
取組全体の目的・概要： 「新しい東北」にふさわしい産業形態として、地域協働産業（まちづくり会社による６次産業化とコミュニティ
ビジネス運営）を創出することにより、持続可能な地域コミュニティを確立する。全住民の参加と協働で取り組むようにするため、先進
地視察、ワークショップ、中核メンバー会議を行い、拠点施設計画案の策定、提言書の取りまとめを行う。
取組の先導性： 「家業」に代わる産業として、住民全員を対象としたワークショップを通じて合意形成を図りつつ、地域全体が関わる地域

協働産業会社（まちづくり会社）を設立しようとする点に先導性がある。

（例）第１回 （いつ、どの場所で、結果概要）
第２回 （いつ、どの場所で、結果概要）

【取組①】 「地域協働産業への住民の参加と合意形成」
(1) 先進事例視察

・１１月１７日（日） 宮城県 「道の駅」；上品の郷、
「仮設店舗」；塩釜仮設店舗、石巻まちなか復興ﾏﾙｼｪ、石巻漁港

・１１月１８日（月） 宮城県 「道の駅」；あら伊達な道の駅、
「仮設店舗」；南三陸さんさん商店街、女川ﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽ ｴﾙﾌｧﾛ等

※参加者 各３０名（協議会メンバー、産業再生会議メンバー、婦人会等）
・１月２６日（日） 福島県 「道の駅」 ふくしま東和、古殿おふくろの駅

※参加者 ３６名（協議会、産業再生会議メンバー、婦人会、県職員等）
(２) 震災前家業ノウハウのヒアリング（豊間生活サポートセンター）

・１２月 ７日（金）～９日（日） １０社に今後の事業再開見通しについてヒアリング
(３) 中核メンバー会議及び県・市との調整会議（豊間生活サポートセンター）

・産業再生検討会議の中核メンバー会議（仮設店舗準備会）１５社で立ち上げ；９月２２日
・本設の道の駅の開設に向けて（３年後）、それまでの間、仮設店舗の協働運営を

図ることを決定。（2014年10月開設） （９～１２月に会議７回、県市との調整３回を実施）
（４） ワークショップと講演会の開催 ・２月２８日（金） ＷＳ提言発表会

・１月１８日 ２回 「かーちゃんの力を発揮する」 「ひとりひとりが特産品づくりに参加する」
※講演； 福島大学 塩谷弘康先生
※ワークショップ参加者 １回目 婦人会など１５名、２回目 住民参加者 １５名

・２月１日、２月２日 各１回 「産業再生・交流拠点ゾーンのイメージを考える・参加する」
※講演； 福島大学 岩崎由美子先生 「道の駅が地域づくりに果たす役割」

※ワークショップ参加者 ２月１日 住民参加者３２名、２月２日 住民参加者３５名
(５) 提言書策定と提言発表会

・２月に提言策定会議３回で検討し、２月２８日（金）；協議会全体会議で提言を発表、承認
(６) 住民への広報 【モデル事業対象外】

・毎月発行の「ふるさと豊間だより」による活動の周知、日曜市の毎月開催（６月～１月）

道の駅上品の郷

女川ﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽ ｴﾙﾌｧﾛ南三陸 さんさん商店街

仮設店舗
準備会

講演会と
ワークショップ

道の駅ふくしま東和

主な実施内容

先進
事例
視察

～ふるさと豊間復興協議会 ： ＮＰＯ法人ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｱｿｼｴｰｼｮﾝ美しい街住まい倶楽部～（福島県いわき市）

63_600戸のコミュニティと産業の再生；
家業から地域協働産業へ、観光産業の価値共創ビジネス6次産業化

その他（「新しい東北」の
創造に向けた共通課題）
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進捗状況の評価・今後の課題

【取組③】 「コミュニティビジネスを活用した災害公営住宅に住む高齢者の支援」
（１）ワークショップ（入居申込）開催 【一部モデル事業対象外】

・第１回 ９月２０日（金）～ ２２日（日） 豊間公民館（地区別に３回 グループ入居申込の討議）
・第２回 １０月２０日（日） 豊間小学校体育館 （入居希望者約１８０名（グループ作りの実施）

