
林 芳正氏 参議院議員／日本工芸産地協会顧問
1961年生まれ。1985年東京大学法学部卒、
1994年ハーバード大学ケネディ行政大学院修了、
1995年参議院初当選（山口選挙区）現在四選目、
1999年大蔵政務次官、2006年内閣副大臣、
2008年防衛大臣、2009年内閣府特命担当大臣
（経済財政政策担当）、同年参議院自民党政審会

長、自民党政調会長代理、2010年参議院自民党議
員副会長、2012年9月自民党総裁選出馬、2012年
農林水産大臣、2015年再任、2016年TPP特別委
員長、2017年文部科学大臣などを歴任。

渡辺 一氏 日本政策投資銀行 代表取締役社長
1981年3月 東京大学工学部卒業
　　　　4月 日本開発銀行
 （現・日本政策投資銀行）入行
2004年6月 日本政策投資銀行秘書役
2007年6月 都市開発部長
2008年10月 株式会社日本政策投資銀行都市開発
 部長

2009年6月 執行役員経営企画部長
2011年6月 取締役常務執行役員
2015年6月 代表取締役副社長
2018年6月 代表取締役社長（現職）

プログラム ※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　──────

伊藤 明子氏 内閣官房まち･ひと･しごと創生本部事務局 地方創生総括官補
1962年生まれ。1984年京都大学工学部建築学科
卒、同年建設省入省。住宅局、都市局、宝塚市役所、
内閣官房都市再生本部事務局等を経て2010年国
土交通省住宅局住宅総合整備課長、2012年住宅局
住宅生産課長、2014年内閣官房まち・ひと・しごと創
生本部事務局次長兼内閣府地方創生推進室次長、

2016年国土交通省大臣官房審議官（住宅局担
当）、2017年国土交通省住宅局長、2018年7月よ
り現職。

まとめ　11:55～12:00

片山 さつき氏 内閣府特命担当大臣（地方創生）／まち・ひと・しごと創生担当大臣
1982年 東京大学法学部 卒業
 大蔵省 入省（主税局）
1984年 フランス国立行政学院（ENA）留学・
 CSE取得
1989年 広島国税局海田税務署長
1998年 横浜税関総務部長
2000年 大臣官房政策評価室長

2004年 主計局主計官（防衛担当）
2005年 財務省退官
 第44回衆議院議員総選挙に静岡７区より
 選挙区初当選
 経済産業大臣政務官
2006年 自由民主党広報局兼広報部長代理
2010年 参議院議員選挙（全国比例区）当選

2012年 総務大臣政務官
2014年 参議院外交防衛委員長
2015年 自由民主党総務副会長
2016年 自由民主党政務調査会長代理
2018年 内閣府特命担当大臣
 （地方創生、規制改革、男女共同参画）
 女性活躍担当 まち・ひと・しごと創生担当
 （第4次安倍改造内閣）

ご挨拶　13:00～13:05

公園の有効利用と地方創生セッション 2

中小企業が活性化する地方創生セッション 3
中川 政七氏 日本工芸産地協会 代表理事／中川政七商店 代表取締役会長
1974年生まれ。京都大学法学部卒業後、2000年
富士通入社。2002年に中川政七商店に入社し、
2008年に十三代社長に就任、2018年より会長を
務める。日本初の工芸をベースにしたSPA業態を確
立し、「日本の工芸を元気にする！」というビジョンの
もと、業界特化型の経営コンサルティング事業を開

始。初クライアントである長崎県波佐見町の陶磁器
メーカー、マルヒロでは新ブランド「HASAMI」を立
ち上げ空前の大ヒットとなる。2015年には、独自性
のある戦略により高い収益性を維持している企業を
表彰する「ポーター賞」を受賞。「カンブリア宮殿」
「SWITCH」などテレビ出演のほか、経営者・デザイ

ナー向けのセミナーや講演歴も多数。2017年に日
本工芸産地協会を立ち上げ、代表理事に就任。

玉川 基行氏 玉川堂 代表取締役
1970年、新潟県燕市出身。2003年に七代目・代表
取締役に就任。200年にわたる鎚起銅器の技術を継
承し、世界主要都市において展示会や銅器製作の実
演など、鎚起銅器を通じた文化的交流を図り、地場
産業として国内唯一の鎚起銅器産地の発展に尽力
している。14年８月、東京青山に直営店第１号の玉

