
ちとせタウントーク 一覧

　公立千歳科学技術大学・地域連携センターとPWC観
光振興研究クラスターでは、デジタル・グローバル化時
代の地域・ビジネス、観光、教育をテーマに、急速に
進むデジタルトランスフォーメンションがもたらすイン
パクトと可能性を考察し、地域創生を推進するための
テクノロジーのあり方を、市民と共に探るべく、「タウ
ントーク」を２０１９年９月より毎月１回まちライブ
ラリー＠千歳タウンプラザにて定期的に開催しておりま
す。多くの方のご参加をお待ちしております。 

【ワークショップ担当】 

○曽我 聡起 
公立千歳科学技術大学　 
理工学部情報システム工学科 学科長（教授） 

○川名 典人 
公立千歳科学技術大学（客員教授） 
札幌国際大学総合研究所 研究員、元観光学部学部長） 
○主催 
公立千歳科学技術大学・地域連携センター 
PWC観光振興研究クラスター

*開催日：１０月２３日（水） 
　　　　　１８：００～１９：３０ 
*会場：まちライブラリー＠千歳タウンプラザ 
*テーマ：Here comes MaaS! 
MaaS (Mobility as a Service)は「移動を１つ
のサービスと考え、利用者が目的地までスムー
ズに移動するための概念」です。少子高齢化が
急速に進む時代。交通手段をどう整備するかが
問われています。自動運転や5Gを利用した
MaaSはその解決法として注目されています。
今回のゲストスピーカーは成田智哉氏。大手の
企業でMobilityを研究されていた方です。MaaS
を実現するための課題や現状、そして実現へ向
けたロードマップを熱く語って頂きます。 
ゲストスピーカー：成田　智哉　氏 
 マドラー株式会社 代表取締役CEO 
＊次回のタウントーク 
１１月２７日（水）18時 - 19時30分 
テーマ：AR・VRがもたらす異空間のインパクト 
イベント・観光や企業の社員教育等でARやVRに熱い
注目が注がれています。千歳科学技術大学が取り組ん
でいる支笏湖デザインプロジェクトを事例にAR/VR
がもたらす異次元情報発信を体験しながらその可能
性を探ります。

公立千歳科学技術大学・地域連携センター「デジタルワークショップ」 

タウントーク Vol. 2 
テーマ：Here comes MaaS!
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２０１９年度まで日本の観
光産業は期待が大きい成長
ビジネスと考えられていま
した。しかし、新型コロナ
ウイルスによるパンデミッ
クスで環境は激変しまし
た。２０２０年はどんな年
になるでしょう。第１回の
タウントークでは、この問
題を皆さんと情報を共有し
ながら考え、今後の観光の
あり方について理解を深め

ていきます。ゲストスピー
カーの川崎氏は支笏湖の宿
泊という観光現場でこのパ
ンデミックスにどう対応し
てきたか、そしてウイズ・
ポストコロナ時代の新たな
ツーリズムはどうあるべき
について講演して頂きま
す。多くの方の参加をお待
ちしております。

7月22日（水）開催

○タウントークはオンラ
インで実施いたします。
裏面を参照してアカウン
トを作成し、参加をお願
い致します。 

○次回のタウントーク 
8月26日（水） 
１９：００～２０：００ 
テーマ：ICTで地域課題解
決です。高齢化、過疎化
が進む地域のICTを利用し
た課題解決を考えます。

https://chitose.town/login/index.php

○タウン・トーク２０２０  
＊日時：7月22日（水） 
　　　　19時～20時 
＊会場：オンライン開催 
＊ゲストスピーカー： 
　休暇村支笏湖 
　支配人  川崎 孝利氏

＊曽我 聡起 
公立千歳科学技術大学 理工学部 
情報システム工学科 学科長(教授) 
＊川名 典人  
公立千歳科学技術大学 理工学部 (特任教授) 

- タウントーク担当 -

主催：　公立千歳科学技術大学・地域連携センター、PWC観光振興研究クラスター 

 タウントーク  
 ”ウイズ・ポストコロナの観光課題と新たなツーリズム” 

Vol.1 オンライン

2020

 
 

第５回のタウントークは、
「地域を活性化させるため
の司令塔」がテーマです。
千歳市は北海道で一番平均
年齢が若いまちです。ま
た、数少ない “人口が増加” 
しているまちです。しかし
ながら、継続して ”魅力的な
まち作り” をしなければ、
その活力は失われます。ゲ
ストスピーカーである中出氏
は千歳市商店街振興組合連

合会が行うイベントや活動
を通して 地域の活性化の重
要性についてお話し致しま
す。また、タウントーク担
当者からは国内外の地域活
動事例をご紹介します。後
半は人・モノ、そして組織
という観点から地域活性化
の司令塔に何が必要かを議
論致します。 
多くの方の参加をお待ちし
ております。

