
第 11 回全国長連携交流会 プログラム 

１２日（金） 会場：政策研究大学院大学 

12:00 受付開始 
場所 

1 階想海摟ホール前 

12:00－13:45 幹事会 
会場 

１階 １Ａ会議室 

14:00 

全体会合（１） 

司会：田中栄治（地域交流センター 代表理事） 

   遠藤あおい（地域交流センター 理事） 

14：00-14：20 

開会挨拶 

■ 会長挨拶 

 森 民夫 氏（長岡市長／全国首長連携交流会 会長） 

■ 開催校歓迎挨拶 

 吉村 融 氏（政策研究大学院大学学長） 

14:20－14:40 

各種報告 

■ 提言･実践首長会 活動報告 

 石田 芳弘 氏（犬山市長／提言･実践首長会会長） 

■ 事務局報告 

 田中 栄治（地域交流センター代表理事／全国首長連携交流会事務局長） 

14:40-16:40 

パネルディスカッション 

■ 「分権改革の方向を巡って 

        ―ポスト合併・プレ道州制時代の自治体改革を考える―」 

コーディネーター 

 穂坂 邦夫 氏（NPO 法人 地方自立政策研究所 理事長／前 志木市長） 

パネリスト 

 逢坂 誠二 氏（衆議院議員／前ニセコ町長） 

 泉田 裕彦 氏（新潟県知事） 

 森   民夫 氏（長岡市長／全国首長連携交流会 会長） 

 清水 聖義 氏（太田市長） 

 横道 清孝 氏（政策研究大学院大学教授） 

16:40-17:00 休憩 

17:00-17:20 
出席首長紹介 

■ 出席されている首長の皆様を、ご紹介いたします 

17:20-18:20 

話題提供（医療福祉関係） 

■ 「自治体病院の現状と動向」 

 吉田 秀一 氏（日本政策投資銀行政策企画部課長） 

■ 「子育て支援の現状と課題」 

 大日向 雅美 氏（恵泉女学園大学教授／ＮＰＯ法人あい・ぽーとステーション代表理事） 

■ 「医療費削減を可能とする地域健康づくりシステムのあり方」 

 久野 譜也 氏（筑波大学大学院助教授／㈱つくばウェルネスリサーチ代表取締役） 

18:20－18:30 休憩 

会場  

1 階 想海摟ホール 

18:30－20:30 

交流・懇親会（１） 

■ ご挨拶 

 中馬 弘毅 氏（内閣府特命担当大臣（規制改革）行政改革担当 構造改革特区・地域再生担当） 

 佐藤 信秋 氏（国土交通省事務次官） 

■ ゲスト紹介 

■ 各地の特産品・銘酒・銘菓紹介 

会場 

1 階 １Ａ～Ｃ会議室

20：45 

■ 初日会合終了・移動 
※ 宿泊をこちらにお申込の方は、ホテルまで貸切バスにてご誘導します 
※ 1 号車＝東京グリーンホテル水道橋 行き  

  2 号車＝東京グリーンホテルお茶の水 行き 

１階建物出口（南門）

からバスが出ます 

宿泊 東京グリーンホテル水道橋／お茶の水  



１３日（土） 会場：政策研究大学院大学 

ホテル前よりバスが出発 

※ こちらで手配したホテルからは、貸切バスにてご誘導致します。5 分前迄にホ

テルロビーにお越し下さい。 

貸し切りバスにて移動 

8:30 

受付開始 

※ 宿泊を独自に手配された方は、開始時間迄に直接会場にお集まり下さい。 

場所 

1 階想海摟ホール前 

9:00-9:50 

全体会合（２） 話題提供（各種テーマ） 

■ 現場からの教育改革の実践 

 森 真 氏（各務原市長） 

■ 特区制度・地域再生の今後―現場の声を活かした改革制度へ― 

 梶島 達也 氏（内閣官房構造改革特区推進室及び地域再生推進室参事官）  

■ 安全・安心まちづくりへ向けて―防災の実践を考える― 

 久住 時男 氏（見附市長） 

会場 

1 階想海摟ホール 

9:50－10:00 休憩・移動  

分科会会合 

会場 

１階 １Ａ～１Ｃ会議室

4 階 ４Ａ～４Ｃ会議室

第１部会 分権制度分科会 
分権時代の基礎自治体・都道府県（または道州）・国の役割分担を考える  
参加予定者 
※森 民夫（長岡市長）、三輪茂(北海道日高町長)、佐藤正博(福島県西郷村長)、鈴

