内閣府連携プロジェクト ■後援／高知県・香美市

2019    公開講座

地域活性化
システム論

H
C
I
O
K

受講料

■テーマ

無料

「地域活性化への
ビジョン、課題、そして
ソリューション」
高知からの提案
＜開講のご案内＞
高知工科大学では、地域に存在する資源を活用した
ビジネスモデルを企画、構築できる人材を養成するこ
とを目的に、公開講座「地域活性化システム論」を開催
いたします。
「地域活性化システム論」では、内閣府と連携して、各
省庁の地域活性化政策担当者、全国の地域活性化事業
に関わるリーダー、有識者、高知工科大学経済・マネジ
メント学群の教員等の講師が、講演、パネル討議等を通
して、実践的な人材養成を推進します。
地域活性化の推進を目指す皆様は、奮ってご参加く
ださい。

お申込みについて
◦申込方法／メール、FAX、郵送のいずれかの方法で、以
下の情報について事前にご連絡ください。
◦参加者の氏名、フリガナ、郵便番号、住所、
電話番号（携帯）
◦受講希望講座の日程と時間
※自 治体、企業、団体で申込みをされる方用に、団体一括申込書を用意してい
ます。ホームページに掲載していますので、こちらをご利用ください。
※定員に達した場合、締め切りとさせていただきます。

開催日・会場

※講座の内容は裏面をご参照ください。

10月14 日・11月 2 日
〔月・祝〕

中山間ビジネス

〔土〕

農業ビジネスおよびスモールビジネス

香美キャンパス C102教室

（香美市土佐山田町宮ノ口185）

10月26

〔土〕 永国寺キャンパス 
日 A105教室

観光ビジネス

（高知市永国寺町2番22号）

講師・パネリスト（五十音順）

※当日、
急遽、
都合により講師が
変更になる場合があります。

居長原信子（株式会社十和おかみさん市代表取締役）
上総 毬椰（こうち食べる通信副編集長）
刈谷 貴泉（株式会社四万十ドラマ事業課長）
川﨑
博（内閣府地方創生推進事務局参事官）
岸本 憲明（株式会社ビバ沢渡代表取締役社長）
楠元 武久（船井総合研究所チーフ経営コンサルタント）
斎藤 俊幸（イング総合計画株式会社代表取締役社長）
佐々倉玲於（一般社団法人いなかパイプ代表理事）
綱澤 幹夫（農林水産省大臣官房参事官）
中嶋 聞多（信州大学特任教授／地域活性学会会長）
西原 里実（大阪学院大学経営学部専任講師）
畠中 秀人（前観光庁観光地域振興課長／名古屋高速道路公社副理事長）
村上健太郎（特定非営利活動法人砂浜美術館理事長）
村瀬 博昭（奈良県立大学地域創造学部准教授）
森田 晃喜（四万十森林管理署梼原森林事務所森林官）
安岡 千春（特定非営利活動法人わのわ会代表）
吉冨 慎作（特定非営利活動法人土佐山アカデミー事務局長）

申込先・お問い合わせ先

高知工科大学教務部（香美キャンパス）
〒782-8502

高知県香美市土佐山田町宮ノ口185

TEL0887-53-1113

FAX0887-57-2000

ホームページ・メールでの申込先
http://www.kochi-tech.ac.jp/
E-mail:academic@ml.kochi-tech.ac.jp
▼裏面に続く

