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地域活性化
システム論

I

2018    公開講座

C
H
O

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 7 日・10月28日
〔日〕

中山間ビジネス

〔日〕

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14

〔日〕 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。

網澤 幹夫（農林水産省大臣官房研究調整官）
内田 純一（小樽商科大学大学院ビジネススクール教授）
浦島 卓也（四万十町地域おこし協力隊）
尾下 一次（高知県観光振興部副部長）
刈谷 貴泉（株式会社四万十ドラマ事業課長）
岸
保行（新潟大学経済学部准教授）
楠元 武久（船井総合研究所チーフ経営コンサルタント）
小松 俊樹（長岡大学経済経営学部教授／中小企業診断士）
斎藤 俊幸（イング総合計画代表取締役社長）
佐々木良典（株式会社スノーピークおち仁淀川キャンプフィールド店長）
鈴木 史朗（内閣府地方創生推進室参事官）
竹村 昭彦（高知県酒造組合理事長／司牡丹酒造代表取締役社長）
橋本 泰博（日本政策投資銀行四国支店企画調査課長）
馬渕
泰（高知工科大学経済･マネジメント学群講師）
村上健太郎（NPO法人砂浜美術館理事長）
矢嶋 敏朗（日本旅行業協会広報室長）
八幡 一秀（中央大学大学院経済学研究科教授）

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

2018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7日㈰
■テーマ

第２回…10月14日㈰
■テーマ

中山間ビジネス

（小樽商科大学大学院ビジネススクール教授）

（高知県観光振興部副部長）

午後の部

講義
「日本における旅行業界と観

午後の部

（日本旅行業協会広報室長）

④13:00～14:00

講演
「観光DMO設計運営のポイント」
講師／橋本 泰博
（日本政策投資銀行四国支店企画調査課長）

⑤14:10～15:00

講演
「アウトドアの魅力と地方創生」
講師／佐々木 良典
（株式会社スノーピークおち仁淀川キャンプフィールド店長）

⑥15:10～16:00

（四万十町地域おこし協力隊）

講演
「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
（NPO法人砂浜美術館理事長）

⑦16:10～17:00

講演
「地 域資源を活かした特産品

ブランド化と観光ビジネス」
俊樹

（高知工科大学経済・マネジメント学郡講師）

講師／小松

⑥17:00～17:50

（長岡大学経済経営学部教授／中小企業診断士）

⑧17:00～17:50

パネルディスカッション

パネルディスカッション

「地方における中山間ビジネスの可能性」

「地方における観光ビジネスの可能性」
パネリスト／

卓也

内田

純一

（四万十町地域おこし協力隊）

（小樽商科大学大学院ビジネススクール教授）

（株式会社四万十ドラマ事業課長）

（高知県観光振興部副部長）

刈谷
斎藤

貴泉
俊幸

馬渕

小松

俊樹

佐々木

史朗

良典

（株式会社スノーピークおち仁淀川キャンプフィールド店長）

（内閣府地方創生推進室参事官）

司会進行／

一次

（長岡大学経済経営学部教授／中小企業診断士）

（イング総合計画代表取締役社長）

鈴木

尾下

泰

（高知工科大学 経済・マネジメント学群 講師）

橋本

泰博

村上

健太郎

矢嶋

敏朗

（船井総合研究所チーフ経営コンサルタント）

⑤16:00～17:00
講演
「老 舗蔵元が語る日本酒の
魅力とビジネス展開」
講師／竹村 昭彦

（高知県酒造組合理事長／司牡丹酒造代表取締役社長）

⑥17:00～17:50

パネルディスカッション

「地方における農業ビジネスおよ
びスモールビジネスの可能性」
パネリスト／

網澤

幹夫

岸

保行

楠元

武久

竹村

昭彦

八幡

一秀

（農林水産省大臣官房研究調整官）
（新潟大学経済学部准教授）
（船井総合研究所チーフ経営コンサルタント）

（NPO法人砂浜美術館理事長）

（中央大学大学院経済学研究科教授）

（日本旅行業協会広報室長）

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）

信太郎

（高知工科大学 経済・マネジメント学群 教授）

地域活性化システム論 申込書

フリガナ

職業

名

電話番号（携帯）
住所（〒

（新潟大学経済学部准教授）

④14:30～15:50
講演
「農業ビジネスのイノベーショ
ンと海外進出の最新事例」
講師／楠元 武久

（高知県酒造組合理事長／司牡丹酒造代表取締役社長）

桂

氏

③13:00～14:20
講演
「日 本酒のグローバル展開と
新潟大学“日本酒学”の挑戦」
講師／岸
保行

（日本政策投資銀行四国支店企画調査課長）

司会進行／

教務部行

（中央大学大学院経済学研究科教授）

午後の部

光ビジネスの現状と課題」
敏朗

⑤15:50～16:50
講演
「中 山間地域における移住者
と受け入れ地域の意識調査」
（高知県梼原町を対象として）
講師／馬渕
泰

浦島

②10:30～12:00
講演
「地域産業振興と中小企業−持
続的な循環型地域づくり−」
講師／八幡 一秀

③11:15～12:00
講師／矢嶋

①8:50～10:20
講義
「地方における農業ビジネス」
講師／網澤 幹夫
（農林水産省大臣官房研究調整官）

講義
「地方における観光地域振興」
講師／尾下 一次

④14:40～15:40
講演
「高 知県四万十町十和地区
における地域おこし協力
隊の活躍から」
講師／浦島 卓也

パネリスト／

カルガバナンスか企業戦略か？」
純一

②10:20～11:10

（イング総合計画代表取締役社長）

（株式会社四万十ドラマ事業課長）

講演
「観光地ブランドを構築するのはロー

午前の部

（内閣府地方創生推進室参事官）

◆香美キャンパス C102教室

①8:50～10:10
講師／内田

②10:30～12:00
講演
「中山間ビジネスと地方創生」
講師／斎藤 俊幸
③13:00～14:30
講演
「栗・紅 茶 に 光 を 当 て た
四万十川に負担をかけな
いものづくり」
講師／刈谷 貴泉

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
「地域活性化の現状と課題」
講師／鈴木 史朗

■テーマ

観光ビジネス

◆香美キャンパス C102教室

第３回…10月28日㈰

—

）

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７日（日）

10月14日（日）

10月28日（日）

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。

