
第 12 回全国首長連携交流会 プログラム・参加者名簿 

5月 11 日（金） 会場：政策研究大学院大学 

12:00 受付開始 
場所 

1 階想海樓ホール前 

12:00－13:45 幹事会 
会場 

１階 １Ａ会議室 

14:00－18:20 

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） 

14:00－14:30 

開会挨拶 

■ 会長挨拶 

 森 真 氏（各務原市長／全国首長連携交流会 会長） 

■ 開催校歓迎挨拶 

 八田 達夫 氏（政策研究大学院大学学長） 

14:30－15:00 

各種報告 

■ 提言･実践首長会 活動報告 

 森 民夫 氏（長岡市長／提言･実践首長会会長） 

■ 事務局報告と提案 

 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） 

15:00－16:00 

基調講演 

■ ご挨拶 

  伊吹 文明 氏（文部科学大臣） 

■ 講演 

  糠谷 眞平 氏（（独）国民生活センター顧問／元 経済企画庁事務次官） 

  「今、取り組むべき重要課題･･･長年の経験から見えること」 

16:00－16:10 休憩 

16:10－18:00 

パネルディスカッション 

■ 「現場発の教育改革の実践に向けて」 

基調提案： 石田 芳弘 氏 （前 犬山市長） 

パネリスト：藤田 英典 氏 （国際基督教大学教授） 

      岡本 薫  氏 （政策研究大学院大学教授） 

      布村 幸彦 氏 （文部科学省大臣官房審議官） 

      森  真  氏 （各務原市長） 

      宮下 裕  氏 （善通寺市長）ほか 

司 会 ： 森 民夫  氏 （長岡市長） 

18:00―18:20 
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 

18:20－18:30 休憩 

会場  

1 階 想海樓ホール 

18:30－20:30 

交流・懇親会（１） 

■ ご挨拶 

■ 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 

宿泊 ホテル アジア会館  

 

 

 



5 月 1２日（土） 会場：政策研究大学院大学 

8:45 受付開始 
場所 

1 階想海樓ホール前 

9:00－9:20 
全体会合（２） 分科会オリエンテーション 

■ 各分科会の論点説明（事務局） 

会場 

1 階想海樓ホール 

9:20－9:30 休憩・移動  

分科会会合 

会場 

１階１Ａ-１Ｃ会議室、食堂

4階 ４Ａ-４Ｂ会議室 

第１分科会 行財政改革分科会 
地域経営・数値公開手法について考える 
－借金依存体質からの脱却、新経営管理手法の提案など－ 

会場 

１階１Ａ会議室 

第２分科会 教育分科会 
連携による体験教育の推進と市町村行政の教育支援を考える 
流域連携による川活用と体験教育指導員の養成策を考えるー 

会場 

１階１Ｂ会議室 

第３分科会 医療・福祉分科会 
地域の健康増進策を考える 
－多様な健康増進拠点の創造と関係者の協働の仕組みづくり－ 

会場 

１階１Ｃ会議室 

第４分科会 観光分科会 
地域の観光連携による活性化策を探る 
－新しい観光形態、着地型観光のしくみづくりなど－ 

会場 

１階 食堂 

第５分科会 コミュニティ政策分科会 
多様な交流拠点（駅）設置によるコミュニティ形成 
－防災・防犯の視点も入れて－ 

会場 
４階４Ａ会議室 

9:30－12:00 

  

