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学都仙台コンソーシアム 復興大学部会
部会長（東北工業大学 副学長）

菊地 良覺
あの東日本大震災から 10 年の月日が経ちました。この 10 年ではハード面
の復興は進んでおりますが、人とのつながり、特に「次世代と繋がる共創する
デザイン」というソフト面の復興はまだ途上と思われます。現実の社会では被
災の風化をなくすために、被災した人々の多くが様々な行事を通して「つながり」
を追い求めてきたのは事実であります。いくら時間が経過した今日でも、あの
災害によりご親族、友人、知人を失った悲しみは小さくなるものではありません。
あらためて犠牲になられた多くの方々に心からの哀悼の意を表すると共に、
いかに次世代への「強靭でしなやかな」社会づくり、人づくりを行うかという
ことに強く思いをよせております。
さて、復興大学は、震災直後から 10 年の節目を迎え、これまで国や宮
城県から支援を受け、被災地の復興のために種々のプログラムをもってその
運営にあたって参りました。これまでこの事業に参加した多くの学生、そして
一般社会人の皆さんは、大震災で困難な状況にある人の苦悩と痛みを知り、
心底から被災者と被災地を支える人になることに努力されてきたと思います。
これからの復興への参画の中で、現地での体験・研修や講座から修得した
ことを念頭に入れての実践に、期待するところです。
3.11 の東日本大震災は、日本という国のあり方、個人の生き方、あるいは
科学技術のあり方を根本から問い直すことになったはずです。新たな感染症
という災害に対しても、個の力だけでは解決できないことは確かであります。
新たな価値構築の基による共創デザインによる実践が、特に求められていく
ことになろうかと思われます。
「しなやかで強靭な体制づくり」
「自然との共生
する地域づくり」
「顔が見える手間を惜しまない」等による解決の途を探るこ
とが使命とも言えます。
もう一度私たちの立つ原点を確認するとともに、復興の意味を問いつつ、
地域の未来構築を目指すこと、自然災害による記憶を風化させないため伝
承していくこと、これらは次世代への我々の責務だと考えます。これからも、
未来に向かって希望の持てる復興に少しでも近づけるように歩みを進めて行
きましょう。
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復興大学の経緯

沿革

「復興大学」は、宮城県内の大学や行政が、東北復興のた

平成 23 年 9 月

めに 一丸となって取り組むことを目的に、学都仙台コンソーシ

学都仙台コンソーシアム運営委員会（委員長：沢田康次東北工業大学学長）内に「復興大学構想
検討委員会」を設置。
「復興大学構想」を文部科学省に提出。

アムにより企画立案された事業です。
東日本大震災後、仙台学長会議の席で「これからの復興の

平成 23 年 12 月

文部科学省より「大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業」として復興大学が
採択（事務局：東北工業大学）。5 カ年、人材育成・教育復興支援・地域企業支援・ボランティア

ことは何か」をテーマに議論を重ねたことが契機となりました。

支援の 4 事業を柱に、この地の復興に寄与することを目指した。

平成 23 年 12 月、文部科学省より「大学等における地域復
興のためのセンター的機能整備事業」として「復興大学」が
採択されました。深く傷ついた東北地方の再生と新生のために、
人材育成と技術支援を柱に、速やかで力強い復興に寄与する

平成 30 年度シンポジウム

ことを目指し、具体的には、人材育成、教育復興支援、地域
企業支援、ボランティア支援の 4 事業を実施しました。

平成 28 年 4 月

学都仙台コンソーシアムに「復興大学部会」を設置。

平成 29 年 9 月

宮城県「復興大学支援事業補助金」を採択、引き続 4 カ年、4 事業を実施。

令和 3 年 4 月

復興大学事業担当大学が各事業を主管し引き続き実施する予定。

復興人材育成教育

担い手となる青年に対して、大学などの高等教育機関ができる

平成 23 年から平成 27 年までの 5 ヵ年間は、仙台駅隣接
のアエル 7 階にオフィス・相談窓口及び講義室を設置し、活動
事業担当大学は、復興人材育成教育は東北大学・東北学院

教育復興支援

しました。

体制と事業担当大学

大学、教育復興支援は宮城教育大学、企業支援ワンストップ
サービスは東北工業大・石巻専修大学、災害ボランティアステー
ションは東北学院大学・尚絅学院大学で、事務局は東北工業
大学が担いました。

宮城県

復興人材育成コース 開講式

被災地の学術機関として自ら被災している中で、いち早く「復
しながら事業を推進してきました。日ごろからの学術機関、関

学都仙台コンソーシアム

係団体や自治体とのネットワークの重要性を改めて感じたとこ
ろです。

22 高等教育機関 7支援団体

5 カ年実施した、文部科学省の補助事業は、各事業とも多
くの成果を上げ終了いたしましたが、平成 28 年度に、学都仙
台コンソーシアムに「復興大学部会」を設置し、新たな体制で

から創造的復興を担う人材育成のための「復興大学支援事業

学都仙台コンソーシアム
ホームページ

復興大学部会

運営することになりました。
その後、平成 29 年から令和 2 年までの 4 カ年は、宮城県

企業支援ワンストップサービス

興大学」を立ち上げ、学都仙台コンソーシアムの参加校が連携

県民講座

補助金」として交付されました。
事務局は引き続き東北工業大学が担い、復興人材育成教育

災害ボランティアステーション

事業実施大学
事務局

の事業担当大学は、東北工業大学・石巻専修大学になりまし

東北工業大学

たが、その他の教育復興支援、企業支援ワンストップサービス、

石巻専修大学

宮城教育大学

東北学院大学

尚絅学院大学

災害ボランティアステーション事業は継続して各大学が担いま
した。
復興人材育成教育

各活動実績は、事業報告の中で記載しておりますが、補助

教育復興支援

災害ボランティアステーション

事業の継続をご支援いただいた宮城県、さらには各事業担当
大学や学都仙台コンソーシアム加盟各団体の協力により、4 事
業において多くの成果が得られました。
2

現場実習

企業支援ワンストップサービス

※平成29年度〜令和2年度 事業担当大学
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復興大学の 4 つの事業

地域復興・地域活性化に貢献 ＋ 地域に貢献できる人材の育成

教育復興支援

企業支援ワンストップサービス

災害ボランティアステーション

事業担当大学：東北工業大学・石巻専修大学

事業担当大学：宮城教育大学

事業担当大学：東北工業大学・石巻専修大学

事業担当大学：東北学院大学・尚絅学院大学

目的

目的

目的

目的

地域の復興に関わりつつ学び、コースを修了し、各大学を

東日本大震災で甚大な被害を被った宮城県の教育の復興、

被災地企業・団体の再生・発展に必要とされる支援活動を

宮城県内・全国で発生する災害からの復旧・復興を支援

卒業した後、災害発生時などの未知の問題に柔軟かつ迅

県内の児童・生徒の確かな学力の定着・向上及び現職教

実施し被災した方々と共に、震災復興の障害となっている

する学生ボランティアの役割を担える人材を育成しながら、

速に現場で対応でき、地域の復興からさらなる発展を担う

員の支援を中長期的に行う。

さまざまな課題に対し支援・提言を行い、地域の復興と活

幅広い地域での大学間連携を強化し、今後の災害への備

性化に貢献する。

えとする。

リーダーとして活躍できる人材を育成する。

事業内容

事業内容

事業内容

復興の政治学から経済学、社会学、思想、生活構築学お

宮城県教育委員会、仙台市教育委員会等との連携のもと、

コーディネーターや関係教員による地域巡回訪問を通し

被災地支援活動におけるミスマッチ低減のため、これまで

よび科学技術までの普遍的に応用可能な幅広い教育内容

学都仙台コンソーシアム加盟大学、国立教員養成系大学・

て、地域や企業の抱える課題を調査・抽出し、専門家や

東北学院大学が中核となって実施してきた、ネットワーク

を実施することにより、人間・社会・技術などに関する重

学部と連携・協働しながら、教育現場のニーズに対応し

有識者の助言をもとに、課題内容に応じた学術機関や大

参加大学間の地域間連携と学都仙台コンソーシアム加盟大

要なテーマの基本的素養と広い視野を育成する。座学のみ

た支援を実施する。活動としては、学生ボランティアを活

学教員とのマッチング、外部資金獲得に向けての支援、解

学の間の地域内連携を効果的に接続したネットワークの発

でなく現場でのフィールドワーク、復興をめぐる学生や受講

用した学校での児童・生徒への学習支援、授業中や放課

決のためのプロジェクト化の推進、各大学・高専との共同

展・拡充を行う。そのネットワークを運営しながら、県内

生同士の議論等を取り入れる中で、社会の諸課題に主体

後の教員補助、子どもや教員・保護者への心のケア支援、

研究等の課題解決に向けた支援を行う。また、地域や自

はもとより、全国で発生する災害からの復旧・復興を支援

的に取り組む姿勢をも涵養する。

現職教員等を対象としたセミナーの企画・実施、教育委員

治体と連携し、持続可能な社会にむけての提言・実践を行

するボランティアの中心的役割を担える人材を育成し、ま

会や学校等の依頼に基づく各種研修会や説明会への講師

うと共に、学生に対して現場実習の場として被災地域や企

た個々のスキルにとどまらずボランティアセンターの運営技

派遣を実施する。

業の視察・研修を実施し、復興・発展支援にかかわる実

術習得も目指した事業内容を展開していく。

教育復興支援

事業内容

復興人材育成教育

復興人材育成教育

践的な人材育成を図る。

事業計画

事業計画

事業計画

“ 学生 ” に加えて “ 一般市民・県民 ” を対象とした教育コー

宮城県教育委員会及び仙台市教育委員会等と連携しなが

自治体、企業への巡回訪問の実施 / 企業課題に対応する

①宮城県における大学間連携災害復興ボランティア活動

スを開講する。コース科目は「復興の政治学」、
「復興の経

ら、被災地域の教育委員会や各学校の支援ニーズの把握に

ために学術機関等とのマッチングや外部資金獲得支援 / 短

②宮城県と全国の学生を対象とした大学間連携災害復興

済学」、
「復興の社会学」、
「復興の思想」、
「復興のための生

努め、要請のあった被災地域の各学校に本学学生や連携し

期課題対応（大学教員とのマッチング、外部資金獲得に向

活構築学」及び
「復興の科学技術」の６科目とする。本コー

ている他大学学生をボランティアとして派遣し、児童・生徒

けての支援）/ 中長期課題対応（プロジェクト化推進・課

③大学間連携災害復興ボランティアスタディツアー

スの事業内容等を迅速に Web サイト等で公表するなど、

の個別学習指導や教員補助にあたる学校支援活動を昨年度

題のブラッシュアップ・各大学・高専との共同研究等の糸口

④大学間連携災害ボランティアシンポジウム

情報を発信し、被災地の復興・新生に寄与する。

に引き続き実施する。また、教員を志す学生が、現職教員

とする）/ 地方自治体と連携し、持続可能な地域づくりの

との交流を通じて復興や防災を学ぶ機会を創出する。

提案・実践を行う / 復興・発展に関わる人材の育成（学生

さらに、震災復興や防災教育に関わる勉強会や研修会、

に対する被災地域や企業視察・研修の実施）/ 企業や学生

キャリア教育や心のケア支援に関する講習会等を実施し、

が意見交換をできる場の提供 / 各種展示会やフォーラムへ

被災地域を中心とした学校現場に質の高い支援を継続的

の参画を通じて、県内外に本事業の活動内容を発信する。

企業支援ワンストップサービス

事業計画

ボランティア・夏ボラ活動

全国の学生間交流、学生ボランティアの意義を高めるプログラム。

⑤みやぎ招へいプログラム

災害ボランティアステーション

被災県の大学生を宮城に招へいし、復興過程を学び、今後の連携
づくりの機会とする。また、大きな災害を経験した地域の若者が互
いを刺激し合い、助け合うことで今後の復興及びまちづくりの担い
手づくりの機会とする。

に実施していく。
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復興人材育成教育 （東北工業大学）

講座報告（※講座受講記録担当者による報告）

地域の復興に関わりつつ学び、コースを修了し、各大学を卒業した後、災害発生時などの未知の問題に柔軟かつ

講座01

2020年6月20日（土） 13：30～14：30

復興の思想

3.11 から学ぶ人間的復興と感染症問題

迅速に現場で対応でき、地域の復興からさらなる発展を担うリーダーとして活躍できる人材を育成する。

沢田 康次

東北工業大学 元学長・名誉教授

3.11 から 10 年を迎えようとしている今、復興は成し遂げられたのか？という問いに対し、自治体が行ったアンケートや人口の推移のデー

講座・講師一覧

そして福島の復興を一例に、大震災と原子炉災害、そこに今、新型コロナウイルス感染症の脅威が加わり、10 年の間に 3 大災害すべて
を経験し、
「核とウイルス」という現状を抱えるに至り復興が困難になる等、人類にとって、扱いに苦慮する対象と向き合わなければならな

