
［主催］ 日本経済新聞社　
［共催］ 日本政策投資銀行
［後援］ 内閣府

［日時］ 2018年2月20日（火）10:00～17:00（開場9:30）
［会場］ 日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル 3階）

「地方創生フォーラム」事務局  TEL ０３-6812-8659 （受付時間／9：30～17：30 土・日・祝日を除く） ※本プログラムは、「再入場券」代わりとなります。休憩時間など、会場を出られる際は、お持ちくださいますようお願いいたします。

官民連携と地域連携で
実現する地方創生

［共催］

［協賛］

●パネリスト 
内閣府地方創生推進事務局参事官 遠藤 健太郎氏
東京工業大学大学院修士修了
ハーバード大学ケネディ行政大学院修士修了
（行政管理学修士）
1990年 通商産業省 入省
2006年 経済産業省産業技術環境局京都メカニズム

 推進室長（兼）地球環境技術室長
2007年 経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー
 等電気利用推進室長（兼）
 燃料電池推進室長
2011年 経済産業省製造産業局製鉄企画室長

2013年 経済産業省関東経済産業局資源エネルギー
 環境部長
2015年 復興庁参事官
2017年 内閣府地方創生推進事務局参事官

下川町長 谷 一之氏
1977年 谷組入社
1982年 谷組専務取締役
1995年 下川町議会議員（1期目）
　　　　北海道総合開発委員 地域政策委員
1997年 国土のグランドデザイン会議 委員

1998年 地域活性化センター調査委員会 委員
1999年 谷組代表取締役社長
2000年 北海道地域づくりアドバイザー
2007年 北海道過疎問題懇話会 委員
　　　　NPO日本自治ACADEMY 理事長

2011年 下川町議会議員（5期目） 議長
　　　　北海道集落対策促進会議 委員
2014年 谷組代表取締役会長
2015年 下川町議会議員辞職、谷組代表取締役会
　　　　長辞職、下川町長 就任
2017年 総務省過疎問題懇談会委員

つくば市長 五十嵐 立青氏
筑波大学国際総合学類卒業
ロンドン大学UCL公共政策研究所修士課程修了
研究助手兼務
筑波大学大学院 人文社会科学研究科修了 博士
（国際政治経済学）

2004年 つくば市議（1期目）
2008年 いがらしコーチングオフィス設立
　　　　つくば市議（2期目）
2010年 NPO法人つくばアグリチャレンジ設立
2016年 つくば市長

村上 周三氏●コーディネーター

パネルディスカッション　15:40～17:00

テーマ「SDGsが加速する地方創生」

基調講演　15:10～15:40

SDGsが加速する地方創生セッション4

1965年 東京大学工学部建築学科 卒業
1972年 工学博士（東京大学）
1974年 東京大学生産技術研究所 助教授
1985年 東京大学生産技術研究所 教授（～2001年）
1999年 デンマーク工科大学 客員教授（～1999年）

2001年 慶應義塾大学理工学部 教授（～2008年）
2003年 東京大学名誉教授
2003年 建築環境・省エネルギー機構 理事長（現職）
2008年 建築研究所 理事長（～2012年）

テーマ「SDGs未来都市が加速する地方創生」（仮）
建築環境・省エネルギー機構 理事長 村上 周三氏

長野県知事 阿部 守一氏
1984年 東京大学法学部卒業
　　　　自治省入省
2001年 長野県企画局長 
            長野県副知事
2004年 総務省過疎対策室長

2007年　　 横浜市副市長
2009年　　 内閣府行政刷新会議事務局次長
2010年8月 長野県知事選挙で初当選
　　　　9月 長野県知事就任
2014年9月 長野県知事再選



●パネリスト 

地方創生の新潮流 ─官民連携による新たな地域づくり─セッション1 地方創生の基盤となる奥羽・羽越新幹線の実現に向けてセッション2

講演　10:05～10:35

テーマ「地域内発型の産業振興と地域人教育─コミュニティと産業界の調和─」

千葉県習志野市 政策経営部資産管理課 主幹 吉川 清志氏
東京理科大学　理工学部物理学科（1980年卒業）
東洋大学大学院経済学研究科　公民連携専攻
（2010年卒業）経済学修士
1980年4月 習志野市役所 採用
2006年4月 同 財政部財政課長

2008年4月 同 経営改革推進室長
2012年4月 同 財政部資産管理室長
2013年4月 同 新庁舎建設本部長を兼務
2016年4月 同 政策経営部主幹

これまで、経営改革大綱、財政健全化計画、定員適
正化計画の策定や、公共施設マネジメント白書、公
共施設再生計画基本方針、公共施設再生計画、公共
施設等総合管理計画の策定など行財政改革、公共
施設マネジメント全般に携わる。

長野県飯田市長 牧野 光朗氏
1961年8月 飯田市生まれ
1985年3月 早稲田大学政治経済学部 卒業
       　 4月 日本開発銀行
 （現・日本政策投資銀行）入行
2001年3月 フランクフルト首席駐在員（事務所長）

