
地域おこし人サミット 2022 
主催：未来を創る財団 後援：Wedge 

 

2022/11/5（土）15:00 ～ 11/6（日）15:00 日本橋浜町 

日本橋浜町 F タワープラザ 3F 第２会場 HamaHouse 

協賛：安田不動産 協力：日本橋浜町エリアマネジメント 

 

開会挨拶 未来を創る財団会長國松孝次 
 

 

11 月 5 日 15:00 開会。未来を創る財団國松孝次会長から「３年ぶりに、地域おこし人サミットを

開催することができました。ご参加くださる人数も過去最高です。多くの地域おこしの達人にご参

集いただき、感謝申しあげます」と挨拶。 

「100 年単位で考えると、全国各地、たとえ人口は減らなくても、その地域に住む現在のような日

本人の比率はうんと下がる時代が来る。私は、未来を創る財団の外国人材に関する政策研究会

で外国人材の受入れに関する政府への提言をおこなってきた。その立場から考えて、今の地域

おこしに加えて、これから各地域でどのように外国人材の受入れを進めていくか、ぜひ、今後の

重要課題として、とり組んでいただきたい」と述べた。 



地域おこし人サミット 2022 プログラム 

11/5（土） 

15:00 開会式 

開会の挨拶 未来を創る財団会長 國松 孝次/サミット実行委員長 磯山 友幸 

開催地 日本橋浜町の紹介 運営協力 good mornings (株) 代表 水代 優 

15:30 サミット参加者の自己紹介 1 分スピーチ 

16:30 分科会 

【分科会 A】 サミット名物対談 「アフターコロナ時代」  

門脇光浩 ((一社)市民活動あきた理事長/前秋田県仙北市長) 

福原 淳嗣 (秋田県大館市長) 

【分科会 B】 「ビールづくり･まちづくり人づくり」 @ Hama House 

鈴木 成宗 (伊勢角屋麦酒社長) 

風間 教司 (日光珈琲社長) 

ファシリテーター 水代優 (good mornings (株))他 

18:00 懇親交流会 

 

11/6（日） 

8:00 朝茶会 

9:00 メインセッション ① 「地域復活の秘訣と行方」 

広瀬栄(兵庫県養父市長) 

門脇光浩(〈一社)市民活動あきた理事長/前秋田県仙北市長) 

藤原 豊 (元内閣府・経産省審議官/未来を創る財団副会長) 

ファシリテーター 磯山 友幸 (千葉商科大学教授/ジャーナリスト) 

11:00 メインセッション② 事例オンパレード 「まちづくりは人づくり」 

園田 聡、服部彰治、 大谷 和弘、 木村 隼斗 他 人づくりの達人 

ファシリテーター 水代優(good mornings (株)) 

13:00 閉会 

閉会の挨拶 未来を創る財団理事長 石坂 芳男 

13:15 交流会 @ Hama House 

 

サミット実行委員長挨拶 

地域おこし人サミット実行委員会磯山友幸実行委員長（千葉商科大学

教授/ジャーナリスト） 

「全国各地から地域おこしのつわものにお集まりいただきました。ご参

加の皆さん、ぜひそのパワーを各地域へ持ち帰って、現在の活動をさ

らに盛りあげていただきたい。 

各地域の産品を取り寄せ、当会場と第２会場に展示しています。お料

理にも沢山使っています。これもぜひ味わってください」と紹介。 

11/5（土）11/6（日）の２日間、あわせて 139 名の方がたにご参加いた

だきました。 

【開会式とショート・スピーチのアーカイブ】 

(17) 【地域おこし人サミット 2022】開会式・地域おこし人ショートスピーチ - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=gu2t6F4bdPg&list=PLp5o0JEKIrq_LW1fZu7QFvZ_-1fpS6kUK&index=1&t=4s


地域おこし人ショートスピーチ 11/5（土）15:30 

  



【分科会 A】 サミット名物対談 「アフターコロナ時代」 11/5（土） 16:30 

門脇光浩 ((一社)市民活動あきた理事長/前秋田県仙北市長) 