（２）ワークショップ（入居内定後）開催と講演 合計１２０名参加 ※講演；大妻女子大学 松本暢子先生
・２月２２日（土）、２３日（日） 地区別に４回 「団地町会づくりとルールづくりを目指して」

（３）先進事例視察 ・３月１日（土） ４０名参加
・埼玉県 ◎自治会活動；尾山台団地（上尾市） ◎ペット共生；松が丘団地（鶴ヶ島市）

（４）災害公営住宅ｺﾐｭﾆﾃｨ再生・高齢者支援提言書策定
（５）住民への広報 「ふるさと豊間だより」でグループ入居申込呼びかけ 【モデル事業対象外】

・１０月２１日～１２月２４日 グループ申込、グループ作りの調整の個別相談の実施

【取組②】 「地域協働産業に関するプロジェクトの策定」
（１)先進事例収集

・先進事例視察先の８施設について資料の収集整理と視察研修資料として配布。
（２）市場調査（首都圏からの復興交流ツアーの実施） 首都圏から４７名参加

・ １１月３日（日）、豊間の現地訪問と日曜市で交流。
・いわき、豊間の魅力についてのアンケート調査の実施。

（３）施設基本計画・プロジェクト提言書策定
・震災前家業ノウハウのヒアリング、仮設店舗準備会の検討を踏まえ、

①仮設店舗の施設基本計画の作成（第１次案～第５次案）
②産業再生・交流拠点施設イメージ案の作成、提言書発表２月２８日（金）

（４）誘客計画、価値共創ビジネス、事業計画の概略検討（資金・収支）
・誘客計画、価値共創ビジネス、まちづくり会社の収支見通しの概算を検討

首都圏からの復興交流ツアー

土地区画整理完了後（３年後、６０ｈａ）の本格的復興を見据え、地区内の災害公営住宅（１９２戸）の入居（１０月）に合せて仮設店舗を開設し、
協働での生鮮品の直売、飲食提供、特産品づくりの実証実験を行う。また、災害公営住宅での町会再編、交流活動、高齢者支援についてのコミュ
ニティビジネス導入可能性の実証実験を行う。それを踏まえ、まちづくり会社の設立と産業再生・交流拠点の形成に向けた準備体制を確立する。

ワークショップや視察等通じて合意形成を図りつつ、地域協働産業会社（まちづくり会社）の設立と産業再生・交流拠点の形成に向けた提言書及び
災害公営住宅ｺﾐｭﾆﾃｨ再生・高齢者支援提言書策定をまとめることができ、今後の災害公営住宅の入居に合わせた仮設店舗の開設、拠点施設用
地の集約化や豊間区の法人化、町会の再編等、復興への希望を見出して、地区全員（約６００世帯）で取り組むことの意義を確認できた 。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

拠点施設イメージ案

入居申込ワークショップ

団地事例視察町会づくりワークショップ
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取組全体の目的・概要：岩手県全域を対象に、継続的な起業・創業支援のプラットフォーム形成を目指すことを目的に取組む事業。

取組の先導性：地域金融機関、学校法人、税理士法人の３者が連携した起業・創業のコンソーシアムは岩手県で初めてとなる取
組で、日本全国への波及効果も期待でき先導性を有する取り組みである。

取組①先行事例調査事業 東京（横浜）９回、新潟１０回 他

○いわて新事業創造プラットフォーム形成協議会の設立
１１月 ５日（盛岡市）調印式開催、本事業の対外公表
○先進事例調査実績
１１月２５日（新潟市）「にいがた未来塾」視察

学生、３０代迄起業志望６０名参加、㈱スノーピーク（新潟市）山井
社長講演、グループ討議、プラン発表等の起業家相互研鑽の場

１１月２６日（新潟市）ＮＳＧグループ取組状況 視察
事業創造大学院大学、支援先ベンチャー企業等９施設を見学

１１月２８日（盛岡市）岩手銀行役員部長勉強会開催
異業種交流会５０１顧問インターウォーズ㈱吉井社長が講師、頭取、
役員、本部各部長および本協議会メンバーの計２０名参加