木和雄(群馬県みなかみ町長)、三好幹二(愛媛県西予市長) 、中村隆象(福岡県古賀市

長) 、酒井登(長野県長野市助役) 、田中憲二(愛知県長久手町町長公室長) 、佐山潔
(栃木県大平町企画財政課長) 、大洞寿美恵(岐阜県各務原市都市戦略企画課 主事

補) 、宮地勝志(愛知県日進市市長公室秘書広報課長) 、金井薫平(新潟県見附市企画

調整課 課長補佐) 、糠谷真平(国民生活センター理事長) 、大田弘子(政策研究大学
院大学教授) 、辻原俊博(国土交通省官房審議官) 、務台俊介(総務省自治財政局調整

課課長) 、家老洋(新潟県長岡市議会議員) 、大森康弘(政策研究大学院大学地域政策

プログラム) 、川上博文（政策研究大学院大学地域政策プログラム）、木村真緒奈(政
策研究大学院大学地域政策プログラム)、中瀬雅夫(政策研究大学院大学知財プログ

ラム) 、田中榮治(地域交流センター代表理事) 、山口覚(地域交流センター) 、井出

玄一(地域交流センター) 

会場 

１階１Ａ会議室 

第２部会 行財政改革分科会 
平成の大合併後の自治体経営･財政改革を考える 
参加予定者 
※荻野正直(山梨県笛吹市長)、鈴木俊美(栃木県大平町長)、石井俊雄(千葉県長生村

長)、米田徹(新潟県糸魚川市長)、田口直人(新潟県十日町市長)、八木忠男(愛知県愛
西市長)、平尾道雄(滋賀県米原市長)、伏木建(和歌山県湯浅町長)、浦田弘二(福岡県

福智町長)、江里口秀次(佐賀県小城市長)、奥村慎太郎(長崎県雲仙市長)、松本照彦(熊

本県多良木町長)、儀武剛(沖縄県金武町長)、森下充英(三重県桑名市市長公室次長兼
政策課長)、田口裕幸(新潟県長岡市総務部行政管理課長)、小竹一康(新潟県糸魚川市

総務課広報秘書係主任主事)、池田聖仁(山梨県笛吹市秘書政策室長)、伊藤孝明(愛知

県日進市建設経済部下水道課長)、坪井修(滋賀県米原市秘書室長)、三好勝則(消防大
学校校長)、新川達郎(同志社大学大学院総合政策科学研究科教授)、井川博(政策研究

大学院大学教授)、高橋祥次(道路開発振興センター専務理事)、水昭仁(社団法人東京

自治研究センター)、真貝維義(新潟県柏崎市議会議員)、成井祥(政策研究大学院大学
地域政策プログラム)、中村俊彦(地域交流センター) 

会場 

１階１Ｂ会議室 

10:00－12:30 

第３部会 教育改革分科会 
現場から教育改革を仕掛ける 
参加予定者 
※石田芳弘(愛知県犬山市長)、渡辺幸子(東京都多摩市長)、森真(岐阜県各務原市長)、

谷口尚(岐阜県白川村長)、宮下裕(香川県善通寺市長)、宮路髙光(鹿児島県日置市長)、

堀口昇(兵庫県稲美町教育長)、中村豊(新潟県長岡市総務部秘書課秘書係主事)、加藤
孝博(新潟県長岡市教育部長)、佐藤伸吉(新潟県長岡市教育委員会学校教育課長)、駒

澤隆司(新潟県三条市学校教育課長)、磯谷均(岐阜県各務原市都市戦略企画課長)、板

東久美子(文部科学省官房審議官)、今野雅裕(政策研究大学院大学教授)、小林純子(設
計事務所 ゴンドラ 代表)、細山隆朋(新潟県長岡市議会議員)、髙嶋弘明(学校のト

イレ研究会)、花岡 崇一（横浜教育サポートフォーラム事務局長）、橋本正法(地域

交流センター理事) 

