
令和３年度
セミナー開催
のご案内

個人賛助会員制度について

セミナーの受講は当センターの個人賛助会員が受けるサービスの一環となります。個人賛助会員へのサービスとして、機関
紙配布やメルマガ配信などがあります。
詳細は、当センターHP（https://www.jcrd.jp）をご確認ください。

お申込方法について

当センターHPにある各セミナーの申込フォームよりお申込みください。なお、各セミナーの申込フォームは概ね開催3か月
前に開設しますので、各自ご確認ください。
お問い合わせは下記連絡先までお願いします。

＜地方創生セミナーについて＞
担当：クリエイティブ事業室 TEL: 03-5202-6134 E-mail: creative@jcrd.jp

＜地方創生実践塾について＞
担当：地域創生グループ TEL: 03-5202-6136 E-mail: chiiki@jcrd.jp

【発行元】
一般財団法人地域活性化センター
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル１３階 当センターHP

当センターでは、With（ウィズ）コロナ時代の新しいセミナー運営方法として、オンラインセミナーやハイブリッド型セミ
ナー（東京会場＋オンライン同時開催）を導入しました。オンラインの利用によって、これまで東京で開催していたセミ
ナーを全国どこからでも受講できるようになりました。
また、現地開催では感染症対策を徹底することで、これまでと変わらず地域の活性化に取り組む方々に学びの機会を
提供しています。

地方創生セミナー 地方創生実践塾

Ａ会員（６回参加） ９０，０００円

Ｂ会員（３回参加） ６０，０００円

Ｃ会員（アドバンス型への参加） Ｌ会員（１回参加）

Ｄ会員（スタンダード型への参加）
ＬＳ会員（学生・１回参加）

ＬＯ会員（オンライン・１回参加）

２５，０００円

１５，０００円

１０，０００円

５，０００円

５，０００円



先駆的な取組で成果を上げている実践者やテーマごとの第一人者といった、

成功モデルを構築した講師陣により、地域の価値創造・課題解決の秘訣を伝授

します。

令和２年度より、新たにハイブリッド型セミナー（東京会場+オンライン開催）

も導入し、全国どこからでも受講することが可能になりました。

全国の特色ある地域づくり事例をテーマに設定し、現場に最も精通した活動

経験豊かな講師のもと、講義やグループワーク、フィールドワークなどを実施

します。現場ならではの研修を通じ、課題解決に向けた実践力を学びます。

令和２年度は感染症対策を徹底したことで、これまでと変わらず現地での学

びの機会を提供することができました。

◆令和３年度 開催スケジュール◆

新たな知と方法を生む

地 方 創 生 セ ミ ナ ー
五感で学ぶ地域づくり

開催日 テーマ／主任講師

①５月２１日（金）

「スポーツを核とした持続的なまちづくり

～健康づくり、人づくり、まちづくり～」

原田 宗彦 氏（一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構会長／早稲田大学スポーツ科学部教授）

②６月１１日（金）
「マイクロツーリズムのすゝめ～地域の魅力大発見！～」

坂元 英俊 氏（一般社団法人地域観光研究所 代表理事）

③７月９日（金）
「ワーケーションから始まる地域づくり～地域でつくる新しい働き方、暮らし方、関係性～」

箕浦 龍一 氏（総務省 大臣官房 サイバーセキュリティ・情報化審議官）

④１０月１５日（金）
「働き方改革の本質は何か？～『仕事』と『職場』の可視化と分析～」

田口 光 氏（合同会社ＹＵＧＡＫＵＤＯ 代表）

⑤１１月１２日（金）
「今こそ！まちを支えるローカルファンド～人と資金の循環から紡ぐ地域の持続可能性～」

深尾 昌峰 氏（龍谷大学 政策学部 教授)

⑥１２月１７日（金）
「地方創生の新しいカタチ 企業版ふるさと納税～『縁』から生まれる地域づくり～」

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部

⑦１月２１日（金）
「教育のデジタル変革を考える」

平井 聡一郎 氏(株式会社情報通信総合研究所 特別研究員)