第６部会 特別部会 
国と地域の次世代交流分科会 

会場 

４階４Ｂ会議室 

12：00-12：50 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 



１２日（土） 会場：政策研究大学院大学（続き） 

13:00 

全体会合（３） 

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） 

13:00－14:00 
分科会報告 

※ 座長が、各分科会について報告します 

14:00－15:50 

全体意見交換（リレースピーチおよび意見交換）Ⅰ 

「分権と地域経営力」 

―現在の重要課題、国と地方の協議の場づくりを目指してー 

■ 基調提言「分権推進に向けての市町村長への期待と連携」 

今井 宏 氏（衆議院議員／政治倫理の確立・公職選挙法改正に関する特別委員長／元草加市長） 

■ 話題提供 

逢坂 誠二 氏（衆議院議員／元ニセコ町長） 

後藤 國利 氏（臼杵市長） 

穂坂 邦夫 氏（NPO 法人 地方自立政策研究所 理事長） ほか 

■ コーディネーター 

横道 清孝 氏（政策研究大学院大学 教授） 

会場  

1 階 想海樓ホール 

15:50－16:00 休憩  

16:00―17:45 

全体意見交換（リレースピーチおよび意見交換）Ⅱ 

『駅』をキーワードにした自治体現場と国の政策連携 

■ 基調提言「地域政策の総合化に向けた省庁との連携（仮題）」 

久住 時男 氏（見附市長） 

■ 話題提供 

木村 昌司 氏（国土交通省道路局道路・防災課長） 

…道の駅との関連で 

小俣 篤 氏 （国土交通省河川局河川環境課河川環境保全調整官） 

…川の駅との関連で 

樽見 英樹 氏（厚生労働省健康局健康対策推進官） 

…健康の駅との関連で  

池内 幸司 氏（内閣府地震・火山対策担当参事官）  

…防災拠点との関連で 

杉浦 久弘 氏（文部科学省スポーツ青少年局企画･体育課企画官） 

…学びの駅と関連で 

重田 雅史 氏（国土交通省総合政策局観光地域振興課長） 

…着地観光との関連で 

渋谷 和久 氏（国土交通省九州地方整備局総務部長） ほか 

■ コーディネーター 

石川 治江 氏（NPO 法人 ケアセンターやわらぎ 代表理事） 

17:45－18:00 

総括 

■ 第 12 回全国首長連携交流会 大会宣言の採択 

森 真（各務原市長） 

会場  

1 階 想海樓ホール 

18:00－20:00 

交流・懇親会（２） 

■ ご挨拶 

■ 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 

宿泊 ホテル アジア会館  



 

1３日（日） 会場： 東京ミッドタウン（三井不動産）、国立新美術館 

8:45 東京ミッドタウン 『ミッドタウンタワー １Ｆロビー集合』 
※ 詳細は、Ｐ8のご案内図を

参照下さい 

8:45－10:00 

 

東京ミッドタウン 視察 

 

・カンファレンスにて、ミッドタウン紹介ＤＶＤ視聴 

・東京ミッドタウンについての概要説明 

・ミッドタウン内見学（オフィス棟、ガレリア等） 

 

 

10:00－10:00 東京ミッドタウンから国立新美術館へ移動  

10:00－ 

 

国立新美術館 視察 

※ 冒頭に、林田館長による施設説明があります 

※ その後、自由にご見学頂き、そのまま自由解散となります 

 

 

 



