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インバウンド観光セミナー／第２回

【竹中平蔵氏ほか登壇！】

「インバウンド観光とシェアリングエコノミーセミナー開催のお知らせ」

 

２０１５年１１月

 

満員御礼　ご来場ありがとうございました。 

 
 

第２回 「インバウンド観光とシェアリングエコノミー」 
 
【⽇時】１１⽉２４⽇（⽕） 
16:00-18:00 セミナー【第⼀部】 
18:15-20:00  懇親会【第⼆部】 
 
【場所】 
＜第⼀部＞セミナー/⽇⽐⾕コンベンションホール(⽇⽐⾕公園内) 
＜第⼆部＞懇親会/フィンマクールズ 霞ヶ関店 http://r.gnavi.co.jp/ga5n903/ 
      （東京都千代⽥区内幸町2-1-1 飯野ビルディング1F） 
※第⼆部については万年野党「政策カフェ」との共催 
 
【登壇者】 
・慶應義塾⼤学教授（国家戦略特区諮問会議⺠間議員等） ⽵中平蔵⽒ 
・衆議院議員（前・内閣府副⼤⾂） 平将明⽒ 
・新経済連盟 事務局⻑ 関聡司⽒ 
・UBER Japan 株式会社執⾏役員社⻑ ⾼橋正⺒⽒ 
・株式会社百戦錬磨取締役CFO 橋野宜恭⽒ 
・公益財団法⼈未来⼯学研究所 政策調査分析センター主任研究員 野呂⾼樹⽒ 
 
＜専⾨家による講演＞ 
「諸外国のシェアリングエコノミーの状況」 （野呂⽒） 
「⺠泊事業の展開と課題」 （橋野⽒） 
「シェアリングエコノミーの活性化のための具体的提案」 （関⽒） 
「ライドシェアが⽇本にもたらす価値」 （⾼橋⽒） 
 
＜パネルディスカッション＞ 
「シェアリングエコノミーの課題と展望」 （⽵中⽒、平⽒、上記登壇者の⽅々） 
 
【料⾦】 
セミナーのみ／３千円、セミナー＋懇親会／１万円 
 
主催：株式会社特区ビジネスコンサルティング 
協⼒：ＮＰＯ法⼈万年野党 
 
【参加⽅法】 
事前のお申込みが必要です（定員１５０名先着順）。 
お名前、ご所属（企業・団体等）・お役職、ご連絡先（メールアドレスなど）を明記して、以下お問合せ
先のメールアドレスあてご連絡ください。 
 
問合せ・申し込み先 
株式会社特区ビジネスコンサルティング http://www.tokkubiz.com/ 
電話/fax 03-6256-8490   Email info@tokkubiz.com 
担当 宇佐美、五島

インバウンド＆シェアリングエコノミーセミナー
151124 第⼆回インバウンド観光セミナー告知チラシ.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [358.1 KB]

ダウンロード

お問い合わせ
info@tokkubiz.com

株式会社 
特区ビジネスコンサルティング

会社概要 サービス内容 ⺠泊セミナー開催のお知らせ お知らせ 公開特区提案 プレスリリース 料⾦ 関連リンク お問い合わせ
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＜開催実績＞

第１回　１０月２２日（木）　16:30-18:00セミナー（於：日比谷図書館小ホール）

18:15-20:00懇親会（於：飯野ビル内）、会費：5千円

　　　　「インバウンド観光ビッグバンと地方創生特区」

　　　　　　内閣府地方創生推進室次長　藤原豊氏

日本政策投資銀行常務執行役員　地下誠二氏

ジャパンショッピングツールズム協会専務理事・事務局長　新津研一氏

　　　　　　株式会社グローバルパワー代表取締役　竹内幸一氏

　　　　　　株式会社政策工房代表取締役　原英史氏

　　　　

