国土計画シンポジウム

〜地方へ向かう人々、
進化する働き方・暮らし方〜
豊かな自然・生活環境などを求めて地方への移住が増加するなど、暮らし方が多様化しています。
また、兼業・副業、場所にとらわれない柔軟な働き方、人生百年時代を見据えた中高年層の起業・
創業など働き方も多様化しつつあります。
こうした中で、現在都市で生活する人々の間でも、地方への移住、二地域居住・就労、さらには「関
係人口」の考え方など、地方と関わりを持つことへの関心が高まっています。
本シンポジウムでは、人々が求める働き方・暮らし方の変化に着眼し、地方へ関心を寄せる人々が、
自分らしいライフスタイルを実現する道筋と、国土づくりの今後の方向性について、一緒に考えてい
きます。

日時
参加費

3 13

平成30年 月
日
14:00〜17:00（受付13:30）

無料

定 員

会場

砂防会館
別館1階「利根会議室」

200名
開 催 概 要

主催者挨拶
伊藤
滋（一般財団法人 国土計画協会会長）
国土交通省挨拶
吉田 光市（国土交通省国土交通審議官）
基調講演
「田園回帰・関係人口と地域づくり」
小田切 徳美（明治大学教授）
「逆参勤交代構想〜働き方改革と地方創生の同時実現」
松田 智生（㈱三菱総合研究所プラチナ社会センター主席研究員／高知大学客員教授）
パネルディスカッション
コーディネーター
小田切 徳美（明治大学教授）
パネリスト
伊佐 知美（㈱Wasei 編集長／フォトグラファー）
雄谷 良成（社会福祉法人 佛子園理事長）
馬場 未織（建築ライター／ NPO法人 南房総リパブリック理事長）
堀口 正裕（㈱第一プログレス常務取締役／マガジン「TURNS」プロデューサー）
松田 智生（㈱三菱総合研究所プラチナ社会センター主席研究員／高知大学客員教授）
吉田 基晴（㈱あわえ代表取締役）

主 催：一般財団法人 国土計画協会

共 催：国土交通省

基調講演者・コーディネーター

基調講演者・パネリスト

小田切 徳美 氏

松田 智生

氏
（㈱三菱総合研究所プラチナ社会センター主席研究員／高知大学客員教授）

（明治大学教授）

【略歴】1959年神奈川県生まれ。明治大学教授。専門は農山村再生論、地域ガバナンス論。
東京大学大学院博士課程単位取得退学。博士（農学）。全国町村会・今後の農林漁業・
農山漁村のあり方に関する研究会座長、同・農村価値創生と観光・交流に関する研究
会座長、国土審議会委員、総務省過疎問題懇談会構成員、同・「田園回帰」に関する調
査研究会座長、同・これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会座長。日本地
域政策学会副会長。
『農山村は消滅しない』
『農山村からの地方創生』
（近刊）など。

【略歴】1966 年東京生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
専門は超高齢社会の地域活性化、アクティブシニア論。政
府日本版 CCRC 構想有識者会議委員、内閣府高齢社会
フォーラム企画委員、国交省「今後の共助による地域づく
りのあり方」検討会委員、高知県移住推進協議会委員。
【著書】
「日本版 CCRC がわかる本」

パネリスト（五十音順、敬称略）

プログラム
14:00

主催者挨拶（10 分）

14:10

国土交通省挨拶（5 分）

14:15

伊藤

伊佐 知美

氏
（㈱Wasei 編集長／フォトグラファー）

滋（一般財団法人 国土計画協会会長）

【略歴】1986 年、新潟県生まれ。横浜市立大学卒。三井住友カー
ド、講談社勤務を経て独立。これからの暮らしを考える
ウェブメディア『灯台もと暮らし』編集長・ライター・フォ
トグラファーとして、日本全国、世界中を旅しながら取
材・執筆活動をしている。著書に『移住女子』
（新潮社）。

