
【協賛】
（順不同）

～不動産活用のプロフェッショナル達が語る～

私 たちは 本 気で社 会を変えていく

リアル Webハイブリッド開催

会場：日経ホール7 24 Saturday

コロナ禍を受け人生を深く見つめる機となった今、新しい生き方や働き方、より心地よいライフスタイルを
模索し、個人の不動産資産の有効活用や実家の未来、そして自分自身の人生についても想いを巡らせたい。
社会課題解決につながる空き家対策、大人時間の愉しみや在り様、新時代の信託・相続など、新たなソ
リューションや人生の豊かな気づきを得て、私たちはともに前へ進んでいく。都市の未来を展望するシンポ
ジウム「日経リアルエステートサミット」に続き、個人の不動産を起点に始まる社会変化について議論する。

主催：日本経済新聞社 イベント・企画ユニット



プログラム ※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

第一部　不動産と取り巻く社会課題の解決について
　　　　 ～魅力ある空き家対策とより良い暮らしの実現～

　　　　　　　　　基調講演 「空き家対策の推進について」
　　　　　　　　　　　　　　国土交通省 住宅局 住宅総合整備課長　齋藤 良太氏
　　　　　　　　　特別講演 「空き家活用を促進するための相続対策」
　　　　　　　　　　　　　　NPO法人 空家・空地管理センター 代表理事　上田 真一氏
　　　　　　　　　企業講演 「買取再生事業を通じた『空き家問題の解決』と『より良い暮らしの実現』」
　　　　　　　　　　　　　　カチタス 代表取締役社長　新井 健資氏
　　　　　　　　　パネルディスカッション 「魅力ある空き家対策とより良い暮らしの実現」
　　　　　　　　　　　パネリスト　国土交通省 住宅局 住宅総合整備課長　齋藤 良太氏
　　　　　　　　　　　　　　　　 NPO法人 空家・空地管理センター 代表理事　上田 真一氏
　　　　　　　　　　　　　　　　 カチタス 代表取締役社長　新井 健資氏
　　　　　　　　　　　モデレーター　木佐 彩子氏

　　　　　　　　
第二部　資産としての不動産の有効活用
　　　　 ～中長期目線で考える、住宅・不動産の資産価値～

　　　　　　　　　特別講演 「資産形成と不動産」
　　　　　　　　　　　　　　ファイナンシャル・プランナー　北野 琴奈氏
　　　　　　　　　企業講演 「低リスクで安定的な資産形成を目指す
　　　　　　　　　　　　　　～分譲戸建住宅の資産性をどう考えるか？～」
　　　　　　　　　　　　　　飯田グループホールディングス 取締役専務　西野 弘氏

　　　　　　　　
第三部（前半)　新しい暮らし方・新しい生き方と不動産
　　　　　　　　 ～多拠点生活が創出する、新たなコミュニティの可能性～

　　　　　　　　　基調講演 「住まいの幸福とアドレスホッパー～渡り鳥的ライフスタイルの起源～」
　　　　　　　　　　　　　　LIFULL HOME'S総研 所長　島原 万丈氏
　　　　　　　　　特別講演 「多拠点生活が生み出す生きがいの創造と空き家・空き部屋の活用」
　　　　　　　　　　　　　　ADDress 代表取締役　佐別當 隆志氏
　　　　　　　　　スペシャルトーク 「多拠点生活が生み出す新しい可能性」
　　　　　　　　　　　LIFULL HOME'S総研 所長　島原 万丈氏
　　　　　　　　　　　ADDress 代表取締役社長　佐別當 隆志氏
　　　　　　　　　　　モデレーター　木佐 彩子氏

第三部（後半)　新しい暮らし方・新しい生き方と不動産
　　　　　　　これから始まる新しい人生、心豊かな時を刻む
　　　　　　　　 ～何気ない日常をかけがえのない毎日に～