県民講座
開

復興人材育成教育

タを元に、名取市閖上の事例を検証、町の復興と共にコミュニティーの再生の難しさや心のケアについて紹介。

い時代に入っていると解説。最後に、復興には各自あるいは地域のアイデンティティの構築が何より重要であるという視点に触れ、復興の

催 日

科 目

講

師

タ イ ト ル

参加人数

在り方について改めて我々に問いかけがなされた。

1

復興の思想

沢田

康次（東北工業大学）

3.11 から学ぶ人間的復興と感染症問題

46 名

2

復興の生活構築学

菊地

良覺（東北工業大学）

工芸産地の生業再生

40 名

3

復興の科学技術

今村

文彦（東北大学）

津波の発生と被害のメカニズム

47 名

4

復興の科学技術

今村

文彦（東北大学）

東日本大震災後の災害科学分野の発展と課題

48 名

5

復興の生活構築学

武田

真一（宮城教育大学）

311 を伝え継ぐために～被災地・被災者とは何か

52 名

6

復興の社会学

矢部

寛明（東北芸術工科大学） 地域教育の新しい可能性−宮城県気仙沼の取り組みから

7

復興の科学技術

日野

亮太（東北大学）

東北地方太平洋沖地震の科学 ( １)

37 名

勝硯」の復興について取り上げ、雄勝硯生産販売協同組合の震災被災と再生に向けた取り組みについて、硯だけではなく雄勝地区の伝統と

8

復興の科学技術

日野

亮太（東北大学）

東北地方太平洋沖地震の科学 ( ２)

38 名

産業に寄り添った復興へのあゆみを解説。また同じ伝統工芸と復興というつながりで協定を締結した熊本県伝統工芸館との協定事業、雄勝

9

復興の社会学

小田

隆史（宮城教育大学）

地域防災のための地理情報活用

49 名

1 日（土） 10

復興の社会学

奥村

誠（東北大学）

津波避難における自動車と道路の使い方を考える

46 名

11

復興の社会学

奥村

誠（東北大学）

災害後の人口の転出入とその特徴

43 名

12

復興の科学技術

薛

松濤（東北工業大学）

構造ヘルスモニタリングシステムの役割と実証について

51 名

29 日（土） 13

復興の科学技術

吉岡

敏明（東北大学）

平時から向き合う災害廃棄物処理

39 名

14

復興の科学技術

吉岡

敏明（東北大学）

プラスチック問題を考える

41 名

15

復興の社会学

田中

重好（尚絅学院大学）

東日本大震災の復興を考える

35 名

16

復興の生活構築学

風見

正三（宮城大学）

コミュニティ創成に向けた社会改革事業の在り方

39 名

を保有し、我々はその冷めた地表部分に生活している存在であること、内部ではマントルが対流しプレート（板）運動となることで、地震等

17

復興の生活構築学

大沼

正寛（東北工業大学）

三陸地方のくらしのかたち

38 名

の自然現象の発生につながること等、基礎的な知識から学ぶことができた。地球上では日本の面積はわずか 0.2% で、そこで世界の 20％

19 日（土） 18

復興の生活構築学

大沼

正寛（東北工業大学）

生業景ーくらしのかたちのリ・デザインー

34 名

19

復興の生活構築学

復興大学事務局

復興大学で考える【伝承】とは

33 名

20

復興の生活構築学

加藤

幸治（武蔵野美術大学）

復興キュレーション

30 名

26 日（土） 21

復興の経済学

伊藤

房雄（東北大学）

どこまで進んでいるの？津波被災地の農業・農村復興

37 名

22

復興の経済学

小祝

慶紀（東北工業大学）

東日本大震災後の宮城県内都市の経済活動

35 名

23

復興の社会学

金菱

清（関西学院大学）

10 日（土） 24

復興の科学技術

遠田

25

復興の科学技術

26

20 日（土）
－雄勝硯生産販売協同組合の再生を事例としてー

6月
27 日（土）

4 日（土）
48 名

18 日（土）

8月

ー変わるものと変わらないものー

9月

－域内生産とエネルギーを中心にー

幽霊や夢と死者への向き合い

37 名

晋次（東北大学）

活断層と内陸地震の科学

36 名

遠田

晋次（東北大学）

連鎖する大地震と地震ハザードの時間変化

34 名

復興の経済学

宮原

育子（宮城学院女子大学）

震災復興から生まれたさまざまな観光交流のカタチ

29 名

27

復興の政治学

和田

正春（東北学院大学）

震災で啓かれた力とそれを育てる新しい社会の器

31 名

28

復興の政治学

井上義比古（東北学院大学）

緊急事態対策および復興政策の背景に存在する根本的な考え方

29 名

17 日（土）

東北工業大学は、工芸あるいは地域資源を活用した実践的地域デザインを提唱している。その中の 1 つ、伝統的工芸品
（国指定）である
「雄

硯の伝統や歴史背景や工芸への造詣を知ることができる雄勝硯伝統産業会館（東日本大震災で大きく被災、その後再建が検討され令和 2
年 6 月にオープン）についても紹介。

講座03

復興の科学技術

2020年6月27日（土） 13：30～14：30

津波の発生と被害のメカニズム
今村 文彦

東北大学 災害科学国際研究所 所長・災害リスク研究部門 教授

「津波」を知る、ということから講座は始まった。地球はまさに生きており、約 45 億年という地球の歴史の中で内部に
（莫大な）熱エネルギー

の地震が発生しているという事実からわかるように、地震津波の発生が起こりやすいという点があり、津波の原因は様々だが、75％が海域
で地震によって発生するということの動画を交えたスライドで紹介。続いて「過去の津波」を知るということで、東日本大震災でどのような
被害が出たのか、過去の被害の教訓は何なのか、スライドのデータと実際に撮影された映像に沿って検証していった。

講座04

復興の科学技術

2020年6月27日（土） 14：45～15：45

東日本大震災後の災害科学分野の発展と課題
今村 文彦

東北大学 災害科学国際研究所 所長・災害リスク研究部門 教授

今村先生が所長を務める災害科学国際研究所の発足と現在の紹介から始まった。
前半は、
【災害科学】
【災害対応サイクル】について、スライドや図で示された。
後半は、文理融合型による災害研究の展開として
〇過去の災害事象を知る 〇過去の災害（被害、影響）、復旧・復興状況を知る 〇先人の知恵を知る、を掲げ
「慶長地震津波からの復興イノベーション」の大切さ、特に風化の低下を防ぐ伝承モデルについて「経験から教訓へ、話す、かたる から
伝えるへ」という現在のモデルを紹介。

31 日（土） 29

復興の思想

邑本

俊亮（東北大学）

災害と人間の心理

34 名

30

復興の思想

邑本

俊亮（東北大学）

将来へ備える～私たち一人一人ができること～

36 名

本大震災の今は、南海トラフの次と類似（被災地と未災地）していること、被災地域の今の課題は、少子高齢化社会での新しい地域の模索、

1172 名

被災地とそれ以外の地域との関係、さらにこれからは「記憶と教訓の風化」について注視していかなければならないということが述べられた。

累計

6

東北工業大学 副学長 ライフデザイン学部 生活デザイン学科 教授

災害ボランティアステーション

10 月

ーミュージアム思考からの復興まちづくりー

－雄勝硯生産販売協同組合の再生を事例として－

企業支援ワンストップサービス

5 日（土）

工芸産地の生業再生
菊地 良覺

2020年6月20日（土） 14：45～15：45

復興の生活構築学

教育復興支援

7月

講座02

最後は課題の再整理ということで、災害対応サイクルの認識として、復興過程は次への備えのフェーズ（災間を生きる）であること、東日

7

復興人材育成教育

講座05

復興大学 令和 2 年度事業報告書

復興の生活構築学

2020年7月4日（土） 13：30～14：30

311 を伝え継ぐために～被災地・被災者とは何か
武田 真一

宮城教育大学 防災教育研修機構 特任教授

震災時は河北新報社で報道の立場にいた武田先生の講義は、復興とは何か、という問いかけから始まった。
「出来事をきちんと振り返り

講座08

復興の科学技術

2020年7月18日（土） 14：45～15：45

東北地方太平洋沖地震の科学（2）
日野 亮太

東北大学 大学院理学研究科・理学部 附属地震・噴火予知研究観測センター 教授

東北沖ひいては宮城県沖地震のこれからのヒントとなる海底調査観測の成果について紹介があった。超巨大地震の痕跡発生履歴として、
東北地方には日本三大実録に掲載されている 869 年の貞観地震の歴史資料が存在し、そこから地質調査で見つかった痕跡のデータを元に

になる ” ことが 1 つの復興の姿という見解が示された。

津波の規模がシミュレーションできたであろうという研究結果が、今回の地震予測には間に合わなかったことが悔やまれると語られた。地

震災伝承の意義として、石巻専修大学が取り組んでいる復興ボランティア講座の到達目標を 3 つ取り上げた。その後震災発生から現在ま

殻変動の観測の重要性については、次の宮城県沖地震はいつ起こるのかという予想のためには継続した観測が必要であるということ、東北

で河北新報に掲載された写真を時系列にまとめた 10 分間のスライドショーを紹介され、震災を伝え継ぐためには、自分や家族が犠牲にな

沖地震後の地震学の在り方は単に断層の変化や地震のメカニズムの研究だけではなく、災害の軽減に直接貢献できる応用分野があり、そ

らないために震災をことあるごとに振り返って備え、意識をしてそれを繰り返すしかないと訴えた。

の研究開発に進むことで長期予測・直前予測・ハザード即時予測と地震に対しての備えができてくることを強調された。現在「日本海溝海底

また、実際に伝承をめぐる組織的な動きとして「伝承ロード」
「3.11 メモリアルネットワーク」も紹介され、最後に「震災伝承と防災啓発の
未来は、皆さんこそが築くものです」という呼びかけがなされた。

復興人材育成教育

総括ができる」ことについて取り上げ、“ 被災体験の有無に関係なく、あの日の出来事、その後、いまに向き合い、教訓を伝え継げるよう

地震津波観測網（S-net）」が 150 地点の地震 + 圧力観測装置と海底ケーブルによる常時監視により、平成 28 年度より津波の発生を監視
し、そして令和元年度より緊急地震速報発令に使われていることも紹介。この速報システムで、今後おこりうるであろう地震（南海トラフなど）
直後の津波被害も含めた範囲予測、被害推計に役立てようと研究が続けられており、緊急津波速報については、次の予想される南海トラフ
巨大地震が来る前には実用化されることを願っているとの思いが語られた。

講座06

復興の社会学

2020年7月4日（土） 14：45～15：45

矢部 寛明

東北芸術工科大学 デザイン工学部 コミュニティデザイン学科 講師

矢部先生が理事長を務められている気仙沼 NPO 法人「底上げ」の紹介から始まり、気仙沼を取り巻く状況と世界に起こりうる人口減少
の推移を元に、これからの社会が劇的に変化していく様子に合わせ、これまでの社会からこれからの社会へと移っていく根拠として、近年
変化している上位校の大学入試の方法も合わせて紹介。
「底上げ」の活動プロセスとして、まずは高校生を集めることからスタートし、
気づく→愛着→創造→失敗→課題感という順で取り組みを行い、その結果高校生らは「底上げ」に関わって経験した事で意識の変化、得
るものの気づき、体感・実感など、
「自分ごとの取り組みとしての変化」という流れに変わってきたという報告があった。
アメリカの心理学者ドナルド・E・スーパーが提唱した「14 の労働価値」の紹介もあり、仕事を選ぶ上で何を優先するかというこの問いは、