○タウントークはオンラインで実施いたします。裏面を参照し
てアカウントを作成し、ログインして参加をお願い致します。 

○次回のタウントーク 
２月2５日（木） 
１９：００～２０：００ 
テーマ：”災害を見据えた
応急仮設住宅戦略” 
災害は予測が難しい。しか
し、災害で直ぐ必要になるの
は応急仮設住宅。その ”ロー
ドマップ” とは何かを議論致し
ます。 

https://chitose.town/login/index.php

○タウントークVol. 5 
＊日時：１月２８日（木） 
　　　　19時～20時 
＊会場：オンライン開催 
＊ゲストスピーカー： 
　千歳市商店街振興組合連合会 
　専務理事　中出 英利 氏 
　 

＊曽我 聡起 
公立千歳科学技術大学 理工学部 
情報システム工学科 学科長(教授) 
＊川名 典人  
公立千歳科学技術大学 理工学部 (特任教授) 

- タウントーク担当 -

Vol. 2

主催：　公立千歳科学技術大学・地域連携センター、PWC観光振興研究クラスター 

 タウントーク 
      ”地域を活性化させるための司令塔” 

Vol.５ オンライン

写真：Blue-Light Project
１月２８日（木）開催
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第６回のタウントークは、
災害時を見据えた応急仮設
住宅がテーマです。災害時
に必要となる仮設住宅はど
うあるべきでしょうか。サ
イズや寒さ、暑さを考慮し
た設計はもちろんですが、
工期も重要です。どのぐら
いの戸数が必要になるかも
大きな問題です。最近の
ニュースで仮設住宅を建て
ても途中で入居者数が激減

し、財政的な負担が大きい
との報告がありました。今
回講演される（株）アーキ
ビジョン２１の柴田氏は、
SDGsも見据えた循環型の仮
設住宅を通してこのような
問題にどう企業として取り
組んでいるかをお話致しま
す。脱炭素時代に相応しい
応急仮設住宅に関する講
演、多くの方の参加をお待
ちしております。

○タウントークはオンラインで実施いたします。裏面を参照し
てアカウントを作成し、ログインして参加をお願い致します。 

○次回のタウントーク 
３月2５日（木） 
１９：００～２０：００ 
テーマ：”MaaSが我が町にやっ
てくる！” 個人が移動手段を手
配する時代からスマフォで移動
手段から支払いや予約・手配ま
で対応できる時代が目前です。
今回のタウントークは今、日本
で展開されているMaaS最前線
をご紹介します。

https://chitose.town/login/index.php

○２０２０年度 
 第６回タウントーク 
＊日時：３月４日（木） 
　　　　19時～20時 
＊会場：オンライン開催 
＊ゲストスピーカー： 
(株)アーキビジョン21  
防災家バンク事業本部 
本部長　柴田大祐 氏

＊曽我 聡起 
公立千歳科学技術大学 理工学部 
情報システム工学科 学科長 (教授) 
＊川名 典人  
公立千歳科学技術大学 理工学部 (特任教授) 

- タウントーク担当 -

Vol. 2

主催：　公立千歳科学技術大学・地域連携センター、PWC観光振興研究クラスター 

９月24日（木）開催

 タウントーク 
      ”災害を見据えた応急仮設住宅戦略” 

Vol.６ オンライン

写真：公立千歳科学技術大学キャンパスに 
　　　　　　　設置された実験用仮設住宅

３月４日（木）開催

2020

第 ７ 回 タ ウ ン ト ー ク
は、”MaaSが我が町にやって
くる！” がテーマです。マー
ス MaaS (Mobility as a 
Service) はマイカー以外の
移動手段をサービスとして捉
えるコンセプトです。大切な
ことは ”シームレスにつな
ぐ” ということです。フィン
ランドはその先進国です。今
回のタウントークではMaaS

事業を全国で推進している
MONET Technologies株式
会社の山本氏に東京から講演
をしていただきます。全国で
行われている実証実験や導入
事例を紹介していただき、そ
こから見えるMaaSの現状と 

 ”未来予想図”を描いていた
だきます。多くの方の参加を
お待ちしております。

○タウントークはオンラインで実施いたします。裏面を参照し
てアカウントを作成し、ログインして参加をお願い致します。 

○次回のタウントーク 
４月２６日（月） 
１９：００～２０：００ 
テーマ：”医療現場から見え
るコロナ禍時代の備え” で
す。２０２０年から始まった
コロナのパンデミック。２０
２１年はワクチンの予防接種
が開始される新たなフェーズ
を迎えます。コロナ禍の ”危
機管理” についてゲストス
ピーカーがお話致します。 

https://chitose.town/login/index.php

○２０２０年度 
 第７回タウントーク 
＊日時：３月２５日（木） 
　　　　19時～20時 
＊会場：オンライン開催 
＊ゲストスピーカー： 
MONET Technologies 株式会社 
事業本部事業推進部 
東日本地域事業推進課 
課長代理 
山本 竜也 氏