参加者名簿 
１．自治体関係者 
No. 都道府県 市町村 出席者職位 出席者名 

1 北海道 日高町 町長 三輪 茂 

2 岩手県 一関市 市長 浅井 東兵衛

3 岩手県 一関市 企画振興部長 小野寺 道雄

4 岩手県 岩手町 町長 民部田 幾夫

5 岩手県 金ケ崎町 町長 髙橋 由一 

6 宮城県 名取市 市長 
佐々木 一十

郎 

7 福島県 本宮市 市長 佐藤 嘉重 

8 福島県 本宮市 秘書広報課長 移川 英也 

9 福島県 西郷村 村長 佐藤 正博 

10 福島県 矢吹町 町長 野崎 吉郎 

11 福島県 矢吹町 企画経営課主任主査 阿部 正人 

12 栃木県 大平町 町長 鈴木 俊美 

13 群馬県 みなかみ町 町長 鈴木 和雄 

14 群馬県 みなかみ町 観光商工課長 木村 一夫 

15 群馬県 みなかみ町 総務課係長代理 小池 俊弘 

16 埼玉県 草加市 市長 木下 博信 

17 千葉県 東金市 市長 志賀 直温 

18 千葉県 浦安市 市長 松崎 秀樹 

19 千葉県 浦安市 市長公室次長兼秘書課長 菊地 良一 

20 千葉県 酒々井町 町長 小坂 泰久 

21 千葉県 長生村 村長 石井 俊雄 

22 東京都 国分寺市 市長 星野 信夫 

23 東京都 多摩市 市長 渡辺 幸子 

24 新潟県 新潟市 市長 篠田 昭 

25 新潟県 新潟市 教育長 佐藤 満夫 

26 新潟県 長岡市 市長 森 民夫 

27 新潟県 長岡市 秘書課課長補佐 成田 高史 

28 新潟県 長岡市 教育委員会 子ども家庭課長 矢沢 康子 

29 新潟県 長岡市 教育委員会 中央公民館長 鈴木 正行 

30 新潟県 長岡市 福祉保健部健康課長 佐藤 誠 

31 新潟県 長岡市 商工部長 神林 茂 

32 新潟県 長岡市 市民協働部長 河村 正美 

33 新潟県 長岡市 企画部長 山崎 和夫 

34 新潟県 長岡市 企画部企画課長 金子 淳一 

35 新潟県 三条市 教育委員会教育総務課長 池浦 倫之 

36 新潟県 三条市 総合政策部地域振興課長 捧 裕一朗 

37 新潟県 小千谷市 市長 谷井 靖夫 

38 新潟県 小千谷市 企画財政課課長補佐 渡辺 辰男 

39 新潟県 十日町市 市長 田口 直人 

40 新潟県 十日町市 総務課秘書係長 富井 敏 

41 新潟県 見附市 市長 久住 時男 

42 新潟県 見附市 企画調整課 課長補佐 森澤 亜土 

43 新潟県 見附市 教育総務課長 清水 幸雄 

44 新潟県 見附市 健康福祉課 課長補佐 佐藤 貫夫 

45 新潟県 見附市 まちづくり課長 田伏 智 

46 新潟県 糸魚川市 市長 米田 徹 

47 新潟県 糸魚川市 総務企画部総務課地域づくり室長 小林 強 

48 新潟県 糸魚川市 総務企画部総務課地域づくり室 小竹 貴志 

49 新潟県 糸魚川市 
建設産業部農業経営支援センタ

ー主事 
長谷川 友映

50 石川県 珠洲市 市長 泉谷 満寿裕

51 石川県 加賀市 市長 大幸 甚 

52 福井県 勝山市 市長 山岸 正裕 

53 福井県 勝山市 産業部長 山本 一郎 

54 山梨県 笛吹市 市長 荻野 正直 

55 山梨県 笛吹市 経営政策室長 池田 聖仁 

56 山梨県 笛吹市 経営政策室秘書担当主幹 遠藤 正文 

57 長野県 飯田市 市長 牧野 光朗 

58 長野県 飯田市 企画課 課長補佐 三浦 伸一 

59 岐阜県 中津川市 市長 大山 耕二 

60 岐阜県 中津川市 秘書課 課長補佐 水野 賢一 

61 岐阜県 羽島市 市長 白木 義春 

62 岐阜県 羽島市 秘書広報課 主査 國枝 篤志 

63 岐阜県 美濃加茂市 市長 渡辺 直由 

64 岐阜県 美濃加茂市 秘書課 課長補佐 渡辺 久司 

65 岐阜県 各務原市 市長 森 真 

No. 都道府県 市町村 出席者職位 出席者名 

66 岐阜県 各務原市 都市戦略企画推進部次長 磯谷 均 

67 岐阜県 北方町 町長 室戸 英夫 

68 岐阜県 白川町 町長 今井 良博 

69 静岡県 磐田市 市長 鈴木 望 

70 静岡県 磐田市 秘書広報課長 石川 純一 

71 愛知県 日進市 市長 佐護 彰 

72 愛知県 日進市 建設経済部まちづくり課長 福岡 滋之 

73 愛知県 日進市 総務部総務課長 幸村 和男 

74 愛知県 吉良町 町長 山本 一義 

75 三重県 いなべ市 市長 日沖 靖 

76 三重県 いなべ市 副市長 大槻 英治 

77 滋賀県 米原市 市長 平尾 道雄 

78 滋賀県 竜王町 町長 山口 喜代治

