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なめがた会議 プログラム 

 

1 日目 10 月 15 日（月） 会場：つくば国際会議場ほか 

12:00～13:00 受付           （つくば国際会議場 2 階 大ホール前） 

13:10～14:10 基調講演【第 17 回世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦 2018）】 

（つくば国際会議場 大ホール） 

講演者…茨城大学長 三村 信男 

14:30 送迎バス出発 

16:00～17:50 なめがたファーマーズヴィレッジ工場等見学 

18:00～19:30 首長（会員）懇親会    （なめがたファーマーズヴィレッジ） 

 

 

２日目 10 月 16 日（火） 会場：レイクエコーほか 

９:10～10:00 受付                  （館内多目的ホール前） 

10:00～10:30 開会式                 （多目的ホール） 

開会宣言 …なめがた会議実行委員会 委員長 小林 久 

主催者挨拶…環境自治体会議 代表幹事（茨城県東海村長）山田 修 

主催者挨拶…行方市長 鈴木 周也 

歓迎挨拶 …行方市議会 議長 鈴木 義浩 

来賓祝辞 …環境省大臣官房環境計画課 課長 川又 孝太郎様 

来賓祝辞 …茨城県県民生活環境部環境政策課 課長 阿部 哲朗様 

10:30～12:15 首長パネルディスカッション、論点提起  （多目的ホール） 

「流域・水系を意識した持続可能な地域づくり」 

12:15～13:15 昼食 

13:15～16:45 分科会 

第 1 分科会「水環境の保全と環境を生かした地域づくり」 

（講座室１） 

第 2 分科会「ESD で地域を担う”ひと”と”つながり”を育てる！」 

（大研修室） 

第 3 分科会「産業振興とよみがえる地域資源」   （講座室２） 

17:30～19:00 交流会 （聖愛学園のぞみ園園児による演奏） （多目的ホール） 
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３日目 10 月 17 日（水） 会場：レイクエコーほか 

8:40～9:00 受付                   （館内多目的ホール前） 

9:00～10:30 一般発表                （多目的ホール） 

10:35～11:50 総括セッション               

「水とのつきあい方の秘訣－SDGs の達成に向けた地域間連携」 

11:55～12:15 閉会式                 （多目的ホール） 

 なめがた会議宣言採択…なめがた会議実行委員会 委員長 小林 久 

 次期開催地挨拶･･･行方市より東京事務局へ 

 閉会挨拶･･･行方市議会副議長 宮内 守 

12:15～12:50 昼食 

13:00～ 

（目安） 

エクスカーション 

①水郷潮来バスターミナル行き 

 レイクエコー→コテラス→鹿島神宮→水郷潮来 BT（15:00 頃） 

②成田空港行き 

 レイクエコー→コテラス→香取神宮→成田空港（15:10 頃） 

③茨城空港行き 

 レイクエコー→コテラス→観光物産館こいこい→茨城空港（15:50 頃） 
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全体会セッションの紹介・登壇者プロフィール 

  

パネルディスカッション  

「流域・水系を意識した持続可能な地域づくり」 

10 月 16 日（火） 

10:30～12:15 

くらしや産業に、地域の自然環境の保持・創出に欠かせない「水」。私たちは古くから様々

な形で水と関わりながら暮らしてきましたが、その関わり方は変わりつつあります。水との

関わりを流域・水系の単位で面的に捉え、多様なセクターと繋がることで新たな水環境との

関係を創出している地域の首長を迎え、持続可能な地域づくりの具体策を考えます。 

また、なめがた会議全体テーマと各分科会テーマに込めた想い、位置づけを解説し、全体会・

分科会での議論を通して深めたい論点を共有します。 

 

コーディネーター 

論点提起 
中口 毅博 氏（環境自治体会議環境政策研究所 所長／ 

芝浦工業大学システム理工学部教授） 

パネリスト 川又 孝太郎 氏（環境省大臣官房環境計画課長） 

山本 進 氏（北海道東神楽町長） 

「東神楽町の水資源～地下水の恩恵」 

鈴木 周也 氏（茨城県行方市長） 

「悠久なる「弐湖の國」の持続可能な地域づくり 

～千年つづく未来創造～」 

加藤 育男 氏（東京都福生市長） 

「みんなで学ぶ、みんなで守る 福生市の環境」 

宮本 泰介 氏（千葉県習志野市長） 

「『コラボレーション』による水辺環境の保全」 

blank 

 

