第5回 地域プロデューサー養成講座

地域プロデューサーを学ぼう! 地域プロデューサーになろう!
地方創生でまちを元気に！

が望む暮らしを創出できる大きなチャンスです。
今こそ、地域プロデューサー養成講座に参加し、共に、
コミュニティの新再生を進める機会としてください。
5 月に第 5 回地域プロデューサー養成講座開催を控え、
地方創生を担う方々をお招きして、プレフォーラムを開催い
たします。実際にまちづくりに参画し、多くの提案をされて
いる明治大学 園田 眞理子教授をはじめ、地方創生本部、
東京 23 区で唯一の消滅可能自治体豊島区、三菱総合研
究所、地域プロデューサーの実践者など多様な方々から提
案を受けます。多数の方のご来場をお待ちいたします。

2040 年までに 20 ～ 39 歳の女性が 5 割以上減少す
る自治体 896 は消滅可能性が高いと言われています。少
子高齢化や人口減少によって衰退する地域を元気にし、生
涯活躍のまちを創り出すには、何よりもまちづくりの人材が
不可欠です。
人生の最終段階まで安心してその人らしく暮らせるまち
づくりを担うのが「地域プロデューサー」です。地方創生の
先駆的試みとして当協会が企画調査に携わった「ゆいま～
る那須」への見学も大変多くなり、意見交換も活発になり
ました。しかし、いまだ、発展途上です。地方創生は地域
時間割

講座内容

【定員 250名】
【参加費 一般 1,000円 / 学生 無料】 事前予約が必要
【プレフォーラム】
13:30～13:35 開会挨拶:袖井 孝子（コミュニティネットワーク協会 会長）
3月18日（土）

時間割

3月18日（土）
13:30～13:35

13:35～13:40

13:40～13:55

13:55～14:55

15:00～16:20

16:30

場所：東京家政学院大学 千代田三番町キャンパス １４０７教室

講座内容
参加費は当日会場でお支払いください
13:35～13:40 学長挨拶:廣江 彰（東京家政学院大学 学長）
場所：東京家政学院大学 千代田三番町キャンパス １４０７教室
13:40～13:55 挨拶:大島 一博（地方創生本部 まち・ひと・しごと創生本部事務局 次長）
会場のご案内
開会挨拶:袖井 孝子（コミュニティネットワーク協会
会長）基調講演:「生涯活躍のまち/CCRC/地域包括ケア」
13:55～14:55
学長挨拶:廣江 彰（東京家政学院大学 学長）
園田 眞理子（明治大学理工学部建築学科教授)
挨拶:大島 一博（地方創生本部 まち・ひと
・しごと創生本部事務局
次長）
15:00～16:20
パネルディ
スカッション:
「地方創生でまちを元気に!」
パネリスト
矢作 豊子（豊島区政策経営部広報課 課長）
基調講演:
「生涯活躍のまち/CCRC/地域包括ケア」
松田 智生（（株）三菱総合研究所 主席研究員）
園田 眞理子（明治大学理工学部建築学科教授)
吉木 美也子（地域プロデューサー 北海道厚沢部町担当）
パネルディスカッション:「地方創生でまちを元気に!」
パネリスト
矢作 豊子（豊島区政策経営部広報課
課長）
16:30
閉会挨拶:袖井 孝子
松田 智生（
（株）
三菱総合研究所 主席研究員）
吉木 美也子（地域プロデューサー 北海道厚沢部町担当）
閉会挨拶:袖井 孝子

