官民パートナーシップによる
地域課題解決オンラインセミナー
小さなまちの戦い方 を磨き上げる
地域をとりまく社会課題が多様化・複雑化する中で、今後地域が持続的に発展していくために、地方自治体が企業の有する
技術、サービス、
ノウハウを活かして課題解決に取り組む、官民パートナーシップの取組に対する期待が高まっています。
この取組は、地域内の限られたリソースだけでは課題解決が困難な「小さなまち」ほど有効性が高いと言われており、全国に
先駆けて人口減少と高齢化が進む東北地域において、ますます重要になると考えています。
本セミナーは、自治体職員や地域コーディネーターの皆様を対象に、官民パートナーシップの取組事例やノウハウを学び、
地域の枠を超えた「仲間づくり」や「悩みの共有」などを目的としています。
基調講演では、東日本大震災後に岩手県釜石市に移住し、市役所内の「出島」であるオープンシティ推進室を立ち上げ、
官民パートナーシップの取組を推進された青森大学の石井 重成 氏にお話しいただきます。
また、官民パートナーシップに積極的に取り組む青森県三戸町、岩手県釜石市、岩手県西和賀町、秋田県鹿角市のご担当
者（キーパーソン）やプラットフォーマーのお二方にご登壇頂き、これまでのご経験やご苦労、取組の成果など、現場の声を
NGなしでお話しいただきます！

〈第1回〉令和4年2 月1日（火）16時〜18時

石井 重成 氏
【テーマ】
「 小さなまちの戦い方 を考える 〜前編〜」

【講
❶基調講演（35分）

師】青森大学 社会学部 准教授

【テーマ】
「 官民パートナーシップはなぜ必要なのか？」
❷座 談 会（80分）

石井 重成 氏
【パネリスト】釜石市 総合政策課オープンシティ推進室 室長 金野 尚史 氏
鹿角市 産業活力課 政策監兼班長 成田 靖浩 氏
三戸町 まちづくり推進課 主査 中村 大樹 氏
西和賀町 ふるさと振興課 主査 高橋 直幸 氏
【コーディネーター】青森大学 社会学部 准教授

〈第2回〉令和4年2 月15 日（火）16時〜18時

石井 重成 氏
【テーマ】
「 小さなまちの戦い方 を考える 〜後編〜」

【講
❶基調講演（25分）

師】青森大学 社会学部 准教授

【テーマ】
「 官民パートナーシップはどうしたらうまくいくのか？」
❷座 談 会（65分）

石井 重成 氏
【パネリスト】釜石市 総合政策課オープンシティ推進室 室長 金野 尚史 氏
鹿角市 産業活力課 政策監兼班長 成田 靖浩 氏
三戸町 まちづくり推進課 主査 中村 大樹 氏
西和賀町 ふるさと振興課 主査 高橋 直幸 氏
一般社団法人Urban Innovation Japan 代表理事 吉永 隆之 氏
株式会社MAKOTO WILL 代表取締役 菅野 永 氏
【コーディネーター】青森大学 社会学部 准教授

❸オンライン名刺交換会（25分）
参加対象

主催

《各回100名ずつ》

・地方創生の業務に関わる行政職員 ・地方創生に取り組む地域コーディネーター 等

東北経済産業局（担当：総務企画部企画調査課

詳しくは
裏面を
ご覧ください

横田・成田 TEL：022-221-4861）

講師およびパネラーのご紹介
基調講演講師／座談会コーディネーター
いし

青森大学 社会学部 准教授

い

かず のり

石井 重成 氏

経営コンサルティング会社を経て、東日本大震災を機に岩手県釜石市へ移住。多様な官民パートナー
シップを手掛け、釜石市オープンシティ推進室長として、市の地方創生戦略を統括。2021年4月より
青森大学に着任。
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、環境省地域循環共生圏プ
ラットフォーム事業アドバイザリー、ふくしま12市町村移住支援アドバイザー、岩手県若者支援事業ア
ドバイザー、一般社団法人明和観光商社共創フェロー等。著書に
『ローカルキャリア白書 -未来の働き
方はここにある』。

座談会パネラー
自治体職員

自治体職員

プラットフォーマー
〈第2回〉のみ

釜石市 総合政策課
オープンシティ推進室
室長

金野 尚史 氏

人口減少に伴う社会・行政・地域課題解決に向
け、震災からの復興プロセスで得た最大の資
産である「つながり」を生かしたまちづくり推
進のため、地域活性化起業人などの制度を活
用し、市内外の人材・企業の交流を生み出し、
まちの活力維持に取り組む。

自治体職員

一般社団法人
Urban Innovation
Japan
代表理事

鹿角市 産業活力課
政策監兼 班長

成田 靖浩 氏

吉永 隆之 氏

産業・文化の担い手確保と「地域の稼ぐ力」を
強化するため、サテライトオフィス誘致企業や
2018年に立ち上げた地域商社と連携し、人
材確保、新商品開発や販路拡大、地域の魅力
（企業、文化、産品）発信に取り組む。

デジタル技術に強いスタートアップ企業と行
政職員が協働し地域課題を解決するプロジェ
クト「Urban Innovation JAPAN」を運営
し、全国各地でAI、IoT、RPA等テクノロジー
の社会実装に向けた事業を展開している。

自治体職員

プラットフォーマー
〈第2回〉のみ

西和賀町
ふるさと振興課
主査

高橋 直幸 氏

2015年、豪雪という逆境を町の力に変える
地域ブランド「ユキノチカラ」を創設、町内事
業者、デザイナー、金融機関等と連携し、商品
づくりや販売イベント、雪国の魅力を知っても
らうためのツアー開催などを通じ、雪の力をア
ピールし、地域の魅力発信に取り組む。

申込方法

三戸町
まちづくり推進課
主査

㈱MAKOTO WILL
代表取締役

中村 大樹 氏

地域の新たな雇用創出や移住促進を図るた
め、2 0 1 6 年から青 森 県 の 他自治 体に先 駆
け、テレワーク推進事業を実施、仙台市のIT企
業と連携し、
リモートワーカーの誘致や育成、
お 試しサテライトオフィスの 整 備 、リモ ート
ワーカーと地域住民の交流促進に取り組む。

菅野 永 氏

「自治体と共に地方から日本をおもしろく」を
ミッションとし、官と民が連携して地域課題を
解決するオープンイノベーション型のプログ
ラムの企画から実行までの伴走支援等に取り
組む。

必要事項を記載の上、下記メールアドレス宛にお申込みください。
〈申込締切/2022年2月10日
▲

専用メールアドレス

ka n min@higas hiad .co.jp

〉

定 員に達し次 第、受付を終了いたしますので
予めご了承ください。

［ 第2回〈2月15日〉のみ御参加いただけます ］
記載項目

◆希望する視聴方法（ 当日参加 後日視聴 当日参加及び後日視聴 のいずれかよりお選びください）
◆所属機関名 ◆部署名 ◆役職名 ◆お名前 ◆メールアドレス

お申込み後にセミナー当日の接続URLを発行し、開催前日にメールをお送りいたします。メールが届かない場合は、お手数ですが下記事務局までご連絡ください。
●使用するWeb会議システムは、Microsoft Teamsです。●セミナー当日は録画を行います。後日視聴を希望する場合も上記メールアドレス宛にお申込みください。

《問合せ先》

東北経済産業局官民連携パートナーシップによる課題 解決セミナー事務局
担当：渡 邊、高村（株式会社東日本広告社内）
※本事 業は、㈱東日本広告社が 東 北 経 済産 業 局から受託しています。
E-mail： kanmin@higashiad.co.jp 電話：022-267-6611

