同時発表：愛知県、国土交通本省

平成２８年１２月２２日
国土交通省中部地方整備局

国土政策フォーラム in 愛知

｢我が国の成長を牽引する中京大都市圏づくり｣
～対流を湧き起こすスーパー・メガリージョンのセンターを目指して～
を開催します
平成 28 年 3 月に決定した、新たな「中部圏広域地方計画」では、2050 年の中部圏を展
望する中で、2027 年のリニア中央新幹線「東京～名古屋」間開業を見据えた今後概ね 10
ヶ年間の中部圏の国土づくりの指針として、
「世界から、ヒト、モノ、カネ、情報を一層呼
び込むことができる世界のイノベーションセンターへと変革させていく」との方向性が示
されたところです。
このため、中部圏の中核的な役割を担う中京大都市圏が、リニアの効果を広域的に行き
渡らせ、国際的な都市間競争に打ち勝つことができる都市圏づくりの推進にむけて、フォ
ーラムを下記の通り開催しますので、お知らせします。
記
１ 開催日時：平成２９年１月３１日（火）午後３時～５時（午後２時３０分開場）
２ 開催場所：今池ガスホール
（名古屋市千種区今池１－８－８ 今池ガスビル９Ｆ）
３ 主
催：愛知県、国土交通省国土政策局、国土交通省中部地方整備局 、中部圏広域地方計画協議会
４ 開催内容：（詳細は別添資料参照）
（１）主催者挨拶（敬称略）
藤井 健 （国土交通省国土政策局長）
大村 秀章（愛知県知事）
豊田 鐵郎（中部圏広域地方計画協議会会長(一般社団法人中部経済連合会会長))
（２）基調講演（敬称略）
演 題：「中京大都市圏づくりにおける愛知県の取組について」
愛知県知事
大村秀章
（３）パネルディスカッション（敬称略、50 音順）
テーマ：｢我が国の成長を牽引する中京大都市圏づくりについて
～対流を湧き起こすスーパー・メガリージョンのセンターを目指して～」
・コーディネーター
学校法人梅村学園理事・中京大学学術顧問
奥野 信宏
・パネリスト
中京大学経済学部客員教授・学校法人梅村学園評議員
内田 俊宏
一般社団法人中部経済連合会 専務理事
小川 正樹
国土交通省 中部地方整備局長
塚原 浩一
愛知大学 地域政策学部教授
戸田 敏行
５ その他 入場無料（先着 350 名 事前申し込み必要 （別添資料参照））
６ 配付先 中部地方整備局記者クラブ
※愛知県、国土交通本省同時発表
【問合せ先】
もりやま

し が

国土交通省中部地方整備局企画部 広域計画課 森山、志賀
電話：052-953-8129（ダイヤルイン）,FAX：052-953-8294
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開催日時

リニア中央新幹線で三大都市圏が結ばれることに
よって、約7,000万人の人口を擁する世界最大のスー
パー・メガリージョンの形成が期待されています。
三大都市圏が個性をさらに際立たせ、一体化し、国内
外との対流を湧き起こすスーパー･メガリージョンのセ
ンターとなることを目指して、名古屋を中心に概ね80
〜100km圏に広がる
「中京大都市圏」
には、一体性の
強い産業集積を生かし、世界の中で競争力を高め、中部
圏ひいては我が国の成長を牽引していくことが求めら
れています。
このフォーラムでは、世界の中で存在感を発揮し、
世界からヒト、
モノ、
カネ、情報を一層呼び込む大都市圏
の実現を目指し、中京大都市圏づくりについて、皆さん
とともに考えていきます。

（火）
平成29年1月31日
午後3時〜5時

山・鉾・屋台行事

（亀崎潮干祭の山車行事）

開催場所

今池ガスホール

名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル9F

入場無料

プログラム

基調講演 「中京大都市圏づくりにおける愛知県の取組について」 愛知県知事

「我が国の成長を牽引する中京大都市圏づくり

〜対流を湧き起こすスーパー・メガリージョンのセンターを目指して〜」
◆コーディネーター

学校法人梅村学園理事・中京大学学術顧問

奥野 信宏

パネリスト

パネルディスカッション

大村秀章

◎中京大学

経済学部客員教授
学校法人梅村学園評議員

◎国土交通省
中部地方整備局長

定員350名
（敬称略）

◎（一社）中部経済連合会

内田 俊宏
塚原 浩一

専務理事
◎愛知大学
地域政策学部教授

主催：愛知県・国土交通省国土政策局・国土交通省中部地方整備局・中部圏広域地方計画協議会

小川 正樹
戸田 敏行

国土政策フォーラム in 愛知

我が国の成長を牽引する中京大都市圏づくり
〜対流を湧き起こすスーパー・メガリージョンのセンターを目指して〜

プログラム（敬称略）
14：30
15：00

基調講演（敬称略）
愛知県知事

開場
主催者挨拶

大村 秀章

藤井 健
大村 秀章

国土交通省 国土政策局長
愛知県知事

中部圏広域地方計画協議会 会長
（一社）
中部経済連合会 会長

〈経歴〉1982年東京大学法学部卒業後、
農林水産省入省。
1996年衆議院議員
（5期連続当選）、
2006年内閣府副大臣、2008年厚生労働副大臣、
2010年衆議院決算行政監視委員長。
2011年2月愛知県知事に当選し、現在２期目。