（全3日間、
税別、
テキスト代込み）
【定員 30名】
【受講料 4万円】
【本講座】
第1日目

●申込み締切: 2017年 4月21日
（金）

時間割

講座内容

5月20日（土）

場所：東京家政学院大学

17:00 ～17:30

修了式

千代田三番町キャンパス

●地域プロデューサーとは？
10:00～10:30
オリエンテーション 鏑木 孝昭 (コミュニティネットワーク協会 研究室長)
時間割
講座内容
持続可能なまちづく
りの実現に向けて、自
10:30～12:00 講座のねらい:「地方創生と地域プロデューサーの役割」
などと連 千代田三番町キャンパス
第1日目治体や企業、地元住民、NPO
5月20日（土） 場所：東京家政学院大学
袖井 孝子 (コミュニティネットワーク協会 会長)
携しながら、地方創生事業、資金調達、
10:00～10:30
オリエンテーション 鏑木 孝昭 (コミュニティネットワーク協会
研究室長) として注目される
13:00～15:00 「生涯活躍のまち」
「ゆいま～る」紹介
人材の育成、自治体と市民のコーディネー
近山 恵子 (コミュニティネットワーク協会 副会長)
10:30～12:00 講座のねらい:「地方創生と地域プロデューサーの役割」
トをするなど、さまざまな役割を持って地
鏑木 孝昭 (コミュニティネットワーク協会 研究室長)
袖井 孝子 (コミュニティネットワーク協会 会長)
域をプロデュースする ̏ 地域づくりのスペ
15:10～17:10
福祉のまちづくり
13:00～15:00
として注目される
「ゆいま～る」紹介
シャ
リスト̋ です。 「生涯活躍のまち」
西口 守 (東京家政学院大学現代生活学部人間福祉学科 教授)
近山 恵子 (コミュニティネットワーク協会 副会長)
●対象者は？
17:30～ 研究室長)懇親会
鏑木 孝昭 (コミュニティネットワーク協会
・参加型まちづくりに関心を持ち、実践を
15:10～17:10
福祉のまちづくり
第2日目 5月21日(日) 場所：東京家政学院大学 千代田三番町キャンパス
目指す方
西口 守 (東京家政学院大学現代生活学部人間福祉学科
教授)
10:00 ～12:00 まちづくりにおける自治体の役割
・まちづくりの実践の経験のある方
17:30～
懇親会
木村 清一（東京大学高齢社会総合研究機構）
・まちづくり実践の指導、助言実務経験の
第2日目 ある方
5月21日(日) 場所：東京家政学院大学 千代田三番町キャンパス
13:00 ～15:00 資金調達と経営
白鳥 俊（㈱コミュニティネット 企画開発部）
10:00 ～12:00 まちづくりにおける自治体の役割
・当協会の賛助会員に加入し
て頂ける方
木村 清一（東京大学高齢社会総合研究機構）
（年会費 5,000 円）
15:10 ～17:10 まちづくりにおける企業の役割
●修了生の特典
13:00 ～15:00 資金調達と経営
平江 良成（東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 沿線企画課 課長）
修了後、
当協会が支援する地域プロデュ
ー
白鳥 俊（㈱コミュニティネット 企画開発部）
場所
：
東京都
多摩市
第3日目 5月27日（土）
サー連絡会議に参加することができます。
15:10 ～17:10 まちづくりにおける企業の役割
当協会の事業部、会員企業、個人会員な
10:00 ～12:30 ゆいま～る中沢、社会医療法人河北医療財団 多摩事業部 天本病院 見学
平江 良成（東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 沿線企画課 課長）
どのサポートを受けることができます。今
13:30 ～15:00 地域における医療と福祉の連携
場所
：
東京都
多摩市
プアッ
プ講座を受講
第3日目後、開講予定のステッ
5月27日（土）
亀谷 学（社会医療法人河北医療財団 多摩事業部 あいクリニック中沢 院長）
ができます。
10:00 ～12:30 ゆいま～る中沢、社会医療法人河北医療財団
多摩事業部
天本病院
見学
15:10 ～17:00
まとめ
: グループディスカッション
13:30 ～15:00

地域における医療と福祉の連携

17:00 ～17:30

修了式

※受講料及び年会費は申込書提出後、
亀谷 学（社会医療法人河北医療財団
多摩事業部
あいクリニック中沢
院長）
17:45
～
懇親会
指定期日までにお支払いく
ださい。
15:10
～17:00 まとめ : グループディスカッション
※スケジュール・講座内容は、都合により一部変更になる可能性があります。
17:45 ～
懇親会
■申込先：
一般社団法人コミ
ュニティネットワーク協会

〒 100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル南館 5 階

TEL：03-6256-0570（月曜～金曜 /10:00-17:00） FAX：03-6256-0572 E-mail：support@conet.or.jp
■主催：一般社団法人コミュニティネットワーク協会 / 東京家政学院大学

