
年　度 H26 H27 H28 H29 H30 R1

開催日 H26.11.17～18 H28.2.1～2 H29.1.30～31 H30.1.24～25 H31.1.29～30 R2.1.30～31

スローガン
地域を元気にする　みんなで考えよう

集『楽』づくり
地域を動かす　仕事づくり　×

集『楽』づくり
人をつくる　人の輪で地域をつくる

集『楽』づくり
地域をつくる　みんなでつくる

集『楽』づくり
― ―

会場 札幌サンプラザ 札幌サンプラザ 札幌サンプラザ 札幌サンプラザ ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター

参加者数 １日目：１１２名 ／ ２日目：８４名 １日目：７９名 ／ ２日目：４７名 １日目：１１９名 ／ ２日目：６６名 １日目：１３９名／２日目：５２名 1日目：１１２名／２日目：３８名 1日目：６５名／２日目：３５名
【基調講演】 【基調講演】 【基調講演】 【基調講演】 【基調講演】 【基調講演】
「ほっかいどうのふるさとは宝の山！～農村資源
を都市のニーズと結べば１０兆円産業が動き出す

「半農半Ｘ流 ローカルビジネスとみんなのＸ（天
職）を活用したまちづくり」

「挑戦し続ける離島の『あるものを活かす』地域
づくり」

「みんなが主役の元気な集落づくり」
「地元に人口と循環を取り戻す～田園回帰の時代
～」

heat up ～ +1℃する地域活性化 ～

○曽根原 久司 氏（NPO法人えがおつなげて代表
理事）

○塩見　直紀　氏（半農半Ｘ研究所代表） ○青山　敦士　氏（島ファクトリー代表取締役） ○山崎　亮　氏（studio-L代表） ○藤山 浩 氏（(一社) 持続可能な地域社会総合研
究所 所長）

○武田　昌大 氏（(株) kedama 代表取締役）

【ワールドカフェ】 【事例発表】 【事例発表】 【事例発表】 【事例発表】

「ほっかいどうのふるさとに眠る「宝の山」を掘
り起こそう」

「集落総合対策モデル事業・３地区のあゆみ」
「集楽の明日を考える～話し合いからはじまる課
題解決への道～」

○コーディネーター　石塚 雅明 氏
　（石塚計画デザイン事務所代表取締役）

○長瀬 弘侍 氏（占冠）
○多田   進 氏（幌加内）
○安藤 一彦 氏（深川）

○松代 弘之 氏（仁木）
○蘆田 千秋 氏（芽室）
○鈴木 禎洋 氏（弟子屈）

【パネルディスカッション】 【パネルディスカッション】 【パネルディスカッション】
「みんなで考える集落づくり～安心して暮らし続
けるためにできること～」

（事例発表を受けての議論）
「みんなが主役の元気な集落づくり～いつまでも
笑顔で暮らせる集落を築くためにどう連携すべき

○コーディネーター　石塚 雅明 氏
○コメンテーター　　塩見 直紀 氏
○パネリスト　　　　長瀬 弘侍 氏
　　　　　　　　　　多田  進  氏
　　　　　　　　　　安藤 一彦 氏

○コーディネーター　吉岡 宏高 氏
○コメンテーター　　青山 敦士 氏
○パネリスト　　　　松代 弘之 氏
                    蘆田 千秋 氏
                    鈴木 禎洋 氏

○コーディネーター　　　　石塚 雅明 氏
○コメンテーター　　　　　山崎　亮　氏
○パネリスト
 茂辺地地区創生会議       宗山 幸夫 氏
 NPO法人地域おこし協力隊　武田　大  氏
 沼田町政策推進室　 　　  春山 顕一 氏

＜第１分科会＞ ＜第１分科会＞ ＜第１分科会＞ ＜第１分科会＞ ＜第１分科会＞ ＜第１分科会＞
「人口減少・高齢化を逆手にとる」 「空き家はこれからの地域づくりの重要資源」 「住み慣れたまちを住み続けるまちへ～まちづく 「三方良し（住民・商業・行政）の発想と地域マ 地域資源活用 移住
○松村 博文 氏（道総研）
○谷川 良一 氏（ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾜｰｸ西神楽）
○安藤 周治 氏（ひろしまね）