豊田 鐵郎

基調講演
中京大都市圏づくりにおける愛知県の取組について
愛知県知事
大村 秀章
15：40 パネルディスカッション
「我が国の成長を牽引する中京大都市圏づくり
15：15

コーディネーター（敬称略）
学校法人梅村学園理事・中京大学学術顧問

奥野 信宏

学校法人梅村学園理事
中京大学学術顧問

奥野 信宏

●パネリスト

中京大学 経済学部客員教授
学校法人梅村学園評議員

中京大学 経済学部客員教授・学校法人梅村学園評議員

小川 正樹
塚原 浩一
戸田 敏行

国土交通省 中部地方整備局長
愛知大学 地域政策学部教授

17：00

パネリスト（敬称略・50音順）

内田 俊宏

（一社）
中部経済連合会 専務理事

閉会

内田 俊宏

錦通
地下鉄 東山
線

広小路通

デイリーストア
今池駅

今池

今池西

今池交番東
ガスト
千種郵便局
りそな銀行

環状線

今池ガス
ビル 9F

申込要領

今池北

小川 正樹

今池ガスホール
至池下方面

至名古屋駅方面

地下鉄
桜通線

（一社）中部経済連合会 専務理事

会場

N

ドン・キホーテ
スギ薬局
イオン

うちだ としひろ

〈経歴〉1991年一橋大学経済学部卒業後、
野村證券入社。
1993年東海総合研究所入社。2002年名古屋大学大学
院経済学研究科博士前期課程修了。2002年名古屋大学
経済学部国際経済動態研究センター客員研究員。2006年
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングシニアエコノミスト。
2015年4月より現職。

会場周辺地図
桜通

おくの のぶひろ

〈経歴〉1969年 京都大学大学院農業経済学専攻修士
課程修了。京都大学助手、名古屋大学経済学部教授、経
済学部長、副総長等を経て、2004年から中京大学に勤
務。国土審議会会長・計画推進部会長･企画モニタリン
グ委員会委員長、内閣府共助社会づくり懇談会座長、内
閣官房ナショナル・レジリエンス懇談会委員等を務める。

〜対流を湧き起こすスーパー・メガリージョンのセンターを目指して〜」

●コーディネーター

おおむら ひであき

おがわ まさき

〈経歴〉
1978年東京工業大学工学部卒業後、
中部電力入社。
2005年同社名古屋支店法人営業部長、2007年同社参
与秘書部付財団法人ファインセラミックスセンター出向
（常務理事）、2010年同社執行役員長野支店長兼流通本
部付、2011年同社参与として社団法人中部経済連合会
に出向（常務理事事務局長）、2016年6月より現職。同年
中部電力顧問。

名古屋市千種区今池1-8-8
今池ガスビル9F

■地下鉄東山線
・桜通線
「今池駅」下車

今池駅
10番出口直結

国土交通省 中部地方整備局長

塚原 浩一

●駐車場は用意して
おりません。
会場へは公共交通機関
でお越しください。

つかはら ひろかず

〈経歴〉1985年東京大学大学院工学系研究科修了後、
建設省入省。
2011年7月国土交通省九州地方整備局企画部長。
2013年7月国土交通省水管理・国土保全局防災課長。
2014年7月国土交通省水管理・国土保全局河川計画課長。
2016年6月より現職。

入場無料・定員350名

愛知大学 地域政策学部教授

戸田 敏行

●どなたでもご参加できますが、席に限りがありますので、はがき、
ファックス、
メールのいずれかの方法でお申し込みください。

とだ としゆき

〈経歴〉1982年豊橋技術科学大学大学院工学研究科修
士課程建設工学専攻修了。同大学大学院博士課程環境・
生命工学修了、博士(工学)。1985年社団法人（現公益社
団法人）東三河地域研究センター入所、常務理事を経て
副理事長・研究顧問。2007年〜2011年豊橋技術科学
大学客員教授。2011年4月より現職。2013年より愛知
大学三遠南信地域連携研究センター長。

●締め切りは1月24日
（火）
まで。
ただし、定員に達し次第締め切らせていただきます。
●申込者の個人情報は、当フォーラムの運営目的に使用するものであり、主催者が
安全に管理し保護を徹底します。法令に基づく場合などを除き、第三者に開示・提
供することはありません。

・ファックスでお申し込みの場合は、下記に記載の上、
この部分を切り取らずにそのまま送信してください。

所属又 は 住 所

役 職・氏 名

送り先：愛知県政策企画局企画課 FAX 052-971-4723
■お問い合わせ／愛知県政策企画局企画課

E-mail

電 話（ 連 絡 先 ）

kikaku@pref.aichi.lg.jp

〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2 TEL/052-954-6472
（ダイヤルイン）

