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地域経済産業グループ
平素より経済産業行政にご理解賜り、誠にありがとうございます。
この度、内閣府地方創生推進事務局と経済産業省が協力し、企業版ふるさと納税（概要、
企業や自治体の事例紹介）を中心に、地方創生関連施策等を幅広く紹介するセミナーを、
下記の通り、東京会場を含む全国 9 箇所にて開催させていただくこととなりました。
皆様におかれましては、万障お繰り合わせの上、御出席いただきますよう御願い申し上
げます。
記
<東京会場＞
・日時：平成 29 年 10 月 30 日（月）13:30～16:30
・会場：経済産業省 本館 地下 2 階 講堂
・住所：東京都千代田区霞が関 1-3-1
・プログラム
１，制度説明
説明者；末宗 徹郎 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生総括官補
・地方創生の新展開について
・企業版ふるさと納税について
２，講演
・SUBARU 株式会社による発表
・茨城県境町による発表
３，経済産業省からの説明
説明者：田川 和幸 経済産業省 地域経済産業政策統括調整官
※東京会場以外の開催日時、申し込み方法（FAX、電子メール等）については別紙をご覧下
さい。
以上

地方創生ステップアップセミナーの開催及び参加者の募集
について
１．開催概要
このたび地方創生推進事務局では、経済産業省と共催で、地方創生に関わる自治体や企
業の皆様を対象に、企業版ふるさと納税を中心に、地方拠点強化税制、地方創生カレッジ、
地方創生推進交付金等の地方創生関連施策を幅広く紹介するセミナーを開催します。

２．日時及び開催場所
【札幌会場】
日時：平成 29 年 11 月 28 日（火）13:30～15:10
場所：北海道経済産業局第１会議室
所在地：北海道札幌市北区北８条西２丁目１−１ 札幌第１合同庁舎６階
・制度説明

講師：萩原 啓（内閣府地方創生推進事務局参事官補佐）

・講演Ⅰ：（未定）
・講演Ⅱ：北海道新ひだか町

【仙台会場】
日時：平成 29 年 11 月 10 日（金）13:30～15:10
場所：仙台第二合同庁舎講堂
所在地：宮城県仙台市青葉区本町 3-2-23
・制度説明

仙台第二合同庁舎２階

講師：山崎俊巳（内閣府地方創生推進事務局審議官）

・講演Ⅰ：アルビオン株式会社
・講演Ⅱ：岩手県遠野市

【東京会場】
日時：平成 29 年 10 月 30 日（月）13:30～16:30
場所：経済産業省講堂
所在地：東京都千代田区霞が関 1-3-1
・制度説明

講師：末宗徹郎（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局総括官補・

内閣府地方創生推進室次長）
・講演Ⅰ：SUBARU 株式会社
・講演Ⅱ：茨城県境町
・経済産業省からの説明
講師：田川 和幸 （経済産業省 地域経済産業政策統括調整官）
【富山会場】
日時：平成 29 年 11 月 17 日（金）13:30～15:10
場所：富山合同庁舎共用５階会議室
所在地：富山県富山市牛島新町１１−７
・制度説明

富山合同庁舎５階

講師：千葉 信義（内閣府地方創生推進事務局参事官）

・講演Ⅰ：（未定）
・講演Ⅱ：福井県福井市

【名古屋会場】
日時：平成 29 年 11 月 13 日（月）14:00～16:00
場所：ウインクあいち 901 会議室
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38
・制度説明

講師：萩原 啓（内閣府地方創生推進事務局参事官補佐）

・講演Ⅰ：中日本氷糖株式会社
・講演Ⅱ：岐阜県各務原市
※講演に続き、経済産業省による事業者向け説明会が開催されます。

【大阪会場】
日時：平成 29 年 11 月 29 日（水）10:00～11:40
場所：大阪合同庁舎 1 号館 第 1 別館大会議室
所在地：大阪府大阪市中央区大手前 1－5－44 大阪合同庁舎 1 号館 第 1 別館 2 階
・制度説明

講師：山崎俊巳（内閣府地方創生推進事務局審議官）

・講演Ⅰ：サンポリマー株式会社
・講演Ⅱ：兵庫県たつの市

【広島会場】
日時：平成 29 年 10 月 27 日（金）13:30～15:10

場所：中国経済産業局第１会議室
所在地：広島県広島市中区上八丁堀 6－30 広島合同庁舎２号館２階
・制度説明

講師：千葉 信義（内閣府地方創生推進事務局参事官）

・講演Ⅰ：両備ホールディングス株式会社
・講演Ⅱ：岡山県玉野市

【高松会場】
日時：平成 29 年 11 月 27 日（月）13:30～15:10
場所：四国経済産業局 607 会議室
所在地：香川県高松市サンポート 3 番 33 号高松サンポート合同庁舎北館 6 階
・制度説明

講師：堀 雄一郎（内閣府地方創生推進事務局参事官補佐）

・講演Ⅰ：（未定）
・講演Ⅱ：徳島県
※講演に続き、経済産業省による事業者向け説明会が開催されます。

【福岡会場】
日時：平成 29 年 11 月 9 日（木）15:00～16:40
場所：福岡合同庁舎新館共用大会議室
所在地：福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎新館 3 階
・制度説明

講師：濱田 厚史（内閣府地方創生推進事務局参事官）

・講演Ⅰ：（未定）
・講演Ⅱ：長崎県

３．参加申込方法及びお問い合わせ先
参加には事前登録が必要ですので、参加を希望される方は、開催３日前までに電子メー
ル、FAX または専用のホームページにてご希望の会場にお申し込みください。
○電子メールでお申し込みの場合
企業名（地方公共団体名など）、役職、氏名、電話番号をご入力の上、各会場のお申込み
先アドレスにメールを送信ください。
○FAX でお申し込みの場合
添付の「参加申込書」に必要事項をご記入の上、各会場のお申込み先に FAX を送信くだ
さい。
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022-261-7390

会場

東北経済産業局

022-221-4861

総務企画部総務
課企画室（百目
鬼、船田）

東京
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会場

http://www.kanto.meti.go.jp/event/201710
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課（廣田、土屋）

cgk-kikaku@meti.go.jp

中国経済産業局

広島

082-224-5641
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052-951-2694

06-6966-6001
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総務企画部企画
調査課（信岡、
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o.jp

087-811-8549

四国経済産業局

087-811-8503

総務企画部総務
課（池上、眞本）

福岡

kyushu-sousei-pf@meti.
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go.jp

092-482-5390

九州経済産業局
地域経済部地域
経済課（内村、
仁戸田）

092-482-5574

・希望者が会場の収容人数を超えた場合は、申し込みを締め切らせていただきます。
・お申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、参加の可否確認等ご本人への連絡
を行う場合に限り利用させていただきます。

＜報道関係の皆様へ＞
•当日は報道関係者席を設ける予定にしておりますが、説明会への参加を御希望される場合
は、必ずお申し込みいただきますようお願いします。
•会場によっては、撮影のための手続が必要な場合がございます。会場内でのカメラ撮影や
インタビュー撮影などを希望される場合は、事前に担当まで御連絡ください。

＜留意事項＞
・会場までは公共交通機関を御利用ください。
・会場までの交通費は自己負担となります。
・担当の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
・会場での飲食は御遠慮ください。
・会場では、携帯電話の着信音等は、音が鳴らない設定にしてください。
・会場付近には、本説明会に参加される方以外にも施設を利用する方がいらっしゃいます
ので、他の利用者の迷惑にならないよう御注意ください。
•その他、担当職員の指示に従ってください。