 

■中口 毅博  環境自治体会議環境政策研究所 所長、芝浦工業大学 教授 

 

1959 年 静岡県三島市生まれ 

1983 年 筑波大学第 2 学群比較文化学類卒業 

2001 年 博士（学術）取得 

2001 年より NPO 法人環境自治体会議環境政策研究所所長 

2006 年より 芝浦工業大学システム工学部環境システム学科教授 

2012 年～2017 年 環境自治体会議事務局長 

環境政策、環境計画、環境マネジメント論、エコライフ論などが

専門。地域の環境政策や市民の目線での持続可能な地域づくりに

自ら関わるとともに、実践的な研究を行っている。自治体の環境

基本計画、温暖化対策、環境マネジメントシステムなどに関する

職員研修、国の委員会の委員経験多数 
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■川又 孝太郎  環境省大臣官房環境計画課長 

 

1994 年 東京大学大学院土木工学修士課程修了 

1994 年 環境庁入庁 

1996 年 大阪府農林環境部環境局大気課 

2003 年 外務省経済協力開発機構代表部一等書記官 

2009 年 アジア開発銀行持続可能な開発局環境・セーフガー

ド課環境専門官 

2012 年 環境省地球環境局国際連携課国際協力室長 

2015 年 外務省在ドイツ日本国大使館参事官 

2018 年 7 月より現職 

 

 

■山本 進  北海道東神楽町長 

 

1989 年 北海道大学法学部卒 

1989 年 東神楽町役場奉職 

1995 年 都市施設課都市計画係長 

1997 年 企画振興課都市計画係長 

2001 年 総務課情報管理係長 

2009 年 総務企画課主幹 

2011 年 まちづくり推進課主幹 

2011 年 東神楽町役場退職 

2012 年  東神楽町長就任（現在２期目） 

 

 

■鈴木 周也  茨城県行方市長 

 

1971 年 茨城県生まれ 

1994 年 東京農業大学生物産業学部卒 

JA 共済連職員などを経て 

2011 年 行方市議会議員に当選 

2013 年 行方市長就任（当時県内最年少、現在２期目） 

市民目線での子育て支援や人財育成、産学官連携による６次

産業化推進や防災対応型エリア放送開局など、挑戦的な政策

を展開。 
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■加藤 育男  東京都福生市長 

 

1954 年生まれ 

1972 年 私立桐朋高等学校卒業 

1976 年 早稲田大学社会科学部卒業 

1976 年 日本鋼管株式会社（現 JFEスチール株式会社）入社 

1981 年 きそば藤屋（株式会社藤屋代表取締役）入社 

2003 年 福生市議会議員（2 期 5 年） 

2008 年 第 5 代福生市長就任（現在 3 期目） 

（兼職）福生病院組合管理者、瑞穂斎場組合副管理者、西多

摩衛生組合副管理者、東京たま広域資源循環組合副管理者、

防衛施設周辺整備全国協議会副会長 

 

 

■宮本 泰介  千葉県習志野市長 

 

1973 年 千葉県習志野市生まれ 

1991 年 八千代松陰高等学校卒業 

1999 年 秀明大学政治経済学部卒業 

1999 年 習志野市議会議員選挙に初当選・就任 

2007 年 第 28 代習志野市副議長に就任 

2011 年 第６代習志野市長就任（現在２期目） 
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総括セッション  

「水とのつきあい方の秘訣－ＳＤＧｓの達成に向けた地域間連携」 

10 月 17 日（水） 

10:10～11:45 

パネルディスカッションや３つの分科会で展開された議論を振り返り、本大会の成果を共有

するとともに、これからの自治体の取り組み、次の大会に向けた課題などを見出します。 

 

コーディネーター 中口 毅博 氏（環境自治体会議環境政策研究所 所長／ 

芝浦工業大学システム理工学部 教授） 

パネリスト 岡澤 宏 氏【第 1 分科会コーディネーター】 

（東京農業大学地域環境科学部 教授） 

阿部 治 氏【第２分科会コーディネーター】 

（立教大学 ESD 研究所 所長） 

先﨑 千尋 氏【第 3 分科会コーディネーター】 

（環境自治体会議 監査役、元・茨城県瓜連町長） 

田中 充 氏（環境自治体会議アドバイザー／法政大学社会学部 教授） 

blank 

 