復興の社会学

2020年8月1日（土） 13：30～14：30

地域防災のための地理情報活用
小田 隆史

宮城教育大学 防災教育研修機構 副機構長・准教授

自然災害の構造（災害のメカニズム）は自然現象である誘因（ハザード）に素因（地域の条件）が加わって被害の有無・大小が変わってく
るという内容から、自然災害大国・日本の災害対策の進化は戦後科学技術の多大な貢献によるもので、特に毎年のように数千人規模の犠牲
者がでていた人数を抑制できていた事実がある、一方で自然災害で犠牲になる人の 9 割は発展途上国に居住、その多くがアジア太平洋地
域であるということを防災白書のグラフを示しながら解説。
「災害は脆く弱い人々地域を襲う」残念ながら世界で発生する自然災害の犠牲と
なるのは、国の経済力があるか無しかに比例してしまう。
近年、自然現象の激化が表れてきて、起こりうると言われている南海トラフ巨大地震や都心南部直下地震、またここ数年の地球温暖化等

企業支援ワンストップサービス

災害が多い現代だからこそ受講生より多くの関心を集めた。

講座09

教育復興支援

地域教育の新しい可能性－宮城県気仙沼の取り組みから

による巨大台風や豪雨による犠牲という「新たなステージ」への対応の必要性が出てきている。
「自分の命は、自らで守る」ことを主軸とし
た防災対策への転換、公助の限界を市民に認識させ、自助・共助の重要性、学校教育を通じた啓発と成人の意識改革が不可欠、すなわち
住民の「主体性」と弱者への包摂が必要であるということを訴えていくためにも、自分たちが住んでいる身近な地域の昔と今についてハザー
講座07

復興の科学技術

2020年7月18日（土） 13：30～14：30

東北地方太平洋沖地震の科学（1）
日野 亮太

東北大学 大学院理学研究科・理学部 附属地震・噴火予知研究観測センター 教授

2011.3.11 に何が起こったのか、東日本大震災を地震そのものの自然現象として科学的に解説。地震の原因は断層の動きから発生するも
のであり、動きの大きさとともに増大して、その揺れの大きさは「震度」で表され、原因の規模は「マグニチュード」で表されている。プレー
ト境界型であった今回の地震はマグニチュード 9 で、地形の変化を調べたところ、平均で東南東に 50m 動いて 7m も盛り上がっていた。
の長期評価（発生確率）を過去のデータも読みながら予測することが大切であるが、予測には難しい面もあると説明。

8

地理院地図

https://maps.gsi.go.jp/

国土交通省ハザードマップポータル

https://disaportal.gsi.go.jp/

「今昔マップ on the web」

http://ktgis.net/kjmapw/

Google Earth

https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/

地域防災 Web

https://chiiki-bosai.jp/

NHK のニュース・防災アプリ

https://www3.nhk.or.jp/news/news_bousai_app/index.html

NHK 災害気象情報データマップ

https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/datamap/

いのちを守る教員のための防災教育ポータル

http://drr.miyakyo-u.ac.jp/eduport/

災害ボランティアステーション

また東北沖・宮城県沖のこれからということで、地震は天気予報のような気象観測を基礎とするように断層の動きを観測し、海溝型地震

ドを理解し災害に備えるということで、いくつか役立つ地図ウェブサイトを紹介。

9

復興人材育成教育

復興大学 令和 2 年度事業報告書

講座10

復興の社会学

2020年8月1日（土） 14：45～15：45

津波避難における自動車と道路の使い方を考える
奥村 誠

東北大学 災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門 教授

自然災害からの避難行動として、地下街やビル・乗り物など閉鎖空間からの避難経路や誘導方法が研究されていたが、東日本大震災以
かった。

復興の科学技術

2020年8月29日（土） 14：45～15：45

平時から向き合う災害廃棄物処理
吉岡 敏明

東北大学 大学院環境科学研究科 教授

東日本大震災の津波により沢山の家屋が倒壊し、それらは多くの瓦礫となった。その後、ゴミとなってしまった廃棄物はどのくらい時間を
かけ、どのように処分されていったのか、震災直後の様子から今後の展開を解説。

復興人材育成教育

前は多くの避難者が殺到するという場面がなく、実際に震災時には多くの人々が避難したが、渋滞・混雑でうまく逃げられなかったことが分

講座13

東日本大震災により発生した災害廃棄物は地震による大規模津波によって膨大な量となり、少しでもゴミを減らしリサイクルをする努力が

車利用避難計画の実効性を保証するためには被災状況・被災地アンケートに基づく行動原理を仮定し、安全に避難できるかを「シミュ
レーション」で確認するか、または「数学的最適化」により道路網を最大限うまく活用する、という方法があり、奥村先生はこの「数学
的最適化」を利用した研究を展開されている。この計算からわかったことは「相乗りをして車輌数を少なくする」、
「経路を分散して誘導す

続き、結果、仙台市は 3 年かけて災害廃棄物のほとんどを処理することが出来た。この経験からいろいろな課題が出たが、今後の備えも
見えてきた。各市町村でも独自の処理計画を作り始めたようだが、まだ全国の市町村の 24％でしか作られていない。
生活が豊かになるにつれ、潜在的に日常の生活から廃棄物になりうる物がストックされているということを意識しなければならない。普

る」、
「自分の安全のみではなく、地域全体の安全に配慮する」、
「避難所に逃げ込むのではなく危険場所から逃れる」ということであった。

段の生活の中で廃棄物処理やリサイクルと向き合っていくことが、いざ災害が起きた時に廃棄物処理に貢献出来るか、考えるきっかけにな

また現在のコロナ禍の災害避難への示唆としても同様のことに触れ、全ては時間的余裕がないとできないことなので、特に昨今多くなっ

れば、というメッセージがあった。

てきた水害においては、平常時に避難先を予約しておくシステムなどがあると避難者の管理や、意識的に早めの避難開始を促すことにな
るとの提案がなされた。
講座14
講座11

復興の社会学

災害後の人口の転出入とその特徴
奥村 誠

東北大学 災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門 教授

巨大災害の経験を受けて防災だけではなく減災が注目されている中

2020年8月29日（土） 16：00～17：00

プラスチック問題を考える
吉岡 敏明

教育復興支援

2020年8月1日（土） 16：00～17：00

復興の科学技術

東北大学 大学院環境科学研究科 教授

世界的問題となっている「プラスチック問題」について、特に海洋プラスチック汚染の現状から講義は始まった。浜辺に流れ着く海洋浮遊
プラスチックは自国の製品でないものでも、流れ着いた国で処分しなければならないという問題がある。
2016 年 1 月のダボス会議では、2050 年までに海洋中に存在するプラスチックの量が魚の量を超過するとの試算が報告されている。日

ハザード：自然外力の強さ

本では廃棄プラスチック問題の解決策として昨年度「プラスチック資源循環戦略」を立てた。最近始まったレジ袋の有料化もこの戦略の一

暴露：人命、資産、土地利用、活動

環である。プラスチックの正体についてとリサイクル品についての解説もあり、プラスチックリサイクルを今後どのように促進していくかの提

脆弱性：社会システムの弱さ

案として、主幹産業との設備共有・地域分散・他産業との連携など、プラスチックリサイクルの国内資源循環実現のポテンシャルは大きいと

回復力：回復の速さ

述べられた。

企業支援ワンストップサービス

上記の四つの関係を元に「防災は直接被害の低減」であり「減災は長期的な損失の低減」と位置づけ、どんな種類の災害からも社会的
回復力を上げるには減災を重視していった方がよいと提案。その回復力の速さを測るためには「人口指標」を利用して回復過程を定量的に
把握したいということで、転出・転入人口の統計解析を計算式に当てはめて解説、東日本大震災前後の人口変化と阪神・淡路大震災前後の
人口変化を紹介。
自然災害多発国の日本は、災害の度合いにより、地域内の社会経済活動が回復できるか、停滞してまた人口の減少につながるのか、発
生した災害の規模を早期に判定し、広域支援の必要性を見極めることが必要である。

講座15

復興の社会学

2020年9月5日（土） 13：30～14：30

東日本大震災の復興を考える
田中 重好

尚絅学院大学 特任教授

社会学の観点から、復興について以下の 2 つの視点が示された。
講座12

復興の科学技術

2020年8月29日（土） 13：30～14：30

構造ヘルスモニタリングシステムの役割と実証について
東北工業大学 建築学部 建築学科 教授

－復興の三側面である「空間、暮らし、産業」のうち、
「空間」について解説。危険地区の指定は市町村ごとに実態を異にしているため、
虫食いの市街地を生み出す危険性がある、集団移転事業については地域の住宅分布や街の形を大きく変えてしまう、区画整理について
は完了までに非常に費用も時間がかかってしまっているという、それぞれの問題があるという。
2. 災間期での変化の方向性が、その地域の災害復興を支えた。

建物の耐震・制震・免震について、その歴史に触れ、耐震について解説。

－主な住宅再建方法は「移転を伴う再建」か「地盤の嵩上げを基本とした現地での再建」か「移転もしくは現地での再建」だが、これら

耐震工学は倒れた建物から学習し、倒れない建物を建設するという繰り返しで、1981 年に改正された建築基準法では、建築物の耐震基

によって地域の形が変わってしまった。

準が強化され「震度 5 強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度 6 強から 7 程度の大規模地震でも倒壊は免れる」強さとすることを義務

この事例については、陸前高田市高田町と大船渡市綾里地区の事例を挙げ、それぞれの町の災害間の歴史と現状について説明された。

づけた。

災害発生後、次の災害までの間に、地域が少しずつ、どう変わっていかなければならないか、どう備えていかなければならないかを見極

1000 年前には中国で基礎免震の考えがあり、1800 年代に再建された北京にある紫禁城の中枢部分の地下 5~6 メートルには、煮たも

災害ボランティアステーション

薛 松濤

1. 被災地の地域的特徴である「人口減少」
「社会の縮減」を考慮しない復興事業が展開されてしまった。

めることが大切であり、
「社会から防災対策、災害復興対策を考える」ことの重要性を強調された。

ち米と石灰を混ぜた層があり、免震を意識していたという。
そして地震後の建物の構造性能をどのように検証するか、例えばひび割れが生じた建物が使えるかどうかの分析のために、設置した加速
度センサーのデータを自動解析により、地震直後に当該構造の安全性を表示する「構造ヘルスモニタリングシステム (SHM)」が登場した。
最後に、日本で公開されている構造ヘルスモニタリングシステムは 7 棟だけで、その中の 1 棟は東北工業大学の 10 号館にあり、このシ
ステムを利用することにより、地震の直後に建物に戻れるかどうか、2 分後に判明するということを紹介。
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講座16
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復興の生活構築学

2020年9月5日（土） 14：45～15：45

コミュニティ創成に向けた社会改革事業の在り方
風見 正三

宮城大学 事業構想学群 教授・理事兼副学長

講座19

復興の生活構築学

2020年9月19日（土） 16：00～17：00

復興大学で考える【伝承】とは
復興大学事務局

復興大学事務局がファシリテーターとなり、前半は国土交通省 東北地方整備局 企画部環境調整官である佐野 智樹様から「震災伝承の
取り組みについて」、後半は東北工業大学ライフデザイン学部 教授 中島 敏先生の「仙台市荒浜の復興の現状—危険区域指定から９年半−」

日本が東北の復興にどう向かっていったかということがわかる。その取り組みとして東松島市「森の学校プロジェクト」の事例を紹介。この

というテーマでお話いただいた。

復興人材育成教育

日本計画行政学会の復興構想会議の 7 つの原則の中で、
「地域・コミュニティ主体の復興」
「東北の潜在力の活用、経済社会の可能性を
追求」
「地域の強い絆、災害に強いまち、自然エネルギー活用型の地域づくり」
「国民全体の連帯と分かち合いによる復興」の 4 つを見ると、
事例は子どもたちが元気に学校生活を送れるのはいかに学校の環境施設が大事であるかを示した（そのプロセスが評価され宮野森小学校は
2017 年にグッドデザイン賞を受賞された）。
最後にまとめとして、アダムスミスの思想の再発見
「国富論：Wealth of Nation」を紹介され、もう一度経済学の原点と日本社会の再構築
「真

「震災伝承の取り組みについて」
（国土交通省）
日本の国土面積は世界の 0.25% にも関わらず、世界で発生するマグニチュード６以上の地震の 22.9% は我が国周辺で起こっている。世

の豊かさ」の追求と、持続可能な未来を目指して「自然・人間・コミュニティの再生」
「コモンズデザインとしてのコミュニティ創成」に触れ、

界リスク報告書でも自然災害ワーストでは 4 位となっており、一方で対応能力ランキングではワースト158 位となっている、災害が多い国で

地域の再生はつながりの再構築でもありコモンズの再構築でもある、地域資源力 × 地域自治力 × 地域経営力がこれからの社会改革事業を

はあるがその対応能力は非常に高い国ということになる。

生み出していくと示された。先生が好きな言葉「次にどんな夢を描けるか、それがいつも重要だ」
（スティーブジョブス名語録 ‘人生に革命を
起こす 96 の言葉より ’）を紹介。