会場 

４階４Ｃ会議室 



１３（土） 会場：政策研究大学院大学（続き） 

第４部会 医療・福祉部会 
子育て支援の決め手を探る 
参加予定者 
※鈴木望(静岡県磐田市長)、久住時男(新潟県見附市長)、仁志田昇司(福島県伊達市
長)、竹内昰俊(福島県会津坂下町長)、高橋一夫(新潟県三条市長)、大山耕二(岐阜県

中津川市長)、佐護彰(愛知県日進市長)、山本一義(愛知県吉良町長)、日沖靖(三重県

いなべ市長)、織田洋(鳥取県智頭町長)、間中正幸(栃木県大平町企画財政課主査)、
押見康雄(新潟県長岡市福祉保健部児童福祉課長)、大巾裕之(岐阜県中津川市秘書課

課長補佐兼政策係長)、石川純一(静岡県磐田市秘書広報課長)、吉橋一典(愛知県日進

市生涯支援部長)、度山徹(厚生労働省雇用均等・児童家庭局少子化対策企画官)、林
美栄子(ＮＰＯ法人あい・ぽーとステーション事務局長)、遠藤清(新潟県柏崎市議会

議員)、日野克彰(東京都豊島区議会議員)、米村洋一(地域交流センター理事)、木内

佳央子(地域交流センター)、浜田靖彦(地域交流センター) 

会場 

１階１Ｃ会議室 

第５部会 地場産業・地域おこし分科会 
地場産業を活かした地域活性化を探る 
参加予定者 
※四方八洲男(京都府綾部市)、野崎吉郎(福島県矢吹町長)、遠藤雄幸(福島県川内村
長)、関広一(新潟県小千谷市長)、今井良博(岐阜県白川町長)、榎並谷哲夫(高知県佐

川町長)、内山慶治(熊本県山江村長)、横尾幸秀(新潟県妙高市助役)、佐藤克英(熊本

県八代市副市長)、高橋 勝則（岩手県東京事務所長）、井戸沼寿量(福島県矢吹町経
営企画課 主幹)、鈴木邦彦(栃木県大平町企画財政課 主査)、小林美智男(新潟県長岡

市商工部工業振興課 課長補佐)、四方裕之(京都府綾部市企画広報課 課長補佐（秘

書担当）)、円岡綾子（鳥取県企画部地域自立戦略課）、小林豊(佐賀県小城市商工
観光課企業誘致係 係長)、新山孝博(熊本県山江村教育委員会 主査)、高橋平治(文部

科学省生涯学習政策局政策課地域政策調整官)、中島邦雄(政策研究大学院大学教

授)、橋本久義(政策研究大学院大学教授)、六本木信幸(株式会社 グンゴー代表取締
役社長)、井出隆雄(シンク・アクト・イデ代表)、下津公一郎（ＮＰＯさつま常務理

事）、今泉重敏(まちづくり計画研究所（地域交流センター理事･九州事務所長）代

表取締役)、貝瀬功一(新潟市東京事務所 所長）)、相場一文(政策研究大学院大学地
域政策プログラム)、山本雅樹(政策研究大学院大学政策研究科)、岡本守生(地域交流

センター)、明石博行(地域交流センター理事)、遠藤あおい(地域交流センター理事) 

会場 
１階４Ｂ会議室 

 10:00-12：30 

第６部会 特別部会 
国と地域の次世代交流分科会 
参加予定者 
※後藤 太栄(和歌山県高野町長)、梶島 達也(内閣官房構造改革特区推進室及び地域

再生推進室参事官)、高橋 洋二(東京海洋大学教授)、辻田 昌弘(21 世紀政策研究所
研究主幹)、岩井 博(北海道鷹栖町企画課長)、木村 卓也(岩手県総合政策室 政策調

査監)、舟木 健治(福島県会津坂下町政策財務部企画調整担当)、小松原 雅人(栃木県

大平町企画財政課 主査)、青木 勝(新潟県長岡市復興推進室 次長)、藤巻 俊行(新潟
県長岡市企画部企画課総合政策班 主事)、若山 裕(新潟県三条市政策推進課長)、今

