
令和 4 年 7 月 1 日 

産業経済局次世代産業推進課 

報道機関各位 

株式会社 CEspace×株式会社情報戦略テクノロジー×北九州市が 

市内企業のビジネスチャンス拡大及び人材育成を推進する連携協定を締結 

 

 本市は、令和 4年 7月 1日に、株式会社 CEspace（本社：東京都港区、代表取締役社

長 若泉 大輔）と株式会社情報戦略テクノロジー（本社：東京都渋谷区、代表取締役 高

井 淳）との間で、連携協定を締結しました。 

 本連携協定は、令和 3年 9月 7日に締結した CEspaceとの連携協定（複業・兼業によ

る企業 DX推進、デジタル人材交流、ワーケーションによる関係人口の創出、企業誘致

の促進）を発展させるものです。 

 これまでの首都圏デジタル人材との交流機会創出や関係人口づくりなどの取組みに加

え、市内デジタル人材・IT企業のビジネスチャンス拡大や教育の面でも連携を強化しま

す。そこで、多くの首都圏 IT企業が登録する「WhiteBox」サービスの運営事業者である

情報戦略テクノロジー（※）も加えて３者で連携いたします。 

※株式会社 CEspaceの業務提携先であり、ともに地方創生を推進するパートナー企業 

 

■３者連携協定による取組みイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この取り組みを通じ、 

・市内のデジタル人材・IT企業のビジネスチャンス拡大 

・市内のデジタル人材の教育 

を実現します。 

市内 IT企業 
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チーム形成 

× × 

企業約 1,000社、エンジニア約 3万人 複業・兼業人材 

マッチングチーム 

【問い合わせ先】 

 北九州市 産業経済局 次世代産業推進課 課長：大庭、係長：三浦 

 電話：093-582-2905 
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CEspace、北九州市・情報戦略テクノロジーとの3者間連携協定を締結

～北九州市のDX推進支援・関係人口・人材育成・企業誘致を促進～

３者間連携の背景

CEspaceは、2021年9月7日に北九州市と「複業・兼業による企業DX推進、IT人材交流、ワーケーションによ

る関係人口の創出に向けた連携協定」を締結し、これまで首都圏IT人材を活用した地元企業DX推進、IT人材交流、

ワーケーションによる関係人口創出に向けたIT化支援を進めてきました。北九州市の「2021年度の複業・兼業に

よる関係人口づくり事業」の年度目標10件に対しては、市役所及び地元企業の協力を通して7件を創出しました。

また、IT人材交流のみならず、北九州市のDX推進アドバイザー業務を行うなど多面的な連携が実現したこともあ

り、「第１回 日経自治体DXアワード（https://digitalforum.nikkei.com/dx/jichitai/）」では北九州市が大賞を

受賞しました。

これまでの首都圏デジタル人材との交流機会創出や関係人口づくりなどの取組みに加え、北九州市内のデジタル

人材・IT企業のビジネスチャンス拡大や教育面でも北九州市に貢献したいと考えています。そこで、多くの首都圏

IT企業が登録する「WhiteBox」サービスの運営事業者である情報戦略テクノロジーも加えて３者で連携いたしま

す。

自治体・地方企業DXをTech人材コミュニティで支援する株式会社CEspace（本社：東京都港区、代表取締役社

長 若泉 大輔、以下「CEspace」）は、2022年7月1日に北九州市（市長 北橋 健治）、株式会社情報戦略テクノロ

ジー（本社：東京都渋谷区、代表取締役高井 淳、以下「情報戦略テクノロジー」）と、北九州市における首都圏

デジタル人材・IT企業と連携したDX推進支援、関係人口づくり、デジタル人材交流、人材育成、企業誘致の促進を

目的として連携協定を締結しました。

１．市内のデジタル人材・IT企業のビジネスチャンス拡大に関すること【新設】

情報戦略テクノロジーが展開する「WhiteBox」は、首都圏を中心としたIT企業約1,000社、エンジニア約30,000人

が登録するプラットフォームであり、テレワーク可能な案件を中心に、常に開発案件が500件程度集まっています。

このプラットフォームを活用し、市内のデジタル人材・IT企業にとっての案件受託機会になるほか、仕事を通した

DX関連業務の機会創出を行っていきます。

２．市内のデジタル人材の教育に関すること【新設】

デジタル田園都市国家構想において最も重要とされる「デジタル人材の育成」を、首都圏の企業・個人と連携し、地

元企業・教育機関・行政の状態や要望に合わせた伴走型で、教育コンテンツの企画、設計、実施を進めて参ります。

３．首都圏等のIT人材を活用した市内中小企業等のDX支援に関すること

2022年度も「複業・兼業による関係人口づくり事業」業務受託者である株式会社FFGビジネスコンサルティング社と

連携し、市内企業の課題解決を図り生産性向上や北九州市の行政業務の課題解決を進めています。
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【本リリースに関するお問合せ先】 広報担当：小山（こやま） https://willgroup.co.jp/

