
趣旨

　熊本県の北部に位置する山鹿市は、菊池川流域をはじめ豊かな自然の恵みを受け、
装飾古墳群などが示すように古くから自然・文化・風土と調和しながら地域コミュ
ニティを形成してまいりました。

　近年においては、地方都市である当市にとっても、少子高齢化の進展や情報通信
の高度化、環境問題の配慮などの社会の大きな変化とは無縁でなく、このような構
造的な変化に地域経済はいっそうの対応が求められるようになりました。

　このような変化に対応し活力ある地域の再生を考えるにあたり、国政の視点から
地域が自ら考え、自ら行動する地域再生への取り組み等について国土交通副大臣
（参議院議員）岩井國臣氏を、またこれからのＩＴ環境が地域社会にどのように関
わって来るのか等についてＩＴコンサルタントの桃知利男氏を、国指定重要文化財
である八千代座にお迎えして、地域再生フォーラムを開催する運びとなりました。

　地域再生の取り組みは、大変困難な作業であると言わざるを得ないかも知れませ
ん。しかし、一人一人が自らできることを、情熱的に夢を見て理性的に考えながら、
着実にそして継続的に、その目標に向かって進めることが、当市の飛躍への助走に
なると確信しています。

　この度のフォーラムを開催することにより、地域コミュニティや地域社会、地域
経済の活性化のお役に立てれば幸いです。

地域再生フォーラムin山鹿実行委員会

地域再生フォーラムin山鹿
地域住民による自らのまちづくり

～地域再生の方策と山鹿における具現化を考える～
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主催　地域再生フォーラムin山鹿実行委員会
共催　山鹿市管工事業協同組合　熊本県鹿本地域振興局
後援　山鹿市　国土交通省菊池川河川事務所　山鹿商工会議所
　　　 鹿北町商工会　菊鹿町商工会　鹿本町商工会　鹿央町商工会
　　　 鹿本農業協同組合　山鹿青年会議所　山鹿法人会
　　　　山鹿ふるさと観光振興会　山鹿温泉観光協会
　　　　熊本県建築士会山鹿支部　山鹿市建設業協会　山鹿市建築協会
　　　　山鹿ライオンズクラブ
　　　　熊本日日新聞社　熊本県中小企業団体中央会
　　　 熊本県建設業協会　熊本県管工事業組合連合会
　　　　熊本県設備設計事務所協会　桃熊会　（順不同）
協賛　熊本ゼロックス（株）

お問い合わせ　地域再生フォーラムin山鹿実行委員会　　電話　（0968）43-4644　E-Mail　forum_yamaga@magma.jp
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開場・受付開始
　司会進行　小松一三氏
　　　　　　　（ラジオ村の村長さん）

オープニングアトラクション

　　　山鹿太鼓保存会演奏

開会挨拶

基調講演　

　『地域再生のトポロジー』
　　　　情報システムコンサルタント

　　　　　　　　　　　　桃知利男氏

休憩

特別講演

　『地域再生プログラム』
　　国土交通副大臣　参議院議員

　　　　　　　　　　　　岩井國臣氏
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福島大学経済学部卒
大手ゼネコン勤務後、１９９８年独立
建設業向けコンサルティング業務を開業
中小建設業、事業者団体へのIT化の指導、セミナー・講演等

全国的に活躍

著書
『｢桃論｣中小建設業IT化サバイバル論』　（エクスナレッジ）

◆桃知利男ホームページ　　ももち どっと こむ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.momoti.com/
　　　　　　 メールアドレス　　 pinkhip@dc4.so-net.ne.jp

京都大学院修士課程終了

建設省に入省　中部地方建設局勤務

関東地方建設局　京浜工事事務所長

大臣官房　技術調査室長

九州地方建設局　河川部長

本省河川局　河川計画課長

中国地方建設局長

本省　河川局長

河川環境管理財団　理事長

参議院議員初当選（自由民主党比例代表選出）

国土交通省大臣政務官

参議院議員再選（自由民主党比例代表選出）

国土交通副大臣

著書
『劇場国家にっぽん －わが国の姿（かたち）のあるべきようは－ 』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新公論社）
『桃源雲情－地域づくりの哲学と実践ー 』　(新公論社）　他

◆岩井國臣ホームページ　　http://www.kuniomi.gr.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フォーラム

受付開始　　　会費：￥5,000
会場：冨士ホテル
　　　　山鹿市昭和町506
　　　　（0968）43-4146

開場

　司会進行　小松一三氏
　　　（ラジオ村の村長さん）

オープニングアトラクション
　灯篭踊り披露
　　　　　（山鹿灯篭保存会）

開会

　主催者代表挨拶

　

乾杯の発声
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お問い合わせ

地域再生フォーラムin山鹿実行委員会　
　（山鹿市管工事業協同組合内）　　　
　http://we.magma.jp./~yamakan/

〒861-0501　熊本県山鹿市山鹿1405-4　
　　　TEL　（0968）43-4644　　　　　

E-mail　forum_yamaga@magma.jp

パネルディスカッション

パネリスト

　　　岩井　國臣氏　（前述）

　　　桃知　利男氏　（前述）

　　　中嶋　憲正氏　（山鹿市長）
　　　　　　　　　　　ホームページ　　　山鹿市役所　　　　　　　　　http://www.city.yamaga.kumamoto.jp/ 　　　

　　　本田　雅晴氏　（山鹿商工会議所副会頭）
　　　　　　　　　　　ホームページ　　　やまがＣＣＩ　　　　　　　　　http://www.yamagacci.com/

　　　砂子　邦弘氏　（空知建設業協会　広報・IT委員会委員長）
　　　　　　　　　　　ホームページ　　　くうけん・ねっと　　　　　　　http://www.ku-ken.net/

コーディネーター
　　　内田　安弘氏　（熊本県鹿本地域振興局次長）
　　　　　　　　　　　ホームページ　　　熊本県鹿本地域振興局　http://www.kamotosinkou.hinokuni-net.jp/




