
吉田 基晴氏 サイファー・テック 代表取締役／あわえ 代表取締役
1971年徳島県海部郡美波町生まれ。複数のベン
チャー企業などでの勤務を経て2003年にサイファー・
テックを設立。仕事と暮らしを両立する「半X半IT（Xは
個人の趣味）」を掲げ、2012年徳島県美波町にサテ
ライトオフィス「美波Lab」を開設、2013年に本社を
美波町に移転。

2013年6月、地方の暮らしの中で感じた地域課題を
ビジネスの力で解決したいという思いから、パブリック
ベンチャーのあわえを設立。「日本の地方を元気にす
る」ことを目指し、サテライトオフィス誘致やベン
チャー創業を軸とした地域振興事業に取り組む。
美波町政策参与。四国大学特認教授。内閣官房「未来

技術×地方創生検討会」委員。
2018年「本社は田舎に限る」（講談社+α新書）を出
版。2019年に公開された映画「波乗りオフィスへよう
こそ」の原案本。

山下 裕子氏 全国まちなか広場研究会 理事／ひと・ネットワーククリエイター
1999年より富山移住し演劇やアート関連イベントの
企画制作に携わる。2007年よりグランドプラザ運営
事務所勤務。2009年（財）地域活性化センター第21
期全国地域リーダー養成塾修了。2011年よりNPO
法人GPネットワーク理事。2013年より全国まちなか
広場研究会理事。2014年よりまちなか広場研究所と

して活動開始。その後、八戸・福島・豊田・神戸・明石・久
留米・長崎をはじめとする全国のまちなか広場づくりに
関わる。著書に「にぎわいの場 富山グランドプラザ－
稼働率100％の公共空間のつくり方」。

中島 正弘氏 UR都市機構 理事長
1975年3月 京都大学経済学部卒業
　　　　4月 建設省（現・国土交通省）入省
1986年4月 岐阜県土木部都市計画課長
1993年4月 茨城県企画部長
2006年8月 国土交通省都市・地域整備局長
2011年9月 同 総合政策局長

2013年2月 復興庁事務次官
2014年1月 内閣官房参与（兼）福島復興再生総局
 事務局長
2016年7月 UR都市機構理事長
2019年4月 UR都市機構理事長（再任、現職）

テーマ「人を呼び込む地域・まちづくり ～関係人口を増やす取り組み～」

宮下 宗一郎氏 青森県むつ市長

テーマ「都市再生とともに笑顔かがやく希望のまち」

1979年生まれ。2003年東北大学法学部卒業。同年、
国土交通省に入省、まちづくり推進課課長補佐、建設
業課課長補佐、東北地方整備局用地企画課長等を歴
任。2012 年、外務省へ出向。在ニューヨーク日本国総

領事館に領事として赴任。2014年、青森県内最年少
首長として初当選。現在2期目、40歳。日本ジオパーク
ネットワーク副理事長、下北地域広域行政事務組合及
び一部事務組合下北医療センター管理者を務める。

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。

影治 信良氏 徳島県美波町長

テーマ「“にぎやかそ”にぎやかな過疎の町 美波町をめざして」

1978年3月 近畿大学卒業
　　　11月 日和佐町役場入庁
1999年4月 同和対策課長
2003年4月 建設課住宅担当課長

2004年２月 企画観光課長
2005年10月 総務課長
2006年3月 美波町総務課長
2007年8月 総務企画課長

2009年7月 美波町役場退職
　　　　8月 美波町長就任
2013年8月 美波町長再任
2017年8月 美波町長再任

中島 正弘氏

●パネリスト

足立 基浩氏 和歌山大学 経済学部教授 副学長
1968年東京生まれ。
2001年ケンブリッジ大学土地経済学研究科 Ph.D
（博士号）。
専門分野はまちづくりの経済学、政策統計解析。
主な主著に「シャッター通り再生計画」（ミネルヴァ書
房）2010年：不動産協会賞受賞、「イギリスに学ぶ商

店街再生計画」（ミネルヴァ書房）2014年、「まちづく
りの個性と価値」（日本経済評論社）2009年、「小売
業起点のまちづくり」（碩学舎）2018年 石原武政他
編集4章、5章、12章担当。
委員等に内閣府「中心市街地活性化検討委員会」委
員（2014年）、国土交通省「まちづくり活動の担い手