１１月２９日（東京都）ＮＢＣ「寺子屋かいぎ」 視察
日本ニュービジネス協議会主催、ベンチャー経営者と学生が交流
㈱カーセブンディベロップメント井上社長が講演

１２月１２日（横浜市）横浜新技術創造館 視察
横浜市インキュベーション施設、横浜市企業経営支援財団が運営

１２月１２日（東京都）異業種交流会５０１東京支局 視察
ＮＳＧグループが運営、ベンチャー経営者等７０名参加、経営者の
プレゼン、㈱ディーエヌエー南場取締役が講演、交流会で情報交換

１２月２５日（新潟市）異業種交流会５０１新潟 視察
ＮＳＧグループが運営、５０１会会員企業として㈱エルテス菅原社長
（岩手出身）が講演

１２月２６日（新潟市）ＮＳＧグループ取組状況 視察
ＮＳＧグループ関連施設、支援先ベンチャー企業等８施設を見学

１月７日（花巻市）ミュージックセキュリティーズ㈱と企業訪問
マイクロ投資プラットフォーム「セキュリテ」の需要調査

１月８日（東京都）ＮＳＧグループＯＪＴ調査。東京ニュービジネス協議
会役員との情報交換

１月９日（東京都）ＮＳＧグループ投資先企業ハンズオン支援同行訪問
１月１０日（東京都）㈱東京証券取引所上場推進部との情報交換
１月２０日（東京都）中小企業基盤整備機構との情報交換
１月２２日（新潟市）異業種交流会５０１新潟 視察
１月２３日（新潟市）ＮＳＧグループ起業アイディアプレゼン会参加
１月２３日（東京都）異業種交流会５０１東京支局 視察
２月１０日（盛岡市）「異業種交流会ｉｎ盛岡」試行開催

２月１２日（宮古市）「異業種交流会ｉｎ宮古」試行開催
２月１３日（釜石市）「異業種交流会ｉｎ釜石」試行開催
２月１７日（大船渡市）「異業種交流会ｉｎ大船渡」試行開催
２月１８日（新潟市）異業種交流会５０１新潟 視察。㈱東京証券取引所
上場推進部が講演
２月１９日（新潟市）ＮＳＧグループと協議会の打合せ
３月１８日（新潟市）異業種交流会５０１新潟 視察
３月１９日（新潟市）ＮＳＧグループ支援先企業 視察

主な実施内容

～いわて新事業創造プラットフォーム形成協議会（株式会社岩手銀行、学校法人龍澤学館、辻・本郷税理士法人）～（岩手県全域）

64_いわて型「新事業創造」プラットフォーム形成事業

１１月５日（盛岡市）
協議会設立調印式

２月１０日（盛岡市）
異業種交流会ｉｎ盛岡

２月１２日（宮古市）
異業種交流会ｉｎ宮古

その他（「新しい東北」の
創造に向けた共通課題）
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取組②プラットフォーム試行事業
○［事前調査］本事業の岩手銀行行員向け説明会開催

１１月１２日：花巻地区、１３日：奥州地区、一関地区、１４日：大船渡地
区、釜石地区、１８日：久慈地区、八戸地区、１９日：盛岡地区、２１日：
二戸地区、八幡平地区、２２日：宮古地区 計１１地区で開催
○［事前調査］沿岸支援機関等ヒアリング

１２月１９日：釜石商工会議所、釜石・大槌産業育成センター、大船渡
商工会議所、大船渡市役所、東北未来創造イニシアティブ事務局
１月７日：宮古市役所、宮古商工会議所

