
テーマ「グリーン先進都市、米国ポートランドから学ぶ地方創生」
Creative City Labo 代表理事 山崎 満広氏
1975年東京生まれ。南ミシシッピ大学にて学士と修士
号を取得。専攻は国際関係学と経済開発。在学中メキ
シコ、ユカタン大学へ留学。スペイン語、中南米史、マ
ヤ文明の考古学を専攻。卒業後、建設会社やコンサル
ティング会社、経済開発機関等へ勤務。2012年3月に

ポートランド市開発局にビジネス・産業開発マネージャ
ーとして入局し、同年10月より国際事業開発オフィサ
ーを務める。ポートランド都市圏企業の輸出開発支援と
米国内外からポートランドへの投資・企業誘致を主に担
当。2017年6月より独立起業し、Creative City 

Laboを設立。代表理事を務める。都市開発、地域経済
開発、国際事業戦略コンサルタントとして、日米を中心
としたプロジェクトを手がける。また、Ziba Design国際
戦略ディレクターを兼任。

テーマ「新しい茨城づくりについて」
茨城県知事 大井川 和彦氏
1964年4月、土浦市生まれ。
1988年 東京大学法学部卒業
1988年 通商産業省（現・経済産業省）入省
1996年 ワシントン大学ロースクール卒業
1998年 同省 シンガポール事務所長（初代）

2002年 経済産業省 商務流通政策グループ政策調整
　　　　官補佐
2003年 経済産業省退官後，マイクロソフトアジアに
　　　　入社（執行役員）
2004年 マイクロソフト 執行役常務パブリックセクター
　　　　担当

2010年 シスコシステムズ 専務執行役員パブリックセ
　　　　クター事業担当に就任
2014年 同社 専務執行役員パブリックセクター事業担
　　　　当 兼 コマーシャル事業担当
2016年 ドワンゴ（ニコニコ動画運営会社） 取締役
2017年9月 茨城県知事

テーマ「IT導入による生産性向上と地方創生～IT導入補助金とおもてなし規格認証の活用～」
サービスデザイン推進協議会 業務執行理事 平川 健司氏
1992年4月 電通入社／現在、ビジネスＤ＆Ａ局 局長補
Suica導入プロセス設計およびキャンペーンデザイン
およびシステム構築運営を実施。政府エコポイントで制
度設計、業務フロー設計、システム開発等のプロジェク
トマネジメントを担当。経済産業省が創設した「おもてな

し規格認証」の認証機関であるサービスデザイン推進
協議会の業務執行理事を務める。
●主な業務歴
平成19年度食料自給率戦略広報推進事業委託事業
（食料自給率向上に向けた国民運動推進事業）

平成20年度エコポイント活用によるグリーン家電普及
推進事業
平成21年度エコポイント活用による環境対応住宅普及
推進事業
平成28年度経済産業省「おもてなし規格認証」調査事業

テーマ「アクティブシニアが日本を救う！～Smart Food Community実現に向けた富士通の取り組み～」
富士通 デジタルフロント事業本部 共創ビジネス開発部 シニアマネージャー 佐藤 恭史氏
1965年北海道生まれ。建設会社、地域シンクタンク、
IT系コンサルティング会社等を経て、2009年に富士通
東北システムズ入社（現：富士通）。経営企画、復興支
援、新ビジネス開発等に従事し、現在はデジタル技術を

活用した地域社会の課題解決をミッションとして仙台で
活動中。

テーマ「公民連携によるSDGs主導のまちづくり」
建築環境・省エネルギー機構 理事長 村上 周三氏

テーマ「公民連携で実現するSDGs未来都市」
　　村上 周三氏、田中 淳一氏、佐藤 恭史氏

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）

2005年 日本建築学会 会長（～2007年）
2008年 建築研究所 理事長（～2012年）
2010年 環境未来都市 構想有識者検討委員会
 （内閣府）等 座長

2015年 新国立競技場整備事業の技術提案等
 審査委員会 委員長
2018年 自治体SDGｓ推進評価・調査検討会
 （内閣府） 座長

テーマ「地方創生とSDGs未来都市～公民連携の具体的事例～」
ローカルソリューションズ 代表理事 田中 淳一氏
1976年東京都生まれ。18歳で起業、1999年にAIベ
ンチャーとして法人化し、その後約10年間、ITコンサル
ティング事業と広告事業の企業グループを経営。
ユーグレナ 取締役、JAXA 宇宙オープンラボ コーディ
ネータ、Think the Earth ファウンダーメンバーなどを

歴任。
現在は、地方創生に関連した、社会環境政策（主に女性
活躍・移住定住・少子化対策・起業支援・ICT利活用等の
領域）のコンサルティングを行っている。
内閣府 地域活性化伝道師、総務省 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、長野
県川上村 地方創生アドバイザー、スーパーダディ協会 
理事。