井 一明(新潟県三条市政策推進課 担任主査)、西野 仙幸(岐阜県白川町（文部科学

省出向中）)、中村 浩三(愛知県犬山市市長公室企画調整課統括主査)、藤田 浩之(兵
庫県稲美町経営政策部総務課 係長)、岡北 修治(和歌山県高野町企画振興課企画公

室係)、井上 謙二(愛媛県西予市政策秘書室 室長)、横大路 一将(福岡県古賀市人事

秘書課長)、今井 一久(熊本県多良木町参事)、金崎 健太郎(総務省自治財政局地域企
業経営企画室併任 公営企業課課長補佐)、阿部 一臣(国土交通省国土計画局総合計

画課課長補佐)、西海 重和(国土交通省鉄道局財政課課長補佐)、長野 麻子(株式会社 

電通プロジェクト・プロデュース局ソーシャルプロジェクト室（農林水産省）)、中
山 元太郎(環境省総合環境政策局環境計画課課長補佐)、波々伯部 信彦(国土交通省

総合政策局技術安全課課長補佐)、浅野 大介(経済産業省地域経済産業グループ 地

域経済産業政策課課長補佐)、"青山 知弘(内閣官房都市再生本部事務局参事官補佐 
（愛知県）)、服部 敦(内閣官房構造改革特区推進室参事官補佐)、荒井 陽一(内閣官

房構造改革特区推進室参事官補佐（総務省）)、渡辺 大介(内閣官房構造改革特区推

進室（富士河口湖町）)、加藤 一郎(内閣官房構造改革特区推進室（愛知県）)、辻
下 光晴(内閣官房構造改革特区推進室（広島市）)、早田 吉伸(内閣官房構造改革特

区推進室（ＮＥＣ）)、飯島 龍(内閣官房構造改革特区推進室（横浜市）)、山本 英

司(内閣官房構造改革特区推進室（北海道）)、安達 義通(地域交流センター)、明戸 眞
弓美(地域交流センター) 

会場 

１階４Ａ会議室 

12：30-13：30 昼食（※ 各分科会会場にて昼食となります）  各分科会会場にて 



１３日（土） 会場：政策研究大学院大学（続き） 

13:30 

全体交流会（２） 

司会：田中栄治（地域交流センター 代表理事） 

   遠藤あおい（地域交流センター 理事） 

13:30－14:30 
分科会総括討論 

※ 座長が、各分科会について報告します 

14:40－17:10 

パネルディスカッション（14：40－17：10） 

■ 「分権社会における行政の行方 

           ―道州制・新しい国土計画と国と地方の役割―」 

コーディネーター 

 糠谷 真平 氏（国民生活センター理事長／元経済企画庁事務次官） 

パネリスト 

 土屋 正忠 氏（衆議院議員／前武蔵野市長） 

 増田 寛也 氏（岩手県知事） 

 辻原 俊博 氏（国土交通省官房審議官（国土計画）） 

17:20－17:50 

総括討論 

■ 第 11 回全国首長連携交流会 大会宣言の採択 

進行：森民夫（長岡市長）、石田芳弘（犬山市長） 

会場  

1 階 想海摟ホール 

18:00－20:00 

交流・懇親会（２） 

会場移動 

■ ご挨拶 

 福田 富一 氏（栃木県知事） 

■ ゲスト紹介 

■ 各地の特産品・銘酒・銘菓紹介 

 

20：15 

■ 2 日目日会合終了・移動 

※ 宿泊をこちらにお申込の方は、ホテルまでバスにてご誘導します 

※ お帰りの方は、東京駅迄バスにてご誘導致します。 

※ １号車＝東京グリーンホテル水道橋 行き 

※ 2 号車＝東京駅 行き 

１階建物出口（南門）か

らバスが出ます 

宿泊 東京グリーンホテル水道橋  

 
14 日（日） 会場： 日本橋川、トリトンスクエア、パナソニックセンター 

8:00 

ホテル前よりバスが出発 

※ 東京グリーンホテル水道橋ご宿泊の方は、貸切バスにてご誘導致します。5 分

前迄にホテルロビーにお越し下さい。 

※ 宿泊を独自に手配された方は、開始時間迄に直接現地にお集まり下さい。 

 