⑧２月１８日（金）
「地域商社が高める地域の価値とその先～今と未来に関わる資源と人の関係性～」

齋藤 潤一 氏（一般財団法人こゆ地域づくり推進機構 理事長）

開催地／開催日 テーマ／主任講師

長野県小布施町
５月２８日（金）～２９日（土）

「地域内外の人々が溶け合う小布施流まちづくり

～『協働』と『交流』を軸とした、未来志向の地方創生～」

林 志洋 氏（小布施町 総合政策推進専門官）

島根県海士町
６月４日（金）～６日（日）

「失敗を原動力に！海士町的挑戦と風土づくり～小ネタが紡ぐ現在と未来～」

濱中 香理 氏（海士町 人づくり特命担当課長）

奈良県川上村
６月２５日（金）～２６日（土）

「つなぐ・つづける『水源地の村づくり』

～地域を支える小さな拠点と地域おこし協力隊～」

尾上 忠大 氏（森と水の源流館 事務局長）

高知県梼原町
７月２日（金）～３日（土）

「小さな拠点ゆすはらづくり～集落活動を核とした、地域の再活性化～」

吉田 尚人 氏（梼原町長）

岐阜県飛騨市
７月１７日（土）～１８日（日）

「飛騨市薬草ビレッジ構想が描くまちづくりプロジェクト

～地域資源を活用し市民が守る健康と自然～ （仮）」

岡本 文 氏（飛騨市 地域おこし協力隊）

高知県佐川町
９月１７日（金）～１８日（土）

「地域おこし協力隊を活用した『自伐型林業×ものづくり』の推進による地方創生

～第5次佐川町総合計画に基づく幸せなまちづくりの一つとして～」

堀見 和道 氏（佐川町長）

岩手県紫波町
９月２４日（金）～２５日（土）

「オガールからはじまる暮らし心地の良いまち」

鎌田 千市 氏（紫波町 企画総務部 企画課長）

群馬県みなかみ町
１０月８日（金）～９日（土）

「ポストコロナ時代の新しい旅のカタチ”ナノツーリズム”の思考と実践

～『葉っぱ一枚すら観光資源？』アイデア次第の地域資源掘り起し術～」

福田 一樹 氏（一般社団法人みなかみ町体験旅行 常務理事）

鳥取県米子市
１０月１６日（土）～１７日（日）

「まちづくりメディアラボ

～WEB・動画・写真を駆使した地域プロモーション技法を学ぶ～」

谷中 修吾 氏（BBT大学グローバル経営学科長・教授 兼 一般社団法人INSPIRE 代表理事）

和歌山県白浜町
１０月２２日（金）～２３日（土）

「ワーケーションを活用した都市と地方の交流による価値創造」

島田 由香 氏（ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役・人事総務本部長）

島根県邑南町
１０月２９日（金）～３０日（土）

「12の地域力で描く地方創生～暮らしを支える新たな仕組みづくり～ （仮）」

白石 絢也 氏（一般社団法人小さな拠点ネットワーク研究所 監事）

兵庫県洲本市
１１月５日（金）～６日（土）

「域学連携から始まる持続可能な地域づくり

～再生可能エネルギー等を活用した洲本モデル～」

白石 克孝 氏（龍谷大学 副学長）

神奈川県真鶴町
１１月１９日（金）～２０日（土）

「ローカルから未来をつくる～神奈川県真鶴町の民力で共創する多様な暮らし～」

卜部 直也 氏（真鶴町 まちづくり課 計画管理係長）

東京都港区
１２月１０日（金）～１１日（土）

「関わる・つながる・連携する港区～協創による新たな価値創造を考える～」

港区 全国連携推進担当課長

開催日 テーマ／主任講師

⑨６月18日（金）～１９日（土）

「地域経済を見る眼とその方法～地域経済循環分析に基づく政策立案～」

一般財団法人地域活性化センター 人口・地域経済研究室
⑩１１月１５日（月）～１６日（火）

⑪２月１日（火）～２日（水）

⑫１０月２９日（金）～３０日（土）
「MaaSで変わる公共交通～共創でつくる地域の未来～」

経済産業省 製造産業局 自動車課 ITS・自動走行推進室

⑬１１月２６日（金）～２７日（土）

「都市と地方の新しい関係性から始まる価値創造

～遠隔自治体間連携・関係人口等の多様な繋がり～」

大杉 覚 氏（東京都立大学 法学部 教授）

⑭２月４日（金）～５日（土）
「みんなで考える“フューチャーデザイン”～未来志向の政策決定プロセスを学ぶ～」

西條 辰義 氏（高知工科大学 フューチャーデザイン研究所長）

スタンダード型（現 地 ＋ オンライン 開 催）

アドバンス型（現 地 開 催）

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、延期や中止、ハイブリッド型またはオンライン開催への切替を行う場合があります。
※テーマ名は今後変更する可能性があります。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、延期や中止、ハイブリッド型またはオンライン開催への切替を行う場合があります。

現 地 開 催

地 方 創 生 実 践 塾

◆令和３年度 開催スケジュール◆
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