全国エリアマネジメントシンポジウム 2022

都市にダイバーシティ＆インクルージョンを

ナ
ｰ イトタイムエコノミーとエリアマネジメント
ｰ

2022 年

9 月 8 日 ( 木 ) 15:00 - 18:10

@

Online (zoom webinar)
※登壇者及び一部関係者は現地参加

参加費：2,000 円 ※本会会員及びオブザーバー（2022 年 8 月時点）は購入時「割引コード」入力で会員価格 1,000 円
申 込：Peatix よりお申込ください。⇒ https://amn-sympo-nespk.peatix.com

※申込については、裏面の注意事項及び Peatix 内の説明も必ずお読みください。

締切り：2022 年 9 月 8 日（木）14:00 まで（当日、開始 1 時間前まで購入可能）
主 催：全国エリアマネジメントネットワーク
共 催：京都大学経営管理大学院官民協働まちづくり実践講座 / 一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協議会

■お問合せ 全国エリアマネジメントネットワーク事務局

株式会社フロントヤード（担当：長谷川、関口） E-mail：info●fyard.co.jp（※送信時は●を＠に変える）

ここ数年 Covid-19 によって大きな変化を余儀なくされた都心地区であるが、行動制限も徐々に緩和され、都

心地区の活動を如何に再起動していくのか、経済再生を進めていくかが問われている。

Covid-19 を経験して、これまで以上に多様な働き方、暮らし方を意識して、それを受け止める都市活動を展

開していくことが求められている。また、今後の経済再生を図っていくためには、これまでの延長線上ではない
イノベーションを如何に起こしていくかが問われている。つまり、社会の多様性や包摂性を如何に高めていくか
が重要となってくる。

この多様性や包摂性を考えていく上で、多様な人々を街に呼び込み、交流を促進するナイトタイムエコノミー

がある。ナイトタイムエコノミーも Covid-19 によって大きな打撃を受けた領域であるが、都心地区の活動の再
起動及び多様性、包摂性を生み出す存在としてナイトタイムエコノミーがあるのではないかと考える。

本年のシンポジウムでは、“ナイトタイムエコノミー” をキーワードに、エリアマネジメントというエリアベー

スの取組みによってエリアの多様性や包摂性を高め、多様な経済活動、イノベーションが起こっていく環境を如
何に創造していけるのかを考える。

プログラム

15:00
開会挨拶

開催挨拶 / ゲスト挨拶

15:10
presentation 1

これからのナイトタイムエコノミー。夜から街をひらいていく

15:40
presentation 2

夜の可能性とまちづくり〜エリアマネジメントの役割〜

16:10
case study

ナイトタイムエコノミー推進協議会 代表理事 /Field-R 法律事務所 弁護士 齋藤 貴弘 氏

ナイトタイムエコノミー推進協議会 / 森ビル株式会社 伊藤 佳菜 氏

「夜」に関わる各地域まちづくり活動事例の紹介
登壇者調整中（2〜3 事例紹介予定）
16:30

16:40
talk session

18:00
閉会挨拶

休憩

ナイトタイムエコノミーと都市の多様性

モデレーター：
A.T. カーニー日本法人会長 /CIC Japan 会長 / ナイトタイムエコノミー推進協議会 理事
梅澤 高明 氏
パネリスト：
ナイトタイムエコノミー推進協議会 代表理事 /Field-R 法律事務所 弁護士 齋藤 貴弘 氏
ナイトタイムエコノミー推進協議会 / 森ビル株式会社 伊藤 佳菜 氏
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 服部 亮太 氏
札幌駅前通まちづくり株式会社 今村 育子 氏
全国エリアマネジメントネットワーク事務局 長谷川 隆三