2002年6月 大分事務所長
2004年3月 同行退職
         10月 飯田市長就任（現在４期目）
●主な公職／南信州広域連合長、全国市長会副会
長〈地方創生担当〉（2017年～）、定住自立圏構想

の推進に関する懇談会委員（総務省）、経済財政諮
問会議専門調査会「経済・財政一体改革推進委員
会」専門委員（内閣府）、まち・ひと・しごと創生総合戦
略のＫＰＩ検証チーム有識者委員（内閣府）、休眠預
金等活用審議会委員（内閣府）など。

建築家、オープン・エー 代表取締役／公共R不動産 ディレクター 馬場 正尊氏
1968年佐賀県生まれ。1994年早稲田大学大学院
建築学科修了。博報堂で博覧会やショールームの企
画などに従事。その後、早稲田大学博士課程に復
学。雑誌『A』の編集長を経て、2003年Open Aを設
立。建築設計、都市計画、執筆などを行う。同時期に

「東京R不動産」を始める。2008年より東北芸術工
科大学准教授、2016年より同大学教授。建築の近
作として「Reビル事業」(2014-)「佐賀県柳町歴史
地区再生」(2015)、「Shibamata FU-TEN」
(2017年)など。

ウェブメディア『団地R不動産』(2011年～)、『公共R
不動産』(2015年～)運営。2017年より沼津市公園
内公共宿泊施設『INN THE PARK』運営。

日本政策投資銀行 常務執行役員 地下 誠二氏
1986年3月 東京大学法学部卒業
　　　　4月 日本開発銀行入行
2010年6月 日本政策投資銀行
 特命チーム部長
 兼）経営企画部担当部長

2011年12月 執行役員（特命担当）
 兼）経営企画部担当部長
 兼）特命チーム部長
2013年6月 執行役員経営企画部長
2015年6月 常務執行役員（現職）

●コーディネーター

北海道美瑛町 政策調整課 課長補佐／ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会 幹事長 佐竹 正範氏
2000年にヤフー入社後、ブランド・マーケティングや
社会貢献活動、地方創生関連を担当した後、2016
年10月より北海道 美瑛町に出向中。美瑛町 地域創
生活動のサポートとして、町内関係機関を横断した
CRM事業を立上げ、データドリブンな観光施策立案

や情報発信を展開中。また、在京企業27社や内閣府
などと立ち上げた、地域に隠れている名品を表彰し
ていく活動「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」の幹事長
として、地域商社協議会の運営なども行っている。

アイ・ケイ・ケイ 執行役員 営業企画部長 田中 慶彦氏
1984年福岡県生まれ。2007年アイ･ケイ･ケイに
入社。
2015年に営業部長、2018年に同社最年少で執行
役員へ昇格。
営業全般の統括を行うと共に、国や地方公共団体と

の共同事業を推進し、公園内や駅周辺の再開発事業
地内でのレストラン等の出店に貢献。これまで、富山
県富山市、愛知県岡崎市、大阪府大阪市など、計5
都市で地方公共団体における公的不動産の有効活
用を行うプロジェクトに参画。

県内外・また海外から多くの方を招き入れ地域の賑わ
い創出に貢献。運営面でも高い評価を得ている。

基調講演　14:40～15:10

スマート社会の創造と地方創生セッション3

1981年清水建設入社。設計本部副本部長、設備・Ｂ
ＬＣ本部副本部長を経て、2012年4月ｅｃｏＢＣＰ推
進室長、2015年4月執行役員、2017年10月ＬＣＶ
事業本部長就任。
ＬＣＶ事業本部では、ライフサイクル・バリュエーショ

ン（ＬＣＶ）という事業コンセプトのもと、建物やインフ
ラ、まちのライフサイクルにわたり、持続的な価値向
上と多様化・高度化するお客様のニーズや満足度の
向上を実現するためのサービス・ソリューション事業
を展開する。

テーマ「サステナブル社会の創造と地方創生」
清水建設 執行役員 LCV事業本部長 那須原 和良氏

プログラム

パネルディスカッション　10:35～11:50

まとめ　11:50～11:55

※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

テーマ「公有資産の利活用を契機とした地域活性化、新たなまちづくり」

山形県知事 吉村 美栄子氏
1951年5月 山形県大江町生まれ
1974年3月 お茶の水女子大学文教育学部卒業
　　　　4月 リクルート入社（～1977年7月）
1981年12月 行政書士資格取得
1998年4月 山形市総合学習センター勤務
 （～2000年3月）

1998年10月 山形県教育委員（～2006年10月）
2000年5月 行政書士開業
　　　12月 山形市個人情報保護制度運営審議会委
 員（～2009年2月）
2001年4月 山形県総合政策審議会委員
 （～2005年3月）

2001年9月 山形県入札監視委員会委員
 （～2009年2月）
2009年2月　山形県知事就任
2013年2月　山形県知事（2期目）
2017年2月　山形県知事（3期目）