テーマ「SDGs実現を加速させるグリーンインフラ」
竹中工務店 取締役社長 宮下 正裕氏
1971年 東京大学工学部都市工学科卒業
1993年4月 開発計画本部副部長
1996年4月 開発計画本部部長
2001年3月 開発計画本部本部長
2002年3月 役員補佐

2003年3月 取締役
2007年3月 常務取締役
2010年3月 専務執行役員
2012年3月 取締役執行役員副社長
2013年3月 取締役執行役員社長

ヴォンエルフ 代表取締役／グリーンビルディングジャパン 共同代表理事 平松 宏城氏
大阪外国語大学卒。日米の証券会社に勤務後、無秩序
な景観やスクラップ&ビルドの繰り返しで富の蓄積のな
い日本の国土形成の在り方に疑問を感じ、ランドスケー
プデザイン・グリーンビルディングの世界に転進。環境
NPOでの3年間を経て、2006年にヴォンエルフを立ち

上げる。以来一貫してグリーンビルディングと持続可能
な都市ランドスケープデザインの普及、また金融システ
ム・ESG投資との連携を通じた都市環境の再構築を目
指す。2013年2月、グリーンビルディングジャパンを発
起人4名で立ち上げ、米国グリーンビルディング協会

（USGBC）、IWBIと連携しながら、LEEDやWELLな
ど、環境にも健康にも優れた建物と街の普及を推進し
ている。

日本政策投資銀行 地域企画部長 浅井 忠美氏
1988年 中央大学法学部卒業、同年に北海道東北開
　　　　発公庫に入庫（現・日本政策投資銀行）。
2012年 審査部 担当部長を経て、2016年6月より
　　　　地域企画部長。
「DBJグリーンインフラ研究会」委員

福岡 孝則氏

●コーディネーター

プログラム

基調報告　11:00～11:20

まとめ　12:10～12:15
※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。

──────　休　憩　──────

──────　休　憩　──────

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）

Criterion Planners Inc. CEO エリオット・アレン氏
ニューヨーク市公園局 都市計画&GISスペシャリスト 島田 智里氏

東京都市大学 特別教授 涌井 史郎氏

●パネリスト

パネルディスカッション　11:20～12:10

熊本市 副市長 植松 浩二氏
1988年3月 京都大学法学部卒業
　　　　4月 自治省入省
2002年4月 総務省自治財政局財務調査課課長補佐
2003年4月 和歌山市助役
2006年7月 総務省情報通信政策局地域通信振興課

 地方情報化推進室長
2008年4月 総務省自治行政局地域政策課国際室長
2009年4月 全国市町村国際文化研修所教務部長兼
 教授
2011年7月 内閣官房副長官補付内閣参事官兼内閣

官房拉致問題対策本部事務局総務・拉致被害者等支援
室長兼内閣府官房参事官（拉致被害者等支援担当）兼
拉致被害者等支援担当室長
2014年4月 消防庁国民保護・防災部防災課長
2015年4月 熊本市副市長

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）

テーマ「DBJグリーンインフラ研究会からの提言」

1974年神奈川県生まれ。ペンシルバニア大学芸術系
大学院ランドスケープ専攻修了後、米国・ドイツのコン
サルタントのPMとして中東・アジアやオーストラリアの
ランドスケープ、都市デザインプロジェクトを担当。神戸
大学持続的住環境創成講座　特命准教授を経て、

2017年4月より現職。
神奈川県都市計画審議会委員、横浜市旧上瀬谷通信
施設における国際園芸博覧会招致検討委員会委員、世
田谷区豪雨対策行動計画の有識者検討会委員、神戸
市東遊園地再整備検討委員会ほかを歴任。

作品にコートヤードHIROO〈グッドデザイン賞〉ほか、著
書に「Livable City（住みやすい都市）をつくる」、「海
外で建築を仕事にする2－都市・ランドスケープ編」な
ど。グリーンインフラやパブリックスペースに関する論
考多数。

福岡 孝則氏東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科 ランドスケープデザイン研究室 准教授
「DBJグリーンインフラ研究会」座長

地方創生の新潮流 ～官民連携で実現する持続可能な地域づくり～セッション 1 

ご挨拶　10:00～10:05

基調講演　10:12～10:57

海外ビデオメッセージ　10:05～10:12

ビデオメッセージ　10:57～11:00

先進自治体・団体の取り組みセッション 2

基調講演　13:30～14:00

ITと地方創生セッション 3

基調講演　14:00～15:00

ディスカッション　16:40～17:20

基調講演　15:10～15:40

アイディアプレゼンテーション①　15:40～16:10

アイディアプレゼンテーション②　16:10～16:40

SDGs未来都市に向けた取り組みセッション 4



［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5月18日（金）10:00～17:20（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］ 日本公園緑地協会
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