79 和歌山県 高野町 町長 後藤 大栄 

80 和歌山県 高野町 副町長 高橋 寛治 

81 和歌山県 高野町 環境整備課 主査 古倉 充 

82 和歌山県 湯浅町 町長 伏木 建 

83 島根県 出雲市 市長 西尾 理弘 

84 香川県 善通寺市 市長 宮下 裕 

85 香川県 善通寺市 市長公室秘書広報課長 石井 秀文 

86 香川県 善通寺市 教育部長 樋笠 利典 

87 愛媛県 西予市 市長 三好 幹二 

88 愛媛県 西予市 政策秘書室長 井上 謙二 

89 高知県 三原村 村長 久保 知章 

90 福岡県 古賀市 市長 中村 隆象 

91 福岡県 古賀市 経営企画課長 横田 昌宏 

92 福岡県 篠栗町 町長 三浦 正 

93 長崎県 佐世保市 市長 朝長 則男 

94 長崎県 雲仙市 市長 奥村愼太郎 

95 長崎県 雲仙市 秘書広報課長 重野 淳 

96 長崎県 南島原市 市長 松島 世佳 

97 熊本県 多良木町 町長 松本 照彦 

98 熊本県 山江村 村長 内山 慶治 

99 大分県 臼杵市 市長 後藤 國利 

100 鹿児島県 日置市 市長 宮路 高光 

101 沖縄県 金武町 副町長 池原 勝啓 

102 沖縄県 伊江村 副村長 島袋 秀幸 

 
２．ゲスト参加・一般参加者 
No. ご所属 ご職位 お名前 

103 文部科学大臣   伊吹 文明 

104 衆議院議員   今井 宏 

105 衆議院議員   逢坂 誠二 

106 衆議院議員   長島 忠美 

107 衆議院議員   鈴木 克昌 

108 内閣府 男女共同参画局長 板東 久美子 

109 内閣府 参事官（地震・火山対策） 池内 幸司 

110 内閣府政策統括付・参事官付   高木 弘章 

111 内閣府地方分権推進委員会事務局 参事官補佐 平山 大 

112 内閣府地方分権推進委員会事務局  石井 龍 

113 総務省 官房参事官 務台 俊介 

114 総務省自治財政局 財務調査課長 青木 信之 

115 総務省頑張る地方応援室 課長補佐 黒野 嘉之 

116
総務省消防庁国民保護・防

災部防災課 
地域防災係長 東 侍郎  

117 文部科学省 大臣官房 審議官 合田 隆史 

118 文部科学省 大臣官房 審議官 布村 幸彦 

119 文部科学省初等中等教育局 財務課教育財政室 大槻 秀明 

120 文部科学省スポーツ・青少年局 企画・体育課企画官 杉浦 久弘 

121 文部科学省社会教育課 ボランティア活動推進専門官 出口 寿久 

122 厚生労働省健康局 健康対策推進官 樽見 英樹 

123 厚生労働省健康局 生活習慣病対策室 石塚 

124 厚生労働省健康局 生活習慣病対策室長 矢島 鉄也 

125 農林水産省生産局総務課 生産推進室 専門官 森本 哲也 

126 林野庁国有林野部 経営企画課長 平野 秀樹  

127 国土交通省九州地方整備局 総務部長 渋谷 和久 

128 国土交通省総合政策局 観光地域振興課長 重田 雅史 

129 国土交通省道路局 道路・防災課長 木村 昌司 

130 国土交通省河川局 河川環境課 課長補佐 小俣 篤 



No. ご所属 ご職位 お名前 

131 国土交通省江戸川河川事務所 所長 北村 匡 

132 国土交通省北海道局 参事官付 須田 健一郎 

133 千葉県総合企画部政策推進室 副技監 小川 信次 

134 政策研究大学院大学 学長 八田 達夫 

135 政策研究大学院大学 副学長 今野 雅裕 

136 政策研究大学院大学 教授 井川 博 

137 政策研究大学院大学 教授 岡崎 健二 

138 政策研究大学院大学 教授 岡本 薫 

139 政策研究大学院大学 教授 島崎 謙治 

140 政策研究大学院大学 教授 高田 寛文 

141 政策研究大学院大学 教授 堀江 正弘 

142 政策研究大学院大学 教授 横道 清孝 

143 国際基督教大学 教授 藤田 英典 

144 高崎経済大学地域政策学部教授 
前（社）日本観光協会理事長 

（株）JTB 顧問 
寺前 秀一 

145 政策研究大学院大学 客員教授 中島 邦雄 

146 香川大学大学院 客員教授 三好 勝則 

147 東洋大学工学部建築学科 教授 長澤 悟 

148 ＮＰＯ法人 あい・ぽーとステーション 代表理事 大日向 雅美 

149 建築家 ものづくり大学教授 中村 勉 

150 筑波大学 准教授 久野 譜也 

151 大妻女子大学 講師 樋村 恭一 

152 日本医科大学 医療管理学教室 石原 明子 

153 犬山市 前 市長 石田 芳弘 