のあり方検討会」座長（2017年）、経済産業省「人材
育成委員会」委員（2014年～現在）、和歌山市「第5
次和歌山市長期総合計画・基本計画」委員長（2017
年）、日本商工会議所「民間主導のまちづくりタスク
フォース」座長（2017年～現在）。

●コーディネーター

──休憩──

10:00～10:30　基調講演

10:30～11:00　基調講演

12:25～12:30　共催者挨拶

11:00～12:25　パネルディスカッション

那須原 和良氏 清水建設 常務執行役員 LCV事業本部長

テーマ「持続可能なまちづくりと地方創生」

1981年清水建設入社。設計本部副本部長、設備・
BLC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。

14:00～14:30　企業講演

持続可能なまちづくりと地方創生セッション3   

北村 誠吾氏 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
長崎県出身。1970年早稲田大学政治経済学部卒。
83年長崎県佐世保市議会議員（1期）、87年長崎県
議会議員（4期）、2000年衆議院議員（7期）、04年
防衛庁長官政務官、06年自由民主党水産部会長、
08年防衛副大臣、10年衆議院沖縄及び北方問題に

関する特別委員長、12年自由民主党国土交通部会
長、14年衆議院安全保障委員会委員長、18年自由民
主党総務会副会長、19年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（現任）。

14:40～14:45　ご挨拶

企業版ふるさと納税で実現する地方創生セッション4    

阿部 守一氏 長野県知事

テーマ「信州ITバレー構想 ～Society5.0時代の地方創生～」

1984年3月 東京大学法学部卒業
　　　 4月 自治省入省
2001年1月 長野県企画局長
　　　10月 長野県副知事

2004年7月 総務省過疎対策室長
2007年4月 横浜市副市長 
2009年10月 内閣府行政刷新会議事務局次長 
2010年9月 長野県知事（3期目）（現職）

13:30～14:00　基調講演

信州ITバレー構想 ～Society5.0時代の地方創生～セッション2   

《大臣表彰・表彰式》

14:45～15:00　地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る大臣表彰・表彰式

橋本 正裕氏 境町長
1975年境町生まれ。芝浦工業大学卒。明治大学大学
院修士課程修了。1999年４月境町役場に奉職。
2003年３月に退職し、同年６月、境町議会議員選挙
で初当選。35歳で全国最年少議長となる。町議4期を
経て、2014年２月境町長選挙で初当選。現在2期目。

地方公共団体部門　茨城県境町

原 秀男氏 下仁田町長
1952年、下仁田町生まれ。群馬県立高崎高等学校
卒、東京経済大学卒。
代々続く製材業の経営を経て、2003年9月の下仁田
町議会議員に初当選。議会議員4期目途中で下仁田
町長選挙に出馬し、2016年12月から現職。
下仁田ネギ、コンニャク産業、森林資源利活用など地

域産業の力強い基盤整備と子どもから高齢者まで幅
広い世代が活躍できる地域づくりを推進。
座右の銘は「人間万事塞翁が馬」。些細なことに一喜
一憂せず、長期展望をもって力強く前進することを信
条とする。

地方公共団体部門　群馬県下仁田町

中山 賢一氏 小松マテーレ 代表取締役会長兼社長
1941年石川県小松市生まれ。1964年に同志社大学
経済学部を卒業後、地元・石川県にある小松精練（現・
小松マテーレ）に入社。1983年営業本部販売部長・
取締役、1985年常務取締役、1987年代表取締役社
長を経て、2003年代表取締役会長に就任。2018年
10月に「小松マテーレ」へと社名変更後、2019年10

月より代表取締役会長兼社長を務め現在にいたる。
また、日本繊維産業連盟・副会長、日本染色協会・会
長、東レ合繊クラスター・初代会長なども歴任。2005
年には藍綬褒章（産業振興功績）、2012年には旭日
小綬章（産業振興功労）を受賞している。

企業部門　小松マテーレ

地方都市再生の実現に向けてセッション1  



※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。

～実装に入った地方創生 具体的事例から考える持続可能な経済循環～

官民連携と地域連携で
実現する地方創生

［日時］ 2月17日（月）
　　　　　　10:00～16:20 （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）