■岡澤 宏  東京農業大学地域環境科学部 教授 

 

1975 年 長野県長野市生まれ 

1998 年 東京農業大学農学部農業工学科卒業 

2003 年 北海道大学大学院農学研究科環境資源学専攻 

博士後期課程修了,博士（農学）の学位を取得 

2004 年 日本学術振興会特別研究員（PD） 

2010 年 特定非営利活動法人 環境修復保全機構 監事 

2005 年 東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科 助手 

     講師，准教授を経て 

2015 年 東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科 教授 

     現在に至る 

 
 
■阿部 治  立教大学 ESD 研究所 所長 

 

1955 年 新潟県塩沢町生まれ 

東京農工大学農学部環境保護学科、筑波大学大学院環境科学

研究科修了。 

筑波大学講師、埼玉大学助教授などを経て 2002 年から現職。 

現在、立教大学 ESD 研究所所長、日本環境教育学会会長、（認

定 NPO 法人）ESD-J 代表理事、ESD 世界の祭典推進フォー

ラム代表理事、（公社）日本環境教育フォーラム理事など。国

連 ESD の 10 年の提唱者として、ESD の普及にも尽力して

いる。 
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■先﨑 千尋  環境自治体会議 監査役、元・茨城県瓜連町長 

環境自治体会議設立呼びかけ人 

 

1942 年茨城県瓜連町（現那珂市）生まれ 

1977 年慶応義塾大学経済学部卒 

農協職員、瓜連町議、瓜連町長、ひたちなか農協代表理事専

務、ＮＰＯ法人有機農業推進協会理事長、茨城大学地域総合

研究所特命教授、筑波大・鯉渕学園非常勤講師などを歴任。

現在は農業、ヨネビシ醬油（株）取締役、茨城大学人文学部

市民共創教育研究センター客員研究員。茨城県市民連合共同

代表。著書に『永明農協 12 年のあゆみ』（永明農協）、『農協

の地権者会活動』『農協のあり方を考える』『農協に明日はあ

るか』（以上日本経済評論社）、『よみがえれ農協』（全国協同

出版）、『ほしいも百年百話』『白土松吉とその時代』『前島平

と七人組』（『以上茨城新聞社』）、『日本農業論』『経済政策』

（共著、以上有斐閣）、『干しいも事典』（共著、いも類振興会）

など。 

 

 

■田中 充  法政大学社会学部 教授、環境自治体会議 アドバイザー 

 

1952 年 長野県生まれ 

1978 年 東京大学理学部を経て同大学院理学系研究科 

修了、理学修士 

1978 年 川崎市役所入所、公害局・環境局等に勤務 

2001 年 法政大学社会学部及び同大学院政策科学研究科 教授 

1992 年 5 月 第 1 回環境自治体会議池田会議に出席 

現在、中央環境審議会総合政策部会委員、同地球環境部会気候変

動影響評価等小委員会委員、同総合政策部会環境影響評価小委員

会委員等のほか自治体環境審議会委員等。環境アセスメント学会

会長。主な著書に「気候変動に適応する社会」（技法堂）、「地球

からの低炭素・エネルギー政策の実践」（ぎょうせい）、「環境条

例の制度と運用」（信山社）等多数。 
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分科会の概要 

  

第１分科会 【水環境保全】 

水環境の保全と環境を生かした地域づくり 

10月16日（火）13:15～16:45 

講座室１ 

かつて暮らしの中で習慣的に行われてきた水辺・水環境の保全活動は、高齢化・人口減少によ

りその担い手を失いつつあります。湖沼・河川・水路など生活に近い水環境において、地域の

人材や資源を上手く活用し打開策を見出している事例を学び、新たな水環境との関わり方を探

ります。霞ヶ浦の環境再生事業について現地見学も行います。 

 

コーディネーター 岡澤 宏 氏（東京農業大学地域環境科学部 教授） 

話題提供者 佐藤 秀行 氏（群馬県東吾妻町地域政策課 係長） 

「箱島名水とほたるの里づくり」 

小西 由希子 氏（NPO 法人ちば環境情報センター 代表） 

「いきもののにぎわいとつながり・・・谷津田守り人 この指とまれ」 

川島 省二 氏（一般社団法人茨城県環境管理協会 環境事業部 部長） 

「地域協働による環境改善を目指して～人と湖沼の共生のあり方～」 

海老澤 武美 氏（きたうら広域漁業協同組合 代表理事組合長） 

「霞ヶ浦の水の歴史について」 
blank 

 