154 国民生活センター 顧問 糠谷 眞平 

155 （独）水資源機構 理事長 青山 俊樹 

156 
（財）道路開発振興センタ

ー 
理事 高橋 祥次 

157 NPO法人 ケアセンターやわらぎ 代表理事 石川 治江 

158 NPO法人 地方自立政策研究所 理事長 穂坂 邦夫 

159 NPO 法人 水環境交流会   山道 省三 

160 ＮＰＯ自然体験活動推進協議会 代表理事 岡島 成行 

161 健康の駅推進機構 理事長 大倉 久直 

162 健康の駅推進機構 理事 上林 匡 

163 シンク・アクト・イデ 代表 井出 隆雄 

164 板橋区 板橋福祉事務所長 鍵屋 一  

165 JTB 事業創造本部 ライフスタイル事業部 野添 幸太 

166 
鹿児島まちの駅連絡協議

会 
事務局長 河合 達志 

167 学校のトイレ研究会   髙嶋 弘明 

168 株式会社LAU公共施設研究所 所長 山本 忠順 

169 株式会社ダイナックス都市環境研究所 代表取締役所長 山本 耕平 

170 株式会社ダイナックス都市環境研究所 取締役副所長 佐久間 信一 

171 ＮＰＯ横浜教育サポートフォーラム 事務局長 花岡 崇一 

172 元 練馬区教育委員   山﨑 祐美子 

173 （株）日立製作所 トータルソリューション事業部 嶋内 繁行 

174 
（財）東京自治研究センタ

ー 
研究員 水 昭仁 

175 伊江村地域雇用創造協議会 事務局長 赤崎 隆三郎 

176 柏崎市議会 議員 荒城 彦一 

177 柏崎市議会 議員 遠藤 清 

178 柏崎市議会 議員 星野 正仁 

179 豊島区議会 議員 日野 克彰 

180 府中市議会 議員 西宮 幸一 

181 大江戸舞祭連合会 お祭り汗かき人 長谷川 記一 

182 まちづくり新聞   村上 一成 

183 時事通信 内外教育 記者 渡辺 敦司 

184 日本経済新聞   須田 清雄 

185 政策研究大学院大学   安藤 大輔 

186 政策研究大学院大学   岩崎 良一 

187 政策研究大学院大学 地域政策プログラム 岩永 洋一 

188 政策研究大学院大学 地域政策プログラム 川崎 美弥子 

189 政策研究大学院大学   川見 秀子 

190 政策研究大学院大学 地域政策プログラム 木下 憲子 

191 政策研究大学院大学 地域政策プログラム 郡山 洋孝 

192 政策研究大学院大学   近藤 彩 

193 政策研究大学院大学 地域政策プログラム 鈴木 和隆 

194 政策研究大学院大学   斉藤 裕美 

195 政策研究大学院大学 地域政策プログラム 芝田 伸一 

196 政策研究大学院大学   高野 岐子 

197 政策研究大学院大学 地域政策プログラム 田口 賢治 

No. 所属 職位 名前 

198 政策研究大学院大学 地域政策プログラム 中里 安紘 

199 政策研究大学院大学 地域政策プログラム 八村 宏志 

200 政策研究大学院大学 地域政策プログラム 松永 晴子 

201 政策研究大学院大学 地域政策プログラム 吉川 健司 

３．事務局 
No. 所属 職位 名前 

202 地域交流センター 代表理事 田中 栄治 

203 地域交流センター 副代表理事 米村 洋一 

204 地域交流センター 理事・九州事務所長 今泉 重敏 

205 地域交流センター 理事 橋本 正法 

206 地域交流センター 理事 遠藤 あおい 

207 地域交流センター 理事 明石 博行 

208 地域交流センター 理事 山口 覚 

209 地域交流センター 理事 土居 洋平 

210 地域交流センター 監事 岡本 守生 

211 地域交流センター   中村 俊彦 

212 地域交流センター   井出 玄一 

213 地域交流センター   明戸 眞弓美 

214 地域交流センター   茨木 典子 

215 地域交流センター   木内 佳央子 

216 地域交流センター   佐藤 豊 

217 地域交流センター   安井 あゆみ

218 地域交流センター   浜田 靖彦 

219 地域交流センター   津賀 高幸 

220 地域交流センター   駒田 健太郎 

221 地域交流センター   藤本 紀子 

222 地域交流センター   宮本 万理子 

223 地域交流センター   横道 俊平 

224 地域交流センター   高津 大 

225 地域交流センター   今村 英二 

226 地域交流センター   陸 維 

227 地域交流センター   渡部 陽介 

 

 



 



 


