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株式会社オリエンタルコンサルタンツ 
JAPIC 国土創生プロジェクト委員会シンポジウム 

「アフターコロナのモビリティ・ネットワーク戦略」の開催について 
 
一般社団法人日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）の「国土創生プロジェクト委員会（委員

長：石田東生 筑波大学名誉教授）」において、「アフターコロナのモビリティ・ネットワーク

戦略」の提言書の公表を機会に、次に示すシンポジウムを開催することとなりましたので、ご案

内いたします（詳細は別紙のパンフレットをご参照下さい）。 

 

【シンポジウム概要】 

・日時：2022年11月14日（月）13時30分～16時30分 

・場所：鉄鋼会館801会議室（対面＋オンラインZoomウェビナー） 

・対象：会場先着60名 参加無料 

・主催：一般社団法人日本プロジェクト産業協議会 

 

当社グループの基幹会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ（本社：東京都渋谷区、

代表取締役社長：野崎秀則）は、同委員会に2021年末より、代表取締役社長である野崎秀則が

「副委員長」として、また、その他８名の役職員が「委員」として参画いたしました。シンポジ

ウムにおいては、野崎秀則が提言内容を説明するとともに、同社委員の社会・地域イノベーショ

ン推進室長、志田山智弘が事例紹介を行います。 

 

シンポジウムの開催結果は、改めて公表する予定です。 

以 上 

 

＜本資料に関するお問い合わせ先＞  
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 
TEL: 03-6311-7551 FAX: 03-6311-8011 
URL:https://www.oriconsul.com/ 
統括本部  伊藤、丸山、門司 



国土創生プロジェクト委員会シンポジウム
アフターコロナの
モビリティ・ネットワーク

戦 略

主 催　日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）
後 援　国土交通省、経済産業省、土木学会、（一社）建設コンサルタンツ協会

一般社団法人 日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町3-2-10　鉄鋼会館6階
TEL：03-3668-2885　FAX：03-3668-8718　Email :kokudo202211@japic21.or.jp

お問い合わせ先

2022年
11月14日（月）
13：30～16：30
鉄鋼会館８０1会議室 会場先着60名様

（対面＋オンライン Ｚoom ウエビナー）

（敬称略）

13：30～13：35	 開催挨拶 丸川 裕之 日本プロジェクト産業協議会 専務理事
13：35～13：40	 来賓挨拶 森 昌文 内閣総理大臣補佐官（調整中） 
13：40～14：00	 基調講演 石田 東生 国土創生プロジェクト委員会委員長
14：00～14：30	 提言説明 野崎 秀則 国土創生プロジェクト委員会副委員長
14：30～15：15	 事例紹介     （順不同）
 南紀白浜 志田山 智弘 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事業本部 社会・地域イノベーション推進室室長
 藤沢 村瀬 恭通 パナソニックホールディングス（株） モビリティソリューション担当参与
 多古、芝山 石﨑 晶子 国土創生プロジェクト委員会 委員
15：15～15：25	 休憩
15：25～16：30	 パネルディスカッション
 コーディネーター 小池 淳司 神戸大学 工学部長
 パネリスト 倉石 誠司 国土交通省 総合政策局 地域交通課 課長
  竹中 貢 北海道 上士幌町長
  牧村 和彦 （一財）計量計画研究所 業務執行理事 研究本部 企画戦略部長
  石﨑 晶子 国土創生プロジェクト委員会 委員
16：30	 閉会

ZoomウェビナーURL
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_03N4IlFqTpGtsIXeryLNhQ

当シンポジウムは、 土木学会CPD認定プログラム（土木学会CPD認定プログラム：JSCE22-1230、2.7単位）、 
（一社）建設コンサルタンツ協会CPD認定プログラム（プログラム番号　202210130006、2.75単位）です。
※会場申込の方は別紙参加申込書から、 オンライン参加の方は、Zoomウェビナー 次の参加登録用URLからお申込みください。

参加
無料

（申請中）
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事例紹介
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推進室室長

志田山 智弘
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国土創生プロジェクト
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提言

パネリストパネルディスカッション事例紹介 多古、芝山



 

 

 

 

会場参加ご希望の方（先着６0 名） 
■E-mail でお申込みの場合は、本文に以下をご記入のうえお送りください。 

①団体名・会社名 ②組織名・役職 ③お名前（フリガナ） ④ご連絡先電話番号・E-mail 

送付先アドレス：kokudo2022１１@japic21.or.jp 

＊会場でのご参加人数が少人数でございますので、確定された方へは日本プロジェクト産

業協議会より E-mail にてご連絡を差し上げます 

 

WEB 参加ご希望の方 
下記アドレスにて参加登録をお願いいたします。 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_03N4IlFqTpGtsIXeryLNhQ 

ＰＣやタブレット、スマホを利用して、聴講可能です。 

以下の OS のブラウザをご使用ください。 

※対応 OS ：Microsoft Windows、iOS、Android 

※対応ブラウザ ：Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari 

CPD 認証に関する注意事項 

会場でのご参加の方 

受付にて受講証明書を配布致します。回収後、後日 PDF データにてメール送信させて頂きます。 

 

ＷＥＢでのご参加の方 

・土木学会ＣＰＤプログラムとしての受講を希望される方は、プログラム終了時に表示される画面に

おいて 100 文字以上の所見（学びや気付き）を記入していただきます。 ご記入がない場合は認定

されませんのでご注意願います。 この記入は 1 アクセスにつきお一人のみのため、必ずご自身での

アクセスをお願いします。 

・建設コンサルタンツ協会ＣＰＤプログラムを希望される方は、日本プロジェクト産業協議会より会社

名、お名前、視聴時間を建設コンサルタンツ協会 CPD 事務局へ提出させて頂きます。 

またアンケートのご記入を認証条件とさせていただき、1 アクセスにつきお一人のみのため、必ず 

ご自身でのアクセスをお願いします。 

 

共通事項 

受講証明書のメールでの送付につきましてはシンポジウム終了後、約１０日間程度お時間を頂きます。 

 

■お問合せ先（一社）日本プロジェクト産業協議会(JAPIC) 担当｜事業企画部 雲（くも） 

TEL：03-3668-2885 ｜ FAX：03-3668-8718 

E-mail：kokudo2022１１@japic21.or.jp 

JAPIC 国土創生プロジェクト委員会シンポジウム 2022.11.14 

アフターコロナのモビリティ・ネットワーク戦略 

参加申込書 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_03N4IlFqTpGtsIXeryLNhQ
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