　　　　　　　　　スペシャルセッション 「人生を楽しみ、笑顔弾む時を奏でる」
　　　　　　　　　　　クラシカル・サクソフォン演奏家　須川 展也氏
　　　　　　　　　　　ピアニスト　小柳 美奈子氏
　　　　　　　　　　　モデレーター　木佐 彩子氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊このプログラムは、生演奏とトークセッションで構成します。

　　　　　　　　
　　　　　　　　　クロージングセッション 「これからの未来を豊かに暮らすリノベーション」
　　　　　　　　　　　LIXIL ブランド＆マーケティングストラテジー統括部 リーダー　蜂屋 奈美氏
　　　　　　　　　　　モデレーター　木佐 彩子氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊このプログラムは、木佐彩子氏とのトークセッションで構成します。
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第一部　不動産と取り巻く社会課題の解決について
　　　　　～魅力ある空き家対策とより良い暮らしの実現～

第二部　資産としての不動産の有効活用
　　　　　～中長期目線で考える、住宅・不動産の資産価値～

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課長

齋藤 良太氏
NPO法人 空家・空地管理センター 代表理事

上田 真一氏

ファイナンシャル・プランナー

北野 琴奈氏
飯田グループホールディングス 取締役専務

西野 弘氏

1997年4月建設省採用。2009年4月
和歌山県県土整備部都市住宅局都市政
策課長。18年7月国土交通省道路局総
務課高速道路経営管理室長。19年7月
厚生労働省老健局高齢者支援課長。
21年4月国土交通省住宅局住宅政策課
長、同年7月同省住宅局住宅総合整備
課長（併）住宅局住宅政策課長。

米国オハイオ州立大学卒業後、ベトナ
ムでの不動産事業を経験ののち、帰国
して、リクルート入社。住宅設備に関
する情報発信・営業に当たる。その後、
家業である不動産企業の北斗グループ
に入社し、事業用不動産売買や賃貸不
動産の開発などの取り扱いに従事。行
政より相談の多い空き家・空き地問題
に着目し、2013年NPO法人 空家・空
地管理センターを設立。空き家の管理
業務を行ないながら、売却などの活用
提案を行なっている。著書に『あなた
の空き家問題』（日本経済新聞出版社）。

津田塾大学卒業後、会社員を経て独立。
実践型FPとして資産運用、不動産投
資・賃貸経営、キャリアなどに関する
講演、執筆、コンサルティング等を行
う。会社員の頃、資産運用の大切さを
実感し、ファイナンシャル・プランナ
ーの上級資格である、国際ライセンス
CFP®資格を取得。同時にロバート・
キヨサキ著『金持ち父さん貧乏父さ
ん』を読んだのをきっかけに、夢実現
の手段として不動産投資・経営をはじ
め、東京を中心に保有。海外にもチャ
レンジし、アメリカでの賃貸経営も手
掛ける。

1988年3月慶應義塾大学経済学部卒業。
同年4月リクルート入社。2006年4月
東栄住宅入社、取締役人材開発室長。
07年8月同社代表取締役社長。09年4
月東栄ホームサービス代表取締役社長。
13年11月飯田グループホールディング
ス取締役。18年6月ホームトレードセ
ンター取締役。19年6月飯田グループ
ホールディングス常務取締役。20年4
月東栄住宅取締役。21年4月飯田グル
ープホールディングス取締役専務、東
栄ホームサービス代表取締役会長。

～不動産活用のプロフェッショナル達が語る～

カチタス 代表取締役社長

新井 健資氏
1993年4月三和銀行（現三菱UFJ銀行）入行。97年9月
衆議院議員古川元久事務所秘書。99年2月ベイン・アン
ド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社。
2004年8月リクルート（現リクルートホールディング
ス）入社。12年6月やすらぎ（現カチタス）入社、代表
取締役社長（現任)。16年3月リプライス代表取締役会
長。17年3月リプライス代表取締役社長（現任)