被災地の慰霊碑モニュメントは災害が発生した際の教訓となっている。これらを整備し震災伝承を継続するため、2018 年 7 月に「震災
伝承ネットワーク協議会」が発足し、
「震災伝承ネットワークの運営・伝承ロード形成」
「防災プログラムの基盤形成と開発」
「復興に向けた
地方創生・地元支援」の 3 つを柱に取り組んでいる。さらに 2019 年 8 月には「3.11 伝承ロード推進機構」が発足。
『 “Tunami” が世界の共通語になっているが “Densho”という言葉も世界の共通語になるよう取り組んでいきたい。
「教訓が、いのちを救う。」
これが東北に与えられたミッションであり、陸前高田の津波伝承館を是非訪れて欲しい』と紹介があった。

講座17

復興の生活構築学

三陸地方のくらしのかたち −変わるものと変わらないもの−
大沼 正寬

東北工業大学 ライフデザイン学部 生活デザイン学科 教授

地域に根ざし、地域をつくる建築というものを大切に、今回は人間生活の側での「災害」を考え､ これまでのくらしのかたち、変容／不
変を知ろうとする必要があるという視点から話を始められた。

「仙台市荒浜の復興の現状—危険区域指定から９年半—」
（中島 敏 教授）

教育復興支援

2020年9月19日（土） 13：30～14：30

中島教授の生まれ故郷である荒浜地区は約 650 世帯 2,100 人が住んでいた町だったが、震災で死者 189 名、家屋は 9 割以上が流出。
震災後、隣接する名取市・閖上地区は６m 嵩上げをして居住地区にしたのに対し、仙台市・荒浜地区は危険区域に指定されたため、人々が
住めない所となった。中島先生を含む地元の人々は「荒浜再生の会」を結成し、仙台市への公開質問、市長との話し合い、イベントやフォー
ラムへの参加などの活動から「現地再建」
「新たなにぎわいづくり」を目標にしてきたが、残念ながら 2018 年 6 月 30 日をもって解散となっ
てしまった。仙台市の政策が、のちに市民にとって納得のいくものであった、というものになって欲しいと願いが述べられた。

現在の復興過程を知る意味で、三陸地方の原風景として三陸地方の町の震災直後や最近の様子を紹介後、東北地方の著名な人物伝から
広大な三陸地方の建築と民俗学のつながりを解説。
仙台では多くの建築遺産を災害ではなく人間判断で失っていると指摘、有形の事物が変わるか変わらないか、それに伴う中身の無形の事
最後に、復：地域にとって不変な要素を必要とする
興：地域が再生するための変化を必要とする
という言葉で「復興」を表された。

講座20

復興の生活構築学

2020年9月26日（土） 13：30～14：30

企業支援ワンストップサービス

物が変わるか変わらないかを整理し組み立てて行くことが、生活から見た本来の復興であると説明。

復興キュレーション −ミュージアム思考からの復興まちづくり−
加藤 幸治

武蔵野美術大学 教養文化・学芸員課程 教授

東日本大震災では博物館コレクションも被災し、文化財レスキューの活動が宮城県内だけでも 50 か所で行われた。その一時保管場所と
して指定された東北学院大学博物館へは、石巻市鮎川収蔵庫にある文化財資料 4,000 点と考古資料・地学平箱 60 箱が運び込まれた。
講座18

生業景

大沼 正寬

復興の生活構築学

2020年9月19日（土） 14：45～15：45

—くらしのかたちのリ・デザイン—
東北工業大学 ライフデザイン学部 生活デザイン学科 教授

東北学院大学で教鞭を取っておられた加藤先生は学生を指揮されており､ 人海戦術で状況把握、クリーニング作業、一次洗浄、経過記
録と脱塩・防錆・殺虫処理まで行った当時の作業について、事例を紹介しながら解説。
「復興キュレーション」とは、復興過程における地元住民と協働の博物館活動のことを指し、地域の魅力再発見や地域学習、文化創造活
動を促すものである。
（詳しくは先生の著書の「復興キュレーション」
（社会評論社）で紹介されている。）
最後に「ぜひ牡鹿半島を訪ねてください」という呼びかけがあった。

災害ボランティアステーション

人間生活に立脚した「復興」基盤整備、職住分離に相対する職住連結についてとその土地の自立的な「地 ( じ ) 技 ( わざ )」に着目し、復
興の拠点とすることの提案が示された。
基盤情報―開発実践―比較研究―発信交流―共有検討―総括論考の一連の活動の中から、丸森蚕糸コアトリエ※・大崎農と食の共創・
陸前スレート千軒講・井内石と慰霊碑製作・東北の手づくり市場・産業遺産と文化的景観・生業と町並み景観などを紹介。
（これらの活動経
過は「季刊コアトリエ」にまとめられ、シンポジウムを開催するなど様々な意見交換もされている。）先生が設立された生業景デザイン研究
所や、共創のためのネットワークのいくつかの事例を紹介し、最後は『「いま」を「ゆるやかな持続」として捉え、拠点に向きあうことが復興
の出発点であり、目標でもあるその営為としての生業は最重要である』というメッセージで締めくくられた。

講座21

復興の経済学

2020年9月26日（土） 14：45～15：45

どこまで進んでいるの？津波被災地の農業・農村復興
伊藤 房雄

東北大学 大学院農学研究科・農学部 教授

3.11大震災から 9 年 6 ヶ月が経過し、大震災直後の沿岸部津波被災地では、
「10 年後の 日本農業・農村の姿がそこにある」と言われてきた。
生業景デザイン研究所 HP：https://ru-cas.jp/

これは農業・農村を担う人たちが激減しているたとえである。農業の基本と最近の日本農業の状況を紐解かれ、農業構造問題と農業復興に

※コアトリエ・・・
「共に」という意味の接頭語 co をつけたアトリエ。 地域の生業として受け継がれてきたものづくりの " 技 " を持った高齢者と、新しい生業を育みたい地元の方々、地
域外のデザイナーなど、多世代多様な人々が共に価値を生み出す現場を指す。

ついて解説。
現在、宮城県の津波被災地では 100ha を超える大規模土地利用型農業が展開しているが、宮城県沿岸部において農業の復旧、復興が
どのような現状にあるのか、またそこで展開されている食料供給の取組にはどのような特徴があるのかを整理検討し、今後、復興を加速し
ていくための課題について考察。最後は福島県浜通りの農業復興、農林水産業・食品産業の今日的課題について触れられた。
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講座22

復興の経済学

2020年9月26日（土） 16：00～17：00

講座26

東日本大震災後の宮城県内都市の経済活動 ―域内生産とエネルギーを中心に―
小祝 慶紀

復興の経済学

2020年10月17日（土） 13：30～14：30

震災復興から生まれたさまざまな観光交流のカタチ
宮原 育子

東北工業大学 ライフデザイン学部 経営コミュニケーション学科 教授

東北の経済活動産業構成の変化とその特徴として、地域 GDP と建設投資の観点から戦後の地域経済政策の歴史、
「産業クラスター計画」

宮城学院女子大学 現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 教授

宮城県における震災からの観光の復興概況と COVID-19 現時点での影響や課題について紹介。
2003 年の「観光立国宣言」で外国人観光客の誘致に力を入れてきた中、2011 年の震災後はビザの緩和などの政策により外国人観光客

年の 2012 年は建設に関する公共投資が宮城・岩手・福島で飛躍的に多いが、倒産件数は震災時よりはむしろ 2008 年のリーマンショック

は急速に増加し、2015 年以降震災復興から観光地興にも力を入れ、2017 年ごろからその成果が表れてきた。2019 年には 2020 年のオ

の年が格段に多かったことを、グラフを元に説明された。

リンピックを目指した誘致も進み過去最高となったが、観光客は仙台都市圏に集中したため、被災沿岸部の観光客数はいまだ厳しいものが

後半、エネルギーの面からみた震災前と震災後の在り方、特に再生可能エネルギーについて紹介、国・地方を問わず「エネルギー自給率
の向上」が課題で、それが持続可能な地域内経済の次に向かっていく道ではないのかという結論を述べた。

復興人材育成教育

と「知的クラスター政策」の東北地方の事例について解説。また、2008 年から震災を経ての東北地方の産業構造について、特に震災の翌

あり、さらに支援のテコ入れが必要であった。その観光復興支援として 2015 年から支援事業（補助金・土地の無償貸与・魅力的な観光コ
ンテンツ）を立ち上げ 2019 年までには様々な観光交流施設が建設・オープンしている。

産業構造とエネルギーについてお話されたが「“ 知ってもらう ” ということが重要で “ 知らないとだまされる ” そして理解するというのはそ
の次。ぜひ経済学も知って理解して欲しい」という言葉を受講生に送られていた。

しかし 2020 年、COVID-19 の影響を受け日本でのインバウンド客数は過去最高の 3,188 万人から 394 万人へと減少、日本への観光収
入も激減してしまい、その後 COVID-19 への対応と観光戦略として「みやぎ観光振興会議」を立ち上げ、自治体や観光関係者がともに新し
い観光のかたちを探っていることが紹介された。
最後に「県民の皆さんには宮城県、仙台市の集客交流のための新しい施設について、ぜひ訪問してほしい。震災後の新たな街の生業や賑

講座23

復興の社会学

2020年10月10日（土） 13:30～14:30

わいを感じて発信応援してほしい。皆さんの旅を楽しむ姿、情報が県外からの観光客を呼ぶ大きな力となる。」という呼びかけがあった。

幽霊や夢と死者への向き合い
関西学院大学 社会学部 教授
講座27

あまりにも多くの犠牲者を出した東日本大震災において、どのように “ 死の定点 ” を考えればよいのかというテーマであった。
確認できない行方不明者の死をどのように把握し受け止めるのかについて、遺族と社会との共感のずれ、そして被災地におこる幽霊現象
の事例を紹介。
また、被災地の遺族の方の見る「夢」についての事例が紹介された。生きてきた証すら復興の過程で無かったことにされ、周りが復興し

復興の政治学

教育復興支援

金菱 清

2020年10月17日（土） 14：45～15：45

震災で啓かれた力とそれを育てる新しい社会の器
和田 正春

東北学院大学 教養学部 地域構想学科 教授

ていく中で遺族だけが取り残されていく。そんな中で遺族にとって夢の中だけは亡くなった人との未来を見ることができる。過去を今に記憶

経営学やマネジメントを専門に、学生の社会参画活動に関わってきた経験から、震災を一つの事象として「どう捉え、これからを考えるか？」

し、現在進行形に変える作用がある「あわい（此岸と彼岸の中間的な領域）」のような死者と邂逅できる世界、緩やかな死の追慕の世界があっ

という視点をテーマに解説。はじめに日本の GDP の推移図を背景に、社会システムは高度経済成長期の社会状況・構造のなか、創造期を経て、

てもよいのではないかとの見解が示された。

バブル崩壊後の経済成長の停滞や少子高齢化といった社会問題が変革されないまま、のちに失われた 20 年と言われるような状況を招き、
そして現在までに至る最中に震災を経験する事となった。
「震災は社会にとって何だったのか？」という問いに対し、社会の構造変化の中で
「見

復興の科学技術

2020年10月10日（土） 14:45～15:45

そうした中でもこの社会を何とかしなければいけないと自ら積極的に提起し、実現に取り組む人々の新しい動き（NGO、SDGs、コミュニ
ティ・ビジネス、創発型の市民活動など）を紹介、こうした「新しい力に対して我々はどう向き合うか？」という問いには、理念を示し話し合

活断層と内陸地震の科学
遠田 晋次

企業支援ワンストップサービス

直しが必須だったもの」の判別を迫るものであったと示された。
講座24

う事、新しい力に機会を与え成果を評価する事が大切であるとし、それが「新しい社会の器」であるとの見解が示された。

東北大学 災害科学国際研究所 教授

自然現象や災害が被害に結び付くにはその他の要因があり、ハザード－曝露－脆弱性の 3 要素で災害リスクが決まる。そして内陸地震は
大きな地震でなくても都市部や住宅密集地に大きな被害をもたらすものである。内陸地震の場合、プレート自体が硬いものではなく中に沢
山の亀裂があり、プレートの境界で解消できないひずみが内陸部の浅いところ（深さ約 15km）で脆弱破壊をおこす。マグニチュードが大き
断層のずれが何回か起きると “ 累積のずれ ” がおこるなど、地震による活断層のずれのメカニズムについて示された。