〒164-0012 東京都中野区本町一丁目32番2号 ハーモニータワー27階

TEL: 03-6859-8883 FAX: 03-6859-8887 MAIL: pr@willgroup.co.jp

４．市外の複業・兼業人材を活用した関係人口づくりに関すること

CEspaceが運営するITエンジニアなどTECH人材向けコミュニティ型賃貸住宅「テックレジデンス」の入居者には、

「複業・兼業による関係人口づくり事業」を通して、金銭報酬だけではなく非金銭報酬として『北九州市 TECHアド

バイザー』の名称および名刺を発行し、個人の経験やキャリアにつながる支援を行っています。現在までに4名に対

してTECHアドバイザー名刺を発行し、本連携を機に取組みを加速して参ります。

５．ワーケーションなど新しい働き方に対応した住まいやオフィス空間の活用に関すること

北九州市が実施する「おためしサテライトオフィス誘致促進事業」と連携し、ワーケーション企画ほか、北九州市の

魅力につながるような九州地域初のテックレジデンス開設に向けた検討を行っていきます。

６．市外のデジタル人材と、市内企業や教育機関等との交流機会の創出に関すること

ワーケーション企画と合わせて、首都圏のデジタル人材やIT企業と市内IT企業や理工系学校との滞在型ハッカソンイ

ベントなどを実施し、新たなプロジェクト組成や、市内企業の採用力向上、学生への多様な働き方のモデルを体感す

る機会などを創出していきます。

７．その他、企業誘致に関すること

首都圏の企業・個人との接点構築を通して、市内の魅力を伝え企業誘致についても連携を進めて参ります。

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社CEspace 担当者宛 info@cespace.co.jp

株式会社CEspace 会社概要

【 テックレジデンス ～“IT版”トキワ荘～ 】

ITエンジニア、WEBデザイナーなどTECH領域を対象にしたコミュニティ型賃貸

（マンション・シェアハウス）。東京５拠点、新潟１拠点を運営。全拠点のメン

バーをSlackで連携し、イベント・勉強会の他、提携ワーケーション施設41拠点

（2022年5月時点）を宿泊含めて無償で活用し北海道から沖縄まで、場所にとらわ

れない暮らし方を提供している。また個人の持つスキルや想いを実現するため地方

企業・行政ＤＸの支援を複業という形態で紹介し、従来の賃貸住宅にはない価値を

生んでいる。

社 名 ： 株式会社CEspace

代 表 ： 代表取締役社長 若泉 大輔

本 社 ： 東京都港区六本木7-8-6 AXALL ROPPONGI 7階

設 立 ： 2019年3月（株式会社ウィルグループより分社化）

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://cespace.co.jp/

CEspaceは、地方企業・自治体DX支援の他、TECH人材向けコミュニティ型賃貸住宅 「TECH RESIDENCE（テッ

クレジデンス）」の企画・運営やワーケーションサービス「TECHRESI BASE（テクレジベース）」の企画・運営

を行っています。
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連携協定締結のお知らせ 

 

株式会社情報戦略テクノロジー（東京都渋谷区、代表取締役 高井淳、以下「情報戦略テク

ノロジー」）は、2022 年 7 月 1 日に北九州市（市長 北橋健治）、株式会社 CEspace（本社：

東京都港区、代表取締役社長 若泉大輔、以下「CEspace」）と、北九州市における首都圏デ

ジタル人材・IT 企業と連携した DX 推進支援、関係人口づくり、デジタル人材交流、人材

育成、企業誘致の促進などを目的として、連携協定を締結しました。  

 

■連携協定締結の背景 

情報戦略テクノロジーは、CEspace が 2021 年 9 月に北九州市と締結した連携協定（複業・

兼業による企業 DX 推進、デジタル人材交流、ワーケーションによる関係人口の創出、企

業誘致の促進）を更に発展させ、これまでの首都圏デジタル人材との交流機会創出や関係人

口づくりなどの取組みに加え、市内デジタル人材・IT 企業のビジネスチャンス拡大や教育

の面でも北九州市に貢献したいと考えています。そこで、2022 年 7 月より、多くの首都圏

IT 企業が登録する「WhiteBox」サービスの運営事業者である情報戦略テクノロジーも加え

た３者で連携とし、連携強化・発展を企図したものとなります。 

 