登壇者
プロフィル
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第三部（前半)　新しい暮らし方・新しい生き方と不動産
　　　　　　　　 ～多拠点生活が創出する、新たなコミュニティの可能性～

第三部（後半)　新しい暮らし方・新しい生き方と不動産
　　　　　　　これから始まる新しい人生、心豊かな時を刻む
　　　　　　　　 ～何気ない日常をかけがえのない毎日に～

クラシカル・サクソフォン演奏家　須川 展也氏

ピアニスト　小柳 美奈子氏

LIFULL HOME'S総研 所長

島原 万丈氏
ADDress 代表取締役社長

佐別當 隆志氏

LIXIL
ブランド＆マーケティングストラテジー統括部 リーダー

蜂屋 奈美氏
モデレーター

木佐 彩子氏

1989年リクルート入社。2005年より
リクルート住宅総研。13年3月リクル
ート退社、同年7月LIFULLでLIFULL 
HOME'S総研所長に就任。他に一般社
団法人リノベーション住宅推進協議会
設立発起人、国交省「中古住宅・リフ
ォームトータルプラン」検討委員など。

日本が世界に誇るクラシカル・サクソフォン奏者。国内外の著名オーケ
ストラと多数共演。またウィーンのムジークフェラインをはじめ30
カ国以上で公演やマスタークラスを行っている。東京藝術大学卒業。
第51回日本音楽コンクール、第1回日本管打楽器コンクール最高位受
賞。02年NHK連続テレビ小説「さくら」テーマ曲演奏。トルヴェール・
クヮルテットのメンバー、東京藝大招聘教授、京都市立芸大客員教授。

東京藝術大学卒業。伴奏のイメージを変えてしまうアンサンブル・ピ
アニスト。様々なプレイヤーの呼吸の機微を読み取り、それに寄り添
うしなやかな感性を数多くの公演、録音で発揮している。吉松隆「サ
イバーバード協奏曲」の準ソリストとしてフィルハーモニア管弦楽団
とも共演。須川展也、トルヴェール・クヮルテットの共演者としてのキ
ャリアも長く、多くの録音に参加。パーカッションの山口多嘉子との
デュオ「パ・ドゥ・シャ」でCDを発表。トリオ「YaS-375」メンバー。

2000年ガイアックス入社。事業開発
を経て、16年一般社団法人シェアリ
ングエコノミー協会を設立し、事務局
長に就任。17年内閣官房IT総合戦略室
よりシェアリングエコノミー伝道師を
拝命。総務省、経産省のシェアリング
エコノミーに関する委員を務める。定
額制の多拠点コリビングサービスを展
開するADDressを創業し、代表取締役
社長に就任。20年シェアリングシテ
ィ推進協議会代表に就任。

1997年ユニリーバ・ジャパン入社。
2010年まで様々なマーケットでヘア
ケアの主要ブランドを歴任、ブランド
戦略、商品企画、アクティベーション
などをリード。10年から15年にかけ
てグローバルマーケティング専門のコ
ンサルティング企業 EffectiveBrands
で、ブランド戦略やマーケティング人
材教育など、国内・海外の様々な企業
のマーケティング課題に対するソリュ
ーション開発に取り組む。16年より
LIXILキッチン事業部でブランド、CX
戦略を担当、19年10月よりブランド
＆マーケティングストラテジー統括部
のリーダー（現職)。

東京都出身。米国LAにて小学生・中学生時代（小学
校２年から中学校２年まで）を過ごす。94年青山学
院大学卒業、フジテレビに入社し、｢プロ野球ニュー
ス」「FNNスーパーニュース」「めざましテレビ」等
多数の番組を担当。2000年ヤクルトスワローズ所属
(当時）の石井一久氏と結婚。翌年末、出産を期にフ
ジテレビを退社。02年から06年まで、石井氏のメジ
ャーリーグ移籍に伴い再び渡米。06年に帰国し本格
的にフリーアナウンサーとして復帰、現在に至る。