基調講演　13:00～13:20

──────　休　憩　──────

ご挨拶　10:00～10:05

日本政策投資銀行 代表取締役社長 柳 正憲氏
1974年3月 東京大学教養学部卒業
　　　  4月 日本開発銀行入行
1998年5月 秘書役
2000年6月 交通・生活部長
2002年4月 総合企画部長

2004年6月 関西支店長
2006年10月 日本政策投資銀行理事
2008年10月 取締役常務執行役員
2011年６月 代表取締役副社長・副社長執行役員
2015年６月 代表取締役社長・社長執行役員（現職）

第1部

第2部

日本政策投資銀行 地域企画部 担当部長・PPP/PFI推進センター長 足立 慎一郎氏
1992年3月 一橋大学経済学部卒業
　　　　4月 日本開発銀行入行
2003年4月 内閣官房都市再生本部事務局派遣
2005年4月 地域企画部調査役
2008年3月 九州支店企画調査課長兼総務課長

2010年5月 地域企画部課長
2016年4月 地域企画部次長
　　　　6月 地域企画部担当部長・
 PPP／PFI推進センター長（現職）

●パネリスト 山形県知事 吉村 美栄子氏

米沢商工会議所女性会 会長／米沢ツーリストサービス 専務取締役 清川 千賀子氏
1956年山形県米沢市生まれ。1989年家業である
旅行業、近畿日本ツーリスト特約店・米沢ツーリスト
サービス入社。特に米沢、置賜圏内の教育旅行セー
ルスに携わる。1991年専務取締役に就任。

2016年4月より米沢商工会議所女性会会長並びに
山形県商工会議所女性会連合会副会長を務める。

金山町長 鈴木 洋氏
1953年山形県金山町生まれ。1972年に金山町役
場に入庁。36年間の金山町職員を経て2008年4月
より現職。人口約6,000人の山里の小さな町を日本
一の町にするため、1986年4月施行の「金山町の風
景と調和した街並み景観条例」による「街並み景観

づくり100年運動」を更に発展・継承させた景観まち
づくりを進める。2010年優れた都市景観の形成と
地域の活性化に多大な成果として、国土交通大臣か
ら都市景観大賞「美しいまちなみ大賞」を受賞。
また、2012年から定住人口拡大と地域コミュニティ

活性化を同時に進める目的で町内の小規模空き地
に1戸建ての「街なか町営住宅」の建設などを行って
いる。

日本青年会議所東北地区山形ブロック協議会 直前会長 星川 務氏
1978年4月生まれ
1997年 総合葬祭平安堂入社
2009年 村山青年会議所入会
2015年 総合葬祭平安堂 常務取締役就任
2016年 村山青年会議所理事長

2017年 日本青年会議所東北地区山形ブロック協議
　　　　 会 会長
2018年 日本青年会議所東北地区山形ブロック協議
　　　　 会 直前会長 

　　　　 日本青年会議所東北地区協議会 監査担当
　　　　 役員
　　　　 村山青年会議所 顧問
　　　　（現在に至る）

芝浦工業大学 工学部土木工学科 教授 岩倉 成志氏
1989年3月 東京理科大学大学院修了
1990年4月 東京工業大学工学部土木工学科助手
1994年4月 運輸政策研究機構調査役
1999年4月 芝浦工業大学工学部土木工学科講師
2001年4月 芝浦工業大学工学部土木工学科助教授

2004年4月 芝浦工業大学工学部土木工学科教授
●主な公職
2011年度～ 交通政策審議会陸上交通分科会／鉄
道部会／整備新幹線小委員会委員
2017年度～ 整備新幹線事業評価監視委員会委員

2008年度 フリーゲージトレインの導入に向けた深
度化調査委員会委員
2009年度～全国幹線旅客純流動調査委員会委員
2010年度 新幹線の利用環境に関する調査委員会
委員長

●コーディネーター

パネルディスカッション　13:20～14:30

オリーブ 代表取締役／映画監督 橋本 道春氏
1980年福島県生まれ、山形県在住。
2010年ムービープロダクションを設立。TV、アーティ
ストプロモーション、映画などを手がける。山形県と東
京をいききするワークスタイル。2014年全国移住促
進映像コンテストで「I gotta YAMAGATA」が全国

1位になり、東京と地方を繋ぐ映像制作が増える。
若者の地元就職の促進に向けて、2013年より地元
高校生を対象とした職業体験会を主催し、5年間で
約5,000人の高校生が参加。こうした功績が評価さ
れ、2017年に「輝けやまがた若者大賞」を受賞。地

域を題材にした活動が評価を得ている。

山形県観光物産協会 専務理事 佐藤 嘉髙氏
山形市出身。明治大学卒。
1979年 山形県入庁
2004年 東京事務所次長
2010年 置賜総合支庁産業経済部長

2012年 観光経済交流局長
2013年 庄内総合支庁長
2015年より現職