第２分科会 【ＥＳＤ】 

ＥＳＤで地域を担う”ひと”と”つながり”を育てる！ 

10月16日（火）13:15～16:45 

大研修室 

単に環境問題を学ぶだけでなく、よりよい地域づくりの担い手となる人材を育てるためには、

自治体としてＳＤＧｓ・ＥＳＤをどのように捉え実践すべきか？効果的な自治体間連携とはど

のような姿なのか？地域ぐるみでＥＳＤを進めている自治体の取り組みから考えます。 

また会員自治体の職員が今年度からスタートした「政策研究プロジェクト：変わりゆく自治体

の将来像を踏まえた戦略的な環境学習の実施手法について」の進捗状況を報告します。 

 

コーディネーター 阿部 治 氏（立教大学ＥＳＤ研究所 所長） 

話題提供者 白幡 勝美 氏（気仙沼ＥＳＤ/ＲＣＥ推進委員会 委員長） 

「気仙沼市における ESD のこれまでとこれから」 

清水 哲也 氏（東京都多摩市教育委員会 教育長） 

「地･産･学･官の連携で『2050 年の大人づくり』」 

内藤 元久 氏（岡山市市民協働局市民協働部ＥＳＤ推進課 主幹） 

「岡山市におけるＥＳＤの取組について」 

環境自治体会議 政策研究プロジェクトメンバー 

「プロジェクトの進捗状況について」 
blank 
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第３分科会 【６次産業】 

産業振興とよみがえる地域資源 

10月16日（火）13:15～16:45 

講座室２ 

地域資源を磨き地場産業の振興につなげる手法、本当に地域のためになる 6 次産業の展開方

策について、民間の取り組みと行政による支援策の両面から考えます。フィールドワークとし

て、民間活力を導入し、廃校を活用して農業テーマパークとして整備された「なめがたファー

マーズヴィレッジ」の見学を行います。 

 

コーディネーター 先﨑 千尋 氏（環境自治体会議 監査役、元・茨城県瓜連町長） 

話題提供者 幡谷 恭一 氏（行方市農林水産課6次産業推進室兼農業振興センター室長兼所長） 

「行方市における６次産業の推進について」 

加藤 俊一 氏（茨城県農林水産部農業政策課 課長補佐） 

「茨城県における６次産業の推進について」 

金田 富夫 氏（なめがた農業協同組合 営農経済部 部長） 

「農林水産祭天皇杯受賞に至る取り組みの経緯」 

木下 哲郎 氏（株式会社なめがたしろはとファーム シニアマネージャー） 

「なめがたファーマーズヴィレッジについて」 

blank 
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一般発表 

会場：多目的ホール 

環境や持続可能な地域づくりに関する政策や実践事例、研究成果や製品・サービスなどに関す

る発表を、会員・非会員、自治体・民間を問わず広く募集したものです。今回は６題のエント

リーがありました。 

 

発 

表 

者 

平野 一彦 氏 （国土交通省 霞ヶ浦河川事務所 副所長） 

「霞ヶ浦における水環境改善の取り組みについて」 

田村 誠 氏（茨城大学地球変動適応科学研究機関 准教授） 

「地方自治体における気候変動影響と適応策」 

倉阪 秀史 氏（千葉大学大学院社会科学研究院 教授） 

「未来カルテを活用した持続可能な地域づくり」 

小澤 はる奈 氏（環境自治体会議環境政策研究所 理事長） 

「福島県内４地域における再生可能エネルギーの取り組み」 

三柴 淳一 氏 ／ 浦本 三穂子 氏 

（国際環境 NGO FoE Japan／サラワク・キャンペーン委員会） 

「自治体にもできる熱帯林保全！～違法リスクの高い熱帯合板不使用宣言で

SDGs 目標達成への貢献を！」 

大輪 淑子 氏 

（行方市家庭排水浄化推進協議会） 

「行方市家庭排水浄化推進協議会の活動について」 

 

 