○岩手県出身者のベンチャー企業調査
異業種交流会等でNSGグループより紹介を受け、岩手県における支援
体制構築等について情報交換を行う

◆㈱E社A社長（東京都）：紫波町出身３０代、東大在学中に起業、
インターネットやSNS等の誹謗中傷防止のコンサルディング

◆㈱H社B社長（東京都）：釜石市出身３０代、新事業開発支援、事業
再構築等コンサルタント事業

◆㈱O社C社長（東京都）：雫石町出身３０代、オフィス環境総合改善
設計コンサルティング
⇒岩手県出身者の起業家の情報収集を継続中

平成26年2月10日（月）
○先進事例講演
講師：（学）新潟総合学園

総長 池田弘 氏
演題：「新潟における創業支援
の取組み」
○起業事例講演
講師：㈱エルテス

代表取締役 菅原貴弘 氏
演題：「岩手県民がどうやって、
起業家になったか」
○参加者：５７名

平成26年2月12日（水）
○先進事例講演
講師：事業創造キャピタル㈱

代表取締役 永瀬俊彦 氏
演題：「新潟における創業支援
の取組み」
○起業事例講演
講師：㈱ＴＯＫＵＣＨＩ

代表取締役 平山徳治 氏
演題：「起業から成功への軌跡」
○参加者：３１名

平成26年2月13日（木）
○先進事例講演
講師：事業創造キャピタル㈱

代表取締役 永瀬俊彦 氏
演題：「新潟における創業支援
の取組み」
○起業事例講演
講師：㈱日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ
代表取締役社長 中野秀光 氏
演題：「夢へのチャレンジ」
○参加者：２５名

平成26年2月17日（月）
○先進事例講演
講師：事業創造キャピタル㈱

代表取締役 永瀬俊彦 氏
演題：「新潟における創業支援
の取組み」
○起業事例講演
講師：㈱フュージョンズ
代表取締役社長 佐藤洋彰 氏
演題：「地方からの挑戦」
○参加者：３６名

岩手県内各地での「異業種交流会」の試行開催（４会場、参加者１４９名）

盛岡会場 宮古会場 釜石会場 大船渡会場
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○課題
◆本協議会が設立から間のないこともあり、各機関の役割分担等の体制構築を早期に進める必要があること。
◆同様に、ベンチャー企業や起業・創業希望者に対する支援体制の構築を行なう必要があること。
◆ベンチャーファンド設立に向けた調査に基き、ファンド設立等の具体的な検討を進めていくこと。

○活動の見通し
◆本協議会の体制整備を進め、「異業種交流会」の定例開催等の起業・創業支援の体制構築を行なう。
◆首都圏等で活躍する岩手県出身者との交流を進める等により、本県への「Ｕターン・Ｉターン」による起業・創業スキームの検討を進める。
◆ベンチャーファンドの設立に向けた調査を継続し、資金支援やインキュベーターによるハンズオン支援の体制構築を目指す。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

取組③ベンチャーファンド設立マーケット調査事業
○コンサルタント契約締結：１１月１日
岩手銀行と事業創造キャピタル㈱(新潟市、NSGグループ)が連携して
ベンチャーファンド設立に向けた調査、準備を進める。
・１月に岩手銀行行員２名を派遣し、NSGグループベンチャーキャピタ
ル会社の支援状況調査を実施
・「ベンチャーファンド設立マーケット調査報告書」（抜粋）

○ＩＰＯが増加、地方企業のＩＰＯも比例して増加する傾向にある
○税制改正によるベンチャー投資の優遇が拡大
○銀行と新興ベンチャーキャピタルが連携する事例も出現
○起業に挑戦する風土を作る地域もある（新潟県）

○ベンチャーキャピタル会社等ヒアリング
１１月２９日（東京都）ミュージックセキュリティーズ㈱小松社長

被災企業支援で実績有、連携の意見交換

平成26年3月７日
○ミュージックセキュリティーズ㈱と岩手銀行

ビジネスマッチング契約締結を公表
復興庁「企業連携プロジェクト支援事業」
アドバイザリーボードの成果として
第１号ファンドが成約
「みちのくの旬ファンド」（㈱マーマ食品）

○新潟ＮＳＧグループをはじめ、首都圏等の、企業、支援機関等の
先進事例を短期集中して調査できたことは、本事業を活用できたこ
とによる大きな成果である。
○また、首都圏等で岩手県出身者がベンチャー企業経営者として活
躍していることが新たに判明したこともＮＳＧグループとの連携に
より得られた成果である。
○試行開催した異業種交流会では参加者が計画を上回り、また支援
対象となるベンチャー企業経営者等を９名発掘することができた。
○ファンド運営事業者との提携と県内企業による第１号ファンドが
成約となったこと（右上参照）。

