
 

「東北圏広域地方計画」推進に関する情報紙 

『東北圏だより』            
  
 

未来を拓く！あつまれこうむいんの森～事例から学ぶ地方創生オンラインセミナー～  

 
開催のお知らせ（第４回、第５回） 

                   東北経済産業局 

東北経済産業局では、東北管内で地方創生の業務に関わる行政職員と事業者を対象に、新型コロナウイルスを契機

として加速した地方創生に係る取組（DX、オンライン教育、ワーケーション、EBPM 等）について先進地域のキー

マン（事業者及び自治体職員）からお話を伺うオンラインセミナー（計５回）を開催します。 

▼本セミナー関連掲載ページ（東北経済産業局ホームページ） 

https://www.tohoku.meti.go.jp/kikaku/chihososei/topics/210112.html 
 

【第４回開催概要】 

◆テーマ 

自治体における EBPM の実践に本当は必要なこと 

～データ＆ストーリーLLC、新潟県燕市、青森県八戸市の取組～ 

（ゲスト） ・データ＆ストーリーLLC 代表 柏木 吉基 氏 

・新潟県燕市選挙管理委員会事務局 松沢 洋介 氏、振興課 加藤 成美 氏、 

税務課 伊藤 百合香 氏 

・青森県八戸市政策推進課 見付 和昭 氏 
 

◆開催日（後日視聴も可） 

2021 年 3 月 2 日（火） 14：00～16：00 
 

◆申込方法 

下記の URL のお申込みフォームより、必要事項をご入力の上送信してください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffYCplDNDQebVk1qc--VbuKlTTjkP1p3vsHTxxZHxvYgBcnQ/viewform 

（申込締切）２０２１年２月２５日（木） 
 

【第５回開催概要】 

◆テーマ 

シェアリングから生まれるイノベーション～中小企業の井戸端会議「みせるばやお」の取組～ 

（ゲスト）  ・大阪府八尾市産業政策課 松尾 泰貴 氏 

・株式会社友安製作所 代表取締役社長 友安 啓則 氏 
 

◆開催日（後日視聴も可） 

2021 年 3 月 12 日（金） 14 ：00 ～15 ：00 
 

◆申込方法 

下記の URL のお申込みフォームより、必要事項をご入力の上送信してください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfegSw5o1opKgUNwwPgMLjzThI1azr_Vt_8G8om9ZaohTZm3g/viewform 

（申込締切）２０２１年３月９日（火） 
 

◆本件に関するお問い合わせ先 

・申し込みについて 

東北経済産業局地方創生オンラインセミナー事務局（（株）東日本広告社 内） 

TEL：022-267-6611  E-mail：sousei@higashiad.co.jp  担当者：宍戸、渡邊 

   ・本セミナーについて 

東北経済産業局総務企画部企画調査課  TEL：022-221-4861  担当者：横田、伊藤、佐藤 

 

第１１８号（令和３年２月１７日） 
発行：国土交通省 東北地方整備局 
   東北圏広域地方計画推進室 
HP:http://www.thr.mlit.go.jp/kokudo/top.html 

 
 

『東北圏だより』に掲載する広域地方計画に関連する情報をお寄せ下さい。また、『東北圏だより』へのご質問、

ご意見、ご要望等についても結構です。お気軽に次のアドレスまでメールでお寄せ下さい。 
メールアドレス：thr-kou-suishin2@mlit.go.jp  



～データ＆ストーリーLLC、新潟県燕市、青森県八戸市の取組～

昨今、地方創生をはじめ様々な場面で、「客観的なデータに基づく政策立案（EBPM：Evidence-
Based Policy Making）」が求められています。限りある政策資源でより大きな成果を上げていくため
には、課題を適切に認識し、それに対応する解決策をデータに基づいて客観的に立案することが重要です。
とはいえ、具体的に「どのように取り組めば良いのか」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで本セミナーでは、データ利活用の専門家である柏木氏よりデータ分析の活用法についてご紹介い

ただくと共に、既にEBPM の考え方を取り入れた政策提案を実施している自治体の方々をお招きし、ク
ロストーク形式でEBPMの実践についてざっくばらんにお話いただきます。

講演概要

主催 東北経済産業局 （担当：総務企画部企画調査課 横田・佐藤（優）・金野 TEL:022-221-4861）

自治体におけるEBPM の実践に本当は必要なこと

未来を拓く！あつまれこうむいんの森
～事例から学ぶ地方創生オンラインセミナー～

東北経済産業局地方創生オンラインセミナー事務局
業務受託会社 ：（株）東日本広告社 内

担当者：宍戸、渡邊
TEL:022-267-6611

次回予告
【第５回】
テーマ： シェアリングから生まれるイノベーション
ゲスト： 大阪府八尾市産業政策課 係長 松尾 泰貴 氏

株式会社友安製作所 代表取締役社長 友安 啓則 氏

事務局

地方創生の業務に関わる
東北6県の市町村、県、
国の職員

参加
対象

定員100名

公務員
必見！

第４回テーマ

2021年 3月2日 （火）
開催日 14：00～16：00

※13：30より接続可能です。

申込方法
お申込み後にセミナー当日の接続URL発行し、開催前日にメールをお送りいたします。
メールが届かない場合は、お手数ですが運営事務局にご連絡ください。

・使用するWeb会議システムは、Webex Meetingsです。
・セミナー当日は録画を行います。後日視聴を希望する場合も上記フォームよりお申込みください。

参加無料

データ＆ストーリーLLC 代表
多摩大学大学院 客員教授
横浜国立大学 非常勤講師
柏木 吉基 氏

慶應義塾大学理工学部卒業後、日立製作所にて海外向けセールスエンジニア。
米国にてMBAを取得後、日産自動車へ。
海外マーケティング＆セールス部門、組織開発部ビジネス改革マネージャ等を歴任。
グローバル組織の中で、数多くの経営課題の解決、社内変革プロジェクトのパイロットを務める。
2014年、データ分析・ロジカルシンキングを武器とした問題解決トレーナとして独立。
豊富な実務経験と実績に基づいた実践的研修・コンサルができる唯一の講師として全国の自治体、
大手民間企業から高い定評がある。 https://data-story.net

