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ご 挨 拶

地方創生2017
 

〈セッション〉地域活性化プラットフォームが加速する地方創生の実装

※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。

地方創生担当大臣 山本 幸三氏（予定）
10:00～10:10

〈セッション〉震災復興と地方創生

10:10～10:40
基 調講演　「今こそ地方創生！ ─戦略策定から実践へ─」

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生総括官 唐澤 剛氏
1956年長野県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒
業。1980年厚生省に入省。1997年介護保険制度
準備室次長に就任。2004年保険局国民健康保険課
長、2006年保険局総務課長、2008年大臣官房人
事課長、2009年大臣官房審議官（医療保険・医政・

医療介護連携担当）､2012年9月政策統括官（社会
保障担当）、2014年7月厚生労働省保険局長を経
て、 2016年6月21日より現職。

1971年7月 大蔵省入省
1993年7月 衆議院議員初当選
2006年9月 経済産業副大臣
2016年1月 衆議院地方創生特別委員長、自由民主
 党観光立国調査会長

2016年8月 内閣府特命担当大臣（地方創生、規制
 改革）、まち・ひと・しごと創生担当、行
 政改革担当、国家公務員制度担当

10:40～12:00
テーマ「地域活性化プラットフォームによる地方創生の現場最前線」

13:30～14:30　パネルディスカッション

　　　「地域経済好循環推進プロジェクト【分散型エネルギーインフラプロジェクト】」
 

東京工業大学 特命教授 名誉教授 柏木 孝夫氏

総務省 地域力創造グループ 地域政策課長 松田 浩樹氏
1989年 自治省入省
2009年4月 総務省大臣官房広報室長
2011年7月 総務省自治財政局準公営企業室長
2012年12月 内閣官房日本経済再生総合事務局参
 事官

2015年7月 総務省自治財政局地方債課長
2016年6月 総務省地域力創造グループ地域政策
 課長

14:40～15:10
基 調講演　「復興と地方創生の現在地 ～オープンシティ釜石が目指すもの～」

釜石市長 野田 武則氏
1976年3月 専修大学法学部法律学科卒業
1983年4月 学校法人野田学園甲東幼稚園に勤務
1988年4月 同幼稚園園長に就任
2003年4月 岩手県議会議員に当選
2005年11月 学校法人野田学園理事長に就任

2007年11月 釜石市長に就任（現在３期目）
2011年4月～  岩手県沿岸市町村復興期成同盟会
   会長
 　　　  ５月～2012年３月
  中央防災会議専門調査会委員

2013年10月～2014年９月
     被災者に対する国の支援の在り方に
     関する検討会委員

早稲田大学大学院 創造理工学研究科 教授 後藤 春彦氏
1980年３月 早稲田大学理工学部建築学科卒業
1987年３月 早稲田大学大学院理工学研究科博士
 後期課程修了・工学博士
1984年４月 早稲田大学理工学部助手
1990年４月 三重大学工学部助教授

1994年４月 早稲田大学理工学部助教授
1998年４月より現職
2010年９月～2014年９月 早稲田大学創造理工学
 部長・研究科長

専門は、都市計画・地域計画。
日本建築学会賞・論文賞（2005年）、グッドデザイン
賞（2010年）、土地活用モデル大賞国土交通大臣
賞（2010年）、日本都市計画学会賞・計画設計賞
（2011年）ほか受賞。

栃木県 環境森林部 環境森林政策課 環境立県戦略室 主任 荒川 涼氏
2007年 栃木県入庁 環境保全課配属
2010年 保健環境センター
2013年 地球温暖化対策課
2015年 環境省 低炭素社会推進室 派遣
2017年 環境森林政策課（現在）

化学職として県に採用され、環境業務に継続的に従
事。2011年の東日本大震災では、県の放射能分析
の主担当者として業務に携わる。2013年度には、震
災を踏まえた地球温暖化対策実行計画の改定や農
業施設への地中熱導入事業などを担当。現在は県エ

ネルギー戦略の推進や次世代自動車の普及などに
従事。

米子市 経済部経済戦略課 産業開拓室長 鵜篭 博紀氏
1997年 米子市役所入庁
2006年 一般財団法人 地域活性化センター 派遣
2008年 経済部崎津・流通団地営業課
2010年 経済部経済戦略課