【各会場の参加者】
（単位：人）
｢ベンチャー企業等｣･･･
起業・創業予定者およ
び創業後３年以内の事
業者をベンチャー企業
等として集計したもの

会場 計画 参加者
内、ベンチャー

企業等

盛岡 50 57 4  

宮古 20 31 3  

釜石 20 25 0  

大船渡 20 36 2  

合計 110 149 9  
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取組① 次年度は現地団体が主体性を持って開催するワークショップの継続フォローを行う。
取組② １）復興人材が有するケイパビリティ仮説の検証と完成、２）ケースメソッドラーニングのためのケースを追加作成（年５ケースを作成予定）、
持続的なシリーズ型ケースラーニングセッションの実施。また、運営主体として大学との連携を進め、復興ケースの運用者としての教職員の育成を行う。
運営側はコンテンツの提供者となり、実施団体・実施者を増やすことで自走型のアクティブなラーニングコミュニティの形成を進める。

取組① ワークショップ運営マニュアルの製作。ワークショップ後には、現地の方が主体性を持って課題解決を検討する流れが出来た。
取組② １）地域復興人材が有するケイパビリティ仮説の構築。２）ケースメソッドラーニングのための教材（３ケース）作成。今後の復興人材育成と
ラーニングコミュニティ形成の核となるプラットフォームのモデルを作成した。また、１）と２）を用いたラーニングセッションを実施し、継続的な学びを実
現するための手法を試作・実演・修正を行うことで、東北復興人材育成における持続的なケースラーニング手法を開発した。
取組③ 日本語と英語の両方で情報発信することで、今後の復興における新たな担い手や、海外の連携先等の開拓が進んだ。

取組全体の目的・概要： 「課題解決ワークショップ」と「ケースディスカッション」により、東北に質の高い「学びの場」を組成する

取組の先導性： 複合的な社会的課題を解決する知恵とノウハウの集積化、並びに、複合的課題の解決に向け現場に入り込み革新的な価
値創造をもたらす復興再生人材の育成

取組②ケースメソッドを活用した双方向的議論型ラーニング
教材作成とケースラーニングセッションの実施

１）地域復興人材の基盤となるケイパビリティの把握インタビュー
地域復興人材とのインタビュー（１．５時間） X １８人

２）教材選定・作成のため、宮城県・福島県および都内において、
震災復興活動に取り組む団体・個人への取材

株式会社ファミリア、一般社団法人つむぎや（工房）、南三陸復
興ダコなど延べ１４団体に実施

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

主な実施内容

（岩手県大槌町・釜石市・大船渡市・陸前高田市、宮城県気仙沼市・南三陸町・女川町・石巻市・東松島市、他）

65_東北ラーニング・コミュニティ構築プロジェクト
～ＮＰＯ法人ＥＴＩＣ．～

３）ケースラーニングセッションの実施
東京２回（社会人向け）
宮城１回（学生向け）
福島１回（学生向け） の計４回開催

※詳細は次ページ参照

取組①石巻における課題解決ワークショップ

震災に伴う親の収入減、特定地域での急激な人口減少などによりこども
の教育機会の喪失が大きな課題の１つとなっている石巻では、ワーク
ショップを３回開催 （第１回12月7日、第２回1月18日、第3回2月13日）

石巻におけるこどもの教育（小学生〜大学）に関する課題解決の方向
性として「牡鹿半島での教育」と「若者のキャリア教育」
の２つが挙がり、前者に焦点を当てて検討を進めた。

その結果、課題解決策として「海産物販売（漁業）
収益を原資とした学びの場の設置」を実現させる
ことになり、同テーマに関心のある支援団体（Tedic、
SWITC、ワーカーズコープ、復興大学、こども∞
カンパニー）で検討を重ね、本年6月に「牡鹿半
島・大原地区」に学びの場を設けることを目指し
て準備を進めている。