＜今後の予定＞

第３回　１２月１４日　「インバウンド観光と外国人就労」

第４回　　１月　　　　「インバウンド観光と国際空港」

インバウンド観光ビッグバンと地⽅創⽣特区 〜政府の特区提
案募集は１０⽉６⽇スタート、政策ツールをいかに活⽤する
か〜   好評につき満員御礼 締めきりました。
訪日外国人客数は今年に入って大幅な増加を続け、１－７月ですでに１０００万人を突破しました。異次元のビジネスチ

ャンスが生まれると同時に、各地で宿泊施設・交通機関のキャパシティオーバー、外国語で対応できる人材の不足など、

さまざまな課題が噴出しています。

　「インバウンド観光ビッグバン」ともいうべき異次元の状況に対応するため、政府でも、従来の観光行政の枠を超えた取

組が始まっています。特に注目すべきは、「地方創生」の切り札として安倍内閣が進める地方創生特区（国家戦略特区）

です。宿泊、輸送、入管、外国人就労などの領域で、特区で実験的に、全く新たな規制や制度インフラを導入する可能性

が示されています。

　異次元の状況に対応するには、新たな政策ツールをいち早く最大限に活用できるかどうかが鍵です。本セミナーでは、

政策責任者や観光関連ビジネスのエキスパートをお招きし、公開情報だけでは読み取り切れない最新の政策情報と、そ

れをビジネスに活用する具体的な可能性についてお伝えします。

　特に、政府では１０月に入って、地方創生特区の年内の区域指定に向け（政府は、現在すでに指定されている６か所の

特区に加え、年内に追加的な指定を行う方針）、内閣府による提案募集が始まりました。特区を活用したインバウンド対

応を検討されている（または、これから検討されようとする）自治体や事業者の皆様には、最新の政策情報やアイディア

を得るための、またとない機会になるものと思います。

（注）現時点での特区：東京圏、関西圏、愛知県、沖縄県、福岡市、新潟市、仙台市、仙北市（秋田県）、養父市（兵庫県）

 
日時】　１０月２２日（木）
■第一部　１６：３０－１８：００　公開セミナー
・登壇者

　内閣府地方創生推進室次長　藤原豊氏

　日本政策投資銀行常務執行役員　地下誠二氏

   ジャパンショッピングツーリズム協会専務理事・事務局⻑ 新津研⼀⽒
　株式会社グローバルパワー代表取締役　竹内幸一氏

　政府・国家戦略特区ワーキンググループ委員　原英史氏　ほか 

・内　容

　①講演「インバウンド観光を地方創生にどうつなげるか~日本版DMOというアプローチ」（地下氏）　

　②講演「地方創生特区をどう活用するか」（藤原氏）　

　③パネルディスカション「インバウンド観光を巡る課題と解決の方策」

■第二部　１８：１５－２０：００　懇親会
（立食／ドリンク・軽食付き。ＮＰＯ法人万年野党「政策カフェ」共催）

      
【場所】　第一部　日比谷図書館小ホール（日比谷公園内）

　　　　　第二部　ballo ballo虎ノ門店（飯野ビル２Ｆ／千代田区内幸町２-１-１）

【料金】　５千円（第二部懇親会料金を含む）
  
主催： 株式会社特区ビジネスコンサルティング 
協⼒： ＮＰＯ法⼈万年野党
  
【参加方法】　事前のお申込みが必要です（定員６０名先着順）。
お名前、ご所属（企業・団体等）・お役職、ご連絡先（メールアドレスなど）を明記して、
以下お問合せ先のメールアドレスあてご連絡ください。
 

 
申込み・問合せ先 株式会社特区ビジネスコンサルティング 

電話/fax 03-6256-8490   Email info@tokkubiz.com  担当 宇佐美、五島 

http://www.tokkubiz.com/

151022 「インバウンド観光ビッグバンと地⽅創⽣特区」.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [1.4 MB]