■連携概要 

①市内のデジタル人材・IT 企業のビジネスチャンス拡大に関すること 

情報戦略テクノロジーが展開する「WhiteBox」は、首都圏を中心とした IT 企業約 1,000 社、

エンジニア約 30,000 人が登録するプラットフォームであり、テレワーク可能な案件を中心

に、常に開発案件が 500 件程度集まっています。このプラットフォームを活用し、市内の

デジタル人材・IT 企業にとっての案件受託機会になるほか、仕事を通した DX 関連業務の

機会創出を行っていきます。 

 

②市内のデジタル人材の教育に関すること 

デジタル田園都市国家構想において最も重要とされる「デジタル人材の育成」を、首都圏の

企業・個人との連携を通して地元企業・教育機関・行政の状態や要望に合わせて伴走型で教

育コンテンツの企画、設計、実施を進めて参ります 

 



③首都圏等の IT 人材を活用した市内中小企業等の DX 支援に関すること 

2022 年度も「複業・兼業による関係人口づくり事業」業務受託者である株式会社 FFG ビジ

ネスコンサルティング社と連携し、市内企業の課題解決を図り生産性向上や北九州市の行

政業務の課題解決を進めています。 

 

④市外の複業・兼業人材を活用した関係人口づくりに関すること 

CEspace が運営する IT エンジニアなど TECH 人材向けコミュニティ型賃貸住宅「テック

レジデンス」の入居者には、「複業・兼業による関係人口づくり事業」を通して、金銭報酬

だけではなく非金銭報酬として『北九州市 TECH アドバイザー』の名称および名刺を発行

し、個人の経験やキャリアにつながる支援を行っています。2022 年 1 月から 2022 年 3 月

までに計 4 名に対して TECH アドバイザー名刺を発行し、本連携を機に取組みを加速して

参ります。 

 

⑤ワーケーションなど新しい働き方に対応した住まいやオフィス空間の活用に関すること 

北九州市が実施する「おためしサテライトオフィス誘致促進事業」と連携し、ワーケーショ

ン企画ほか、北九州市の魅力につながるような九州地域初のテックレジデンス開設に向け

た検討を行っていきます。 

 

⑥市外のデジタル人材と、市内企業や教育機関等との交流機会の創出に関すること 

ワーケーション企画と合わせて、首都圏のデジタル人材や IT 企業と市内 IT 企業や理工系

学校との滞在型ハッカソンイベントなどを実施し、新たなプロジェクト組成や、市内企業の

採用力向上、学生への多様な働き方のモデルを体感する機会などを創出していきます。 

 

⑦その他、企業誘致に関すること 

首都圏の企業・個人との接点構築を通して、市内の魅力を伝え企業誘致についても連携を進

めて参ります。 

 

 

【企業概要】 

社名： 株式会社 CEspace 

代表： 代表取締役社長 若泉 大輔 

本社： 東京港区六本木 7-8-6 AXALL ROPPONGI 7 階 

設立： 2019 年 3 月（株式会社ウィルグループより分社化） 

（https://cespace.co.jp/） 

概要：CEspace は、地方企業・自治体 DX 支援の他、TECH 人材向けコミュニティ型賃貸

住宅 「TECH RESIDENCE（テックレジデンス）」の企画・運営やワーケーションサービス



「TECHRESI BASE（テクレジベース）」の企画・運営を行っています。 

 

 

社名： 株式会社情報戦略テクノロジー 

代表： 代表取締役 高井淳 

本社： 東京都渋谷区東３丁目 9 番 19 号 

設立： 2009 年 1 月 23 日 

（https://www.is-tech.co.jp/） 

概要：「すべてをなくしていく」をスローガンに、IT 業界の悪しき業界構造や慣習を解消す

べく、システム開発の内製支援事業を営んでいます。本連携協定の中心となる WhiteBox 事

業は、業界の悪しき「多重下請け構造」を解消するプラットフォームとして企画・運営を実

施している事業となります。 

※2022 年 7 月 1 日をもって、株式会社 WhiteBox（代表取締役 川原翔太）は、情報戦略テ

クノロジーを存続会社とする吸収合併を実施いたしました。 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社情報戦略テクノロジー 広報担当 木城（きしろ） 

Mail：pr@white-box.co.jp 