学びの場の候補地
大原地区

取組③新たな担い手の確保に向けた取組（国内外への積極的な発信）
上記の課題解決ワークショップとケースラーニングについて、日本語と英語にてWEBで情報発信。

その他（「新しい東北」の
創造に向けた共通課題）
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取組①

事前のすり合わせを経て、計６回の課題解決ワークショップを実施

１１月１３日 ：気仙沼PeaceJAM 事前打ち合わせ
１１月１４日 ：陸前高田未来商店街 事前打ち合わせ
１２月 ７日 ：第１回プレワークショップ ＠石巻（牡鹿教育）
１２月１５日 ：石巻りぷらす 事前打ち合わせ
１２月１９日 ：気仙沼PeaceJAM事前打ち合わせ
１２月２０日 ：陸前高田未来商店街 事前打ち合わせ
１２月２１日 ：気仙沼PeaceJAM 事前打ち合わせ
１ 月１８日 ：第２回ワークショップ ＠石巻（牡鹿教育）
２ 月 ３日 ：南三陸観光協会 事前打ち合わせ
２ 月 ４日 ：南三陸観光協会 事前打ち合わせ
２ 月 ６日 ：南三陸観光協会 事前打ち合わせ
２ 月１３日 ：第３回ワークショップ ＠石巻（牡鹿教育）
２ 月１４日 ：気仙沼PeaceJAM 事前打ち合わせ
２ 月１３日 ：南三陸観光協会 事前打ち合わせ
２ 月１８日 ：南三陸観光協会 事前打ち合わせ
２ 月２６日 ：第４回ワークショップ ＠南三陸（人材戦略会議）
２ 月２６日 ：石巻りぷらす 事前打ち合わせ
３ 月 ３日 ：気仙沼PeaceJAM 事前打ち合わせ
３ 月 ５日 ：第５回ワークショップ＠気仙沼PeaceJAM
３ 月１０日 ：石巻りぷらす 事前打ち合わせ
３ 月１０日 ：第６回ワークショップ＠石巻（りぷらす）

取組②

１）地域復興人材の基盤となるケイパビリティの把握インタビュー
（１．５時間 X １８人）

１１月８日、１２日、１４日、１５日、１９日、２１日
１月２９日、３１日、２月４日に実施

２）教材選定・作成のため、宮城県、福島県および都内において
震災復興活動に取り組む団体・個人への取材

１２月 １日：株式会社ファミリア
１２月 ２日：ほぼ日刊イトイ新聞 気仙沼
１２月 ３日：一般社団法人つむぎや（工房）

コラボ・スクール 女川向学館
南三陸復興ダコ

１２月 ４日：福島県浪江町役場
Bridge For Fukushima
福島県南相馬市小高

１２月 ５日：福島県相馬郡新地町
相馬はらがま朝市クラブ

１２月 ９日：一般社団法人つむぎや
１月２９日：Bridge For Fukushima
２月 ３日：東北ROKU Project
２月 ４日：アスヘノキボウ（女川町）

３）ケースラーニングセッションの実施
２月１６日

ケース：Bridge for Fukushima （社会人向け@東京 ）
３月 ４日

ケース：Bridge for Fukushima （大学生向け@福島大学）
３月 ８日

ケース：東北ROKU Project （社会人向け@東京）
３月１４日

ケース：女川町復興への挑戦（大学生向け@東北学院大学）

※補足情報
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取組全体の目的・概要：東日本大震災の被災地において、現地の人々による創造的・自律的な事業創出、街づくり・産業づくりを
目的とし、地域を代表する事業家や社会起業家の育成、産業創造に取り組む人材育成を目指す。