吉田 光市（国土交通省国土交通審議官）

基調講演
「田園回帰・関係人口と地域づくり」
（30 分）
小田切 徳美（明治大学教授）

「逆参勤交代構想〜働き方改革と地方創生の同時実現」
（30 分）

雄谷 良成

氏
（社会福祉法人 佛子園理事長）

松田 智生（㈱三菱総合研究所プラチナ社会センター主席研究員／高知大学客員教授）

15:15

休憩（15 分）

15:30

パネルディスカッション（90 分）

【略歴】金沢大学卒業後、青年海外協力隊（ドミニカ共和国、障害福祉指導者育成）
財団法人フンダシオン・オーサカ（ドミニカ共和国、医療過疎地病院建設）
センター長、北國新聞社、金城大学非常勤講師等を経て、現在は、社会福祉法
人佛子園理事長 普香山蓮昌寺（ふこうざん れんじょうじ）住職を務める。
【公職】 公益社団法人 青年海外協力協会 理事長
一般社団法人 生涯活躍のまち推進協議会 会長
日本知的障害者福祉協会 社会福祉法人の経営に関する特別委員会 委員
金沢大学 非常勤講師 など

コーディネーター

小田切 徳美（明治大学教授）

パネリスト

伊佐
雄谷
馬場
堀口
松田
吉田

17:00

知美（㈱Wasei 編集長／フォトグラファー）
良成（社会福祉法人 佛子園理事長）
未織（建築ライター／ NPO法人 南房総リパブリック理事長）
正裕（㈱第一プログレス常務取締役／マガジン「TURNS」プロデューサー）
智生（㈱三菱総合研究所プラチナ社会センター主席研究員／高知大学客員教授）
基晴（㈱あわえ代表取締役）

馬場 未織 氏

（建築ライター／ NPO法人 南房総リパブリック理事長）
【略歴】2007 年より東京と南房総の二地域居住を実践。2011
年に農家・建築家・造園家・ウェブデザイナー・市職
員らと NPO 法人南房総リパブリック設立。里山学校事
業、空き公共施設活用事業など手がける。著書に『週末は
田舎暮らし』
『建築女子が聞く住まいの金融と税制』等。

終了

会場地図

堀口 正裕

氏
（㈱第一プログレス常務取締役／マガジン「TURNS」プロデューサー）
【略歴】1971 年、北海道生まれ。早稲田大学卒。国土交通省「二地域
居住等の推進」に向けた有識者委員、農林水産省「農業の働き
方改革」検討会委員、BBT 大学「Tourism Leaders School」
講師他、全国各自治体の移住施策に関わる。東日本大震災後、
日本を地方から元気にしたいとの思いから「TURNS」を企画、
創刊。これからの地域との繋がり方を提案している。

砂防会館

吉田 基晴 氏

砂防会館 別館1階

（㈱あわえ代表取締役）

「利根会議室」

【略歴】1971 年徳島県美波町生まれ。2003 年サイファー・
テック株式会社を設立。2012 年徳島県美波町にサ
テライトオフィス「美波 Lab」開設、2013 年本社を
美波町に移転。2013 年 6 月株式会社あわえを設立。
代表取締役。美波町地方創生政策参与。

東京都千代田区平河町２‑７‑５
TEL ０３‑３２６１‑８３８６
（代表）

開催日：平成 30 年 3 月 13 日
（火）
会 場：砂防会館 別館 1 階「利根会議室」

参加申込書

※当日は受付でお名刺を 1 枚頂戴致しますので、ご準備ください。
申込締切 平成 30 年 2 月 27 日（火）
必要事項をご記入の上、このまま切り取らずに送信して下さい。

申込は FAX で、0 3 ‑ 3 5 1 1 ‑ 2 1 8 8

団 体 名

（ふりがな）

お 名 前
電話番号

FAX番号

部 署 名
役

区分

該当する □ に

をつけて下さい。

□国

□ 地方公共団体

職
□ 企業・団体

□ 個人

□ 報道機関

□ その他

※定員になり次第、締め切らせていただきます。定員を超えた場合は、お断りの連絡を致しますので、あらかじめご了承下さい。

【問い合わせ】 一般財団法人 国土計画協会国土計画課

福地、武藤

TEL 03‑3511‑2187