お申し込みは、ここをクリックするか、右のQRコードを読み取ると
申込フォームにアクセスできます。必要事項をご入力の上、送信してください。

申込締切 2021年2月25日（木）

新潟県 燕市
選挙管理委員会事務局
松沢 洋介 氏

地域振興課交流推進係
藤崎 成美 氏

税務課資産税2係
伊藤 百合香 氏

青森県 八戸市
総合政策部政策推進課 見付 和昭 氏

2002年に八戸市庁に入
庁。農業、土木、税の部
署に配属後、市長秘書を
経て2017年より政策推
進課に配属。
現在は、市総合戦略や地
方創生臨時交付金などの
地方創生関連の事務に従
事している。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffYCplDNDQebVk1qc--VbuKlTTjkP1p3vsHTxxZHxvYgBcnQ/viewform


～中小企業の井戸端会議「みせるばやお」の取組～

ものづくりが盛んな大阪府八尾市で、ものづくりや地域の魅力を子供たちに伝えるため、官民連携で立ち上げ
た拠点施設「みせるばやお」。「誰もが いつでも 気軽に クリエイティブを!!」をモットーに、「ものづくりワー
クショップ」を通じた地域貢献を行うと同時に、会員企業間でスペース、ヒト、リソースをシェアし、交流、協
働できる企業版「井戸端会議」として、「人材確保ができない」「新商品が生まれない」といった企業の課題の
解決に繋がるイノベーションを起こしてきました。コロナ下でも、八尾市の企業経営者の対談をライブ配信する
等、イノベーションが止まりません。この度は、八尾市で中小企業のコミュニティづくりに取り組まれてきた松
尾氏と、「みせるばやお」の理事として八尾市と連携して本プロジェクトの推進に取り組まれてきた（株）友安
製作所の友安氏をお招きし、そのお取組やお考えについてお話しいただきます。

講演概要

・みせるばやお https://miseruba-yao.jp/

主催 東北経済産業局 （担当：総務企画部企画調査課 横田・伊藤・佐藤 TEL:022-221-4861）

シェアリングから生まれるイノベーション

未来を拓く！あつまれこうむいんの森
～事例から学ぶ地方創生オンラインセミナー～

・地方創生の業務に関わる東北6県の市町村、
県、国の職員

・地域と連携して地方創生に取り組んでいる
ソーシャルビジネス事業者（※）

※事業者の参加を希望する場合は自治体が併せてお申し込みください。

参加
対象

定員100名

公務員
必見！

東北経済産業局では、東北管内で地方創生の業務に関わる行政職員と事業者を対象に、新型コロナウイルスを契
機として加速した地方創生に係る取組（DX、オンライン教育、ワーケーション、EBPM等）について、先進地域の
キーマン（事業者及び自治体職員）からお話を伺うオンラインセミナー（計５回）を開催します。

第５回テーマ

2021年 3月12日 （金）
開催日 14：00～15：00

※13：30より接続可能です。

お申込み後にセミナー当日の接続URL発行し、開催前日にメールをお送りいたします。
メールが届かない場合は、お手数ですが運営事務局にご連絡ください。

・使用するWeb会議システムは、Webex Meetingsです。
・セミナー当日は録画を行います。後日視聴を希望する場合も上記フォームよりお申込みください。

申込方法

参加無料

大阪府八尾市
産業政策課 係長 松尾 泰貴 氏

関西大学卒。H20年八尾市に
入庁、秘書課に配属。プライ
ベートで入庁当初からまち歩き
を行い、飲食店の横のつながり
である80会を立ち上げ、イベ
ントを実行。その後、産業政策
課（２年）にて政策立案、次世
代経営者養成講座等に従事。経
済産業省近畿経済産業局でベン
チャー政策（ベンチャー型事業
承継）に携わる。その後、市に
出戻、みせるばやおの事業立ち
上げ。上記、活動が認められ、
『地方公務員が本当にすごい！
と思う地方公務員アワード』
2019に選ばれる。

株式会社友安製作所
代表取締役社長 友安 啓則 氏

高校１年から米国へ留学。City
University of Seattleにて経営
学修士 M.B.A.を取得。商社に
就職後、友人とともに車のパー
ツを輸入販売する会社を設立。
2004年に帰国し、父親が営む
友安製作所へ入社。インテリア
の輸入商材をオンラインショッ
プで販売する新事業を立ち上げ
る。その後2015年より、DIY
とカフェを融合した「友安製作
所Cafe」を東京浅草橋と大阪
阿倍野にオープン。工務店事
業・レンタルスペース事業・メ
ディア事業など、事業の多角化
を行っている。

東北経済産業局地方創生オンラインセミナー事務局（業務受託会社：（株）東日本広告社 内）
担当者：宍戸、渡邊 TEL：022-267-6611

事務局

お申し込みは、ここをクリックするか、右のQRコードを読み取ると
申込フォームにアクセスできます。必要事項をご入力の上、送信してください。

申込締切 2021年3月9日（火）

https://miseruba-yao.jp/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfegSw5o1opKgUNwwPgMLjzThI1azr_Vt_8G8om9ZaohTZm3g/viewform

