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今村 文彦 氏
東北大学災害科学国際研究所所長

伊藤 元重 氏
復興推進委員会委員長
学習院大学教授

木村 惠司 氏
（公社）経済同友会 震災復興委員会委員長

三菱地所㈱取締役会長

田村 太郎 氏
(一財)ダイバーシティ研究所代表理事

引地 恵 氏
㈱WATALIS 代表取締役
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交流ミーティング in 東京 ～「新しい東北」を創る人々～

復興において、「新たな挑戦」に取り組む人々に焦点を当て、被災地の「今」をお伝えします。

お問い合わせ：「東北復興月間」イベント事務局　TEL: 03-6280-0120
主催： 復興庁

フォーラム 13：00～15：15（予定）

平成28年6月を「東北復興月間」とし、東日本大震災から5年の節目を迎えたこの機会に、
震災の経験・教訓を広く共有し、同時に復興の現状を国内外に正確に情報発信することを目的に、

東日本大震災5周年復興フォーラムを開催します。

総合司会： 生島 ヒロシ 氏

主催者あいさつ

岩手県・宮城県・福島県知事鼎談
テーマ「震災から5年の歩みと将来への展望（仮）」
パネルディスカッション

テーマ「震災からの教訓と復興・創生に向けた今後の課題（仮）」
ファシリテーター パネリスト

イイノホール＆カンファレンスセンター 無料
〒110-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4F

場　所 入場料

TEL：03-3506-3251［受付時間 平日9：00～18：00］

事前申込が必要です
※分科会は申込不要（次頁参照）

「新しい東北」マルシェ
6月11日（土）・12日（日）

「若者」DAY
6月12日（日）

「アート」DAY
6月19日（日）

「女性活躍」DAY
6月26日（日）

「新しい東北」写真展
6月11日（土）～28日（火）

3331 Arts Chiyoda （アーツ千代田 3331）会 場 東京都千代田区外神田6丁目11-14

フォーラム申込方法 5/20（金）締切（定員約450名　応募多数の場合は抽選とさせていただきます。）

WEBまたは
はがきにて

❶郵便番号・住所  ❷氏名（ふりがな）  ❸職業・所属
❹年齢  ❺性別  ❻電話番号　
❼車いすでご来場の際はその旨ご記入ください。

http://www.reconstruction.go.jp/5year/
フォーラムの申込はこちらから

〒104-0042
東京都中央区入船1-3-9 長崎ビル7F
「東北復興月間」イベント事務局

※抽選になった際の当選結果は、弊事務局からの当選はがきの発送をもって発表にかえさせていただきます。

［宛先］

はがき応募の
場合は必着（ ）

参加者
募集

東日本大震災5周年復興フォーラム
～ 新たなステージ  復興・創生へ ～

申込不要・参加自由

岩手県
達増 拓也 知事

宮城県
村井 嘉浩 知事

福島県
内堀 雅雄 知事

2016年6月6日（月）
13：00～17：00 ［開場12：30～］



復興庁、被災地域企業、大手企業、女性企業家にテーマを分けた
ブース展示

上記ブース出展者によるプレゼンテーションを実施し、各団体・企業
の復興に関する取組内容等について発表

被災地域企業の成果、
大手企業による被災地
域支援の取組、復興庁
の産業復興の取組、ま
た、被災地で活躍する
女性企業家エリアを設
け、女性経営者の活躍
も紹介します。

復 興 公 営 住 宅 で の
コミュニティ形成や、コ
ミュニティ形成を支え
る人材の育成について
議論を深めます。また、
被災地で進むコミュニ
ティ形成の取組も紹介
します。

福島復興や放射線量の
現状など、福島の「今」
をお伝えするとともに、
福島でご活躍の方々に
よるパネルディスカッ
ションを行います。

防災・まちづくりに関す
るパネルディスカッ
ション、パネル・映像展
示、ミニプレゼンを行い
ます。

産業となりわい
の再生

コミュニティ

福島情報発信

防災・まちづくり

12：30～
17：00

15：30～
16：40

ブース展示

取組発表
（ミニプレゼン）

パネルディス
カッション

パネル・
映像展示

テーマ 「復興公営住宅でのコミュニティ形成」

テーマ「共生社会基盤としてのコミュニティ形成」
神戸学院大学 総合リハビリテーション学部　社会リハビリテーション学科
教授　藤井 博志 氏

テーマ 「コミュニティ形成を支える人材の育成、活用」

被災地でのコミュニティ形成に取り組む方々による取組発表
(ミニプレゼン)や実演等

福島の復興の現状、食の安全安心、放射線量、観光PR等

○パネルディスカッション 「今後の災害に備えた将来への提言(仮称)」
 コーディネーター ： 今村 文彦 東北大学災害科学国際研究所所長
 パネリスト ： 山本 正德 宮古市長／野田 武則 釜石市長
  菊地 啓夫 岩沼市長／阿部 秀保 東松島市長／須田 善明 女川町長
  長島 忠美 復興副大臣

○先進的な防災・まちづくりの取組の紹介
 ・宮城県多賀城高等学校
 ・コンパクトシティいしのまき・まちなか創生協議会　阿部 紀代子 八幡家代表取締役社長
 ・東北大学災害科学国際研究所　佐藤 翔輔 助教
 ・日本財団ソーシャルイノベーション本部　青柳 光昌 上席チームリーダー
 ・国際航業株式会社営業本部　加藤 清也 グリーン・コミュニティ担当部長
 ・今野梱包株式会社　今野 英樹 代表取締役社長・防災ジオラマ推進ネットワーク

テーマ「若者にとって魅力ある福島を目指して」
 冒頭御挨拶 ： 若松 謙維 復興副大臣
 コーディネーター ： 開沼 博氏　立命館大学特別招聘准教授
 パネリスト ： 芥川 一則 氏　福島工業高等専門学校副校長
  和田 智行 氏　株式会社 小高ワーカーズベース 代表取締役
  須藤 愛美 氏　有限会社 南会津高原ファーム 代表取締役
  西崎 芽衣 氏　立命館大学産業社会学部（元一般社団法人ならはみらい事務局員）
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基調講演
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お問い合わせ：「東北復興月間」イベント事務局　TEL: 03-6280-0120
主催： 復興庁

イイノホール＆カンファレンスセンター
〒110-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4F

・東京メトロ 日比谷線・千代田線 「霞ケ関」駅 C4出口直結
・東京メトロ 丸ノ内線 「霞ケ関」駅 B2出口 徒歩5分
・東京メトロ 銀座線 「虎ノ門」駅 9番出口 徒歩3分
・東京メトロ 有楽町線 「桜田門」駅 5番出口 徒歩10分
・JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、都営地下鉄浅草線、
 ゆりかもめ 「新橋」駅 徒歩10分
・都営地下鉄 三田線 「内幸町」駅 A7出口徒歩3分

場　所

map

分科会 時間 内　　　容

～ 新たなステージ  復興・創生へ ～

東日本大震災5周年復興フォーラム
～ 新たなステージ  復興・創生へ ～

分科会
申込不要・参加自由


