
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年 12 月 2 日（日曜日） 
栃木県立宇都宮産業展示館（マロニエプラザ）小展示場 

 
主催 栃木県（環境森林部 地球温暖化対策課） 

一般財団法人自治総合センター 
 
後援 総務省  

進行する地球温暖化は 

地球規模の大きな問題ですが、 

地域に暮らす私たちにもできることが必ずあります。 

 

未来のために、 

環境にやさしいライフスタイルについて 

考えてみませんか？ 

地域の活性化と地球温暖化対策の両立を考えよう！ 



未来志向の環境にやさしい地域づくり事業とは… 

 
この事業は、「地球温暖化対策＝ECO」と「地域活性化」が両立したモデル的な取組を生

み出すことを目的に、２年前の平成 28（2016）年度に誕生しました。 

異なる地域資源をもつ２つの地域（足利地域、大田原地域）で、地球温暖化対策と地域

おこしのキーマンが集う「車座会議」を開催し、これまでになかった新たな取組をゼロか

ら作り上げました。 

本日のシンポジウムでは、この事業の成果を御紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 事業期間 平成 28（2016）～30（2018）年度 

         1 年目 実施地区選定、車座会議による実証事業立案 

         2 年目 実証事業実施、実施結果の評価･検証 

         3 年目 実証事業実施、シンポジウム 

 

(2) 実証事業 

都市部モデル   足利市 

①市民向け「バスに乗ってクールシェア」 

②観光客向け「サイクリングスタンプラリー＆ハイキング（JR 連携）」 

効果（2 年間合計） 参加者数 2,455 名 、CO2 削減効果 5.65 トン-CO2 

中山間地域モデル 大田原市 

① 市主催「おおたわらエコポタリング」 

② なかがわ水遊園共催「里山ポタリング＆おおたわらエコポタリング」 

効果（2 年間合計） 参加者数   483 名 、CO2 削減効果 1.70 トン-CO2 

 

 



  

大 田 原 地 域 車 座 会 議 構 成 員  

足 利 地 域 車 座 会 議 構 成 員  



≪シンポジウムのご案内≫ 

 プログラム 

13：00～ 開会 

  挨拶 主催 栃木県 環境森林部       鈴木 峰雄  部長 

13：10～ 各地域の車座会議の取組事例発表 

   ・足利地域 

    座長 宇都宮大学 地域デザイン科学部 阪田 和哉 准教授 

    市役所 足利市 生活環境部 環境政策課   阿部 修   主査 

           小此木 也実 主事 

   ・大田原地域 

    座長 宇都宮大学 地域デザイン科学部 横尾 昇剛  教授 

    市役所 大田原市 市民生活部 生活環境課 

        地球温暖化対策係   和田 敏彦  主幹  

              大久保 優子 主査 

 13：50～ トークショー 

テーマ「自転車で 楽しく ECO に ステキな地域をつくろう！」 

    那須ブラーゼン運営会社 NASPO㈱ 

若杉 厚仁 代表取締役 

    那須ブラーゼン 岩井 航太 ゼネラルマネージャー 

下島 将輝 選手 

    サイクリスト  高坂 美歩 さん（矢板自転車大使） 

--------------（休憩 10 分）-------------- 

 14：30～ パネルディスカッション 

テーマ「低炭素型の移動手段を COOL CHOICE！ 

～地域単位での取組を推進するために～」 

パネリスト 

NASPO㈱       若杉 厚仁 代表取締役 

ポタリングとちぎ    酒井 誠  代表 

宇都宮大学 大学院 工学研究科 武藤 大輝 さん 

栃木県 環境森林部 地球温暖化対策課 

      小平 希  主査 

コーディネーター 

宇都宮大学 地域創生推進機構 西須 紀昭 特任教授 

 15：30 閉会   

司会  山下 治子 さん （足利地域車座会議構成員） 



 出演者のご紹介 

事 例 発 表 ------------------------------------------------------------------------ 

 ・足利地域車座会議 

   【座長】阪田 和哉 宇都宮大学地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科准教授 

専門分野…費用便益分析、公共マネジメント 

 (株)三菱総合研究所専門研究員，(財)日本総合研究所客員研究員を経て現職 

 

 ・大田原地域車座会議 

   【座長】横尾 昇剛 宇都宮大学地域デザイン科学部建築都市デザイン学科教授 

専門分野…建築環境・設備、都市環境 

ブリティッシュコロンビア大学客員研究員を経て現職 

 

トークショー ------------------------------------------------------------------------ 

若杉 厚仁 NASPO㈱ 代表取締役 

 2013 年に宇都宮ブリッツェンから那須ブラーゼンに移籍 

 選手兼取締役運営マネージャー、運営マネージャーを経て現職 

 

岩井 航太 那須ブラーゼン ゼネラルマネージャー 

 2014 年に那須ブラーゼンに選手として加入 

 2016 年に現役引退とともにチームマネージャーに就任、2018 年から現職 

 

下島 将輝 那須ブラーゼン 選手 

2016 年にコラッジョ川西から那須ブラーゼンに移籍 

数々のレースで活躍中 

 

高坂 美歩 サイクリスト（矢板自転車大使） 

矢板市出身。元ブリッツェンフェアリー自転車競技部。 

2016 年に「自転車を活用したまちづくり」に取り組む矢板市の自転車大使に 

 

パネルディスカッション ------------------------------------------------------------- 

西須 紀昭 宇都宮大学 地域創生推進機構 特任教授 

栃木県庁職員（栃木県理事、とちぎのいいもの販売推進本部長等）を経て現職 

たくさんの知見を活かし、学生たちに地域創生を伝授 

 

酒井 誠  ポタリングとちぎ 代表 

(株)酒井建築設計事務所 代表取締役 

一級建築士、設備設計一級建築士、宇都宮大学・作新大学客員教授 

県内のポタリングの先駆者 ※2013 年度から県内でポタリングを主催 

 

武藤 大輝 宇都宮大学 大学院 工学研究科 修士 1年 

 横尾座長の研修室で栃木の環境に関する研究に参加 



 

 

司 会  ------------------------------------------------------------------------- 

山下 治子 (有)アチーブ代表取締役 

足利商工会議所女性会会長、 

足利市環境審議会委員、女優「小春」としても活躍 

    CRT 栃木放送において「小春's シネマ Cafe」毎週月曜日放送中 

 

シンポジウム協力  ------------------------------------------------------- 

【写真提供】 

  前田 幸雄 那須ブラーゼン運営会社 NASPO㈱ 会長 

    Ｍ-Wave（エムウェイヴ）写真事務所代表 

那須ブラーゼンのオフィシャルフォトグラファー 

 

【自転車展示】 

鈴木 章浩 スズキサイクル代表 

    那須ブラーゼンのサポートプロショップ    

 

 

Memo 