福原 淳嗣 (秋田県大館市長) 

恐い顔がなぜかなごみを呼ぶ門脇氏、かわして当意即妙の福原氏、吉本ではありません。秋田

県きっての論客 2 人。対話の中身が濃い。 

より広い地域から地域おこしを構想する福原氏、地域から飛びだして地域おこしの展開を考える

門脇氏。アーカイブでご覧ください。 

(17) 【地域おこし人サミット 2022】分科会：サミット名物対談 「アフターコロナ時代」 - YouTube 

   

【分科会 B】 「ビールづくり･まちづくり人づくり」 @ Hama House 11/5（土） 16:30 

鈴木 成宗 (伊勢角屋麦酒社長) 

風間 教司 (日光珈琲社長) 

ファシリテーター 水代優 (good mornings (株))他 

創業 450 年の老舗餅屋 21 代目鈴木氏が挑んだビールづくり、空き家廃屋のリノベーションか

ら珈琲で人づくりにチャレンジした風間氏、そこに規制改革で霞が関きっての改革派として名を

はせた藤原豊氏（未来を創る財団副会長）も加わって、画像からも熱気が伝わってくる。 

第２会場 Hama House では、吹き抜けの壁面を使った各地域産品の数々も銘品ぞろいです。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LkUS9CIbGZA


・・・ 懇親交流会 ・・・ 

サミット恒例「懇親交流会」 

（日本橋浜町 F タワープラザ） 11/5（土） 18:00～20:30 

 

 

サミット後援の月刊 Wedge 大城慶吾編集長から懇親交流会の挨拶。 
グリーン車の乗客をターゲットにした硬派の経済誌の歴史も紹介。大城氏は 1 分間スピーチにも

登場。地域おこしと Wedge は相性がいい。取材のテーマもつぎつぎ発掘されたことでしょう。  

 

司会の磯山実行委員長から紹介され、第 2 日メインセッション①に

登壇予定の兵庫県養父市広瀬市長からこの会を楽しみにしてい

る、と祝辞をいただいた。 

こう見えても、私の胸には、ふつふつと熱いものがたぎっております

と、静かな語り口の中に、明日の予告も。 

 

  



交流懇親会ショット 

 

   

   

   

   

   

  



～ 朝茶会 ～ 

（日本橋浜町 F タワープラザ）11 月 6 日（日）08:00 

   

 

 

 

各地から寄せられた銘産品  

   

  



～ メインセッション ～ 

メインセッション ① 「地域復活の秘訣と行方」 11/6（日） 9:00 

広瀬栄(兵庫県養父市長) 

門脇光浩(〈一社)市民活動あきた理事長/前秋田県仙北市長) 

藤原 豊 (元内閣府・経産省審議官/未来を創る財団副会長) 

ファシリテーター 磯山 友幸 (千葉商科大学教授/ジャーナリスト) 

養父、仙北両市ともに人口2万数千人規模の自治体であるにかかわらず、養父市は全国唯一の

企業による農地取得その他数々の規制改革で、仙北市は全国初のドローンや自動走行などで、

それぞれ改革の先陣を切る活動がとくに注目されると、藤原豊氏から広瀬、門脇両氏の紹介。 

  

広瀬氏は、自治体の責任者として、養父市のため、養父市市民のために、地域の活性化に力を

注いできた。養父市の規制改革活動は、平成 26 年（2014 年）の「中山間農業改革特区」国家

戦略特別区域の区域指定から始まった。規制改革は今後も止どまるつもりはない、と述べた。 

養父市資料：https://theoutlook-foundation.org/wp-content/uploads/2022/12/yabushi.pdf 
門脇氏は、仙北市長を 3 期務めて、最初に掲げたマニュフェストは果した。ただ 1 点、直近の自

分は、数の問題ではない、内容だ、小さいことはとてもいいことだ、と思っているが、最初に当選

したときの右方あがりと違う意見になってしまった、、とユーモアを交えて心境を述懐。今は（一社）

市民活動あきた理事長として、より広い視点で活動中。 

質疑応答に対して藤原氏から、特区、規制改革は、もう少し気軽に考えて相談すればよい。絞り

こまなくても、次第に課題が見えてくる、と地域活動へのアドバイスがあった。 

  