2011年度より、総務省「緑の分権改革推進事業」
「ＩＣＴ街づくり推進事業」「分散型エネルギーインフ
ラプロジェクト」、資源エネルギー庁、「スマートコミュ
ニティ構想普及支援事業」「地産地消型再生可能エ
ネルギー面的利用等推進事業」等の事業採択を受

け、企業、関係団体をはじめとするステークホルダー
とともに様々なエネルギー事業の検討及び実証に携
わる。2015年度には、地域エネルギー会社「ローカ
ルエナジー株式会社」の立ち上げに参画。

富士市 環境部 環境総務課 環境政策担当 主査 赤池 慎吾氏
1999年３月 早稲田大学理工学部応用化学科卒業
　　　　４月 富士市役所入庁
 環境保全課大気係 配属
2001年４月 静岡県庁 地球環境室 派遣
2003年４月 富士市役所 環境政策課地球環境担当
 配属 以下現職

2014年度 環境省実行計画等推進支援サブワーキ
 ンググループ委員
入庁以来、環境部門に所属し、2001年度以降、地
球温暖化対策の面から家庭、民生、産業のエネル
ギー施策を主に担当。地域エネルギー事業としては、
富士地域煙突ゼロ作戦、総務省分散型エネルギーイ

ンフラプロジェクト受託事業、地域資源・インフラを
活用した既存市街地スマートシティ化の可能性調査
プロジェクトマネージャー等を担当。
 

〈セッション〉地域経済好循環推進プロジェクトで実現する地方創生
13:00～13:30
基 調講演　「Society5.0とローカルエネルギーエコノミクス」

東京工業大学 特命教授 名誉教授 柏木 孝夫氏
1970年東京工業大学工学部卒業、1979年博士号
取得。1980～1981年米国商務省NBS招聘研究
員。東京工業大学工学部助教授を経て1988年東京
農工大学工学部教授、1996年九州大学教授を併
任。2007年東京工業大学大学院教授・先進エネル
ギー国際研究センター長、2012年特命教授、2013

年東京都市大学教授を併任。
経済産業省　総合資源エネルギー調査会　省エネ
ルギー・新エネルギー分科会長（2013年～）、経済
産業省「スマートコミュニティ関連システムフォーラ
ム」委員（2009年～）、総合科学技術会議　重要課
題専門調査会専門委員（2013年～）ほか、各種審議

会委員を歴任。2003年～スタンフォード大学国際諮
問委員。日本機械学会フェロー、日本エネルギー学
会会長（21代）など。東京都再生可能エネルギー拡
大検討会座長。

1985年3月 東京大学法学部卒業
　　　　4月 通商産業省入省
1989年7月 人事院長期留学
 （ハーバード・ロースクール）
1998年7月 大臣官房総務課 法令審査委員

2003年10月 中小企業庁 財務課長
2005年9月 通商政策局 通商機構部 参事官
2008年7月 産業技術環境局 環境政策課長
2011年7月 大臣官房総務課長
2012年7月 大臣官房審議官（国際地域政策担当）

2013年6月 通商政策局 通商機構部長
2014年7月 内閣官房 内閣審議官
2015年6月 大臣官房総括審議官 (併)資源エネル
 ギー庁 廃炉・汚染水特別対策監
　　　　9月 (併)大臣官房福島復興推進グループ長

15:10～15:40
基 調講演　「福島における産業・なりわいの復興と創生 ─前進する『福島イノベーション・コースト構想』─」

●コーディネーター ──────────────────────────────────────────────────────────

●コーディネーター ──────────────────────────────────────────────────────────

●パネリスト ─────────────────────────────────────────────────────────────

●パネリスト ─────────────────────────────────────────────────────────────

経済産業省 大臣官房 総括審議官
（併）資源エネルギー庁 廃炉・汚染水特別対策監、（併）大臣官房 福島復興推進グループ長 田中 繁広氏

NPO産業観光学習館 専務理事 佐滝 剛弘氏
1960年生まれ。東京大学教養学部卒業。
NHK報道局・編成局などで、おもに報道系ドキュメン
タリー番組、紀行番組を制作。現在、上武地方の絹産
業を中心とした観光振興策の策定をするとともに、
高崎経済大学特命教授として、世界遺産、観光振興

等の研究を行う。
内閣府「沖縄における世界遺産の観光活用アドバイ
ザリー会議」、山梨県「富士山世界遺産センター整備
検討委員会」、群馬県「富岡製糸場と絹産業遺産群 
総合管理活用検討委員会」などの委員を歴任。

