンター（住所：東京都港区西新橋 1-15-1）
1.
2.
3.

内 容
4.
5.
6.

「セルフターンプロジェクト」の発足経緯と活動内容について
日本人材機構 代表取締役社長 小城武彦
「セルフターンプロジェクト」応援のビデオメッセージ
加藤勝信 働き方改革担当大臣より
「セルフターンプロジェクト」における自社の役割について
NPO 法人 ETIC. 代表理事 宮城治男
株式会社ビズリーチ 代表取締役社長 南壮一郎
「セルフターン」実例紹介（映像）とご挨拶
新潟県、広島県、山口県でご活躍の３名（予定 *詳細別紙）
質疑応答
フォトセッション（３社代表者、３社代表者＋経験者３名）

お問い合わせ等は下記までお願いいたします。
◆プロジェクトの内容に関するお問い合わせ
株式会社日本人材機構 担当 矢野・小西・吉田、 TEL：03-6214-3772 、FAX：03-6214-3774
◆記者発表会に関するお問い合わせ（ご出欠の連絡等）
「セルフターンプロジェクト」記者発表会広報事務局（株式会社オズマピーアール内）伊藤
TEL：03-4531-0220、FAX：03-3265-5058

参考資料１

『セルフターンプロジェクト』連携３社について

■株式会社⽇本⼈材機構
所在地
代表者
URL
事業概要

東京都中央区⽇本橋⼆丁⽬ 1 番 14 号 ⽇本橋加藤ビルディング 9 階
代表取締役社⻑ ⼩城 武彦
http://jhr.co.jp/
今後の成⻑が⾒込め、かつ優秀な⼈材を獲得する熱意を有した地域中堅中⼩企業に
対し、経営幹部⼈材をご紹介することで新しい付加価値を⽣み出し、賃⾦上昇や雇
⽤拡⼤を通じた地域経済の好循環の実現し、⼤都市から地⽅への転職、地⽅企業に
よる⼤都市からの採⽤がマーケットベースで実現されることがミッション。地⽅創
⽣を⽬的として、政府主導で 2015 年 8 ⽉に設⽴。

■株式会社ビズリーチ
所在地
代表者
URL

東京都渋⾕区渋⾕ 2-15-1
代表取締役社⻑ 南 壮⼀郎
https://www.bizreach.co.jp/

事業概要

「インターネットの⼒で、世の中の選択肢と可能性を広げていく」をミッションとし、
2009 年 4 ⽉より、⼈材領域を中⼼としたインターネットサービスを運営する HR テ
ック・ベンチャー。東京本社のほか、⼤阪、名古屋、福岡、シンガポールに拠点を持
ち、従業員数は 772 名（2017 年 2 ⽉現在）。即戦⼒⼈材と企業をつなぐ転職サイト
「ビズリーチ」や、若⼿社員のためのレコメンド型転職サイト「キャリアトレック」、
AI 技術を活⽤した戦略⼈事クラウド「HRMOS（ハーモス）」
、地図で仕事が探せるア
プリ「スタンバイ」などを展開。

■NPO 法⼈ ETIC.(エティック)
所在地
代表者
URL

東京都渋⾕区神南 1-5-7 APPLE OHMI ビル 4 階
代表理事 宮城 治男
http://www.etic.or.jp/

事業内容

1993 年より若い世代が⾃ら社会に働きかけ、仕事を⽣み出していく起業家型リーダー
の育成に取り組み、700 名以上の起業家を⽀援。96 年より⻑期実践型インターンシップ
プログラムを事業化。2001 年には ETIC.ソーシャルベンチャーセンターを設⽴、社会起
業家育成のための⽀援開始し、社会起業塾イニシアティブ等を⼿がける。04 年からは地
域における⼈材育成⽀援のチャレンジ・コミュニティ・プロジェクトを開始。11 年から
震災復興⽀援にも注⼒。

参考資料２

“セルフターン” 経験者３名のプロフィール

 株式会社ジェイ・エス・エス（新潟県新潟市中央区）
代表取締役 秋⽥ 叔之 ⽒（52 歳）
新潟に本社を置く企業の社⻑へ転⾝、グループ内企業の IT 推進に尽⼒
⼤学卒業後、⾸都圏の⼤⼿ IT 企業に就職し、総務・管理部⾨を担当。中堅 IT 企業に転職後、
エンジニア、営業、企画のみならず、取締役として経営にも参画。
「東京⼀極集中」への疑問と
⼤学時代を過ごした第 2 の故郷である新潟への思いから NSG グループへ転職。
現在は、株式会社ジェイ・エス・エスの社⻑を務めており、今後 5 年から 10 年を⽬途に、株
式を公開するような企業に育てていきたいと考えています。
【略歴】 1964 年
1983 年
1989 年
2011 年
2014 年
2015 年

神⼾市⽣まれ
新潟⼤学 ⼈⽂学部 ⾏動科学科⼊学
中堅システムハウスにヘッドハンティングで転職
クラウドサービス会社へ事業部⻑として転職
事業本部次⻑として NSG グループへ⼊社
株式会社ジェイ・エス・エスの代表取締役に就任