8:15 
Ｅボート乗船場所（中央区日本橋本石町２丁目：常盤橋付近）到着 

※ 宿泊を独自に手配された方は、この時間迄に直接会場にお集まり下さい。 
※ Ｐ9 ご案内図を参照 

8:25 
Ｅボート体験乗船 

※ 常盤橋～日本橋経由～霊岸橋のコースで川下りをします。 

※ 動きやすい格好にて

ご参加下さい 

9:10 バスにて移動  

9:20 
晴海アイランド・トリトンスクエア（中央区晴海１丁目） 視察 

※ 「まち（川）の駅」候補地、港祭などを視察します 
 

9:40 バスにて移動  

10:00 
パナソニックセンター（江東区有明２丁目）視察 

※ 近未来の技術と生活を体験します 
 

10：50 

パナソニックセンター内会議室 意見交換会 

※ ＮＴＴドコモが提唱する近未来の社会の提案 

※ エクスカーション総括意見交換 

 

11:40 バスにて移動  

12:00 東京駅にて解散  



Ⅶ．出席者名簿 

 
No. ご所属 ご職位 お名前 

1 北海道 日高町 町長 三輪 茂 

2 岩手県 知事 増田 寛也 

3 山形県 山辺町 町長 遠藤 直幸 

4 福島県 伊達市 市長 仁志田 昇司 

5 福島県 会津坂下町 町長 竹内 昰俊 

6 福島県 西郷村 村長 佐藤 正博 

7 福島県 矢吹町 町長 野崎 吉郎 

8 福島県 川内村 村長 遠藤 雄幸 

9 栃木県 知事 福田 富一 

10 栃木県 大平町 町長 鈴木 俊美 

11 群馬県 太田市 市長 清水 聖義 

12 群馬県 みなかみ町 町長 鈴木 和雄 

13 埼玉県 草加市 市長 木下 博信 

14 千葉県 長生村 村長 石井 俊雄 

15 東京都 多摩市 市長 渡辺 幸子 

16 新潟県 知事 泉田 裕彦 

17 新潟県 長岡市 市長 森 民夫 

18 新潟県 三条市 市長 高橋 一夫 

19 新潟県 小千谷市 市長 関 広一 

20 新潟県 十日町市 市長 田口 直人 

21 新潟県 見附市 市長 久住 時男 

22 新潟県 糸魚川市 市長 米田 徹 

23 福井県 勝山市 市長 山岸 正裕 

24 山梨県 笛吹市 市長 荻野 正直 

25 長野県 川上村 村長 藤原 忠彦 

26 岐阜県 中津川市 市長 大山 耕二 

27 岐阜県 各務原市 市長 森 真 

28 岐阜県 白川町 町長 今井 良博 

29 岐阜県 白川村 村長 谷口 尚 

30 静岡県 磐田市 市長 鈴木 望 

31 愛知県 犬山市 市長 石田 芳弘 

32 愛知県 日進市 市長 佐護 彰 

33 愛知県 愛西市 市長 八木 忠男 

34 愛知県 吉良町 町長 山本 一義 

35 三重県 いなべ市 市長 日沖 靖 

36 滋賀県 米原市 市長 平尾 道雄 

37 京都府 綾部市 市長 四方 八洲男 

38 和歌山県 高野町 町長 後藤 太栄 

39 和歌山県 湯浅町 町長 伏木 建 

40 鳥取県 智頭町 町長 織田 洋 

41 香川県 善通寺市 市長 宮下 裕 

42 愛媛県 西予市 市長 三好 幹二 

43 高知県 佐川町 町長 榎並谷 哲夫 

44 福岡県 古賀市 市長 中村 隆象 

45 福岡県 福智町 町長 浦田 弘二 

46 佐賀県 小城市 市長 江里口 秀次 

47 長崎県 雲仙市 市長 奥村 慎太郎 

48 熊本県 多良木町 町長 松本 照彦 

49 熊本県 山江村 村長 内山 慶治 

50 大分県 臼杵市 市長 後藤 國利 

51 鹿児島県 日置市 市長 宮路 髙光 

52 沖縄県 金武町 町長 儀武 剛 

53 北海道 鷹栖町 企画課長 岩井 博 

54 群馬県 みなかみ町 
助役 

（※首長代理出席） 
腰越 孝夫 

55 東京都 中央区 
助役 

（※首長代理出席） 
吉田 不曇 

56 新潟県 妙高市 
助役 

（※首長代理出席） 
横尾 幸秀 

57 長野県 長野市 
助役 

（※首長代理出席） 
酒井 登 

No. ご所属 ご職位 お名前 No. 

