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開会宣言
上田　泰弘

（全国過疎地域連盟熊本県支部支部長・美里町長）

歓迎挨拶
蒲島　郁夫
（熊本県知事）

主催者挨拶
寺田　　稔
（総務大臣）

開会式

「過疎 新時代」「過疎 新時代」新しい時代の流れを力にする ー 創造的復興の現場からメッセージ ー新しい時代の流れを力にする ー 創造的復興の現場からメッセージ ー
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優良事例表彰式　講評
宮口　侗廸

（過疎地域持続的発展優良事例表彰委員会 委員長・早稲田大学名誉教授）

表彰式

受賞記念写真

表彰式

全国過疎問題シンポジウム2022 in くまもと全国過疎問題シンポジウム2022 in くまもと
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基調講演（会場風景） 全大会（会場風景）

パネルディスカッション パネルディスカッション パネリスト

交流会 交流会　山鹿灯籠踊り

基調講演 基調講演
小田切 徳美

（明治大学農学部 教授）

「過疎 新時代」「過疎 新時代」新しい時代の流れを力にする ー 創造的復興の現場からメッセージ ー新しい時代の流れを力にする ー 創造的復興の現場からメッセージ ー
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第１分科会（宇城市） 第１分科会　現地視察

第 2 分科会（美里町） 第 2 分科会　現地視察

第 3 分科会（水俣市） 第 3 分科会　現地視察

第 4 分科会（多良木町） 第 4 分科会　現地視察

全国過疎問題シンポジウム2022 in くまもと全国過疎問題シンポジウム2022 in くまもと
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「過疎 新時代」「過疎 新時代」新しい時代の流れを力にする ー 創造的復興の現場からメッセージ ー新しい時代の流れを力にする ー 創造的復興の現場からメッセージ ー



市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市）

7

全国過疎問題シンポジウム2022 in くまもと全国過疎問題シンポジウム2022 in くまもと

「過疎 新時代」
新しい時代の流れを力にする
ー	創造的復興の現場からメッセージ	ー

全体会　10 月 20 日（木）

12：00 受付開始

13：00 開 会 式
　◦開 会 宣 言　全国過疎地域連盟熊本県支部支部長（美里町長）
　◦主催者挨拶　総務大臣
　◦歓 迎 挨 拶　熊本県知事

13：20 令和 4 年度　過疎地域持続的発展優良事例表彰式

13：50 休　　憩

14：05 基調講演
　『にぎやかな過疎』を目指して
　　講師　小田切 徳美	氏

15：00 休　　憩

15：10 パネルディスカッション	
　『過疎	新時代』新しい時代の流れを力にする	
　　　　　　―創造的復興の現場からメッセージ―
　コーディネーター	
　　図司 直也	氏（法政大学現代福祉学部教授）
　パネリスト	
　　	藤井 靖史	氏	（福島県西会津町CDO）	

馬袋 真紀	氏	（兵庫県朝来市総合政策課	課長補佐）	
門﨑 博幸	氏	（熊本県球磨村副村長）	
久保 尭之	氏	（一般社団法人みなみあそ観光局戦略統括マネジャー）

16：40 次期開催県紹介

16：45 閉　　会



第 1 分科会（宇城市）

第 3 分科会（水俣市）

第 2 分科会（美里町）

第 4 分科会（多良木町）
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「過疎 新時代」「過疎 新時代」新しい時代の流れを力にする ー 創造的復興の現場からメッセージ ー新しい時代の流れを力にする ー 創造的復興の現場からメッセージ ー

8：30 熊本市出発

9：30 過疎地域持続的発展優良事例発表会
コーディネーター
　宮口 侗廸	氏
　（早稲田大学名誉教授）
事例発表者
　総務大臣賞	及び	全国過疎地域
　連盟会長賞受賞団体

11：45 現地視察（希望者のみ）
　①	道の駅	不知火	
（昼食：刺身定食）

　②	くまもと☆農家ハンター	
（ジビエファーム、宮川洋蘭）

　③	世界遺産	三角西港	
（明治の港湾施設・レトロな建物が現存）

17：00 解散（熊本駅）

8：00 熊本市出発
10：10 現地取組紹介

◆パネルディスカッション
【テーマ】
『つながる拠点』による安心な暮らしづくり
誰もが住み慣れた場所で、いつでも適切な医療を
受けられ、安心して暮らし続けられる地域づくり
は、多くの地方都市や過疎地域に共通する課題で
はないでしょうか。
これらの課題解決にチャレンジするため、I ＣＴ
技術の活用によるオンライン診療等の取組を紹介
します。

◆デモンストレーション
会場と仮想の診察所を結んで、オンライン診
療の取組をご覧いただきます。

12：00 現地視察（希望者のみ）
（昼食：わっぱめし弁当／みなまた和紅茶の試飲）
　①	エコパーク水俣	
（竹林園、親水護岸、恋人の聖地）

　②道の駅「みなまた」
17：00 解散（熊本駅）

8：30 熊本市出発

10：00 過疎地域持続的発展優良事例発表会
コーディネーター
　図司 直也	氏
　（法政大学現代福祉学部教授）
事例発表者
　総務大臣賞	及び	全国過疎地域
　連盟会長賞受賞団体

12：20 現地視察（希望者のみ）
（昼食：弁当）
　①	フットパス	
（堅志田城下ため池コース 約 4km）

　②道の駅美里	佐俣の湯

16：30 解散（熊本駅）

8：00 熊本市出発

10：15 現地取組紹介
取組発表者：	一般財団法人たらぎまちづ

くり推進機構
【テーマ】
地域の Challenge を創り、育てる
「Challenge	for	Change」を企業理念に掲げ、
変化へ挑戦し続ける地域商社「たらぎ財団」。地
域のハブ（繋ぎ手）として、多良木町と都市部の
企業や人材を繋ぎ、新しい取組を伴走して、地域
にワクワクを創出しています。

11：15 現地視察（希望者のみ）
　①	地元焼酎蔵	
（昼食：弁当／多良木町交流館石倉）

　②	多良木えびす物産館、	
簡易宿泊施設ブルートレインたらぎ

　③たらぎ田んぼのチカラ研究会
　④国宝	青井阿蘇神社（人吉市）

17：00 解散（熊本駅）

1010 月月 2121 日日（（金）金）分科会・現地視察分科会・現地視察

第 1・第 2 分科会／過疎地域持続的発展優良事例発表・現地視察

第 3・第 4 分科会／現地取組紹介・視察


