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特区、地域再生、規制改革、公共サービス改革集中受付に係る説明会 

（あじさいキャラバン）の実施について 

 

 

内閣官房 構造改革特区推進室 

 地 域 再 生 推 進 室 

内 閣 府 規 制 改 革 推 進 室 

 公共サービス改革推進室 

 

 

政府では、本年６月の１か月間を「特区、地域再生、規制改革、公共サービス改革集中受

付月間」とし、特区における規制の特例措置の提案、地域再生に関する支援措置の提案

及び全国で実施すべき規制改革、競争の導入による公共サービスの改革（市場化テスト）

の要望を同時に受付けることを予定しています。 

これに先立ち、職員が各地に出向き、各制度の内容や提案方法等の説明を行うととも

に、各地の地方公共団体、民間企業等からの具体的な提案・要望に係る個別の相談会

を行う「あじさいキャラバン」を実施します。本キャラバンには、地方公共団体、民間企業、

各種団体、個人等、どなたでも参加できますのでふるってご参加下さい。 

 

１．プログラムの内容 

原則として、以下の内容での実施を予定しておりますが、開催地によっては内容が異

なる場合がございますので、詳細は、別添の連絡先までお問い合わせ下さい。 

 

①制度説明会（質疑応答含む） 

②提案・要望の個別相談会（個別にブースを設け、１件あたり２０～３０分程度で実施） 

 

２．開催地・日時・会場 

別添１をご参照下さい。 

 

３．参加の申し込み 

参加を希望する開催地の都道府県（別添１の「連絡先」）に、開催日の５日前（土日を除く。）ま

でにお申し込みください。この際、申し込み様式（別添２）を使用し、団体名、参加者の人数、

代表者の氏名・所属・電話番号及びメールアドレスを記入してお申し込み下さい。 

また、個別相談会において、具体的なご提案やご相談を希望される方は、申し込み様

式に、個別相談を希望する旨と相談内容の概要を御記入下さい。 

 

 

 

資料４



※１ なお、参加希望が多数の場合など会場の都合等により、参加人数や個別相談件

数を調整させて頂く場合がありますのでご了承下さい。 

 

※２ 官邸ＨＰのセキュリティ上の観点から、申し込み様式は、「わがまち元気」サイトに掲載

しております。申込み様式が必要な場合は、同サイトから直接ダウンロードして下さ

い。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、下記連絡先までお問い合わせ

下さい。 

 

４．地域活性化応援隊派遣相談会の同日開催について 

地域活性化に関する豊かな経験や実績を有する民間の専門家や行政関係者が各地

に出向き、地域のニーズや悩みを伺い、各地域の取り組みを後押しするための相談会

（地域活性化応援隊派遣相談会）を同じ日に開催する府県もございます。 

地域活性化応援隊派遣相談会については、下記の地域活性化応援隊派遣相談会担

当者にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

【お問い合わせ・連絡先】 

１．あじさいキャラバン担当 

内閣官房 構造改革特区推進室 

地域再生推進室 

野沢（03-5521-6615） 

佐藤（03-5521-6613） 

剱物
けんもつ

（03-5521-6602） 

 

２．地域活性化応援隊派遣相談会担当 

内閣官房 地域再生推進室 

島田（03-5521-6616） 



あじさいキャラバン開催地一覧

都道府県 開催都市 日時 会場 連絡先
応援隊
同日開催

北見市
5/28（月）
14:00～17:00

北見市役所（福祉センター3Ｆ）中会議室
（北見市北5条東2丁目）

札幌市
5/29（火）
14:00～17:00

札幌市産業振興センター
産業振興棟2Ｆ　セミナールームA
（札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1）

札幌市
5/30（水）
10:00～15:00

北海道庁（本庁舎４Ｆ）企画振興部会議室
（札幌市中央区北3条西6丁目）

岩手県 遠野市
6/11(月)
11:00～17:00

あえりあ遠野
(遠野市東舘町8-12)