井上 義比古

東北学院大学 法学部 法律学科 教授

私達の思考・行動の根本には様々なイデオロギーの存在があるという考え方に基づき、様々な復興政策にも、その影響は及んでいる。

2020年10月10日（土） 16:00～17:00

講義では、そのようなイデオロギーについて、導入として、様々な事例、凡例の紹介があった。イデオロギーとはそもそも何を指すか、と
いう視点から、日常生活に内在するする考え方、行動規範もその多く（おそらく文化や宗教的側面なども含め）が、イデオロギーにより判断

連鎖する大地震と地震ハザードの時間変化
遠田 晋次

2020年10月31日（土） 13：30～14：30

災害ボランティアステーション

復興の科学技術

復興の政治学

緊急事態対策および復興政策の背景に存在する根本的な考え方

くなるとその断層の長さが大きくなり、その地下のずれが地表に現れる。

講座25

講座28

されることが多く、一定の役割を果たしているという事で、イデオロギー自体が正しいや間違いというものではない。しかし、生活の中で文
化や教育によりある種のイデオロギーを「正しさ」、あるいは「その逆」として認識判断する行動を私達が行っているということである。

東北大学 災害科学国際研究所 教授
とうきょく

たわ

日常生活の中でイデオロギーを意識する機会は少ないが、私達の日常においても大きな作用として存在していることを紹介。

前の講義の補足として、活断層近くに起こる断層のずれによる建物被害についてと、活断層の近くで起こる撓曲（地面が撓んだり傾くこと）
について言及後、後半の講義が始まった。
地震発生場所はクラスター的で、起きる場所が決まっているということが統計的に分かっており、地震の大きさと発生数の関係では日本は
100 年に 1 回大地震が起きるという統計結果が出ていることを解説。また、
「余震」と「本震」について、その定義づけや地震の発生程度
により後から起きた地震が後付けで「本震」となり、先に起きた地震が「余震」となることについてグラフで説明、断層間相互作用について
実験動画で解説。最後に内陸直下型地震については震源地が近いため予知は難しいが（直下型では緊急地震速報の対応が難しい）、地域
によっては活断層の有無や歴史統計によりある程度の想定をすることは可能だということであった。
14
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復興大学 令和 2 年度事業報告書

令和 2 年度 復興大学県民講座 総括（事務局の視点から）
講座29

2020年10月31日（土） 14：45～15：45

復興の思想

使用してオンラインで開講しました。

災害と人間の心理
邑本 俊亮

令和 2 年度の「復興大学県民講座」は、6 月 20 日から10 月 31 日までの全 30 講座を、Web 会議サービス「Zoom」を

東北大学 災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門 災害認知科学研究 教授

はじめにパニック神話について解説。“ パニック ” とは人々が理性を失い大混乱が生じることであるが、災害時にはむしろ避難行動におい
とが重要とされる。
次に、人間がリスク情報を受け取る際に無意識に欠けてしまう “ 認知バイアス ” についての説明があり、次のような 4 つに分類。
①「これくらいは普通の範囲だ」物事を普通の範囲で理解したがる、正常性バイアス
②「自分だけは大丈夫」他人よりも自分は運が良いと思いこんでしまう、楽観主義バイアス

Zoom の使い方を示す、随時電話対応を受け付ける等、できる限りの対応を行ってきたつもりですが、行き届かないところも
ありました。またオンライン講座となった時点で、これまで受講されていた方、特に年配の方の中でも受講をあきらめた方も
おり、対策については次年度への課題です。
一方で、これまで受講者数が少なかった学生が多く受講し、
「地域の復興からさらなる発展を担うリーダーとして活躍でき
る人材を育成する」という、事業本来の形に沿うことができたものと思います。また、
「どこからでも受講できる」オンライン
講座になったことにより、東北の他県の方のみならず、首都圏・関西圏の方からも受講いただきました。新たな層に「復興大学」

③「～だから大丈夫」自分の気持ちに有利な情報だけを集める、確証バイアス

の存在を示すことができたと同時に、これまで可視化されなかった 3.11 からの復興というものへの関心を持つ層を、改めて

④「みんなと一緒なら」他人に同調していれば安心という、集団同調性バイアス

認識することができました。

さらに、緊急時の心理と行動として 4 つの認知特性もあげられた。
「情報処理範囲が狭くなる」、
「注意集中による見落としや勘違いが起こる」、
「熟慮的思考が困難になる」の 3 つについては、実験的な動
画を視聴し実際に私たちにもこれらの認知特性が簡単に起こることを体験した。4 つ目の「災害時家族のことが気になる」については、災害

今年度は特に事業最終年度ということもあり、多方面からの講師をお迎えして、その中でも様々な視点から東日本大震災に
光を当て、講座を構成しました。地震のメカニズムといった科学の分野から、心理学の分野まで幅広く展開し、受講生からも

時すぐに避難しなかった理由のアンケート結果を示され、1 位～ 3 位が家族に関する事であったことから「津波てんでんこ」を紹介し、家族

多くの反響をいただきました。平成 29 年度からの県民講座開講以来最も多い、1 講座当たり 39.1 人
（延べ受講者数 1172 名）

間の事前の話し合いの必要性に言及。

という数字が、その証左だと思います。

最後に、被災後の心理的後遺症として、急性ストレス障害（ASD）や心的外傷後ストレス障害（PTSD）について触れられ、被災者とのコミュ
べられた。

震災から10 年を迎え、東北の復興は新たなステージに入ります。年月と共に、触れていく話題はどうしても変化していき

教育復興支援

ニケーション時は、受け手のことを第一に考えること、被災者の心・気持ちに寄り添うためには被災者や被災地のことを知る必要があると述

復興人材育成教育

て人々は助け合い、大規模なパニックが起こることはほとんどない。そのため、災害情報を発信する側は、根拠を示した避難指示を出すこ

対面からオンラインへ、この変更により大きく変化したのは、受講者層です。通信機器に精通しきれていない方向けに

ますが、県民講座で折に触れて示してきた「震災を伝える」という意識は、不変のものだと思います。受講された皆様の中にも、
変わらずその意識が根付いていていただけると幸いです。
令和 2 年度の県民講座を受講いただきありがとうございました。

講座30

2020年10月31日（土） 16：00～17：00

復興の思想

将来へ備える
邑本 俊亮

～私たち一人一人ができること～

東北大学 災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門 災害認知科学研究 教授

企業支援ワンストップサービス

知識の重要性として、情報を受け取る際に受け手の知識や経験によって差が出てしまう事から、
「経験」や「確かな知識」が重要である。
被災者 78 人から被災体験とそれを乗り越えた力について聞き取り調査を行い、それを基に作成した質問紙調査約 1400 人分の回答から
は、8 つの生きる力が抽出された。
それは①人をまとめる力 ②問題に対応する力 ③人を思いやる力 ④信念を貫く力 ⑤きちんと生活する力 ⑥気持ちを整える力 ⑦人生を意
味づける力 ⑧生活を充実させる力の 8 項目で、受講生も実際に質問用紙に記入し、各自自分の「生きる力」を確認した。
最後に、震災を忘れないためには、人間の記憶は時間と共に薄れてしまう事を理解し、何度も思い出す事が必要であるとし、東日本大震
災で被災した閖上中学校の写真を紹介。
その中で、慰霊碑の隣に置かれた学習机に残されたメッセージについて取り上げた。
「あの日大勢の人達が津波から逃れる為、この閖中を目指して走りました。街の復興はとても大切なことです。でも沢山の人達の命が今も
ここにある事を忘れないでほしい。死んだら終わりですか？生き残った私達に出来る事を考えます。」
このメッセージが薄れては何度もペンで上書きされているのと同じように、私達も震災を忘れないよう何度も思い返し語り継いでいくこと

参考資料：
「災害

生きる力

災害ボランティアステーション

が、私たち一人一人にできることであると強調された。
質問用紙」で検索

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/archive/EightPersonalCharacteristicsScale_tohoku_univ.pdf
参考図書：「心理学の神話をめぐって―信じる心と見ぬく心」邑本 俊亮・池田まさみ（編）誠信書房

令和 2 年度県民講座 フライヤー
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復興大学 令和 2 年度事業報告書

令和 2 年度 復興大学県民講座 受講生アンケート結果
令和 2 年度受講生概要
年代

ご職業

お住まい

「県民講座」を受講してのご感想をお聞かせください。

12%

11%

27%

34%

8%
13%

●プログラム全体はよく考えられたものであったと思う。

62%

●復興後の街づくりの取組み状況と課題などを多方面から取り上げてほしい。

72%

88%

●自然科学や歴史に関する講座をふやして頂けたらと思います。
●実際に現地に行って、説明を聞いたり、その場所に行って分かる事も多いので、、
バスで見学させて頂けたことは大変有意義でした。あまり専門的すぎる地図や
細かな分析資料は、説明を聞いてもわからない。

7%
20代
50代

30代
60代以上

学生

一般

県内

県外（岩手県、福島県、東京都、埼玉県、

①全体的に大変参考となった
②参考になる講座もあったが、
興味のない講座もあった

千葉県、
静岡県、
大阪府、
兵庫県、
上海市）

教育復興支援

10代
40代

●研究の過程 ( 住民もそうだが、各ステークホルダーとの議論など ) について丁
寧に説明いただけるような講座が増えてもいいと思う。

28%

38%

復興人材育成教育

②③を選択された方で、ご意見がありましたら、ご記入下さい。

③あまり参考にならなかった

復興大学「県民講座」について（受講者 125 人中回答 43 件）
「県民講座」はいつから受講していますか？

30%

35%

35%

それ以前から

【復興の生活構築学】菊地良覺

工芸産地の生業再生―雄勝硯生産販売協同組合の再生を事例としてー

【復興の科学技術】 今村文彦

津波の発生と被害のメカニズム / 東日本大震災後の災害科学分野の発展と課題

●講義形式だけではなく、実習や見学のように現場も Web 会議でできるように
思う。

【復興の科学技術】 日野亮太

東北地方太平洋沖地震の科学

【復興の社会学】

津波避難における自動車と道路の使い方を考える

●現場実習など事業の継続を期待している。

【復興の生活構築学】大沼正寛

三陸地方のくらしのかたちー変わるものと変わらないものー

●現場実習はたいへんな学びの場でした。同じ現場を続けて見学できて、その変
化が見られたこともよかった。

【復興の科学技術】 遠田晋次

活断層と内陸地震の科学

【復興の思想】

災害と人間の心理 / 将来へ備える ～私たち一人一人ができること～

邑本俊亮

●被災した地域見学と語り部による講話

昨年度から

●現場実習はどれも良かった。企画が素晴らしかったと思う。現場で聞く現地の
人の話には、説得力があった。その後に話合いの場が持てたら、更に良かった
と思う。
●現場実習は参考になりました。荒浜小学校には、若い世代と一緒に何度か訪れ
ました。中浜小学校にも、遺構が公開されてから行ってきました。今後も記憶
が薄れないよう訪れてみたいし、知人の案内もしてみたいと思っています。
●新地、山元、亘理、岩沼、名取の現地実習。あらたな街づくりの現状がよく分
かった。

（複数選択可）
今後受講してみたい「震災・復興」に関するテーマがありましたら、選択して下さい。

科学技術

32

（地震や津波のメカニズム、活断層、耐震工学、災害廃棄物処理など）

生活構築学

22

（産業・生業再生、
まちづくり・地域再生など）

社会学

25

（コミュニティ、地域社会、
地域防災、
情報通信など）

経済学

（農業、経済活動、
観光など）

政治学

（災害と政治、
政策など）

思想

（心理学、
人間的復興など）

18

奥村誠

災害ボランティアステーション

今年度から

ほとんどの講座が印象深いとの回答の中で、以下の講座が特に多かった。
企業支援ワンストップサービス

今年度以前から受講されていた方に質問です。
これまで印象深い講座がありましたら、ご記入下さい。

（複数選択可）
令和 2 年度の「県民講座」で印象深かった講座をお教え下さい。

14
15
17
19

復興人材育成教育

復興大学 令和 2 年度事業報告書

今後の講座開催について

今後の受講方法について

●オンラインだと遠く離れた地からも受講できるメリットがあるので継続をお願いします。
●毎回興味深い講座を開講して頂きありがとうございます。放送大学に在籍しながら、社会人学生として学びを楽しんでおり
ます。今後ともよろしくお願いいたします。メディア・エネルギーの在り方や未来設計図・幸せの経済学など、多彩な内容
を期待しております。
●環境が許せるようになったら、新たな現場実習を期待します。

