
 地域の復興の萌芽から支援と連携を考える
─石巻市北上町のこえ
4月6日［土］13:00─18:00│● 聴講無料／当日受付

様々な地域で芽吹き始めている復興の萌芽を、より具体的に取り上げ、その声を繋ぎあわせようと考えています。
今回取り上げる北上地域には集団移転や事業再生、新たな中心地の創生など、
多様な取組みや支援が重層化しており、その土壌の上に地域が再生されます。
他の地域の皆さんは、ここで湧きあがる声を自分のまちに置き換えて考えてください。

 地域の復興をみんなで考え協働する仕組みづくり
─まちづくりのこえ
4月7日［日］13:00─18:00│●  聴講無料／当日受付

それぞれの地域の復興には多様な分野の専門家や団体が取り組んでおり、それぞれに活動を行ってきました。
これからは更に、互いに支え学び合いながら協働する仕組み（プラットホーム）が不可欠です。
この回では、まちづくりに関わる方々の声を広く拾い上げ、知り合い、情報を共有し、新しい関係づくりにつながる場とします。

 震災復興活動パネル展─絵で見る復興のこえ
4月6日［土］11:00─4月7日［日］18:00
まちづくりをサポートしているNPOや支援団体、大学、建築専門家団体等が活動をパネル展示し公開します

3.11東日本大震災から2年、本格復興の時です。
シンポジウムでは地域の個性づくりにつながる復興を目指し、被災地の今を深く掘り下げます。
さらに、支援する広範な専門家や活動団体が連携し、
地域の人たちと「ずっと一緒に考える」関係づくりを進め、復興からまちづくりへ“みやぎの声”を発信します。

4月6日［土］─7日［日］
 せんだいメディアテーク1F／オープンスクエア

 ［お問い合わせ先］ 
 （公社）日本建築家協会 ［JIA］東北支部
仙台市青葉区二日町17-21
北四ビル3F

Tel: 022-225-1120

www.jia-tohoku.org
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 ［主催］
公益社団法人
 日本建築家協会東北支部
●平成25年4月1日より社団法人から
公益社団法人になります

 ［協働・協力］
─ 復興みやぎネットワーク会議
 復興まちづくりWG

─ 北上復興応援隊

─ 共創造する復興推進
 プロジェクト研究会

 ［後援］
─ 国土交通省東北地方整備局

─ 復興庁宮城復興局

─ 宮城県

─ 仙台市

─ 石巻市

─  （独）都市再生機構

─ 宮城県商工会議所連合会

─ 仙台商工会議所

─ みやぎ復興住宅
 整備推進会議 

─  （一社）日本建築学会東北支部

─  （社）宮城県建築士会

─  （社）宮城県建築士
 事務所協会

─  （一財）宮城県

 建築住宅センター

─  （社）日本建設業連合会
 東北支部

─ 独立行政法人都市再生機構

─ 宮城県災害復興支援
 士業連絡会

─ 朝日新聞仙台総局

─ 毎日新聞仙台支局

─ 産経新聞社東北総局

─ 読売新聞東北総局

─ 日本経済新聞

─ 

─ 
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─ 東北専門新聞連盟

─  （株）建設新聞社

─ 

─  （株）新建築社

─ 

─ 

─  （株）仙台経済界
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 │1│ 地域の復興の萌芽から
 支援と連携を考える
─石巻市北上町のこえ
4月6日［土］13:00─18:00
●聴講無料／当日受付│●テーブルテーマは変更する場合があります

様々な地域で芽吹き始めている復興の萌芽を、より具体的に取り
上げ、その声を繋ぎあわせようと考えています。今回取り上げる北
上地域には集団移転や事業再生、新たな中心地の創生など、多
様な取組みや支援が重層化しており、その土壌の上に地域が再生
されます。他の地域の皆さんは、ここで湧きあがる声を自分のま
ちに置き換えて考えてください。

 13:00 挨拶・主旨説明

 13:10 報告・活動紹介

 15:00 意見交換
 ラウンドテーブル

 17:00 テーブル報告・質疑

 18:00 閉会

 │2│    地域の復興をみんなで
 考え協働する仕組みづくり
─まちづくりのこえ
4月7日［日］13:00─18:00
●聴講無料／当日受付│●テーブルテーマは変更する場合があります

それぞれの地域の復興には多様な分野の専門家や団体が取り組
んでおり、それぞれに活動を行ってきました。これからは更に、互い
に支え学び合いながら協働する仕組み（プラットホーム）が不可欠で
す。この回では、まちづくりに関わる方々の声を広く拾い上げ、知
り合い、情報を共有し、新しい関係づくりにつながる場とします。

 13:00 挨拶・主旨説明

 13:10 まちづくりの
 支援活動紹介

 15:00 意見交換
 ラウンドテーブル

 17:00 テーブル報告・質疑

 18:00 閉会

 「みやぎぼいす」イベント詳細

参加団体（一部）概要

 ［JIA］ 公益社団法人日本建築家協会（JIA）は、建築家の資質
の向上および建築家の業務の進歩改善を図ることを通じて、
建築物の質の向上と建築文化の創造・発展に貢献することを
目的として結成された団体です。
●平成25年4月1日より社団法人から公益社団法人になります