＊曽我 聡起 
公立千歳科学技術大学 理工学部 
情報システム工学科 学科長 (教授) 
＊川名 典人  
公立千歳科学技術大学 理工学部 (特任教授) 
お問い合わせ：n-kawana@photon.chitose.ac.jp 

- タウントーク担当 -

主催：　公立千歳科学技術大学・地域連携センター、PWC観光振興研究クラスター 

Vol. 7オンライン

写真 : シンガポール  
         ライフスタイルハブ 
　　　　　　　

３月２５日（木） 
１９時～２０時

”M a a S が 
 我が町に 
やってくる！” 

タウントーク vol. 7

2020

2021年度第２回のタウン
トークは、”光とテクノロ
ジーによる地域活動” が
テーマです。皆さんは光が
テクノロジーと結びつくこ
とで生まれる可能性を考え
たことがあるでしょうか。
街や地域を”見守る”あかり
は昔から私たちに安らぎを
与えてくれました。最近は
デジタルと融合してプロ
ジェクション・マッピング

や夜のイルミネーションで
大活躍です。また、農業分
野でも光とICTによる新た
な農業の可能性を私達に示
しています。今回のタウン
トークでは、地域とコラボ
して活躍している青木先生
が光に関わる多様な地域活
動をご紹介致します。多く
の方の参加をお待ちしてお
ります。

○タウントークはオンラインで実施いたします。 
下記のサイトから視聴情報を取得してください。 

○次回のタウントーク 
６月２４日（木） 
１９：００～２０：００ 
テーマ：”どうなる未来社会？！
人工知能（AI）で世界が変わる”  
ゲストスピーカーがディープラー
ニング技術を活用した支笏湖の
取組みを事例にお話し致しま
す。 

https://chitose.town

○２０２１年度 
 第２回タウントーク 
＊日時：５月２７日（木） 
　　　　19時～20時 
＊会場：オンライン開催 
＊ゲストスピーカー： 
　公立千歳科学技術大学 
　准教授　青木　広宙 氏

＊曽我 聡起 
公立千歳科学技術大学 理工学部 
情報システム工学科 学科長 (教授) 
＊川名 典人  
公立千歳科学技術大学 理工学部 (特任教授) 
 
＊お問い合わせ 
n-kawana@photon.chitose.ac.jp 

- タウントーク担当 -

主催：　公立千歳科学技術大学・地域連携センター、PWC観光振興研究クラスター 

オンライン

”光とテクノロジー 
　　による地域活動 ” 

タウントーク
2021 vol.2

5月２7日（木）１９時～２０時 写真：千歳川沿いの桜

2021

　公立千歳科学技術大学・地域連携センターとPWC観
光振興研究クラスターでは、デジタル・グローバル化時
代の地域・ビジネス、観光、教育をテーマに、急速に
進むデジタルトランスフォーメンションがもたらすイン
パクトと可能性を考察し、地域創生を推進するための
テクノロジーのあり方を、市民と共に探るべく、「タウ
ントーク」を２０１９年９月より毎月１回まちライブ
ラリー＠千歳タウンプラザにて定期的に開催しておりま
す。多くの方のご参加をお待ちしております。 

【ワークショップ担当】 

○曽我 聡起 
公立千歳科学技術大学　 
理工学部情報システム工学科 学科長（教授） 

○川名 典人 
公立千歳科学技術大学（客員教授） 
札幌国際大学総合研究所 研究員、元観光学部学部長） 
○主催 
公立千歳科学技術大学・地域連携センター 
PWC観光振興研究クラスター

*開催日：１１月２７日（水） 
　　　  １８：００～１９：３０ 
*会場：まちライブラリー＠千歳タウンプラザ 
*テーマ：AR・VR、ドローンの異文化空間インパクト 
　AR・VR、そしてドローンの映像を融合させた
MR(Mixed Reality)と呼ばれる体感型観光情報発信
は全く新しい情報発信手法で、迫力や臨場感が絶大
です。公立千歳科学技術大学では ”支笏湖デザインプ
ロジェクト” でこのMRがもたらす異次元情報発信コ
ンテンツを制作しています。今回その成果を担当者に
紹介していただき、作成法や利用法について語って頂
きます。誰でもできる仕組みを学びましょう！ 
*ゲストスピーカー 
1. MOSA Multi-OS Software Artists　 
  ����������� 
2. 映像作家  ���
	�� 
 
��次回のタウントーク 
2020年１月２９日（水）18時 - 19時30分 
テーマ：�������� 
2020年は通信速度が劇的に変化する年です。仮想空
間と現実空間を融合させるSociety5.0と呼ばれるこ
れからの社会。５Gの役割は重要です。通信キャリア
大手の方をお招きして熱いタウントークに参加しま
しょう！

公立千歳科学技術大学・地域連携センター「デジタルワークショップ」 

タウントーク Vol. 3 
テーマ：AR・VR、ドローンの異空間インパクト 

2019
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