
シェアリングエコノミーとは、インターネットを介し個人と個人の間で
使っていないモノ・場所・技能などを貸し借りするサービスです。
モノ、スペース、スキル、時間…このイベントを通して、
あらゆる資産を共有する「シェア」の考えを学び、

子育てや観光、働き方などに活かして地域の活性化を図ろう！

全プログラム
申込不要 !
参加費無料!

SHARING DAY OTSU

主 催／大津市　　主 管／一般社団法人シェアリングエコノミー協会

日時 ／2018年9 月26 日（水）～30日（日）
  10:00-19 :00 （最終日は18:00まで）
会場 ／西武大津店  6階  催事場 　　　　   
  滋賀県大津市におの浜2-3-1
  最寄駅:JR膳所駅、京阪膳所駅、京阪石場駅
問合せ ／大津市 企画調整課 Tel.077-528-2701
   子ども家庭課 Tel.077-528-2804

スキルや資産の有効活用のため、「シェア」の考えを学び、
子育てや働き方に活かそう！

プログラムは裏面をご覧ください。※ その他にも、「子育て情報提供ブース」「大津市観光情報提供ブース」も設置

シェアエコ事業者の
サービス学習ブース

キッズステージ
工作体験ブース
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SHARING DAY OTSU

ステージイベント　9 月29 日（土）・30日（日）※スケジュールは変更になることがあります。

時間 登壇者

11:00-12:00

12:45-13:30

14:00-15:00

13:30-14:00

15:00-16:30

内容

子育て講演「なぜシェアリングが必要なの？」

基調講演「シェアリングエコノミー概論」

パネルディスカッション

整理収納講座

さつき助産院。  西村さつき氏

29日（土）：
軒先株式会社　代表取締役　西浦 明子氏
株式会社Huber.　代表取締役CEO　紀陸 武史氏
株式会社ガイアックス　TABICA事業部　地方創生室 室長　細川 哲星氏
株式会社木の家専門店 谷口工務店　代表取締役　谷口 弘和氏
内閣官房シェアリングエコノミー伝道師　積田 有平氏

30日（日）：
大津市長　越 直美
内閣官房　情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室　内閣参事官　吉田 宏平氏
株式会社AsMama　代表取締役CEO　甲田 恵子氏 
株式会社タスカジ　代表取締役社長　和田 幸子氏
内閣官房シェアリングエコノミー伝道師　積田 有平氏

内閣官房シェアリングエコノミー伝道師　積田 有平氏

タスカジ　伝説の家政婦

1975年、大津市出身。2012年1月、最年
少女性市長として市長就任。2016年1月、
再選。日米で弁護士として活動後、大津市
長に就任。2015年3月、世界経済フォーラ
ム「Young Global Leader」選出。2016
年3月、経済開発協力機構（OECD）・
フォード財団「Champion　Mayor」選出。
2018年1月、ダボス会議出席

大津市長
越 直美

1994年　郵政省（現 総務省）入省。情報
通信政策、特に携帯電話の新規参入や番
号ポータビリティの導入、電気通信分野の
競争促進に関する制度整備等に従事。
2013年～15年に株式会社電通への出
向を経て、2016年以降、医療・健康・介護
分野のICT化の推進やICTによる働き方改
革、地域の放送サービスの高度化を推進。
本年７月より現職にてデータ流通の促進、
シェアリングエコノミー等を担当。

内閣官房　情報通信技術（ＩＴ）
総合戦略室　内閣参事官
吉田 宏平

横浜国立大学経営学部卒業後、富士通に
入社しシステムエンジニア、新規事業開発
などを担当。フルタイムワーキングマザーとし
ての課題認識に基づき、2013年に起業。
家事代行マッチングサービス『タスカジ』を
運営。慶應義塾大学大学院経営管理研
究科修了。

株式会社タスカジ　
代表取締役社長
和田 幸子

米国留学を経て関西外大卒。環境事業団での役員秘
書兼国際協力企画、ニフティ（株）での海外渉外及び
上場兼IR主担当、投資会社ｎｇｉｇｒｏｕｐ（株）での広報・
IR室長を経て、2009年（株）ＡｓＭａｍａを創業し代表取
締役社長に就任（現任）。2016年より（社）シェアリン
グエコノミー協会理事着任（現任）。総務省主催「地域
活性化大賞２０１７」大賞・総務大臣賞受賞、総務省主
催「平成30年度地域情報化アドバイザー」就任、サー
ビス産業生産性協議会主催「第2回 日本サービス大
賞」優秀賞受賞、他受賞歴、メディア掲載歴多数。