58%

56%

平日開催を希望
土曜日、平日どちらでも良い

5%
オンラインを希望

対面式を希望
併用型
（オンライン+対面）

●福島原発の廃炉やトリチウム廃水の問題について関心があるので講座に取り上げてほしい。
●コロナの影響で実際に現地でお話を聞いたり見たりすることができなかったので、それだけが残念でした ...
県民講座がオンラインになったおかけで受講できるようになり、とても良かったです。大変勉強になりました。ありがとう
ございました。

●開講後、好きな時にオンラインでの聴講を可能にして欲しい。
●企画から実施まで大変な労力だと思い、頭が下がります。ありがとうございました。
●とても貴重な「気づき」がたくさんあり、勉強になり、感謝しています。復興大学ということで、３・１１の月命日に各地の
学生を中心とした有志で開催している
「きっかけ食堂」とコラボした講座があったらよいなあ、と思いました。コロナ禍をうけ、
皆さん大変な状況の中、オンライン受講可能だったため、私にとっては助かりました。被災地に足を運びながらの実地で
の講座も、参加できなかったので、コロナ禍がおさまり、同様の機会がもしあるのであれば参加したいところです。今は、
県民でないのに受講させていただき恐縮でしたが、事務局や講師の先生方、関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。
●講座の内容と月日がわかる資料を、早めに提示していただければ、有難いです。
●オンラインはオンデマンドで視聴できるようアップロードして欲しい
●講演後に講師とのデスカッションができればと思います。
（テーマによりますよね）
一般の住民でも、語り部の人は大

●受講してとても参考になりました。残念ながらすべての講座を受けられませんでしたので、同じ科目を複数日の講座か、講
座後に動画を配信する方式があれば大変ありがたいと思いました。
●ご丁寧に受講証明書などを送付していただき、驚きました。担当の方、講師の方、ありがとうございました。

●オンラインの講座は、資料が先に手元にあって目を通した後で講座を聞けたら理解に助かります。
●復興について考える良い機会となります。今後も何らかの形で是非開催していただけたらと思います。
●風化を止める為には、知識をもって次の世代へと残すことになり、残された者に託された使命だと思う。
教員を目指しているが、避難訓練をまじめに取り組む生徒は少なく、他人事のように受け止めている。今回の講座で教員
としてどう生徒一人一人の胸にこの思いを刻ませればよいのか考えるきっかけとなった。
●大学では福祉を学んでいることもあり、制度やサービスを利用して「支援する」立場になるという福祉的側面から様々なこ
とを考えていましたが、心理的な側面から災害や防災を考える事はあまりないので新鮮で面白く、勉強になりました。
自分も含めて学生は、まだ震災が記憶にあり伝えられる世代である事が講義を受けて感じられ、試行錯誤をしながら活動
を続けて行こうと思いました。
●将来自分の子供などと被災地を訪れて、子供に震災の話をしつつ自分も当時の記憶を取り戻すという行動が震災の継承に
大切なことなのかなと感じました。
●ただ知識を持っているだけでなく、それを行動に移すことが大切なのである。私もいざという時に動けるよう、知識と行動
力共に身に付けていこうと思う。
●約 10 年前に東日本大震災を経験し、近いうちに首都直下型地震や南海トラフ地震が発生するという情報が流れる現在を生
きている私達にとって、
「活断層」や「内陸地震」といったキーワードは非常に身近なものになっていると考える。災害が起
こる土地によって発生する被害の種類や規模は様々であるため、このような講義を受講し知識を得ることによって減災・防
災に備えるということは、もう 2 度と東日本大震災のような大きな被害を生み出さないためにも必要なことであると考えた。
●震災について特定の視点から見ていると、見たいものしか見えない、という言葉に衝撃を受けた。人文社会を専門に学ん
でいるが、特定の視点に囚われず、物事の本質を追求していく姿勢が重要だとよく分かった。
●大学進学を機に宮城に来ましたが、こうした被災地の状況を知れたことは有意義でした。
●自然災害が起きるとよく、
「想定外だ」という言葉を耳にします。
しかし「想定外」として済ませるのではなく、自然災害に想定外はつきものであるから、その想定外を予感する「直感力」
のようなものが必要になってくるとおもいます。その直感力を鍛えるためには、子供への災害教育だけでなく、若い世代が
伝承館や語り部の話を聞き、ただの見学で終わらせない本当の意味で災害を学ぶということが大切だと感じました。

災害ボランティアステーション

●今後とも市民や学生に対する情報発信として継続して開催してもらいたい。

●不特定多数を対象とする講座運営は大変と思いますが、是非継続して頂きたいと思います。
3.11 が風化していく中で、震災に軸足を持つ講座は大切と思います。
平均年齢が高いかもしれませんが、広報含め、より多くの人が関心を持つよう宜しくお願いします。

企業支援ワンストップサービス

●語り部などの伝承が広がる様に、そこに焦点を当てた講座や防災教育の実態に踏み込んだ講座、また復興など定義しにく
い概念に対して異なる学問の研究者が議論する様な講座があるといい。研究の概要だけでなく、研究者の苦悩や本音を
引き出すような講座を期待している。オンラインでの実施により、県外にいる人も参加しやすいため、オンラインでの実施
を続けていただけるとありがたい。

●コロナの自粛で、ダメだと思いますが、受講者同士の交流会など、あれば、先生を講師を招いて、語り合う聞くだけでもよい！

教育復興支援

復興大学「県民講座」に対するご感想やご意見、ご提案がございましたら、ご自由にご記入下さい。

●大学の先生が多いので、市町村長（多少は有りましたが）に復興を解説して欲しい。
変参考になると思います。

●オンラインの方がメモを取りやすい、移動の時間が不要など、利点が多いと思う。
●今年度初めて受講しましたが大変有意義な講義でした。来年度以降も何らかの形で継続することを望んでおります。

5%
土曜日開催を希望

●今年度は大変お世話になりました。来年度も是非受講したいと思っておりますので、宜しくお願いいたします。

復興人材育成教育

39%

37%

●私の住んでいる地域には津波などの直接の被害はなかったので、震災当初は被害の大きさをあまり理解できていませんで
した。しかし、震災後に南三陸町を訪れた際に防災庁舎を目にして、東日本大震災の津波の被害の恐ろしさを初めて身をもっ
て感じられました。
そのような経験から、震災の被害を伝承していくためには伝承館などを作って写真や語り部活動などを通して震災の被害
の大きさを伝えることも非常に素晴らしく、重要なことではあると思います。
大きな被害を受けた建物を自らの目で見ることが最も震災や津波の被害の恐ろしさを伝承していけるのではないのかなと
私は思いました。
●このような機会では、専門書や教科書を読んだだけでは得られない知識も得ることができるので、来年度対面で実施でき
るようになったらもっと楽しく深く学べるだろうと感じた。

●今後受講してみたいテーマだが、あげてある各々のテーマについて、エネルギー問題の視点からの話を聞いてみたい。又、沢山
のボランティアが来てくれたが、こうした外部からの助けが、どのように役立ったのか、または役に立たなかったのかも知りたい。
20
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復興ボランティア学・人材育成プログラム （石巻専修大学）
1. 事業成果概要
①復興ボランティア学ワークショップオンライン特別編

②復興人材育成プログラム

例年、学生がファシリテーターとなり、関西や九州の過去に

地域の経済を立て直す。１０年先２０年先も持続できる地域を創る。そのスタートラインに立つ人に向けて企画した講座を開講。

日付

参加人数

令和２年 9 月 5 日（土）

10 名

のためすべて中止となった。その代わりにオンラインを使っ

令和２年 12 月 5 日（土）

13 名

は何が求められているかを検討した。二つ目は、
「長期投資から学ぶ持続的成長」がテーマ。これから１０年先を切り拓くた

た当企画を実施。昨今の新型コロナウイルスの感染拡大を災

令和２年 12 月 12 日（土）

10 名

めの長期的な物事のとらえ方から、持続的に成長できる企業の資質、働くことの本質的価値などを学ぶこととした。

クショップを実施していたが、新型コロナウイルス拡散防止

この講座は大きく２つのテーマを掲げた。一つ目は、地域に隠された「可能性」を掘り起こし、新たなビジネスへと変えること。
４人の地域起業家が案内する実地研修と座学で、身近すぎて気づかない、埋もれた地域の宝とは何か、地域を活かす企業に

害の一つとして捉え、
「コロナ後の大学の未来を考える」オン

実施日（予定） 令和３年３月１６日～２３日（延べ６日間）

ラインワークショップを実施した。

場

今回のワークショップは、コロナ禍で大学授業がオンライン化されるなど、学生生活の大きな変化を経験した学生同士の経

復興人材育成教育

大きな被災のあった地域へ出向いて、復興ボランティア学ワー

石巻専修大学 復興人材育成教育の考え方イメージ

所

石巻専修大学・石巻市・南三陸町

験を共有する場にした。
オンラインの対話の場は、Zoom を用いて実施した。対話の手法は対面型のワークショップでよく使われている「フィッシュ

＜10年先の未来を創る人財の指標になる「持続的成長の価値」を伝えること＞

ボウル」という手法を、山崎ゼミが独自にオンラインに移植した方法を用いた。

これから１０年先の未来を「上向き」にできる人財には、
長期的な発想・着眼点と目標・指標が必要

「コロナに対して不満に感じていることが多かった中で、このワークショップを通し、コロナによるプラスの面の意見をたくさん

教育復興支援

参加者からは

◆地域の環境と人的資源のポテンシャル（可能性）を知る
・地域に埋もれた社会資源（自然環境、社会）を発掘
・震災後からずっと頑張り続ける起業家と知り合う

聞くことで、自分もコロナに対して前向きに考えることができるようになりました。」
（10 代・学生）

◆持続的ビジネスが持つ価値、働くことの本質的価値を知る
・地域でビジネスを続けることの「実際」を知る
・長期投資が応援する長期持続可能な企業の資質を知る
・「経験」を恐れず、働き（動き）続けることの本質的価値を知る

「人に伝える事、人の話を聞き、理解する事、当たり前の様で難しいことを学べたので、これからの私自身のスキル、経験値アッ
プができたと思います。多種多様の価値観に接することができたこともとても役に立ちました。」
（10 代、学生）
といった評価をもらっている。

＜気づき＞

また 1 月に、
「復興ボランティア学ワークショップ」のオンラインバージョンのテスト版を実施し、外部の第三者からの意見を
参考にブラッシュアップした。
出 典 ：宮 城 県 『災 害 に 強 い ま ち づ くり 宮 城 モ デ ル の 構 築 』か ら 抜 粋

令和２年度石巻専修大学 人材育成教育プログラムのご案内

主体的な未来づくり
その目標・指標にできる
プログラム

企業支援ワンストップサービス

・地域を育む価値
・持続させることの価値
・自らを活かす価値
⇒長期的視点で復興を支える
人財へと変化

令和２年度石巻専修大学 人材育成教育プログラム

学都仙台コンソーシアム復興人材育成教育事業

講師のご紹介（順不同）

当 事 業 は「宮城 県復興大学支 援事業」の助成金を受 けています。

地域の経済を立て直す。１０年先２０年先も持続できる地域を創る。その
スタートラインに立つ人に向けて企画した講座を開講します。
この講座には大きく２つのテーマがあります。
一つ目は、地域に隠された「可能性」を掘り起こし、新たなビジネスへと変
えること。４人の地域起業家が案内する実地研修と講座で、身近すぎて気づ
かない、埋もれた地域の宝とは何か、地域を活かす企業には何が求められ
てい るかを考えます。
二つ目は、「長期投資から学ぶ持続的成長」がテーマ。これから１０年先を
切り拓くための長期的な物事のとらえ方から、持続的に成長できる企業の資
質、働くことの本質的価値などを学びます。
そ して、講座の総まとめとして「ビジネスモデルづくり」にチャレンジ。石巻専
修大学経営学部教授とスタッフがわかりやすく手ほどきします。プログラムで

日付

学んだこと、アイディアを「ビジネスモデル」にしてみてください。
SD G’sの１７目標のうち、「海の豊かさを守ろう」「陸の豊かさも守ろう」「働
きがいも経済成長も」「住み続けられるまちづくりを」「産業と技術革新の基盤
つくろう」の５目標にも重なる二つのテーマです。
自分と地域の可能性を知り、日本・世界の投資の流れを知れば「百戦危う
か ら ず 」。
学生も就活生も、社会人も、これまでとは違う世界のドアを開く内容です。
ぜひご受講ください。