ダウンロード

公開特区提案を提出、ヒアリングに参加しました。
9⽉28⽇ 内閣府 国家戦略特区へ、福本誠作⽒（宮崎県⼩林市市議会議員）、特区ビジネスコンサルティ
ング連名で「ふるさと選挙」制度の提案〜ふるさと納税者に選挙権を〜 を提案、ヒアリングに参加しま
した。

宮崎県 ⼩林市 「ふるさと選挙」
ふるさと選挙資料.選挙権.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [1'012.6 KB]
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ダウンロード

当社の提案についてメディアで⾔及されました
「理容と美容の縄張り」とは？ 進まない「規制改⾰」の現実 

2015年7⽉1⽇ 新潮社フォーサイト 記事より
実は国家戦略特区でも、美容分野の「外国⼈美容師の解禁」という提案が⺠間事業者からなされており、年初以来

取り組んできた。 

 国内ではさほど認識されていないが、⽇本の美容技術は世界でも評価が⾼い。このため、海外からの観光客で⽇

本の美容室に⽴ち寄ろうという⼈は少なくなく、現場の美容室では、⾔語制約で対応しきれないなどの問題が⽣じ

つつある。

  
3⽉22⽇⽇経新聞社説より

【⽇経新聞】岩盤規制の改⾰は道半ばだ
  

当社の提案がメディアにとりあげられました。
6⽉24⽇ Japan In-Depth

［相川俊英］【急速に進む“地⽅⾃治の空洞化”】〜「ふるさと
選挙」制度で地⽅再⽣を〜 

相川俊英（ジャーナリスト）
相川俊英の地⽅取材⾏脚録

http://japan-indepth.jp/?p=19241
記事抜粋
 〜ある民間会社が6月、内閣府に対してユニークな国家戦略特区の提案を行った。特区提案したのは株式会社「特区ビジ

ネスコンサルティング」で、特定の自治体に一定額以上のふるさと納税を行った人に、その自治体での選挙権と被選挙権を

付与するというものだ。〜 
記事はこちら

特区ビジネスコンサルティング 業務報告

2015年6⽉5⽇
３件の公開特区提案を内閣府へ提出しました。（ポイントは下記にてダウンロード可）

 ・労働基準監督署の⼀部の地⽅移管・⺠間委託
 ・「ふるさと選挙」制度の提案〜”ふるさと納税”者に選挙権と被選挙権を
 ・公務員の地⽅議員兼職を可能に（「ふるさと選挙」制度の補⾜提案）
  

その他、以下提案をサポート。
 ・⼀泊⼆⽇からの旅館業特例事業の解禁
 ・クールジャパンに関わる外国⼈材の就労解禁
 ・真珠に関わる漁業権の⺠間開放（六次産業）
  

以下の⾮公開特区提案をサポート。（提案資料は⾮公開）

 ・新型美容能⼒試験の地域限定導⼊
下記公開提案内容のポイント部分

150605 国家戦略特区提案 （労働基準監督署の⼀部の地⽅移管・⺠間委託）
Adobe Acrobat ドキュメント [93.7 KB]

https://web.archive.org/web/20160911150035/http://www.tokkubiz.com/app/download/12098030090/150605+++%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%89%B9%E5%8C%BA%E6%8F%90%E6%A1%88%E3%80%80%EF%BC%88%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%BD%B2%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%81%AE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A7%BB%E7%AE%A1%E3%83%BB%E6%B0%91%E9%96%93%E5%A7%94%E8%A8%97%EF%BC%89.pdf?t=1447813587
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ダウンロード

150605 国家戦略特区提案（「ふるさと選挙」制度の提案〜”ふるさと納税”者に
Adobe Acrobat ドキュメント [48.5 KB]

ダウンロード

150605 国家戦略特区提案（公務員の地⽅議員兼職を可能に「ふるさと選挙」制度
Adobe Acrobat ドキュメント [29.9 KB]

ダウンロード

2015年１⽉16⽇
地域限定美容師の創設（外国⼈美容師の解禁）について内閣府に提案、ヒアリング
に参加しました。（※提案資料は⾮公開）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.htm

概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ

ログイン
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