株式会社AsMama　
代表取締役CEO
甲田 恵子

ソフトバンク 孫正義社長の後継者育成を目的とし
て設立された「Softbank Academia」の外部一期
生。2015年4月に株式会社Huber.を設立。訪日
外国人向けC2Cガイドマッチングプラットフォーム
「Huber.TOMODACHI GUIDE」を運営。現在、
札幌・仙台・鎌倉・東京・京都・別府の６地域に拠
点エリアを展開し、ガイド登録者は４２００名まで拡
大している。また東急アクセラレートプログラム２０１
６では最優秀賞を受賞。大企業・自治体・大学・行
政との連携を密に図りつつ、事業を推進している。

株式会社Huber.
代表取締役CEO
紀陸 武史

ソニー（株）にて、海外向けAV機器のマーケ
ティング、販売企画に従事。５年間に渡る南
米駐在中、プロダクトマネージャーとして新
規市場を開拓。その後、創業時のAll About
にて企画営業、（株）ソニー・コンピュータエ
ンタテインメントにて、PlayStation2、PSPな
どのローカライズおよび商品開発担当。
2007年の妊娠、出産を機に起業を決意、
2008年4月に「軒先」代表としてサービス
開始。

軒先株式会社 代表取締役
西浦 明子

株式会社ガイアックスTABICA事業部 地方
創生室 室長。体験型コミュニティTABICA
の創始者。現在は、地方創生室にて地方の
観光課題を解決する取組を実施中。2016
年総務省ICT地域活性化大賞 奨励賞受
賞。地域情報化アドバイザー。内閣官房シェ
アリングエコノミー伝道師。

株式会社ガイアックス　
TABICA事業部　地方創生室 室長
細川 哲星

父も大工。幼少期より、父がいい家を建てるために、大木をカンナで
削り、柱一本から心を込めて作る姿勢に影響を受ける。高校卒業後
に大手ハウスメーカーに大工見習いとして就職。昔ながらの大工の
技術だけでなく、近代的な住宅の建て方も学ぶ。『大工が責任を
持って、長く住む家や街を守ること』を実現するために、谷口工務店を
設立。大工を社員で雇用し、高い技術を継続的に提供する体制づく
りに尽力。滋賀県大津市の古民家を大工の力で再生し、多くの人に
触れてもらうためにホテルをつくる。建築に関わる学生の成長のため
に『木の家設計グランプリ』を発起人として主催。落ち着き長く住め
る木の家を提供しながら、家や街を豊かにする活動をし続けている。 

株式会社木の家専門店 
谷口工務店　代表取締役　
谷口 弘和

キッズ向けステージショー
「楽しく歌おう！楽しい歌のアトラクション」

「みんな集まれ！愉快な大道芸」

サービス名 事業者 内容 設置日

シェアリングエコノミー 学習ブース

子供の送迎・託児を信頼できる友人・知人の顔見知り同士で頼り合う
「子育てシェア」

掃除から料理､チャイルドケアまで､ 経験豊富なハウスキーパーに依頼する
家事のシェア

空き駐車場をおでかけ前に安く予約できるサービスです。
スマホから簡単に全国の駐車場を探して利用することができます。

シェアサイクルサービス。市民の足として、そして観光地等で
公共交通機関からの足を提供します。

個人・企業等が所有する遊休スペースを駐車場としてシェアするサービスです。

誰でも農業体験、街歩き等、地域の素朴な体験を観光資源として広く周知し、
それぞれの街の体験型観光を提供する

知識・スキル・経験を売り買いするフリーマーケット。
例えばイラストの技術を提供し、似顔絵を依頼する等。

会議室から古民家・球場まであらゆる遊休スペースをシェアするプラットフォーム。
非日常空間でのパーティ等を可能にする。

その土地でしか経験できない体験を望む訪日外国人旅行者と国際交流を望む
日本人のマッチングプラットフォームサービス

※ブースは変更になることがあります。

クラフトなどの販売・購入が楽しめるハンドメイドマーケットです。
アクセサリーや洋服など1点モノのハンドメイド作品がたくさん！

株式会社 AsMama

株式会社タスカジ

軒先株式会社

ofo

akippa 株式会社

株式会社ガイアックス

株式会社スペースマーケット

株式会社 Huber.

GMOペパボ株式会社

株式会社ココナラ

毎日開催

毎日開催

毎日開催

毎日開催

29日（土）・30日（日）のみ

29日（土）・30日（日）のみ

29日（土）・30日（日）のみ

29日（土）・30日（日）のみ

29日（土）・30日（日）のみ

29日（土）のみ