 ［復興みやぎネットワーク会議 復興まちづくりWG］ 地域や県域
で中間支援的な役割を果たしているNPO等支援団体による
ネットワーク会議が運営する、「復興まちづくり」をテーマとし
たワーキンググループです。
宮城県内で活動するNPO/NGOのみならず、まちづくりや都市
計画、建築、法律等多様な分野の専門家／研究者及び団体が
取り組む事例や過去からの学びを通じ、情報交換を行ってい
ます。
 ［北上復興応援隊］ 北上復興応援隊は、一日も早い復興と被
災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進
するため、宮城県が石巻市北上総合支所と連携して、地域の
復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って結成
されました。
石巻市北上地域の生活再生、元気なこどもが育つ地域づく
り、北上地域の活性化に向けた住民活動など幅広い取組を
おこなっています。

石巻市北上町とは─石巻市北上町は宮城県石巻市の北東
に位置する北上川河口からつづく沿岸集落群を指します。江
戸時代の本吉郡十三浜村が、桃生郡橋浦・長尾・女川と合併
し北上町になり、平成17年に石巻市と合併、その一部となり
ました。北上川によって運ばれる豊かな栄養と、潮の早い外
洋の影響を受け育まれた、わかめ・昆布・ほたて・あわび・うに
等が収穫され、とくに「十三浜わかめ」は全国的に有名です。
およそ1100世帯、4200人あまりが暮らしていた町は震災に
よって、死者185人、行方不明者80人、家屋の全壊・全流失
633棟におよぶ甚大な被害を受けました。

ラウンドテーブル（S1）参加予定者
佐藤富士夫│北上地域まちづくり委員会 会長
佐藤尚美│WE ARE ONE 北上 北上復興応援隊
日方里砂│北上復興応援隊
大内弘│米工房 大内産業 代表
鈴木嘉悦郎│（株）スズキ産業 代表取締役
横山宗一│旅館 追分温泉 館主
佐々木文彦│つぐっぺおらほの復興家づくりの会
宮内泰介│北海道大学大学院文学研究科 教授
吉川彰布│Architecture for Humanity
齋藤高晴│Communa Translation Design LLP
佐藤文敬│JLER ルーテル教会救援 現地スタッフ
今野照夫│石巻市北上総合支所 地域振興課
今野政明│元石巻市北上総合支所 復興推進監
脇坂隆一│国土交通省 東北地方整備局
家田康典│厚生労働省東北厚生局健康福祉部
三浦俊徳│宮城県土木部復興住宅整備室 室長
増田聡│東北大学大学院経済学研究科 教授
石井敏│東北工業大学工学部建築学科 教授
遠州尋美│大阪経済大学経済学部 教授
新井信幸│東北工業大学工学部建築学科 講師
岩田司│（独）建築研究所 上席研究員
三部佳英│（一財）宮城県建築住宅センター 理事長
北川進│宮城県社会福祉協議会
砂金隆夫│（社）宮城県建築士会 会長
阿部重憲│（株）地域計画研究所 顧問
児玉光也│復興みやぎネットワーク会議
黒田裕芳│株式会社リコー
榊原進│NPO 都市デザインワークス 代表理事
芦原太郎│（公社）日本建築家協会（JIA） 会長

ラウンドテーブル（S2）参加予定者
楢橋康英│国土交通省 東北地方整備局
千葉琢夫│宮城県土木部次長
三浦俊徳│宮城県土木部復興住宅整備室 室長
小島博仁│仙台市都市整備局 局長
鈴木三津也│仙台市復興事業局 局長
鈴木浩│福島大学名誉教授
柳井雅也│東北学院大学教養学部 教授
小野田泰明│東北大学大学院工学研究科 教授
北原啓司│弘前大学教育学部 教授
五十嵐太郎│東北大学大学院 教授
増田聡│東北大学大学院経済学研究科 教授
平野勝也│東北大学 災害科学国際研究所 准教授
姥浦道生│東北大学大学院工学研究科 准教授
竹内泰│宮城大学事業構想学部 准教授
新井信幸│東北工業大学 工学部建築学科 講師
鈴木孝男│宮城大学事業構想学部 助教
渡辺斉│元長岡市復興監・新潟県庁
永井正毅│（独）都市再生機構 震災復興支援局
野崎隆一│NPO 神戸まちづくり研究所 理事
三部佳英│（一財）宮城県建築住宅センター 理事長
阿部重憲│（株）地域計画研究所 顧問
苅谷智大│（株）街づくりまんぼう
大野太輔│NHK仙台放送局 ディレクター
中居浩二│（株）復建技術コンサルタント
砂金隆夫│（社）宮城県建築士会 会長
児玉光也│復興みやぎネットワーク会議
黒田裕芳│株式会社リコー
榊原進│NPO 都市デザインワークス 代表理事
針生承一│（公社）日本建築家協会（JIA） 建築家

 │3│  震災復興活動パネル展─絵で見る復興のこえ
4月6日［土］11:00─4月7日［日］18:00
まちづくりをサポートしているNPOや支援団体、大学、建築専門家団体等が
活動をパネル展示し公開します。

Exhibition

3.11東日本大震災から2年、本格復興の時です。
シンポジウムでは地域の個性づくりにつながる復興を
目指し、被災地の今を深く掘り下げます。
さらに、支援する広範な専門家や活動団体が連携し、
地域の人たちと「ずっと一緒に考える」関係づくりを進
め、復興からまちづくりへ“みやぎの声”を発信します。

4月6日［土］─7日［日］
 せんだいメディアテーク1F
オープンスクエア

 ［主催・お問い合わせ先］ 
 （公社）日本建築家協会 ［JIA］ 東北支部
仙台市青葉区二日町17-21 北四ビル3F
Tel: 022-225-1120
Url: http://www.jia-tohoku.org
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●ラウンドテーブル参加予定者は今後さらに増える予定です