川堂青山店を開業し、17年には直営２号店である銀
座店をGINZA SIX内にオープン。近年は「燕三条 
工場の祭典」をはじめ、地域観光資源の掘り起こしと
その魅力発信の仕組み作りをけん引、燕三条地域の
産業観光都市化に取り組む。

ロバート キャンベル氏 日本文学研究者／国文学研究資料館長
ニューヨーク市出身。専門は江戸・明治時代の文学、
特に江戸中期から明治の漢文学、芸術、思想などに
関する研究を行う。テレビでMCやニュース・コメンテ
ーター等をつとめる一方、新聞雑誌連載、書評、ラジ
オ番組出演など、さまざまなメディアで活躍中。

田部 長右衛門氏
●スピーカー

トークセッション　10:50～11:55

中村 郁博氏 日本政策投資銀行 地域企画部次長
1994年早稲田大学政治経済学部卒、日本開発銀
行（現・日本政策投資銀行）入行。東北支店東北復興
支援室課長、アセットファイナンスグループ課長、都
市開発部課長、日本経済研究所地域振興部長などを
経て2017年４月から現職。2004年ニューヨーク大
学大学院修了。経済同友会「地方創生に向けた実態

調査ワーキンググループメンバー」、国土交通省「国
土審議会稼げる国土専門委員会委員」、日本観光振
興協会「観光立国推進協議会DMO専門部会委員」
などを務める。

●コーディネーター
産地で始まる工芸イノベーション～伝統ものづくり技術で切り拓く地域の未来～セッション 1 

主賓挨拶　10:00～10:05

主催者挨拶　10:05～10:10

テーマ「たたらの里づくりによる地方創生」
田部 長右衛門氏 田部 代表取締役社長
1979年生まれ。2002年中央大学法学部政治学科
卒業後、フジテレビジョン入社。同社ニューヨーク支
局、パリ支局勤務などを経て2010年、田部代表取
締役社長就任、ならびに山陰中央テレビジョン放送
へ入社。常務取締役営業編成担当兼事業開発局長

などを経て、2016年山陰中央テレビジョン放送代
表取締役社長に就任、現在に至る。

基調講演　10:10～10:40

テーマ「公園から地域を変える─都市公園法等改正と官民連携─」
梛野 良明氏 日本公園緑地協会 研究顧問
1981年建設省入省、2014年国土交通省都市局公
園緑地･景観課長、2016年国土交通省大臣官房審
議官、2017年国土交通省退官。
現在、中央大学研究開発機構・機構教授、日本公園
緑地協会研究顧問、東急不動産顧問。

基調講演　13:05～13:35

テーマ「中小機構の取り組みと地方創生」
森田 博行氏 中小企業基盤整備機構 経営支援部 部長
1978年4月 中小企業共済事業団
 （現・中小企業基盤整備機構）入団
2002年4月 中小企業・ベンチャー総合支援センター
 中国所長
2005年7月 経営基盤支援部地域・連携推進グルー
 プ地域・連携支援課長

2007年6月 経営安定再生部事業再生支援課長
2009年2月 地域経済振興部地域活性化グループ
 地域活性化企画課長
2012年4月 新事業支援部審議役
　　　　7月 中国本部企画調整部長

2013年10月 経営支援部人材支援グループ中小企
 業大学校東京校長
2016年4月 事業推進役 兼 関東本部中小企業大学
 校東京校長
　　　　7月 事業推進役 兼 高度化事業部長
2017年8月 事業推進役 兼 経営支援部長

基調講演　13:35～14:05

テーマ「地域で起業を応援する取組『地域クラウド交流会』について」
永岡 恵美子氏 サイボウズ 地域クラウドプロデューサー
1992年、日本興業銀行入社。その後、政府系事業
再生会社、千葉市の起業家支援施設の館長などを経
て、2014年サイボウズへ入社（現職）。第一勧業信
用組合 創業支援室アドバイザー。千葉大学非常勤
講師。

テーマ「地域伝統ものづくりの新たな挑戦～工芸の技術力とデザインを基に起こすイノベーション～」
高田 佳幸氏 日本政策投資銀行 地域企画部長
1992年3月 北海道大学法学部卒業
　　　  4月 北海道東北開発公庫
 （現・日本政策投資銀行）入庫
2008年3月 日本政策投資銀行 経理部 課長
2008年10月 株式会社日本政策投資銀行 経理部 
 課長