［主催］ 日本経済新聞社
［後援］ 内閣府

［共催］

［協賛］

須永 珠代氏 トラストバンク 会長兼ファウンダー
2012年4月にトラストバンクを設立。 同年9月、ふる
さと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を立ち上げ、
同サイトは月間2億PV（2019年12月）を超え、約
2000億円の年間流通寄附金額となり、ふるさと納税
No.1サイトに。
ビジョンである「自立した持続可能な地域をつくる」を

実現するためにお金を地域外から地域内へ移動し、地
域内循環させ、地域内から地域外の流出を防ぐため
様々な新規事業を手掛ける。
日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2016」大賞
を受賞。2018年、観光庁による「世界水準のDMOの
あり方に関する検討会」委員、「令和元年度最先端観

光コンテンツインキュベーター事業」審査委員に就
任。著書に「1000億円のブームを生んだ 考えぬく
力」（日経BP社）。

地下 誠二氏 日本政策投資銀行 取締役常務執行役員
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
2018年6月 取締役常務執行役員（現職）

山田 啓二氏 京都産業大学 学長補佐・法学部教授
1977年3月 東京大学法学部卒業
　　　　4月 自治省（現総務省）入省
1982年7月 国税庁天草税務署長
1989年4月 高知県総務部財政課長
1992年7月 内閣法制局参事官
1997年7月 国土庁土地局土地情報課長

1999年8月 京都府総務部長
2001年6月 京都府副知事
2002年4月 京都府知事（１期）
2006年4月 京都府知事（２期）
2010年4月 京都府知事（３期）
2011年4月 全国知事会会長（１期）

2013年4月 全国知事会会長（２期）
2014年4月 京都府知事（４期）
2015年4月 国知事会会長（３期）
2017年4月 全国知事会会長（４期）
2018年4月 京都産業大学学長補佐
 法学部法政策学科教授

多田 健一郎氏 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
1986年東京大学法学部卒、同年自治省入省。
富山県庁、公営企業金融公庫、姫路市役所、総合研究
開発機構、静岡県庁、香川県庁を経て、2007年内閣
府参事官（企画担当）（政策統括官（沖縄政策担当）
付）、2009年北海道総務部長、2010年同副知事、
2013年総務省自治財政局財務調査課長、2014年

地方公共団体金融機構経営企画部長、2015年総務
省大臣官房総務課長、2016年内閣官房東京オリン
ピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本
部事務局企画・推進統括官、2018年総務省大臣官房
審議官（財政制度・財務担当）、2019年7月より現職。

《プレゼンテーション》

《審査員コメント》

《総括》

15:05～16:20　プレゼンテーション・審査員コメント

橋本 正裕氏
地方公共団体部門　茨城県境町

原 秀男氏
地方公共団体部門　群馬県下仁田町

中山 賢一氏
企業部門　小松マテーレ

田村 隆夫氏　　濱里 要氏 広島県呉市 副市長
企業部門　ディスコ

村塚 章介氏
企業部門　長谷工コーポレーション

田村 隆夫氏 ディスコ 常務取締役
1955年新潟生まれ。1977年4月第一製砥所（現・
ディスコ）入社。輸出関連業務、海外サポート業務、
オーストラリア・アメリカ・ヨーロッパ等海外勤務を経
て、1994年2月管理本部・経営管理部長。1995年6
月取締役就任、1999年4月取締役・サポート本部長、

2009年4月最高財務責任者（CFO）、最高個人情報
保護責任者（CPO）、総務部長兼経理部長、2011年
6月常務取締役就任、2011年9月より人財部長を兼
任し、従業員の“働きやすさ”向上や健康管理全般、渉
外等を統括。

企業部門　ディスコ

村塚 章介氏 長谷工コーポレーション 代表取締役 副社長執行役員
1977年3月 甲南大学経済学部経営学科卒業
　　　　4月 長谷工コーポレーション入社
2001年4月 同社参与、関西マンション事業部門
 第一事業部長
2005年4月 同社執行役員、関西営業部門担当
2005年6月 同社取締役兼執行役員

2008年4月 同社取締役兼常務執行役員
2010年4月 営業部門･開発推進部門管掌
2013年4月 同社取締役兼専務執行役員
2014年4月 営業部門管掌
2015年4月 同社代表取締役兼専務執行役員

2017年4月 同社代表取締役兼副社長執行役員
 （現任）
2018年4月 営業管掌 兼 
 グループサービス関連事業管掌
2018年4月 長谷工アネシス代表取締役社長
 （現任）

企業部門　長谷工コーポレーション

「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）