参加費無料
※昼食代は各自ご負担ください

プログラム
※講座Bから講座Fについては選択受講も可能です。
※本講座の効果を最大化するためには全プログラムの受講をお勧めします。

※テーマ１の講座は

テーマ２の講座は

会場

で色分けされています。

テーマ １ 地域の環境・強み・可能性を活かす企業経営 ～地域起業家に学ぶ
地域の環境問題、限界集落がよみがえる可能性（超限界集落論）、起業・新産業創出の道のりや直面する課題などを座学
（１日間）と実地研修（２日間）、ビジネスモデル作成演習（１日間）の計４日間で学びます。

●亀山 貴一さん 一般社団法人はまのね代表理事
石巻市出身。宮崎大学と石巻専修大学で水産を学び、宮城県水産高校で教師として勤務
していたが震災をきっかけに退職。生まれ育ったふるさとを残し、持続可能な集落をつくる
ために2013年にcaféはまぐり堂を開業、翌年には一般社団法人はまのねを設立した。これ
までに積み重ねた取り組みや地方創生、震災復興などの諸活動を通じて「超限界集落論」
を提唱。限界集落である蛤浜地域を年間１万人を超える観光客が訪れる場所へと変革した。

＜お 問合せ・申込先＞
石巻専修大学開放センター
℡ 0225-22-7716

ご案内

●宮城 了大さん Active Life Lab代表 環境活動家
石巻市出身。ハワイの大学に留学後、東日本大震災の発生を受けて石巻に帰郷。環境問
題と向き合いながら震災の支援団体、ダイビングショップ、（一社）はまのねを経て2019年
に環境優先型ゲストハウスActive Life YADOを開業した。3つの“e” 地球環境(earth) 楽し
さ(enjoyment) 経験(experiences)を柱に、環境問題について学べるプログラム（スタケー
ション）を提供している。

※講義のタイトルは予告なく変更される場合

があります。

3 月 1 6日
（ 火）
＜必修A＞

オンライン版「フィッシュボウル」の様子

＜講座B＞

3 月 1 8日
（ 木）
＜講座C＞

3 月 1 9日
（ 金）

開 講 式 ・ オ リ エン テ ー シ ョ ン
講師紹介とプログラムの楽しみ方

9：00（出発）～16：00（大学着）
実地研修
～石巻市の地域起業家 その現場から学ぶ

9：00（出発）～16：00（大学着）
実地研修
～南三陸町の地域起業家 その現場から学ぶ

9 ： 3 0 ～1 2 ： 0 0

石巻専修大学２号館
2 1 0 1 教室

Active Life YADO
C a f é は ま ぐ り堂

※ 石巻専修大学 2 号 館 2101教室集合
※ 中型バス２台に分かれての実地研修
で す 。 午前・午後で現地を交代します 。
※ 昼食は各自ご用意ください。
※ 実地研修終了後は中型バスで石巻
専 修 大 学 2101教室に集合後解散。

南三陸ワイナリー
南三陸YES工房
まな びの里いりやど
ほか

※ 集合・ 解散、 移動方法は上記に同じ。
※ 昼食は、 各研修会場で 各自おとりくだ
さい。 （ 価格は1,000円前後）

石巻専修大学２号館
2101教室

「 南 三 陸 ワ イ ナ リ ー の ビ ジネ ス
～他産業との連携による多角的な産業振興」

●阿部 忠義さん 一般社団法人 南三陸研修センター理事／事務局長

災害ボランティアステーション

12 月 5 日の参加者

3 月 1 7日
（ 水）

13:00～15：00

南三陸町職員として産業振興課で商工観光関連業務に従事、入谷公民館館長を経て現
職。震災直後からいち早く地域住民が働ける場を作る必要性を感じ、廃校となっていた入
谷小学校校舎をリノベーション。入谷YES工房を設立した。オクトパス君でも有名な工房事
業のほか、農園コミュニティや地産地消促進などに取り組んでいる。学生が集う地域づくり
の一つとして、宿泊施設「南三陸まなびの里いりやど」の事業を通じて交流人口の拡大や
地域振興に取り組み続けている。
©朝日新聞デジタル

●佐々木 道彦さん 南三陸ワイナリー株式会社代表取締役
大手楽器メーカーの新規事業開発に携わり、東日本大震災後、仙台市に移住。2019年1
月に南三陸地域おこし協力隊に着任し、同年2月に南三陸ワイナリー株式会社を設立し
た。南三陸町の新産業として海の見えるワイナリーを設立し、耕作放棄地でのブドウ栽
培、志津川でのワイン醸造、地域食材と合わせた町内外へのワイン販売を通じて６次産
業化を推進することで、復興および地域産業の活性化に寄与することを目指している。

南三陸ワイナリー（株） 代表取締役 佐々木 道彦さん

「地域を「おこす」ということ ～仕掛け続ける、楽しく創る」
（一社）南三陸研修センター理事／事務局長 阿部 忠義さん

13:00～15:00
「超限界集落論 ～自然資源を活用したビジネス」
（一社）はまのね代表理事 Caféはまぐり堂代表 亀山 貴一さん

テーマ ２ 長期投資ファンドに学ぶ長期的視点 ～未来の地域・企業・働く価値を考える

「地域自然環境の現状 ～3つの“e” で学ぶ環境問題」
＜講座D＞

3 月 2 2日
（ 月）
＜講座E＞

3 月 2 2日
（ 月）
＜講座F＞

3 月 2 3日
（ 火）
＜必修G＞
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Active Life Lab代表 宮城 了大さん

1 0 ： 0 0 ～1 2 ： 0 0
「長期投資ファンドに学ぶ持続的成長
～ 未 来 の 地 域・ 企 業 ・ 働 く 価値 を 考 え る 」

石巻専修大学２号館
2101教室
（リモ ート講座）

レオス・キャピタルワークス（株）
株式戦略部シニア・ファンドマネージャー 佐々木 靖人さん

1 3 ： 0 0 ～1 6 ： 0 0
ビジネスモデル演習 ～発想が活きるビジネスの作り方

●佐々木 靖人さん レオス・キャピタルワークス株式会社
株式戦略部シニア・ファンドマネージャー
石巻専修大学２号館
2 1 01 教 室
（2102教室、2104教室）

石巻専修大学経営学部 李 東勲 教授

10：00～12：00
ビジネスモデル演習／講評
閉講式

持続的に成長する資質を備えた企業を発掘し、その企業を長期にわたる投資で応援し続ける「長期投資」。
今回は、長期投資を実践し続けるレオス・キャピタルワークス株式会社のシニア・ファンドマネージャー 佐々木 靖人さん
を講師にお招きして、これまでの復興大学にはなかった視点を学びます。
長期投資が選ぶ持続可能な企業とは何か、従業者の存在は企業の持続性とどのような関係にあるのかなど、これから
の私たちにとって重要な意味を持つ長期投資の考え方を学びながら、未来の地域、環境・社会・企業の姿、私たちが働くこ
との本質的な価値を考える双方向型のプログラムです。

カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校を卒業後、ブルー・マーリン・パートナーズ入社。
ベンチャー企業の戦略立案、IRコンサルティングなどに従事。2009年、レオス・キャピタルワー
クス入社。2013年、ダーウィン・キャピタル・パートナーズ入社。運用・調査業務に従事後、2016
年にレオス・キャピタルワークスに再入社し現在に至る。

石巻専修大学２号館
2101教室
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教育復興支援 （宮城教育大学）
東日本大震災で甚大な被害を被った宮城県の教育の復興、県内の児童・生徒の確かな学力の定着・向上及び現職
教員の支援を中長期的に行う。

オンライン工作教室「ものづくりの部屋」
コロナ禍により実施できなくなった課外の対面型学習の代替として、事前に工作材料を郵送してビデオ会議システムでオン
ライン指導をする工作教室をエコファミリーしんぶんと協力して企画し、30 人／回を定員として小学校３～６年生を対象に科
学工作教室を実施した。これらの教室では災害時（停電）に利用される電気技術である省エネルギー照明用 LED や発電し
復興人材育成教育

た電気を貯めるコンデンサを用いた工作を扱っている。また、ハンダごてを使わずに各家庭にある普通の道具だけで工作を

主な事業内容および事業成果概要

することも特徴である。6 月 28 日、7 月 5・12・19 日の「はんだづけを使わない LED 簡単工作」では、ハンダ付けの代替

「みんなで作る防災教育」防災教育映像資料の作成・配信

として金属クリップによる電気配線で安全な工作を実現した。豆電球と基本的な LED の動作を比較する実験、LED を使った
導通テスターの製作、点滅や発光色が変わる特殊な LED の実験、LED の簡単工作を行った。8 月 9・16・23 日の「コンデ

震災から１０年の節目として、今まで被災地視察研修会

ンサ型歯ブラシカー工作教室」ではコンデンサに電気を充電し、モータの偏心運動による振動を歯ブラシに伝えて意外性の

でお話しを伺った講師の方々や訪れた被災地に関する映像

ある動きをするモーターカーを製作した。9 月 13・20・27 日の「簡単 LED ランタン工作教室」では昇圧回路を用いて、電

教材を作成した。

池１本から３V を作って LED を点灯できる回路を用いて，発光色が変わるランタンを製作した。牛乳パックをシェードとして
自由に絵を描いて、ろうを使って透過性を変えてオリジナルランタンに仕上げた。ネットワークを使った学習という難しさはあっ

象に HP で配信し、教材として利用した方々から資料を使

たが、新型コロナ禍で各種施設の対面型工作教室が中止・縮小されたことで学びの機会が失われていた児童に良い学びを与

用した際の計画や指導案等の提供を求め、HP 上で配信す

える機会になった。各回の工作はそれぞれで完結するが、順に学習が進んで行く構成にもなっており、最後の第 3 回のランタ

る「みんなで作る防災教育」を立ち上げた。被災地視察研

ンは停電時にも役立つ照明としても活用ことができる。

教育復興支援

それらを防災教育の資料として全国の学生・教職員を対

修会は当機構の中心事業として学生を対象に実施してきた
が、３年前から全国の現職教員も対象に実施しており、参
加した先生方からは良い評価をいただいている。
なお、映像では被災当時の様子や現在の被災地の状況な

南三陸町立戸倉小学校教諭（震災当時）齊藤早苗先生からお話を伺ってい
るところ

どが語られており、作成に当たっては、県内の方々だけで
なく福島県の先生にも協力をいただいた。教員を志す学生
や先生方の子どもたちのいのちを守る力を育む「防災教育」
企業支援ワンストップサービス

の一助となることを祈念している。

学生による震災検証・防災教育の探求活動
防災教育研修機構の「311 ゼミナール」は 2 期目も学
生 35 人が登録し、震災の出来事に深く向き合う活動に取
り組んだ。震災時に避難所になった学校の実情を調べるグ
ループ、震災後の避難訓練の現状を調べるグループなど 5
班に分かれ、コロナ禍の制約の中で、アンケートや現地調
査を実施した。被災地の現状に向き合うテーマを立てた 1

災害ボランティアステーション

年生のみ 6 人のグループは 9 月、石巻市小渕浜を訪ねて住
民インタビューなどを行い、震災 10 年に向けた記憶と教
訓の継承課題を調査。実践的な防災教育の方法を調べる
グループは、9 月と12 月に防災サイエンスショーの講師、
東北大学災害科学国際研究所の出前授業講師らを招いて
防災に興味と関心を引き付ける伝え方を学んだ。年明け 2
月には学内で報告会を開き、教員を目指す立場から震災教
訓を伝え継ぐことの大切さを確かめ合った。

24

みんなで作る防災教育
https://minnade-bousai.net/
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実績一覧