岩手県地域振興部地域企画室
担当　吉田・澤田
TEL：019-629-5195
FAX：019-629-5254
AB0001@pref.iwate.jp

○

山形県 山形県
5/31（木）
13:00～17:00

山形県自治会館401会議室
（山形市松波4-1-15）

山形県政策企画課
担当　中原
TEL：023-630-2234
FAX：023-630-3082
nakaharay2006@pref.yamagata.jp

○

群馬県 前橋市
5/18（金）
11:00～17:00

群馬県庁29F 291会議室
（前橋市大手町1-1-1）

群馬県新政策課調整グループ
担当　清水・櫻井
TEL：027-226-2312
FAX：027-223-4371
shinseisaku@pref.gunma.jp

○

埼玉県 さいたま市
5/17(木)
13:15～16:45

埼玉教育会館　201・202会議室
（さいたま市浦和区高砂3-12-24）

埼玉県総合政策部改革政策局改革推進室
担当　大舘
TEL：048-830-2129
FAX：048-830-4712
a2103-19@pref.saitama.lg.jp

○

千葉県 千葉市
5/29（火）
13:00～17:00

千葉県教育会館　501会議室
（千葉市中央区中央4-13-10）

千葉県総合企画部企画調整課地域自立戦略室
担当　久保田・天野
TEL：043-223-2448
FAX：043-225-4467
tocsaisei@mz.pref.chiba.lg.jp

○

新潟県 新潟市
5/25（金）
11:00～17:00

新潟県自治会館別館「ゆきつばき」
（新潟市中央区新光町4-1）

新潟県総務管理部地域政策課交流・定住促進班
担当　篠田
TEL：025-280-5088
FAX：025-280-5227
ngt010130@pref.niigata.lg.jp

○

山梨県 甲府市
5/21（月）
13:00～17:00

山梨県職員研修所
（甲府市住吉2-1-17）

山梨県政策秘書室
担当　砂田
TEL：055-223-1476
FAX：055-223-1776
sunada-tsa@pref.yamanashi.lg.jp

○

岐阜県 岐阜市
5/29（火）
13:00～17:00

長良川国際会議場　大会議室
（岐阜市長良福光2695-2）

岐阜県総合企画部総合政策課
担当　西
TEL：058-272-1111(2058)
FAX：058-274-8509
nishi-chiyomi@pref.gifu.lg.jp

○

静岡県 静岡市
5/24（木）
11:00～17:00

男女共同参画センター「あざれあ」２Ｆ大会議室
（静岡市駿河区馬渕1-17-1）

静岡県企画部企画監（調整・少子化対策担当）
担当　山口
TEL：054-221-3285
FAX：054-271-5494
seiji1_yamaguchi@pref.shizuoka.lg.jp

○

愛知県 名古屋市
5/28（月）
13:00～17:00

愛知県三の丸庁舎8階　大会議室
（名古屋市中区三の丸2-6-1）

愛知県地域振興部地域政策課地域整備Ｇ
担当　米山
TEL：052-954-6095
FAX：052-954-6906
chiiki@pref.aichi.lg.jp

○

北海道

北海道企画振興部地域振興・計画局参事（地域政
策）
担当　佐藤、西田、北風
TEL：011-204-5148
FAX：011-232-1053
satou.yasufumi@pref.hokkaido.lg.jp

（別添1）
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あじさいキャラバン開催地一覧

都道府県 開催都市 日時 会場 連絡先
応援隊
同日開催

三重県 津市
5/23（水）
13:00～17:00

三重県水産会館5階大会議室
（津市広明町323-1）

三重県政策部企画室
担当　種瀬（たなせ）
TEL：059-224-2062
FAX：059-224-2075
kikakuk@pref.mie.jp

○

滋賀県 大津市
5/15（火）
13:00～17:00

滋賀県庁東館７階大会議室
（大津市京町4丁目1－1）

滋賀県政策調整部企画調整課地域振興チーム
担当　辻
TEL：077-528-3370
FAX：077-528-4834
tsuji-katsuro@pref.shiga.lg.jp