2011年5月 北海道支店 課長
2013年6月 人事部 次長
2016年6月 経営企画部担当部長
2018年6月 地域企画部長（現職）

基調報告　10:40～10:50



久間 和生氏 農業・食品産業技術総合研究機構 理事長
1977年東京工業大学大学院博士課程電子物理工
学専攻修了（工学博士）。同年三菱電機入社。先端
技術総合研究所所長、常務執行役開発本部長、専務
執行役半導体・デバイス事業本部長を歴任し、2011
年代表執行役副社長。2013年3月から内閣府総合
科学技術・イノベーション会議の常勤議員として、新

たな国家プロジェクトSIP、ImPACTの創設と推進、
Society 5.0のコンセプト構築等に貢献。2018年4
月から現職。産業界、農業界との連携を徹底的に強
化し、農業・食品分野におけるSociety5.0実現のた
めの科学技術イノベーションの創出を推進する。

［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12月14日（金） 10:00～16:15 （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）

「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

増田 寛也氏 東京大学公共政策大学院 客員教授
1951年 東京都生まれ。東京大学法学部卒業後、建
設省（現・国土交通省）入省。その後、千葉県警察本
部交通部交通指導課長、茨城県企画部鉄道交通課
長等を経て、1994年 建設省建設経済局建設業課
紛争調整官にて退官。1995年 岩手県知事(～

2007年、3期)。2007年 総務大臣（～2008年）。
現在、野村総合研究所 顧問、東京大学公共政策大
学院 客員教授。

柏木 孝夫氏 東京工業大学 特命教授・名誉教授
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。経済産業省 水素・燃料電池戦略
協議会座長（2015年～）。東京都再生可能エネル
ギー拡大検討会座長。2018年内閣府戦略的イノ
ベーション創造プログラム（SIP）第２期 エネルギー･
環境分野プログラムディレクターに就任。

大南 信也氏 認定NPO法人 グリーンバレー 理事
1953年徳島県神山町生まれ。米国スタンフォード大
学大学院修了。1990年代初頭より神山町国際交流
協会を通じて「住民主導のまちづくり」を展開。
1998年米国発祥の道路清掃プログラム「アドプト・
ア・ハイウェイ」を全国に先駆けて実施するとともに、
1999年「神山アーティスト・イン・レジデンス」などの

アート事業を始動。2007年神山町移住交流支援セ
ンター受託運営を開始し、2011年度には神山町史
上初となる社会動態人口増を達成。2010 年10月
以降ITベンチャー企業等16社のサテライトオフィス
を誘致。「創造的過疎」「せかいのかみやま」を標榜
し、グローバルな視点での地域活性化を展開中。

岩坪 慶哲氏 富士通 デジタルフロント事業本部 デジタルビジネス事業部 ソーシャルエコノミー推進室
2015年 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室。
行政手続等のオンライン化に関する全数調査や官
民データ活用推進基本法の対応等を実施。
2017年 内閣官房シェアリングエコノミー促進室
（併任）。シェアリングエコノミーに関するモデルガイ
ドラインの策定や地域課題解決に向けた活用事例集

の取りまとめ等を実施。
2018年 富士通 デジタルフロント事業本部 デジタ
ルビジネス事業部 ソーシャルエコノミー推進室。シェ
アリングエコノミーを通じた社会課題解決のビジネス
化の取組を実践中。

●パネリスト

坂井 文氏 東京都市大学 教授
横浜国立大学工学部建築学科卒業後、JR東日本に
て開発業務に関わる。一級建築士。ハーバード大学
ランドスケープ修士号取得後、ササキ・アソシエイツ
（ボストン）にてランドスケープ計画設計に従事。オッ
クスフォード大学研究員を経て、ロンドン大学にて
PhD取得。北海道大学工学部建築学科准教授を経

て、現職。内閣府地方創生加速化交付金事業の効果
検証に関する調査検討委員会、国土交通省新たな
時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあ
り方検討会、社会資本整備審議会 建築分科会建築
環境部会、スポーツ庁スタジアム・アリーナ推進官民
連携協議会等の審議会、検討会等の委員。

●コーディネーター

［協賛］

［共催］

Society5.0で解決するまちづくりと地方創生セッション 4 

基調講演　14:15～14:45

パネルディスカッション　14:45～16:15

テーマ「Society5.0と地方創生」


