令 和 元 年 ９月 ３０日
中部地方整備局建政部
美 濃 市 同 時 発 表

中部歴史まちづくりサミットを開催します！
～美濃和紙・うだつの上がる町並みで知られる美濃市に１５都市の首長等が集結！～

令和元年１０月３０日、岐阜県美濃市において、歴史まちづくりに積極的に取り組む
１５都市の首長等が一堂に会し、今後の歴史まちづくりの展望を話し合う「中部歴史ま
ちづくりサミット」を開催します。
今回のサミットでは、令和という新しい時代を迎え、日本の歴史・伝統文化を PR する
ための施策や各都市の魅力を高めるための取組を発表すると共に、各都市が抱える
課題に対する意見交換を行います。また、歴史まちづくりを広く普及させる新しい取組
として、歴史通で知られる高橋英樹氏（俳優・声優）の記念講演を予定しております。
１．日 時： 令和元年 10 月 30 日（水） 13:00～17:35（予定）
２．場 所： 美濃市文化会館 岐阜県美濃市泉町 45-3
３．募集人員： 定員 450 名（事前申し込みによる先着順） 入場無料
４．内 容： ①北海道大学
②俳 優 ・ 声 優

越澤 明 名誉教授による基調講演
高橋 英樹氏による記念講演

③15 都市の首長等によるパネルディスカッション
５．配布先： 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、静岡県政記者クラブ、
三重県政記者クラブ、三重県政第二記者クラブ
６．資 料： 別添のとおり
７．その他： 取材をご希望される報道機関におかれましては、別紙 1「取材申込書」により
事前に FAX でお申し込みください。（令和元年 10 月 23 日（水）12 時まで）
高橋英樹氏の撮影については、報道機関のみ 10 分程度可とし、放送は
ニュースのトピックス程度までとさせていただきます。また、個別取材は不可
とさせていただきます。なお、一般参加者の撮影等はご遠慮いただきます。
【問合せ先】
中部地方整備局 建政部 計画管理課 課
長 宇梶 貴丈
課長補佐 伊藤 武
TEL: 052-953-8571

別紙１
中部地方整備局 建政部 計画管理課 行
（FAX：０５２－９５３－８６０５）

中部歴史まちづくりサミット
取材申込書

FAX 送信期限：令和元年 10 月 23 日（水） 12 時 00 分まで

１．報道機関名

２．取材者等
（１）代表者氏名
（２）連絡先

TEL

（３）取材人数

３．その他
・当日、取材対応を 12 時 30 分から行いますので、取材される方は必ず「受付」にて
手続きをお願い致します。

【問合せ先】
国土交通省中部地方整備局
建政部 計画管理課 課
長 宇梶 貴丈
課長補佐 伊藤 武
TEL：052-953-8571
FAX：052-953-8605

2019年10月30日 水

13:00～17:35 (開場12:00）

会場｜ 美濃市文化会館

①基調講演･･･････････････13:30～13:45

入場無料 事前申込制

先着

450名様

※お席には限りがございます
※１人２枚まで申込みが可能です
※当日の入場は事前に配布する整理券が必要です

「歴史まちづくり法の意義と美濃市の歴史まちづくり」越澤 明 氏

②記念講演･･･････････････13:50～15:05

「高橋英樹のおもしろ日本史」 高橋 英樹 氏

③パネルディスカッション･････15:20～16:45

「新時代の歴まちを創造する～令和の歴史まちづくり～」
パネリスト

歴史まちづくりに取り組む15都市の首長等

コーディネーター

越澤 明 氏

越澤 明 氏

高橋 英樹 氏

申込方法

申込用紙に必要事項を記載の上、窓口またはメールにて申込み
窓口

美濃市 建設部 都市整備課

メール

rekimachi@city.mino.lg.jp

(岐阜県美濃市1350番地

※電話、FAXでの申込は不可

美濃市役所２階）

申込用紙ダウンロード ☞ http://www.city.mino.gifu.jp/pages/43301

期間

窓口
メール

10月7日(月)午前8時30分から23日(水)まで（受付時間 8:30~17:15 土・日・祝を除く）
10月7日(月)午前8時30分から23日(水)まで（受付時間 随時）

（先着順

定員になり次第、締切りとさせていただきます）

※長良川鉄道越美南線 美濃市駅より徒歩15分、同梅山駅より徒歩5分

※お申し込みの際にいただいた個人情報は、当サミットの申し込みのためだけに使用し、その他の目的に使用することはありません。 ※美濃市文化会館には駐車場がありませんので、周辺の駐車場をご利用下さい

共 催 : 美 濃 市 、国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局

第7回中部歴史まちづくりサミットin美濃
新時代の歴まちを創造する～令和の歴史まちづくり～

国土交通省
越澤

明

美濃市歴史まちづくり協議会 会長
北海道大学名誉教授

【Profile】
東京大学大学院博士課程 修了、東京大学工学博士。国土交通省 社会資本整備審議会 都市計画・歴史的
風土分科会分科会長として歴史まちづくり法案の答申取りまとめを行う。 犬山市歴史まちづくり協議会
会長、長浜市歴史まちづくり協議会アドバイザー、守山市政策アドバイザー、一般財団法人住宅保証支
援機構理事長、江戸東京博物館運営委員など公職歴任。鎌倉市市政功労者、国土交通大臣感謝状都市計
画法制定百周年記念など表彰多数。

高橋

英樹

俳優・声優

【Profile】
1961年、高校在学中に日活ニューフェース第5期として日活株式会社に入社、「高原児」でデビュー。
以後「激流に生きる男」「男の紋章」シリーズ 「けんかえれじい」「戦争と人間」「伊豆の踊り子」等
映画黄金時代に多数出演活躍する。デビューしてから現在まで、「竜馬がゆく」「国盗り物語」等の
NHK 大河ドラマ、その他時代劇、現代ドラマ、バラエティ、MC等で長年にわたり幅広く第一線で活躍
を続けている。また、雑誌歴史人で掲載していた「高橋英樹の歴史通」をまとめたものが、
『高橋英樹のおもしろ日本史』として出版され、第2回野村胡堂文学賞特別賞を受賞。

コーディネーター

越澤 明

美濃市歴史まちづくり協議会会長
北海道大学名誉教授
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歴まちオンライン情報
中部地方整備局webサイト
歴史まちづくり法の概要や歴史まちづくり認定都市の取り組み等に
ついて掲載しているほか、各都市の観光情報も掲載しています。

日本まんなか歴まち協議会 公式Instagram
歴史まちづくりに取り組む都市の魅力やイベント
情報などを写真等で紹介しています。

■お問い合わせ
○国土交通省 中部地方整備局 建政部 計画管理課
TEL:052-953-8571 FAX:052-953-8605
Ｅ-mail：cbr-keikakukanri@mlit.go.jp

○美濃市 建設部 都市整備課
TEL:0575-33-1122 FAX:0575-31-0052
Ｅ-mail: rekimachi@city.mino.lg.jp