取組の先導性：被災地の復興と未来創造に向けて、全国からの支援と産官学民協働により、未来を切り拓き、地域を牽引していく
「リーダー」を育成する点に先導性がある。

主な実施内容

取組① 直接的に産業創造にアプローチするための「未来創造会議（ラウンドテーブル）」と各地域共通の復興課題に深くア
プローチする「創造的復興フォーラム」の開催

I. 『プレ版ラウンドテーブル』開催（2013年10月6日 於東北大学地域イノベーション研究センター）
II. 『東北未来創造会議（ラウンドテーブル）』開催（2013年11月27日 於仙台国際センター）
III. 『気仙沼未来創造会議開催（創造的復興フォーラム）』開催（2014年2月16日 於気仙沼中央公民館）
IV. 『大船渡未来創造会議開催（創造的復興フォーラム）』開催（2014年3月2日 於大船渡商工会議所）

ii. 東北未来創造会議（ラウンドテーブル）の模様i. プレ版ラウンドテーブルの模様

上段：全体会
（第1部・3部）

下段：分科会
（第2部）

iv. 大船渡未来創造会議開催（創造的復興フォーラム）の模様iii. 気仙沼未来創造会議開催（創造的復興フォーラム）の模様

上段：大山氏基
調講演（第1部）

下段：未来創造
会議（第2部）

上段：野田氏基
調講演（第1部）

下段：未来創造
会議（第2部・3部）

～東北未来創造イニシアティブ～（岩手県大船渡市、釜石市、宮城県気仙沼市）
66_リーダー育成を通じた、産業イノベーションへの挑戦 その他（「新しい東北」の

創造に向けた共通課題）
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～東北未来創造イニシアティブ～（宮城県気仙沼市、岩手県大船渡市・釜石市）

取組① 東北未来創造会議（地域横断）及び気仙沼未来創造会議、大船渡未来創造会議（創造的復興フォーラム）において得られた成果：
【東北未来創造会議】
• 各被災自治体の首長・幹部、復興を支える民間リーダー、全国からの経済同友会やイニシアティブ関係団体を中心とした支援者等、地域とセ

クターを越えた１００名以上が参集し、各地の復興の現状に関する生の声を聞き、復興地に共通する課題解決に向けたマクロの議論、市毎の
具体的復興イシューについてのミクロの議論を共に進める事ができた。ここでの主たるアウトプットの１つが、地域横断の前に、地域毎に
『オール○○』と呼べるような官民連携体制を作り上げることが先決ということであり、後述の地域版未来創造会議開催に繋がった。

【気仙沼未来創造会議・大船渡未来創造会議】
• 両地域とも８０名程度の地域リーダーと全国支援者が集い、あるべき未来、ありたい未来を展望した。普段はとかくバラバラに動きがちな復興

の担い手達が一堂に会し、未来創造への課題を確認した。それぞれの行動が微調整され、更に一体感を上げていこうという確認がなされた。

取組② 社会起業家・コミュニティ起業家支援（未来創造フォーラム及びソーシャル版東北未来創造塾）において得られた成果：
【未来創造フォーラム】
• 被災地を中心とした東北各地で社会課題解決に精力的に取り組む社会起業家達の活動と、活動における課題・問題意識を参加者に広く周

知すると共に、各自が地域のために何をすべきかについて考える機会を提供する事ができた。
【東北未来創造塾】
• （3/21～22の開催後に追記）

得られた成果

取組② 社会起業家やコミュニティ起業家の高度化に向けた相互支援会の開催
I. 『未来創造フォーラム ～東北から切り拓くソーシャルイノベーションとリーダーシップ～』開催（2014年1月18日 於河北新報社）
II. 『東北未来創造塾（相互支援会）』開催（2014年3月21～22日 於東北大学地域イノベーション研究センター）

･現在、限られたリソースで手弁当で運営している人材育成道場を、各地域で自走化・仕組化するための企画と体制つくり
・全国の支援を繋ぎとめ活動を継続できる為の呼掛けや、それを目的としたイベントの開催
・気仙沼、大船渡で開催した地域版未来創造会議を継続的に開催し、未来創造促進の『場』として機能させること
・同時に、釜石でも地域版未来創造会議を開催し、地域が官民一体となって未来創造に挑戦できる環境と風土を醸成すること
・各市の復興計画具現化の為に作った組織を中心に、個別具体に具現化を為し得ていくこと

今後に向けた課題・活動の見通し

ii. 東北未来創造塾（相互支援会）の模様i. 未来創造フォーラムの模様

3/21～22の開催後に追記
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