メインセッション ① は以下の動画をご覧ください。 

(17) 【地域おこし人サミット 2022】メインセッション①「地域復活の秘訣と行方」 - YouTube 

https://theoutlook-foundation.org/wp-content/uploads/2022/12/yabushi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gNJG8TpdrWo


メインセッション② 事例オンパレード 「まちづくりは人づくり」 11/6（日） 11:00 

笠井信行 安田不動産株式会社 

服部彰治 札幌大通まちづくり（株）取締役総括部長  

園田 聡 有限会社ハートビートプラン 取締役 

大谷 和弘 長門湯守株式会社・共同代表 

木村 隼斗 長門湯本温泉まち株式会社 エリアマネージャー 

ファシリテーター 水代優(good mornings (株)) 

 

 

➤ 地元日本橋浜町その他の地域で街づくりをやってきた不動産会社がかかわってきたエリアマ

ネジメントを（一社）日本橋浜町エリアマネジメントに展開 

➤ 衰退しつつあったかつての中心市街地区を街の景観づくりを通じて新たな賑わいのまちへ 

➤ 水都大阪再生など大阪中之島や古くは梅田地下街大開発、姫路大手前通りなど、めざすシ

ーンづくりを通じて、地場企業の活用へ 

➤ 誰の目にも明らかになってきた衰退温泉地の地域おこしはいかにして行われたか 

このプレゼンテーションから見えてきたのは、さまざまな「規制やしがらみ、既得権」を１つづつ丁

寧にとり除いていく体験からノウハウが生まれること、それが官民連携のまちづくりに繋がる 

共通するのは、まちづくりを進めるという強固な目的意識、障害を１つづつ分かり易く行政に説明

し共有して解決していくプロセス、さらに、魅力的なスポット 10 カ所、など多くの人に理解されや

すいポイントやハイライトの存在 

     

  

メインセッション②アーカイブ (17) 【地域おこし人サミット 2022】メインセッション②事例オンパレ
ード「まちづくりは人づくり」 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Y64oCK74PmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y64oCK74PmQ


閉会の辞 11/6（日） 1３:00 

未来を創る財団理事長石坂芳男 

 

過去最多のキーパーソンにご参加いただき、あつく感謝申しあげ

ます。 

この場の交流と、お互いに触発されたこの気持ちをお持ち帰りい

ただき、さらなる地域おこし活動に役立ていただくことを願って

います。 

冒頭に國松会長からお話しした外国人財の各地域での今後の取

りあげ方は、ぜひとも重要課題としてご研究くださることを願っ

ております。私どもも応援いたします。 

「地域おこし人名鑑」もご活用いただいて、さらなる地域おこし

に、皆さんで手を携えて邁進いただくようお願い申しあげます。 

「地域おこし人名鑑 2022」 https://pattern-wizard-

eed.notion.site/4d58c856a77a45aabd18604f8c0a7b90?v=be0a3894dc614a26

adafd6e59be35f5a 
 

おーっと、まだ終わっていません・・ 

 
 

～ 交流会 ～ 

13:15 交流会 @ Hama House 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

https://pattern-wizard-eed.notion.site/4d58c856a77a45aabd18604f8c0a7b90?v=be0a3894dc614a26adafd6e59be35f5a
https://pattern-wizard-eed.notion.site/4d58c856a77a45aabd18604f8c0a7b90?v=be0a3894dc614a26adafd6e59be35f5a
https://pattern-wizard-eed.notion.site/4d58c856a77a45aabd18604f8c0a7b90?v=be0a3894dc614a26adafd6e59be35f5a


 
 

 

   

 

 

 



 

 
各地域からの銘品参集  



 

 

また、お会いしましょう  

ご意見、ご提案は； 

未来を創る財団 事務局 

abrighterfuture@theoutlook-foundation.org 

事務局長 麻植 茂（おえしげる） 

ご参加、ありがとうございました 

 

 

https://theoutlook-foundation.org/ 
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