
 

 

2021 年 5 月 10 日 

報道関係各位 

株式会社ミクシィ 

株式会社サイバーエージェント 

株式会社ディー・エヌ・エー 

GMO インターネット株式会社 

 

渋谷の IT 企業 4 社による共同プロジェクト「BIT VALLEY」 

2021 年は「技術で変わる働き方とカルチャー」をテーマに、 

4 社の実践を踏まえたオンラインカンファレンスを全 7 回実施 

～高校生に向け IT 業界の魅力を伝える新しい取り組み「Youth VALLEY」も始動～ 

 

株式会社ミクシィ（代表取締役社長:木村 弘毅）、株式会社サイバーエージェント（代表取締役:藤田 晋）、

株式会社ディー・エヌ・エー（代表取締役社長兼 CEO:岡村 信悟）、GMO インターネット株式会社（代表取

締役会長兼社長・グループ代表:熊谷 正寿）は、4 社共同で主催するオンラインカンファレンス「BIT VALLEY 

2021」を 2021 年 7 月～11 月にかけて全 7 回開催することをお知らせいたします。また、「BIT VALLEY」

プロジェクトの一環として、高校生を対象に IT 業界で働く魅力を伝える新しい取り組み「Youth VALLEY」プ

ロジェクトも新たに開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 「BIT VALLEY」とは 

昨今の AI、IoT ソリューションの導入を進める企業の台頭や、メーカーや医療・ヘルスケア、農業など既存

産業での IT 活用が進みつつあることを背景に、インターネットそのものを事業領域とする従来の IT 企業のみ

ならず、幅広い産業で IT の技術や人材が求められています。 

 

 こうした状況下において、渋谷に拠点を置く IT 企業の 4 社は、100 年に一度といわれる再開発が進む渋谷

を起点として日本の IT によるイノベーションが加速されることを願い、2018 年 7 月に「BIT VALLEY」プロ

ジェクトを発足しました。以来、「企業の垣根を越えて、日本の IT 産業の発展を後押しする」をビジョンに掲

げ、これまで 3 回のカンファレンスなどを通して、IT 人材の育成や IT のモノづくりに携わる人の技術を底上

げする施策に取り組んでいます。 



 

 

■ コロナ禍を経て急速に変化する働き方・カルチャーの最前線を紹介する「BIT VALLEY 2021」 

今年の「BIT VALLEY 2021」は「変わる働き方とカルチャー、変えるテクノロジー」をテーマに、これまで

以上に幅広い方に向けて、テクノロジーの可能性を届けていくオンラインカンファレンスを、7 月～11 月にか

けて全 7 回の予定で開催します。 

 

コロナ禍において、これまでにないスピードで今までの生活の「当たり前」が変化しています。リモートワ

ークやワーケーション、副業・兼業など、場所を選ばない働き方が広がっているほか、行政文書でも「脱ハン

コ」化が加速していたり、地方自治体がテクノロジーを積極的に活用した新しい街づくりを進める例があるな

ど、技術が日本社会の変化に与えるインパクトは一層大きくなっています。これらの動きをさらに加速させる

べく、「BIT VALLEY 2021」では、日本全国から働き方や文化など、私たちの暮らしを進化させるテクノロジ

ーの最前線を紹介していきます。 

 

カンファレンスは、働き方や DX、まちづくりなど、回ごとにトピックを設け、主催 4 社がそれぞれの実践

を紹介するほか、全国から IT を活用した取り組みを進めている当事者をゲストスピーカーに招き実施します。

様々な実践から生み出された知見を共有し、参加者に未来を見据えた働き方や新しい技術活用のあり方等を考

えていただく機会を全国に届けてまいります。 

 

「BIT VALLEY 2021」の概要は以下の通りです。詳細については、おってお知らせいたします。 

 

■ BIT VALLEY 2021 概要 

イベント名 

※全 7 回で開催 

BIT VALLEY 2021 ～変わる働き方とカルチャー、変えるテクノロジー～ 

 

＜各回タイトル（予定）＞ 

#01 Local × Startup 『街と Startup』 

#02 Hello, Tech! 『触れて、学んで、楽しむ』 

#03 Welcome to New World 『テクノロジーが叶える新しい世界』 

#04 Power of Digital 『最新 DX 事情 ～デジタルの力でより豊かに～』 

#05 Tour of Work From Anywhere 『WFA の可能性を探る』 

#06 Build Another Career 『副業・兼業でキャリアを広げる』 

#07 Guide to Work From Anywhere 『WFA 環境の整え方』 

開催期間 2021 年 7 月～11 月（予定） 

開催場所 オンライン(LIVE 配信) 

対象 テクノロジーによる社会の変化に関心のある方 

参加費 無料 ※参加登録が必要です 

主催 BIT VALLEY 運営委員会 

（株式会社ミクシィ、株式会社サイバーエージェント、 

株式会社ディー・エヌ・エー、GMO インターネット株式会社） 

コピーライト ©BIT VALLEY 

https://www.youtube.com/c/bitvalley


 

 

■ 新たな取り組み「Youth VALLEY」が始動、全国の高校生へ進路選択のきっかけを届ける 

今年より、「BIT VALLEY」プロジェクトの新たな取り組みとして、「Youth VALLEY」プロジェクトを始

動します。 

 

「Youth VALLEY」プロジェクトは、「BIT VALLEY」を主催する 4 社が共同

で取り組む、IT 人材育成に向けて高校生のキャリア形成を支援するプロジェク

トです。IT 人材の需要は年々拡大する一方、少子高齢化の進展により日本の労

働人口は減少が見込まれており、2030 年には最大で約 79 万人の IT 人材が不足

するといわれています※。こうした状況に対し、IT 技術を活用したサービスを届

ける 4 社では、具体的な進路選択を検討しだす高校生に向けて IT 業界の情報を

得るきっかけを提供し、将来の IT 人材の育成を図る活動を行いたいと考え、プロジェクトの開始に至りまし

た。 

 

今後、教育機関との連携を図り、効果的な情報発信の方法やコンテンツ等を検討したうえで、今年中に具体

的な活動をスタートさせる予定です。 

 

「BIT VALLEY」を主催する 4 社では、2019 年から東急株式会社・渋谷区教育委員会とともに取り組んで

いる「Kids VALLEY 未来の学びプロジェクト」において、小中学校に向けたプログラミング教育支援を展開し

ています。今回の「Youth VALLEY」プロジェクトの開始により、小学生から大人まで、幅広い年代に向けて

活動を行うことで、日本の IT 産業の発展をより一層後押ししてまいります。 

 

※経済産業省 平成 30 年「IT 人材需給に関する調査」より 

以上 

 

  

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先 

株式会社ミクシィ（BIT VALLEY 2021幹事社） 経営企画部 広報グループ （担当：古澤） 

【TEL】03-6897-9870   【E-mail】press@mixi.co.jp 

【住所】〒150-6136 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F 

【ミクシィグループ コーポレートサイト】 mixi.co.jp   【Facebook】 facebook.com/mixiInc/ 

 

GMO インターネット株式会社 グループコミュニケーション部 広報チーム（担当：新野） 

【TEL】：03-5456-2695  【E-mail】：pr@gmo.jp 

 

【GMO インターネット株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社（東証第一部 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業   ■暗号資産事業 

資 本 金 50 億円 

 

mailto:pr@gmo.jp
https://www.gmo.jp/