58 愛知県 長久手町
町長公室長 

（※首長代理出席） 
田中 憲二 

59 三重県 桑名市 

市長公室次長

兼政策課長 

（※首長代理出席） 

森下 充英 

60 兵庫県 稲美町 
教育長 

（※首長代理出席） 
堀口 昇 

61 熊本県 八代市 
副市長 

（※首長代理出席） 
佐藤 克英 

62 岩手県 東京事務所長 高橋 勝則 

63 岩手県 
総合政策室 

秘書担当主査 
坊良 英樹 

64 岩手県 
総合政策室 

政策調査監 
木村 卓也 

65 福島県 会津坂下町
政策財務部 

企画調整担当 
舟木 健治 

66 福島県 矢吹町 経営企画課主幹 井戸沼 寿量 

67 栃木県 大平町 企画財政課長 佐山 潔 

68 栃木県 大平町 企画財政課主査 間中 正幸 

69 栃木県 大平町 企画財政課主査 鈴木 邦彦 

70 栃木県 大平町 企画財政課主査 小松原 雅人 

71 新潟県 新潟市 東京事務所長 貝瀬 功一 

72 新潟県 長岡市 
総務部秘書課

秘書係 主事  
中村 豊 

73 新潟県 長岡市 教育部長 加藤 孝博 

74 新潟県 長岡市 
教育委員会  

学校教育課長 
佐藤 伸吉 

75 新潟県 長岡市 
総務部行政 

管理課長 
田口 裕幸 

76 新潟県 長岡市 
商工部工業振

興課 課長補佐 
小林 美智男 

77 新潟県 長岡市 
福祉保健部児

童福祉課長 
押見 康雄 

78 新潟県 長岡市 
福祉保健部 

健康課長 
佐藤 誠 

79 新潟県 長岡市 復興推進室次長 青木 勝 

80 新潟県 長岡市 
企画部企画課総

合政策班主事 
藤巻 俊行 

81 新潟県 三条市 政策推進課長 若山 裕 

82 新潟県 三条市 学校教育課長 駒澤 隆司 

83 新潟県 三条市 
政策推進課 

担任主査 
今井 一明 

84 新潟県 見附市 
企画調整課 

課長補佐 
金井 薫平 

85 新潟県 糸魚川市
総務課広報秘

書係 主任主事 
小竹 一康 

86 福井県 勝山市 秘書広報課主任 竹生 禎昭 

87 山梨県 笛吹市 秘書政策室長 池田 聖仁 

88 長野県 長野市 東京事務所長 北原 昇 

89 長野県 川上村 企画課長 伊藤 修明 

90 岐阜県 中津川市
秘書課課長補

佐兼政策係長 
大巾 裕之 

91 岐阜県 各務原市 都市戦略企画課長 磯谷 均 

92 岐阜県 各務原市
都市戦略企画

課 主事補 
大洞 寿美恵 

93 岐阜県 白川町 （文部科学省出向中） 西野 仙幸 

94 静岡県 磐田市 秘書広報課長 石川 純一 

95 愛知県 犬山市 
市長公室企画調

整課統括主査 
中村 浩三 

96 愛知県 日進市 生涯支援部長 吉橋 一典 

97 愛知県 日進市 
建設経済部 

下水道課長 
伊藤 孝明 

98 愛知県 日進市 
市長公室 

秘書広報課長 
宮地 勝志 

99 滋賀県 米原市 秘書室長 坪井 修 

100 京都府 綾部市 
企画広報課  

課長補佐 
四方 裕之 



No. ご所属 ご職位 お名前 

101 

 
兵庫県 稲美町 

経営政策部総

務課 係長 
藤田 浩之 

102 和歌山県 高野町 
企画振興課 

企画公室係 
岡北 修治 

103 鳥取県 県土整備部長 田所 正 

104 鳥取県 
企画部地域自

立戦略課 
円岡 綾子 

105 愛媛県 西予市 
政策秘書室 

室長 
井上 謙二 

106 福岡県 古賀市 人事秘書課長 横大路 一将 

107 佐賀県 小城市 
商工観光課企

業誘致係係長 
小林 豊 

108 熊本県 多良木町 参事 今井 一久 

109 熊本県 山江村 教育委員会主査 新山 孝博 

110 内閣府 

特命担当大臣 

構造改革特区・

地域再生担当 

行政改革担当 

中馬 弘毅 

111 衆議院 議員 逢坂 誠二 

112 衆議院 議員 土屋 正忠 

113 国土交通省 事務次官 佐藤 信秋 

