
 

 

 

 

 

 

株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。）は、株式会社価値総合研究所および

瀬戸市とともに、「瀬戸市まちづくりシンポジウム」を開催します。 

瀬戸市と DBJ グループは、「瀬戸市における小中一貫校整備に伴う小学校跡地等の   

利活用に係る共同研究に関する協定」（※1）に基づき共同研究を実施し、レポートを発表 

しています（※2）。 

共同研究は、同時発生する 5 つの小学校跡地の利活用という高難度の地域課題解決に  

向けて、自治体と金融機関・シンクタンクが委託者・受託者という関係ではなく、対等に  

アイデアを持ち寄ってまちづくりの検討を行った全国でも稀な取り組みです。レポート 

では、子育てや生涯学習、福祉など、地域に必要な機能を集約した拠点の再生・整備により、

「まち」と「ひと」をつなぎ、地域全体の魅力を高められるような将来の姿を描いています。 

本シンポジウムは、瀬戸市の新しいまちづくりの可能性を発信するとともに、官民連携を

含めた「協働するまちづくり」の実現を考える機会として開催するものです。 

（※1）平成 30年 7月 10日締結 

（※2）平成 31 年 1 月 15 日リリース「5 つの小学校跡地の利活用による地域の面的再生 

の実現に向けて～まちとひとをつなぐ、瀬戸の未来をつくる～」 

「地域・産業・経済レポート」https://www.dbj.jp/investigate/etc/index.html 

記 

1. 開催日時 

2. 会 場 

3. 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年 2月 22日(金) 15時～17時 30分（受付開始 14時 30分） 

瀬戸蔵つばきホール（瀬戸市蔵所町 1-1） 

開会挨拶 

瀬戸市長 伊藤 保德 

来賓挨拶 

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部 事務局次長 辻 庄市 氏 

講演「エリアマネジメントによる地域運営の現状と展望(仮)」 

法政大学 現代福祉学部 教授 保井 美樹 氏 

講演「リノベーションの可能性 

      ーーー市民主導のちいさなまちづくり」 

㈱ブルースタジオ 専務取締役 大島 芳彦 氏 

スペシャルゲスト・トーク 

女優 瀬戸 朝香 氏 

パネルディスカッション 

「瀬戸市の小中一貫校整備をきっかけとした新しいまちづくり」 

パネリスト： 法政大学現代福祉学部 教授 保井 美樹 氏 

㈱ブルースタジオ 専務取締役 大島 芳彦 氏 

瀬戸市長 伊藤 保德 

㈱日本政策投資銀行 東海支店長 光本 滋 

平成 31年 1月 15日 
株式会社日本政策投資銀行 

「瀬戸市まちづくりシンポジウム」のご案内 

https://www.dbj.jp/investigate/etc/index.html


 

 

 

4. 対  象 

5. 参 加 費 

6. 申込方法 

 

コーディネーター：㈱価値総合研究所 執行役員 主席研究員 小沢 理市郎 

閉会挨拶 

㈱日本政策投資銀行 常務執行役員 杉元 宣文 

市民、民間事業者、地域金融機関等（定員 350名） 

無料 

次の URLにアクセスいただき、申込専用フォームからお申し込み下さい。

（2月 8日まで） 

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2019011100065/ 

7. 主  催 

8. 後  援 

瀬戸市、株式会社日本政策投資銀行、株式会社価値総合研究所 

国土交通省（予）、東海財務局（予）、愛知県、中部経済連合会、 

瀬戸信用金庫、㈱中日新聞社 

以上 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】 
東海支店             電話番号 ０５２－５８９－６８９１ 
地域企画部 PPP/PFI推進センター 電話番号 ０３－３２４４－１５１３ 

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2019011100065/


協働するまちへ
- Action for CO-CREATION -

瀬戸市・㈱日本政策投資銀行・㈱価値総合研究所 主催

瀬戸市まちづくりシンポジウム

女優

瀬戸 朝香 氏

法政大学
現代福祉学部 教授

保井 美樹 氏

日 時

場 所

講 師

【主催】

【後援】

㈱ブルースタジオ
建築家

大島 芳彦 氏

ゲスト



●講師紹介

瀬戸市 経営戦略部 政策推進課

T E L : (0561) 88-2521

E-Mail:seto-ppp@city.seto.lg.jp

【問い合わせ先】

●会場までのアクセス

●プログラム(予定)

1．開会挨拶
瀬戸市長 伊藤 保德

2．来賓挨拶
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部 事務局次長 辻 庄市 氏

3．講演「エリアマネジメントによる地域運営の現状と展望(仮) 」
法政大学 現代福祉学部 教授 保井 美樹 氏

4．講演「リノベーションの可能性
ーーー市民主導のちいさなまちづくり」

㈱ブルースタジオ 建築家 大島 芳彦 氏

5．スペシャルゲスト・トーク
女優 瀬戸 朝香 氏

聞き手：RADIO SANQ パーソナリティー 高橋 ひろこ 氏
進 行：㈱日本政策投資銀行 東海支店 唐木 文

6．パネルディスカッション「瀬戸市の小中一貫校整備をきっかけとした新しいまちづくり」
パネリスト： 法政大学現代福祉学部 教授 保井 美樹 氏

㈱ブルースタジオ 建築家 大島 芳彦 氏
瀬戸市長 伊藤 保德
㈱日本政策投資銀行 東海支店長 光本 滋

:  ㈱価値総合研究所 執行役員 主席研究員 小沢 理市郎

7．閉会挨拶
㈱日本政策投資銀行 常務執行役員 杉元 宣文

（司会：㈱日本政策投資銀行 東海支店 唐木 文）

※ 駐車台数に限りがありますので、
公共交通機関をご利用ください

●申込方法

次のURLにアクセスいただき、申込専用
フォームから、お申し込みください。

（2月8日まで）
なお、個人情報は徹底した管理を行い、
当該シンポジウム以外に使用しないことを
固くお約束します。

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2019011100065/

※申込多数の場合は抽選とさせていただきます。
（定員350名）

JR「名古屋駅」から
地下鉄東山線で
「栄」へ

名鉄瀬戸線に
乗換、終点「尾張
瀬戸駅」下車
(乗継含め約50分)

◆

◆

◆

女優

瀬戸 朝香 氏

愛知県瀬戸市生まれ。1992

年のデビュー以来、数多くのテレビ

ドラマ・映画・CMに出演。現在は

子育てに奮闘中。地元愛が強く、

今でも休みが出来ると帰省する。

過去に「市民の森」植樹祭へも

参加。

法政大学
現代福祉学部教授

保井 美樹 氏

福岡県生まれ。工学博士(東京
大学)。専門はエリアマネジメント、
地域自治、公民連携等。研究の
傍ら、各地でまちづくり団体の立ち
上げや運営、公共空間を巡る官
民連携の構築等の支援も行う。

名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」下車
徒歩約5分

㈱ブルースタジオ
建築家

大島 芳彦 氏

東京生まれ。2000年より遊休
不動産の再生、有効活用をテーマ
とした設計・コンサルティング「リノ
ベーション」事業を開始。
単体不動産再生の他、団地再
生や全国の地方自治体と共に地
域再生のグランドデザインにも携わ
る。

●スペシャル・ゲスト紹介
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