主な著書に、『高速道路ファン手帳』『日本のシルク
ロード』（以上中公新書ラクレ）、『世界遺産の真実』
『それでも自転車に乗りますか』（以上祥伝社新書）、
『国史大辞典を予約した人々』『世界遺産 富岡製糸
場』（以上勁草書房）などがある。

石巻市長 亀山 紘氏
1961年3月 宮城県石巻高等学校卒業
1966年３月 神奈川大学工学部応用化学科卒業
1966年４月 宮城県塩釜高等学校教諭
1969年４月 東北大学工学部文部技官
1987年７月 学位取得、工学博士（東北大学）

1987年８月 東北大学工学部講師
1989年４月 石巻専修大学助教授
1993年５月 石巻専修大学教授
1997年４月 石巻専修大学開放センター所長
2009年４月 第２代石巻市長（１期目）に就任

2013年４月 ２期目就任
2017年4月 ３期目就任

見附市長 久住 時男氏
1949年新潟県見附市生まれ。青山学院大学経営学
部卒業。
2002年見附市長就任。現在４期目。
全国66の自治体が参加する「スマートウエルネスシ
ティ首長研究会」の会長を務め、身体の健康だけで

なく人々が生きがいを感じ、安心安全で豊かな生活
を送れる「健幸」なまちづくり「スマートウエルネスみ
つけ」を推進している。超高齢人口減少社会におけ
る地方都市の持続的な発展を見据え地方創生に取
り組んでいる。

提言・実践首長会会長。全国まちの駅連絡協議会会
長。筑波大学客員教授。新潟県市長会長。



16:40～17:10
基 調講演　「地域の資源を活かす ～ローカルクールジャパンの取り組み～」

西垣 淳子氏
東京大学法学部卒業、デューク大学法学修士、シカ
ゴ大学法学修士
1991年 通商産業省入省
1998年 基礎産業局 生物化学産業課 課長補佐
1999年 大臣官房 地方課 課長補佐

2001年 経済産業政策局 産業組織課 課長補佐
2003年 （財）世界平和研究所 主任研究員
2008年 （独）経済産業研究所 上席研究員
2012年 貿易経済協力局貿易管理部 安全保障貿
 易管理課 安全保障貿易国際室長

2014年 製造産業局ものづくり政策審議室長
2015年 現職
 

16:10～16:40
基 調講演　「地方創生時代の産業を支える人づくり ～郷学郷就県を目指して～」

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

※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。「地方創生フォーラム」事務局　TEL ０３-6812-8691 （受付時間／9：30～17：30 土・日・祝日を除く）

官民連携と地域連携で
実現する地方創生

［日時］ ２０１7年6月5日（月）
　　　　　　　　　　　10:00 ～18：15 （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）
［主催］ 日本経済新聞社　　
［後援］ 内閣府

協賛

〈セッション〉地域産業の創造、成長と地方創生
15:40～16:10
基 調講演　「稼げるまちづくり 尾道２０２０、そしてその先へ」

尾道市長 平谷 祐宏氏
1977年3月 山口大学教育学部卒業
2003年9月 尾道市教育委員会教育長
2007年4月 尾道市長（第32代目）に就任
 現在3期目

〈セッション〉健康長寿社会と地方創生
17:15～17:45
基 調講演　「人の健幸づくりは都市の健幸づくり！」

クロージング講演

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 教授 久野 譜也氏
1992年 筑波大学大学院博士課程医学研究科修了
 東京大学 助手 教養学部保健体育科
1994年 Pennsylvania大学医学部（米国）
 客員研究員（文部省在外研究員）
1996年 筑波大学 講師 体育科学系

2002年 つくばウエルネスリサーチ
 代表取締役社長 兼任
2004年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科
 助教授（2007年～准教授）
2011年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科教授

17:45～18:15
　 　　　　「『ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ』の未来」

福島県知事 内堀 雅雄氏
1986年 東京大学経済学部卒業
 自治省（現・総務省）入省
2001年1月 総務省自治財政局地方債課理事官
　　　　4月 福島県生活環境部次長
 生活環境部長、企画調整部長を経て

2006年 福島県副知事
2014年11月 福島県知事就任

経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課（クリエイティブ産業課） 課長
（併任）クールジャパン海外戦略室長、（併任）デザイン政策室長、（併任）ファッション政策室長