閉会挨拶

■注意事項
・Peatix の購入だけでは zoom 試聴 URL は取得できません。チケット購入後、Peatix より「ウェビナー登録」URL が配
信されます。登録をしないと、視聴 URL は届きませんので、必ずお手続きください。
【「全国エリアマネジメントネットワークシンポジウム 2022」ウェビナー参加 URL 取得方法】
❶. Peatix にてチケットを購入後、❷メールに記載の「イベント試聴ページ」に移動をクリック。❸「イベントに参加」をクリッ
クするか、
【主催者からのお知らせ】に記載の「このウェビナーに事前登録する」の URL をクリック。❹ zoom「ウェビナー
登録画面」に進みますので、必要事項を入力し、「登録」をクリックすると、❺ zoom から試聴 URL が届きます。
・配信内容の録画 / 録音、無断で複製、転載、改変、配布、販売することは固く禁止します。
・配信用 URL の SNS 等への投稿、他人へのシェアによる拡散はご遠慮ください（複数デバイスでの視聴は出来ませんので、
他者との共有はご遠慮ください）。
※「Peatix」及び「zoom」のご登録・操作方法等に関するご質問はお受けできません。ご自身で確認ください。

登壇者プロフィール
登壇者紹介 #001

齋藤

貴弘

ナイトタイムエコノミー推進協議会 代表理事 / 弁護士（Field-R 法律事務所）

弁護士として文化芸術や各種エンターテインメントに関する法務コンサルティングに加え、法律やルールを戦略的に活用して事業推進をし
ていく戦略法務領域、法規制対応や政策立案等のルールメイキング領域にも注力する。ナイトエンターテインメントを規制する風営法改正
を官民様々なステークホルダーとともに実現し、
「ナイトタイムエコノミー議員連盟」民間アドバイザリーボード座長、観光庁「夜間の観
光資源活性化に関する協議会」有識者として、ナイトタイムエコノミー施策をリード。関連著書に「ルールメイキング : ナイトタイムエコ
ノミーで実践した社会を変える方法論」
。

登壇者紹介 #002

梅澤

高明

ナイトタイムエコノミー推進協議会 理事 /CIC Japan 会長

A.T. カーニーの日米オフィスで 25 年間、戦略・イノベーション・都市開発のコンサルティングを実施。また、2020 年 10 月に開設した
CIC Tokyo で、国内最大規模のイノベーション・コミュニティを構築中。観光庁「上質な観光サービス創出に向けた観光戦略検討委員会」
「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり検討委員会」座長、内閣府「知的財産戦略本部」本部員など、政府委員会の委員を
務める。文化庁・観光庁の施策で、文化観光・夜間観光の事業構築を全国で支援。

登壇者紹介 #003

伊藤

佳菜

ナイトタイムエコノミー推進協議会 / 森ビル株式会社タウンマネジメント事業部

2013 年森ビル株式会社入社。森記念財団都市戦略研究所にて「世界の都市総合力ランキング」など海外都市と日本の都市の比較研究・調
査を担当後、森ビル都市政策企画室にてエリアマネジメントやナイトタイムエコノミー政策に関する規制緩和や政策提言、東京の夜間文化
価値調査「Creative Footprint」プロジェクトマネジャーを担当。現在は虎ノ門ヒルズエリアの新規プロジェクトにおけるエリアマネジメ
ント・タウンマネジメント計画を担当。

登壇者紹介 #004

服部

亮太

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 ローカルチーム マネージャー

1979 年、江別市生まれ。大学卒業後、北海道のスーパー、東京のレコード会社の勤務を経て 2009 年「札幌の今を伝える」をミッション
に「Sapporo6h」を立ち上げ、まちの情報をリアルタイムに紹介する SNS やインターネット生中継で人気を博す。2014 年、クリプトン・
フューチャー・メディア入社。2016 年に発足した北海道の案件を担うローカルチームのマネージャーとして、北海道の情報プラットフォー
ム「Domingo（ドミンゴ）
」の運営や、
ビジネスコンベンション「NoMaps（ノーマップス）
」事務局としての企画・運営など幅広く手掛ける。

登壇者紹介 #005

今村

育子

札幌駅前通まちづくり株式会社 / 美術家

2006 年より美術家として国内外で展示を行い、光のグラデーションをモチーフにインスタレーション作品を制作している。2011 年より札
幌駅前通まちづくり株式会社へ入社し、
「シンクスクール」
「PARC」
「パラレルミュージアム」などの企画やデザインを担当する。主な展
覧会に 2019 年「第 7 回札幌 500m 美術館賞入選展」
、2017 年「家族の肖像」本郷新記念札幌彫刻美術館、2016 年「ともにいること とも
にあること」北海道立近代美術館、2014 年「札幌国際芸術祭 2014」500m 美術館、2011 年「Living Art」札幌芸術の森美術館など。
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