 ヒロボー株式会社（広島県府中市）
執⾏役員 副社⻑ 星 尚男 ⽒（46 歳）
防衛省などの経験を活かし広島を本社とする企業の副社⻑へ就任
防衛⼤学校卒業後、防衛省航空⾃衛隊幹部候補⽣学校へ⼊校。
航空機整備幹部として戦闘機、練習機、多⽤途機及び輸送機等の整
備に従事、100 名以上の部下隊員を管理育成。⽇本航空株式会社に
出向し航空従事者技能証明（⼀等航空整備⼠）を取得後、政府専⽤
機の運航に随⾏。
在⽇⽶空軍司令部後⽅担当幕僚として東⽇本⼤震災時のオペレーシ
ョントモダチに参加。⽇本マイクロソフト株式会社で航空宇宙事業
部⾨を⽴上げ、富⼠通株式会社及び関連会社において航空関連ビジ
ネスに従事。
⼀般社団法⼈⽇本航空教育都市構想推進協議会（通称 JCAPI）を起ち上げ、不⾜する航空技術
者を育成する⾼等教育機関の設⽴に従事。
ヒロボー株式会社では執⾏役員副社⻑としてヘリコプター事業推進に携わっています。
【略歴】

1995 年
1995 年
2011 年
2011 年

防衛⼤学校（理⼯学部 通信⼯学科）卒業
防衛省⼊省
防衛省退職
公共事業部⾨サービス・プロジェクト・マネージャーとして、
⽇本マイクロソフト株式会社へ⼊社
2013 年 特機システム事業本部ディレクターとして、富⼠通株式会社へ⼊社
2015 年 富⼠通株式会社の関連会社である株式会社エヴァアビエーションへ
バイスプレジデントとして⼊社。航空業界 ICT ビジネス事業⽴上げに従事
JCAPI を設⽴、専務理事として従事
2016 年 執⾏役員副社⻑としてヒロボー株式会社へ⼊社

 株式会社瀬⼾内ジャムズガーデン社（⼭⼝県⼤島郡周防⼤島町）
代表取締役社⻑ 松嶋 匡史 ⽒（44 歳）
ジャムに魅せられて、地域の資源を活かし周防⼤島で起業
パリで出会ったジャムに魅せられて、起業を決意。⼤企業を退社
し、妻の実家のある周防⼤島の果実を活かし、多くのファンをも
つジャム屋を展開。また、地域の農家や飲⾷店を巻き込み商品を
開発し地域活性、雇⽤創出にも貢献しています。
周防⼤島観光協会副会⻑、⼭⼝県キャリア教育推進委員、周防⼤
島への UI ターンを応援する会「島くらす」会⻑も務めていま
す。
2014 年新書⼤賞受賞の「⾥⼭資本主義(⾓川書店)」などでその取
り組みが紹介されました。
【略歴】 2001 年 10 ⽉
2003 年 11 ⽉
2007 年 6 ⽉末
2009 年 8 ⽉
2011 年 6 ⽉
2013 年 12 ⽉
2014 年 11 ⽉
2015 年 11 ⽉

新婚旅⾏先のパリでジャム専⾨店に出会う
個⼈事業として瀬⼾内ジャムズガーデンを起業
中部電⼒株式会社を退社(11 年間勤務)
中国経済産業局が選ぶ「地域ビジネスリーダー50 ⼈」に選ばれる
法⼈化(株式会社化)
経済産業省が選ぶ「がんばる中⼩企業 300 社」受賞
フード・アクション・ニッポン アワード受賞
6 次産業化事例最優秀賞(農林⽔産⼤⾂賞)受賞

返信先 FAX 番号: 03-3265-5058

出⽋ご連絡⽤紙

記者発表会 広報事務局 伊藤 ⾏き

⽇本⼈材機構、ビズリーチ、ETIC.が連携
⾃分らしく働く！働き⽅の変⾰と地⽅で輝く⼈材の創出を推進

『セルフターンプロジェクト』記者発表会
⽇時：3 ⽉ 22 ⽇（⽔）13 時〜（受付 12 時 30 分〜）
場所：TKP 新橋カンファレンスセンター6 階 カンファレンスルーム ６B
誠に恐れ⼊りますが、以下の欄に必要事項をご記⼊の上、3 ⽉１７⽇（⾦）までに FAX にてご返信下さい
ますようお願いいたします。

□ご出席

□ご⽋席

貴社媒体名
貴社名
部署名
ご芳名

他

□有

スチール（

台）

ムービー（ ENG

撮影の有無

台 ／ デジカメ

□無

ご連絡先

TEL：

携帯電話：

FAX：

メールアドレス：

掲載・放送の
ご予定

⽉

【会場アクセス】
TKP 新橋カンファレンスセンター
東京都港区⻄新橋１-15-1
⼤⼿町建物⽥村町ビル
都営三⽥線内幸町駅 A3 出⼝徒歩 1 分
東京メトロ銀座線新橋駅 8 番出⼝徒歩 3 分
JR ⼭⼿線・東海道本線・横須賀線 新橋駅
⽇⽐⾕⼝徒歩 4 分
ゆりかもめ新橋駅徒歩 7 分 など
【当⽇のお問い合わせ】
広報事務局・伊藤（携帯）
080-9368-5462

⽇ （

名

）

／

未定

台）