2019高知工科大学公開講座「地域活性化システム論」
■日程・講座内容

※大学HPからも受付をしておりますので、ご確認ください。

第１回…10月14日（月・祝）
■テーマ

第２回…10月26日㈯
■テーマ

中山間ビジネス

◆香美キャンパス C102教室
午前の部

①8:50～10:20
講演
「これからの観光地域振興」
講師／畠中 秀人

（前観光庁観光地域振興課長／名古屋高速道路公社副理事長）

（内閣府地方創生推進事務局参事官）

②10:30～12:00
講義
「地 域活性と新しい観光交
流の可能性」
講師／中嶋 聞多

②10:30～12:00
講演
「中山間ビジネスと地方創生」
講師／斎藤 俊幸
（イング総合計画株式会社代表取締役社長）

（特定非営利活動法人砂浜美術館理事長）

④14:00～14:50
講演
「土 佐山アカデミー解体新書
−課題を資源に変える発想法−」
講師／吉冨 慎作

（四万十森林管理署梼原森林事務所森林官）

④14:40～16:10
講演
「四 万十川中流域の足もとにあ
るもの ～十和おかみさん市と
四万十ドラマの取組から①～」
講師／刈谷 貴泉

（特定非営利活動法人土佐山アカデミー事務局長）

⑤15:00～15:50
講演
「観光振興のためのSNSを活
用した魅力的な情報発信」
講師／上総 毬椰

（株式会社四万十ドラマ事業課長）

⑤16:20～17:00
講演
「四 万十川中流域の足もとにあ
るもの ～十和おかみさん市と
四万十ドラマの取組から②～」
講師／居長原信子

（こうち食べる通信副編集長）

⑥16:00～16:50
講演
「グ ローバルホスピタリティ
とツーリズムマネジメント」
講師／西原 里実
（大阪学院大学経営学部専任講師）

（株式会社十和おかみさん市代表取締役）

⑦17:00～17:50

⑥17:00～17:50

講演
「地域の現場におけるコーディ

ネーターの存在意義と役割」

「地方のための観光ビジネスの可能性」

「地方のための中山間ビジネスの可能性」

パネリスト／

パネリスト／

上総

毬椰

中嶋

聞多

講師／佐々倉玲於

（一般社団法人いなかパイプ代表理事）

③13:00～13:50

講演
「C S A（ C o m m u n i t y

Supported Agriculture）
による農業経営」
講師／村瀬 博昭
（奈良県立大学地域創造学部准教授）

④14:00～14:50

講演
「農 業 ビジネス に お け る イ

ノベーションの最新事例」
武久

講師／楠元

（船井総合研究所チーフ経営コンサルタント）

⑤15:00～15:50

講演
「地 域のこまりごとを解決

す るNPO− 福 祉 や オムラ
イス街道等の事例から−」
講師／安岡 千春

（特定非営利活動法人わのわ会代表）

⑥16:00～16:50

講演
「知 る人ぞ知る、
お茶の産地

仁淀川・沢渡から。
」
憲明

講師／岸本

パネルディスカッション

パネルディスカッション

講義
「地方における農業ビジネス」
講師／綱澤 幹夫
（農林水産省大臣官房参事官）

午後の部

③13:00～13:50
講義
「地 域と共生する砂浜美術
館の観光マネジメント」
講師／村上健太郎

①8:50～10:20

②10:30～12:00

（信州大学特任教授／地域活性学会会長）

午後の部

午後の部

③13:00～14:30
講演
「高 知県梼原町松原地区に
おける持続可能な中山間
地 域 づ く り ～「松 原 の 森
林」フル活用チャレンジ」
講師／森田 晃喜

農業ビジネスおよび

スモールビジネス

◆永国寺キャンパス A105
午前の部

午前の部

①8:50～10:20
省庁講義
「地方創生の現状と課題」
講師／川﨑
博

■テーマ

観光ビジネス

◆香美キャンパス C102教室

第３回…11月2日㈯

（株式会社ビバ沢渡代表取締役社長）

⑦17:00～17:50

パネルディスカッション

「地方における農業ビジネスの可能性」

居長原信子

（こうち食べる通信副編集長）

刈谷

貴泉

（信州大学特任教授／地域活性学会会長）

（株式会社ビバ沢渡代表取締役社長）

川﨑

博

（大阪学院大学経営学部専任講師）

（船井総合研究所チーフ経営コンサルタント）

斎藤

俊幸

（前観光庁観光地域振興課長／名古屋高速道路公社副理事長）

（一般社団法人いなかパイプ代表理事）

森田

晃喜

（特定非営利活動法人砂浜美術館理事長）

（農林水産省大臣官房参事官）

（特定非営利活動法人土佐山アカデミー事務局長）

（奈良県立大学地域創造学部准教授）

（株式会社十和おかみさん市代表取締役）
（株式会社四万十ドラマ事業課長）
（内閣府地方創生推進事務局参事官）

畠中

秀人

吉冨

（四万十森林管理署梼原森林事務所森林官）

馬渕

里実

村上健太郎

（イング総合計画株式会社代表取締役社長）

司会進行／

西原

司会進行／

泰

桂

（高知工科大学経済・マネジメント学群 講師）

慎作

パネリスト／

岸本

憲明

楠元

武久

佐々倉玲於
綱澤

幹夫

村瀬

博昭

安岡

千春

（特定非営利活動法人わのわ会代表）

信太郎

（高知工科大学経済・マネジメント学群 教授）

司会進行／

桂

信太郎

（高知工科大学 経済・マネジメント学群 教授）

教務部行

地域活性化システム論 申込書

フリガナ
氏

職業

名

電話番号（携帯）
住所（〒

—

）

受講する講座（午前の部・午後の部を○で囲んでください）
10月14日（月・祝）

10月26日（土）

11月２日（土）

午前の部

午前の部

午前の部

参加 ・ 不参加

参加 ・ 不参加

参加 ・ 不参加

午後の部

午後の部

午後の部

参加 ・ 不参加

参加 ・ 不参加

参加 ・ 不参加

FAXでのお申込みは、本申込書に必要事項をご記入の上、本学教務部宛てに送信してください。（FAX0887-57-2000）
郵送でのお申込みは、本申込書またはコピーを教務部宛に郵送してください。台風等の天候の影響で、中止等の場合は大学HPへ掲載いたします。