○

大阪府 大阪市
5/14（月）
13:00～17:00

ホテルプリムローズ大阪３階高砂の間
（大阪市中央区大手前3-1-43）

大阪府政策企画部企画室
担当　吉田
TEL：06-6943-8054
FAX：06-6944-6619
YoshidaA@mbox.pref.osaka.lg.jp

○

兵庫県 神戸市
6/1（金）
13:00～17:00

兵庫県職員会館
(神戸市中央区下山手通5-10-1)

兵庫県県民政策部政策局地域振興課
担当　黒田
TEL：078-362-3062
FAX：078-362-3950
takahiro_kuroda@pref.hyogo.jp

○

奈良県 橿原市
5/11（金）
10:00～16:00

かしはら万葉ホール 4階研修室2
（橿原市小房町11-5）

奈良県観光交流局交流政策課広域連携グループ
担当　西川
TEL：0742-27-8473
FAX：0742-23-1425
kouryu@office.pref.nara.lg.jp

○

和歌山県 和歌山市
6/15(金)
13:00～17:00

アバローム紀の国  孔雀の間（3Ｆ）,カトレア（5Ｆ）
（和歌山市湊通丁北2-1-2）

和歌山県企画部計画局企画総務課
担当　中村
TEL：073-441-2334
FAX：073-422-1812
nakamura_ioo33@pref.wakayama.lg.jp

○

島根県 松江市
6/1（金）
13:00～17:00

島根県民会館
（松江市殿町158）

島根県地域振興部地域政策課地域振興室
担当　妹尾（せのお）
TEL：0852-22-6234
FAX：0852-22-6042
chiiki-seisaku@pref.shimane.lg.jp

○

広島県 広島市
5/16（水）
13:00～17:00

広島ＹＭＣＡホール
（広島市中区八丁堀7-1）

広島県政策企画部企画調整局分権改革担当
担当　森田谷
TEL：082-513-2411
FAX：082-212-4025
seikikaku@pref.hiroshima.jp

○

山口県 山口市
5/31（木）
11:00～16:30

防長苑
（山口市熊野町4-29）

山口県地域振興部地域政策課
担当　本多
TEL:083-933-2546
FAX:083-933-2539
a12300@pref.yamaguchi.lg.jp

○

香川県 高松市
5/24（木）
11:00～17:00

サンポートホール高松
（高松市サンポート2-1）

香川県政策部政策課
担当　諏訪
TEL：087-832-3125
FAX：087-806-0234
seisaku@pref.kagawa.lg.jp

○

福岡県 福岡市
5/11（金）
13:00～17:00

福岡県吉塚合同庁舎　308号室
（福岡市博多区吉塚本町13－50）

福岡県企画振興部企画調整課
担当　新（あらた）
TEL：092-643-3159
FAX：092-643-3160
kicho@pref.fukuoka.lg.jp

○

長崎県 長崎市
6/8（金）
11:00～17:00

長崎県市町村会館　6階大会議室
（長崎市栄町4-9）

長崎県政策企画部政策企画課
担当　宮地
TEL：095-895-2037
FAX：095-895-2540
s00510@pref.nagasaki.lg.jp

○

大分県 大分市
6/6（水）
11:00～17:00

全労済ソレイユ　7Fアイリス　6Fさざんか
（大分市中央町4-2-5）

大分県企画振興部観光・地域振興局地域振興班
担当　和田
TEL：097-536-1111　内線2119
FAX：097-506-1730
wada-shinichiro@pref.oita.lg.jp

○

鹿児島県 鹿児島市
5/10(木)
10:00～16:00

マリンパレス鹿児島　マリンホール
（鹿児島市与次郎2-8-8）

鹿児島県企画課
担当　伊藤・三反田
TEL：099-286-2349
FAX：099-286-5525
kikakuss@pref.kagoshima.lg.jp

○
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