114 国土交通省 官房審議官 辻原 俊博 

115 国土交通省住宅局 建築指導課長 小川 富由 

116 
国土交通省 

国土計画局総合計画課 
課長補佐 阿部 一臣 

117 
国土交通省 

総合政策局技術安全課 
課長補佐 波々伯部 信彦

ほほかべ のぶひこ

118 
国土交通省 

鉄道局財政課 
課長補佐 西海 重和 

119 
内閣官房 

構造改革特区推進室 
参事官 梶島 達也 

120 
内閣官房 

構造改革特区推進室 
参事官補佐 服部 敦 

121 
内閣官房 

構造改革特区推進室 
参事官補佐 荒井 陽一 

122 
内閣官房 

構造改革特区推進室 
（富士河口湖町） 渡辺 大介 

123 
内閣官房 

構造改革特区推進室 
（愛知県） 加藤 一郎 

124 
内閣官房 

構造改革特区推進室 
（広島市） 辻下 光晴 

125 
内閣官房 

構造改革特区推進室 
（ＮＥＣ） 早田 吉伸 

126 
内閣官房 

構造改革特区推進室 
（横浜市） 飯島 龍 

127 
内閣官房 

構造改革特区推進室 
（北海道） 山本 英司 

128 
内閣官房 

都市再生本部事務局 
参事官補佐 青山 知弘 

129 
総務省消防庁 

消防大学校 
校長 三好 勝則 

130 
総務省 

自治財政局調整課 
課長 務台 俊介 

131 

総務省 

自治財政局地域企業

経営企画室 

併任 公営企業

課課長補佐 
金崎 健太郎 

132 文部科学省 官房審議官 板東 久美子 

133 
文部科学省 

生涯学習政策局政策課 
地域政策調整官 高橋 平治 

134 
文部科学省 

初等中等教育局 
財務課長 藤原 誠 

135 
文部科学省 

初等中等教育局 
財務課企画官 杉浦 久弘 

136 

経済産業省地域経済

産業グループ地域経済

産業政策課 

課長補佐 浅野 大介 

No. ご所属 ご職位 お名前 

136
厚生労働省 

雇用均等・児童家庭局

少子化対策 

企画官 
度山 徹 

137

環境省 

総合環境政策局 

環境計画課 

課長補佐 中山 元太郎 

138
㈱電通 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰ

ｽ局ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 
（農林水産省） 長野 麻子 

139 21 世紀政策研究所 研究主幹 辻田 昌弘 

140
国立教育政策研究所 

教育政策・評価研究部
部長 小松 郁夫 

141 政策研究大学院大学 教授 吉村 融 

142 政策研究大学院大学 教授 飯尾 潤 

143 政策研究大学院大学 教授 横道 清孝 

144 政策研究大学院大学 教授 大田 弘子 

145 政策研究大学院大学 教授 井川 博 

146 政策研究大学院大学 教授 今野 雅裕 

147 政策研究大学院大学 教授 中島 邦雄 

148 政策研究大学院大学 教授 橋本 久義 

149 東京海洋大学 教授 高橋 洋二 

150 宇都宮共和大学 教授 古池 弘隆 

151 茨城県立中央病院 院長 大倉 久直 

152
同志社大学大学院 

総合政策科学研究科 
教授 新川 達郎 

153
恵泉女学園大学 

アイポートセンター 

教授 

施設長 
大日向 雅美 

154
筑波大学大学院 

㈱つくばウェルネスリサーチ

助教授 

代表取締役 
久野 譜也 

155 国民生活センター 理事長 糠谷 真平 

156 道路開発振興センター 専務理事 高橋 祥次 

157
NPO 法人  

地方自立政策研究所 
理事長 穂坂 邦夫 

158 日本政策投資銀行 
政策企画部 

課長 
吉田 秀一 

159
NPO 法人  

花の情景研究所 
  近藤 龍良 

160 株式会社 グンゴー 代表取締役社長 六本木 信幸 

161
