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（敬称略） 

13:00 開場・受付 

13:30 開会挨拶／日本の「国立公園」の現状と今後の展開について 

  環境省 自然ふれあい推進室長 中尾文子 

13:40 「平成 26 年度 外国人を対象とした国立公園の魅力発信モデル事業」実施施策の概要 

  株式会社電通 ビジネス・クリエーション・センター 岡本岳志 

13:50 外国人から見た「国立公園」の課題とチャンス 

株式会社やまとごころ 代表取締役 村山慶輔 

14:00 各地域におけるアクションプランの紹介（九州エリア・日光エリア） 

  九州エリア：株式会社マインドシェア 「九州のムラへ行こう」編集長 養父信夫 

  日光エリア：株式会社ファーマーズ・フォレスト 代表取締役社長 松本謙 

14:30 国立公園の魅力発信のための課題 

  株式会社 UMARI 代表取締役 古田秘馬 

14:40 休憩・交流タイム 

  ※場内にてレイアウト転換を行います。 

 参加者各位の交流や名刺交換のお時間としてご活用ください。 

15:05 参加者によるグループディスカッション 

環境省職員等公務員、民間企業、外国人、メディア関係者等、多様な主体で構成された 

各テーブルにて、ファシリテーターの議事進行のもとディスカッションを実施します。 

16:00 各テーブル代表による成果発表 

16:20 議論の振り返り・まとめ 

  株式会社 UMARI 代表取締役 古田秘馬 

16:25 閉会挨拶 

  環境省 国立公園課長 岡本光之 

16:30 終了 

 

 

●JR 

・東京駅 丸の内南口徒歩 2分 

・京葉線 東京駅 10 番出口直結 

●地下鉄 

・丸ノ内線 東京駅 

地下道経由徒歩 3分 

・千代田線 二重橋前駅 

4 番出口徒歩 2分 

・都営三田線 大手町駅 

 D1 出口徒歩 4分 

・東西線 大手町駅 

 B1 出口徒歩 6分  

プログラム 

会場アクセス 