○松村 博文 氏（道総研） ○櫻木　正彦　氏
　（NPO法人フューチャー北海道理事）

○山下　雅司　氏
　（内閣官房地域活性化伝道師）

【ファシリテーター】石塚 雅明 氏
【オブザーバー】　　成田  敬 氏

【プレゼンテーター】川村 昌代 氏
【ファシリテーター】石塚 雅明 氏
【アドバイザー】　　杉岡 直人 氏

＜第２分科会＞ ＜第２分科会＞ ＜第２分科会＞ ＜第２分科会＞ ＜第２分科会＞ ＜第２分科会＞
「みんなが仲良く助け合って暮らしていくために 「高齢者が安心して暮らせる地域づくり」 「地域づくりの成功は人の成長にあり」 「地域の足を守り・育てるコツ－『与えられる交 生活支援 女性
○石塚 雅明 氏（石塚計画デザイン事務所）
○藤江 紀彦 氏（登別社会福祉協議会）
○星　　貢　氏（御用聞きわらび）

○星　　貢  氏（御用聞きわらび）
○藤江 紀彦 氏（登別社会福祉協議会）

○宮本 英樹 氏
　（北海道観光まちづくりセンター）

○大井 元揮 氏
　（北海道開発技術センター調査研究部）

【ファシリテーター】松村 博文 氏
【オブザーバー】　  原田 啓介 氏
                    杉岡 直人 氏

【プレゼンテーター】堀田 悠希 氏
【ファシリテーター】松村 博文 氏
【アドバイザー】    井上 誠司 氏

＜第３分科会＞ ＜第３分科会＞ ＜第３分科会＞ ＜第３分科会＞ ＜第３分科会＞ ＜第３分科会＞
「外の力や地域資源を活かして集落を元気にす 「地域の強みの伝え方～効果的なＰＲを活用した 「地域産業化のエンジンとなるローカルビジネス 「地域に活力をもたらすローカルビジネスとは」 地域交通 若者
○吉岡 宏高 氏（札幌国際大）
○坂本 純科 氏（北海道ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ）
○麻生　翼　氏（森の生活）

○吉田 聡子 氏
　（桐光クリエイティブ社長）

○岩井 宏文 氏
　（GB産業化設計代表取締役）

○岩井 宏文 氏
　（GB産業化設計代表取締役）

【ファシリテーター】鈴木 聡士 氏
【オブザーバー】    相馬 卓朗 氏

【プレゼンテーター】村下 知宏 氏
【ファシリテーター】原 文宏 氏
【アドバイザー】　　鈴木 聡士 氏

＜第４分科会＞
「集落で暮らしの移動をどう確保するか」
○原　 文宏 氏（開発技術センター）
○佐藤 勝彦 氏（あつたﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ）
○道見 茂美 氏（大正交通）

【ふるさとづくり相談会】 【集『楽』づくりサロン】 【集『楽』づくりサロン】 【集『楽』づくりサロン】 【ふるさとづくり相談会】 【ふるさとづくり相談会】
○各講師による相談会 ＜コミュニティビジネス＞    　○塩見 直紀 氏

＜コミュニティの再生、形成＞　○石塚 雅明 氏
＜空き家対策、集住 ＞    　　 ○松村 博文 氏
＜助け合い、買い物＞○星 貢 氏、藤江 直彦 氏
＜地域のＰＲなど＞            ○吉田 聡子 氏

＜まちづくり全般など＞  　　　○青山 敦士 氏
＜防災、コミュニティ維持など＞○櫻木 正彦 氏
＜人材育成など＞  　　　　　　○宮本 英樹 氏
＜ローカルビジネスなど＞  　　○岩井 宏文 氏

＜買物弱者支援など＞  　　○山下 雅司　氏
＜地域交通など＞  　　　　　○大井 元揮 氏
＜ローカルビジネスなど＞  ○岩井 宏文 氏

○石塚 雅明 氏
○松村 博文 氏
○鈴木 聡士 氏

○石塚 雅明 氏
○松村 博文 氏
○鈴木 聡士 氏

「ほっかいどう元気なふるさとづくり交流大会」開催状況（H26～R1）

①「グラウンドワークで手作りと協働のまちづく
り」　成田 敬 氏（NPO法人 グラウンドワーク西
神楽　事務局長）
②「地域のくらしを地域で支える」　原田 啓介
氏（NPO法人 えんべつ地域おこし協力隊　理事）
③「ＩＣＴ活用による新たな地域モビリティ」
　相馬 卓朗 氏（天塩町役場総務課 地域創生係
長）
〔コメンテーター〕
○杉岡 直人 氏　○石塚 雅明 氏
○鈴木 聡士 氏　○藤山 浩 氏

①「あたな輝くまちテレビ　道東テレビの挑戦」
立川 彰 氏（(株)道東テレビ　取締役）
②「森町で40年暮らしてみた」　山形 巧哉 氏
（ハウモリ　代表）
③「テレワークで地方への人材回帰を実現！『サ
ケ（鮭）モデルプロジェクト』」
　松本 武 氏（北見市商工観光部工業振興課 工業
係長）
〔コーディネーター〕
○石塚 雅明 氏

１日目

2日目

参考資料２