NPO 法人あい・ぽーと

ステーション 
事務局長 林 美栄子 

162 ㈱つくばウェルネスリサーチ
営業部 

営業課長 
畑沢 信爾 

163

学校のトイレ研究会 

（東陶機器㈱ビルリモ

デル推進部） 

  髙嶋 弘明 

164 シンク・アクト・イデ 代表 井出 隆雄 

165 ＮＰＯさつま 代表 下津 公一郎 

165 設計事務所ゴンドラ  代表 小林 純子 

166
横浜教育サポート 

フォーラム 
事務局長 花岡 崇一 

167
株式会社まちづくり計

画研究所 
代表取締役 今泉  重敏 

168
ＮＰＯ 

やさしい街づくりの会 
専務理事 松崎 修明 

169
社団法人 

東京自治研究センター
研究員 水 昭仁 

170 新潟県 柏崎市 議会議員 遠藤 清 

171 新潟県 柏崎市 議会議員 真貝 維義 

172 新潟県 長岡市 議会議員 家老 洋 

173 新潟県 長岡市 議会議員 細山 隆朋 

174 東京都 豊島区 議会議員 日野 克彰 

175
政策研究大学院大学 

地域政策プログラム 
  古田 賢 

176
政策研究大学院大学 

地域政策プログラム 
  大森 康弘 

177
政策研究大学院大学 

地域政策プログラム 
  川上 博文 



No. ご所属 ご職位 お名前 

178 
政策研究大学院大学 

地域政策プログラム 
  小林 正和 

179 
政策研究大学院大学 

地域政策プログラム 
  相場 一文 

180 
政策研究大学院大学 

地域政策プログラム 
  木村 真緒奈 

181 
政策研究大学院大学 

地域政策プログラム 
  成井 祥 

182 
政策研究大学院大学 

知財プログラム 
  中瀬 雅夫 

183 
政策研究大学院大学 

政策研究科 
  今出 浩彦 

184 
政策研究大学院大学 

政策研究科 
  岸田 里佳子 

185 
政策研究大学院大学 

政策研究科 
  山本 雅樹 

186 政策研究大学院大学   中嶋 嘉彦 

187 政策研究大学院大学   富岡 傑 

188 

日本経済新聞社 

日経産業消費研究所 

調査研究部 

部長 兼 

日経グローカル 

編集長 

嶋沢 裕志 

189 

日本経済新聞社 

日経産業消費研究所 

調査研究部 

部長 松下 哲夫 

190 
日本経済新聞社 

日経産業消費研究所  
事務局次長 浅田 和幸 

191 日本経済新聞社 地方部 下村 恭輝 

192 日本経済新聞社  原田 洋 

193 新建新聞社 
副編集長 報道

課長 
村上 一成 

194 
株式会社

ぎょうせい 

月刊 ガ

バナンス 
記者 三海 厚 

 

 

□ 事務局 

No. ご所属 ご職位 お名前 

195 地域交流センター 代表理事 田中 榮治 

196 地域交流センター 副代表理事 米村 洋一 

197 地域交流センター 理事 山本 耕平 

198 地域交流センター 理事 橋本 正法 

199 地域交流センター 理事 遠藤あおい 

200 地域交流センター 理事 明石 博行 

201 地域交流センター 理事 山口 覚 

202 地域交流センター 理事 土居 洋平 

203 地域交流センター 監事 岡本 守生 

204 地域交流センター   中村 俊彦 

205 地域交流センター   安達 義通 

206 地域交流センター   佐藤 豊 

207 地域交流センター   明戸 眞弓美 

208 地域交流センター   井出 玄一 

209 地域交流センター   木内 佳央子 

210 地域交流センター   浜田 靖彦 

211 地域交流センター   小高 由美子 

212 地域交流センター   荒井 美樹 

213 地域交流センター   赤星 心 

214 地域交流センター   本田 美紀 

215 地域交流センター   行木 すすむ 

216 地域交流センター   有坂 みずほ 

 