実施期間

実施場所・学校名等

教育復興支援事業

実施内容

支援対象

派遣実人数

派遣延人数

4月～7月

美田園高校 前期

個別学習支援

美田園高等学校生

3

3

2

4月～9月

柴田町

学習支援

柴田町内の小中学生

4

4

3

9月～

美田園高校

個別学習支援

美田園高等学校生

4

7

4

11月中

柴田町 中学校

学習支援

柴田町内の中学生

6

10

5

11月～

柴田町

学習支援

柴田町内の小中学生

3

13

6

12月24日～25日

亘理中学校他

学習支援
（冬休みの学習会）

亘理町内の中学生

1

2

12月24日・25日・28日

栗原市教育研究センター、
栗原市市民活動支援センター

学習支援
（学府くりはら塾小学生）

栗原市内の
小学校 3 年～ 6 年生

小中学校

後期

9月18日

宮城教育大学

東北大学
災害科学国際研究所
保田真理先生講義

311 ゼミ

5

8

5

2月3日

宮城教育大学

311 ゼミ報告会

311 ゼミ

34

35

計

19

7

計

6

27

56

22

学生 5、教職員 3

学生 34、教員 1

0

子たちを対象にオンライン教室などを開催。
実施場所・学校名等

0

実施内容

支援対象

派遣実人数

派遣延人数

1

6月28日、
7月5・12・19日

オンライン

はんだづけを使わない
LED 簡単工作教室

小学生

120

120

2

8月9・16・23日

オンライン

コンデンサ型歯ブラシ
カー工作教室

小学生

84

84

3

9月13・20・27日

オンライン

簡単 LED ランタン工作
教室

小学生

78

78

282

282

17

0

0

協力大学、備考

子ども対象・参加イベント

実施期間
小中学校

派遣延人数

計

協力大学、備考

教育復興支援

1

協力大学、備考

派遣実人数

復興人材育成教育

実施場所・学校名等

対象

4

長期休業期間や土日、放課後塾等に学生を派遣し、児童・生徒への自学自習支援を実施。
実施期間

実施内容

企業支援ワンストップサービス

教員補助事業
被災地視察研修

教員の負担軽減のため、学生を派遣し、授業中の教員の指導補助や課外活動支援を実施。
実施期間

実施場所・学校名等

実施内容

支援対象

派遣実人数

派遣延人数

協力大学、備考
実施期間

実施場所・学校名等

実施内容

支援対象

派遣実人数

派遣延人数

協力大学、備考

実施場所・学校名等

実施内容

支援対象

派遣実人数

派遣延人数

協力大学、備考

コロナ禍のため実施なし
コロナ禍のため実施なし

災害ボランティアステーション

防災教育事業

その他

防災教育や震災復興のセミナー、研修会等の開催、教員派遣。
実施期間

26

実施場所・学校名等

実施内容

対象

派遣実人数

派遣延人数

実施期間

協力大学、備考

1

9月13日

石巻市

被災地防災研修

311 ゼミ

6

6

学生 5, 教員 1

1

2

9月17日

宮城教育大学

防災サイエンスショー

311 ゼミ

9

9

学生 8、教職員 1

計

3

9月17日

石巻市

被災地防災研修

311 ゼミ

5

5

学生 5

3月6日～7日

仙台国際センター

仙台防災未来フォーラム
2021

一般

0

0

0

0

※上記は全て２月１５日時点の実績または予定です。
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企業支援ワンストップサービス
被災地企業・団体の再生・発展に必要とされる支援活動を実施し、被災した方々と共に、震災復興の障害となって

2. 事業成果概要

いるさまざまな課題に対し支援・提言を行い、地域の復興と活性化に貢献する。

●対象期間：令和２年 4 月～令和３年 3 月 14 日
●訪問した支援対象事業所数：28 事業所
●相談対応件数：80 回

対策、藻場回復事業について、連携支援を行う。県事

●訪問／紹介／相談等

公的支援機関

●訪問／紹介／相談等

支援機関

1 機関

対応相談件数：3 回

●対象地域：石巻市、栗原市、気仙沼市、仙台市、登米市、

1. 事業内容・体制

●三陸地域における磯場対策の検討の継続支援。磯焼け

東松島市、涌谷町、南三陸町

業として進展中である。

復興人材育成教育

事業報告（東北工業大学）

の専門家派遣制度などを活用し、新商品開発を進めた。

●地域地場産業（秋保地区、工芸品グループ）宮城県補
助金の獲得支援、ネット販売への助言、HP 制作助言を
行う。

※

本事業ではコーディネーター や関係教職員による地域巡回訪問を通じて、地域や企業の抱える課題を調査・抽出し、専門
家の助言をもとに、課題内容に応じた学術機関や大学教員とのマッチング、支援機関とのマッチングを実施。復興発展期に

２-１. 相談対応内容

みやぎ産業振興機構、みらいサポート、県の支援メニュー

おける課題の抽出と企業の経営課題の中長期見直し等の対応を実施した。令和 2 年度は新型コロナウィルスのパンデミック
という状況を受け大きく行動に制限があったが、課題対応の企業を絞り、集中して課題対応に臨む形で、ほぼすべての企業
に対して、次のステップへの移行ができた。
コーディネーター：佐藤 猛、川名 美宏、男澤

亨、阿部

正

●学術機関との相談件数：２大学

特に専門家派遣事業、生産革新事業などを積極的に活用

①磯焼け対策、自動車関連部品交換ロボット取り組み

し企業支援に当たった。

STEP

2
3

専門知識者（専任コーディネーター）/大学教職員と共に被災地、及び被災企
業の巡回訪問を実施

課題整理

初期対応〜中間対応

課題抽出、調査、学術機関・専門機関、支援機関とマッチング
大学間連携・専門機関連携による支援

①専門家コーディネーターによる助言（外部資金獲得、産学連携、公設試験
場との連携のための調整）
②支援機関連携による、指導助言

●支援機関対応

外 部 資 金 導 入

企業の課題改善、新商品開発、技術改善、展示広報、販売促進など

共同研究・地域連携

大学研究室と連携したプロジェクト活動（大学研究者や学生参画）、地域の
調査・現地フィールド調査（ヒアリング調査）、技術・素材・品質、デザイン開
発などの調査研究

●精密機械の製造販売企業の中長期経営計画の策定着

（公財）みやぎ産業振興機構

手。
（支援団体とのマッチングを図り、専門家派遣制度

他、宮城県、宮城県産業技術総合センター、東北経産局、

を活用。中長期計画の見直しを行う。製造ラインの制度

他、学術機関より助言を受ける

改革等の支援。）

２- ２. 取り組んできた主な事業内容詳細・具体的事例

２-3. 地域・企業支援に関する総括

マッチングに向けての支援事例、CD により専門対応策、

全体の総括

大学への相談対応、及び、支援機関対応に関する具体的

令和 2 年度は復興大学補助金最終年度として、より成
果に結びつく活動を予定したが、新型コロナウィルスのパ

対応事例

大学への相談対応、支援内容
伝統産業支援について：石巻市雄勝町

ンデミックという社会情勢を受け、活動を制限されること
が多かった。重ねて被災企業の多くでは、震災復興の補
助金返済（グループ補助金等の返済時期）に対して苦労す

の雄勝硯生産販売協同組合課題整理、人材育成支援、

る企業が多くみられ、社会情勢やコロナ禍の影響を受け、

補助金獲得支援を実施。
（成果 令和 2 年度宮城県伝統

再生への道のりについては、平坦ではない状況が続いた 1

的工芸品進行補助金交付事業に申請、令和 2 年 12 月

年であった。

24 日受託）

今期、対応した企業は、復興大学企業支援ワンストップ

同団体に対しての若手人材育成支援、産地形成のための

サービス事業の発足依頼、継続的に支援を行っている企業

支援、材料確保、品質表示に関する支援を行う（コーディ

が多く、特徴としては公的機関の支援メニューなどの活用、

ネーターによる専門知識による助言を含む）

大学教職員、専任コーディネーターによる専門家としての

●生鮮食品加工について：平成 30 年度から継続、宮城大

28

を活用し、専門家派遣を活用。

災害ボランティアステーション

4

実践活動・具体的取り組み支援

グ企業が見つかる。またみやぎ産業振興機構のメニュー

③ IT 関連支援、ネット販売支援（東北工業大学）

●石巻市雄勝町

STEP

●服飾製造の経営支援について産産連携を推進。マッチン

企業支援ワンストップサービス

STEP

1

大学施設内にワンストップ対応的窓口を設置

教育復興支援

支援（東北大学他）
工業大学）

窓口対応・調査

の活用を積極的に実施。

東北大学、東北工業大学

②地域工芸品産地への人材育成、産地育成支援（東北

STEP

公的支援機関とのマッチング

支援が目立った。

学教員による、商品開発に必要な要素についての研究検

特に、みやぎ産業振興機構のメニューを活用し、専門家

証が行われた。令和 2 年度は宮城大学の直接の研究は

派遣事業、生産革新事業の導入に至ったケースが多かった。

無いが、コーディネーターにより、みやぎ産業振興機構

支援機関のメニューを活用することで、外部資金獲得の
29
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計画にも着手できた企業も多く、申請、採択まで至った企

事業者や団体に対し、
「相談活動を継続して行えたこと」が

業も多い。

次のステップにつながる活動として評価ができると考える。

また、コーディネーターによる専門知識による指導や助

コロナ禍の制約がある中、地域や企業の支援活動の上で

言のほか、支援機関の専門家が継続支援を行うケースが

「選択と集中」という手段を取らざるを得なかったことが

増加した。

結論としては結果に結びついたと考えている。今年度にお

コーディネーターによる企業支援事例紹介

※企業抜粋

雄勝硯生産販売協同組合
課題・経緯

（報告者：阿部 正）

粘板岩に特有の薄く割れる性質を劈開性という。この石質を巧みに利用し、国内最大の生産量を誇っ

具体的には、経営改善支援、IT やネットインフラの活用

いて言えば 9 割を超える企業の課題解決のためのステップ

支援、さらには大学の研究室等の参画による地域地場産

アップが図れたことは事実である。この結果から、学ぶこ

明治・大正期の洋風建築の屋根には、雄勝産スレートが好んで採用され、今日では赤れんが館など

業への課題解決支援などであり、これらの課題については、

とは大きいと考える。

と呼ばれ親しまれているものもある。しかし近年、文化財指定建造物にあっても屋根修理の現場で

平素は成果として数に主眼が置かれる傾向にあるが、コ

定である。
（地域地場産業や地域の団体は、大学の研究機

ロナ禍という社会情勢を受け、数にとらわれることなく進

関への相談から具体的な補助金獲得支援に結びついた）

めることの意義も改めて問い直された一年となった。結論

令和 2 年度においては、このように新型コロナウィルス

としては、企業独自では課題解決に対し適切に動くことが

のパンデミックという課題を受け、訪問事業所数 29（支援

できない場合も多い。企業支援ワンストップサービス事業

機関含む）、総訪問回数 83 回、という回数にとどまった。

は、地域企業の課題解決のため、次なるステージに「つな

しかし、課題のある企業に継続して、集中投資ができた
ながる行動に結びつけることができた。
昨年度までは、相談内容については次のステップに進む
ことができなかった企業もあったが、今期はほぼすべての

は、採算性などの理由から国産天然スレートの調達が困難となり、輸入品を代用する事象が相次
いでいる。歴史遺産の保存には常に真正性が求められることを鑑みれば、雄勝産天然スレートでな
ければならない必定があり、替えの利かない特需性が組合の経営に寄与しながら、地域産業の継
続と国内歴史遺産の保全に貢献する。つまり天然スレートの再生産は、新興産業の興隆と既成資
産の保全、その両義にある。
課題に対する支援分野

経営改善・人材育成・歴史文化保全

ぐ支援」の存在として、結果につながったことを明示して

支援手法

産学連携

いる。

支援内容

“ 雄勝天然スレート” に対する国内需要の概要を把握する必要がある。ここでは主に、国重要文化

今後は、つなぐ支援の仕組みづくりに、より一層の知恵

教育復興支援

側面もあり、ほぼすべての相談先に対して、課題解決につ

復興人材育成教育

次年度以降も継続して大学連携での課題解決を進める予

たものが “ 天然スレート” であり、その技法は今日、石皿等の製作に応用されている。

財指定されている建造物で天然スレート葺き仕様の建物を抽出して、その使用量を推定した。また、
平成 24 年に復原を終えた東京駅丸の内駅舎にみる石材調達の実状や、近々修復工事が予定される

の共有を図る必要があると考える。

北海道庁旧本庁舎における既往の修理履歴、および当該屋根の葺き職人らの出自を追った。とりわ

（事務局：東北工業大学）

け道庁にあっては、これまで海外産はおろか国内の他産地品すら混在することは無く、さらに葺き職
人も陸前地方の葺き職人らが手掛けていたことを確認し、ゆえに雄勝産に拘る施設所有者の明確な
意思を当組合員と共有した。現在は、再生産に向けて山積する課題にひとつひとつ取り組んでいる。
支援結果又は成果

雄勝天然スレートの再生産を発起してから 3 ヶ月余で結果を考察する段階にはないものの、この間
企業支援ワンストップサービス

の主な試行を記す。
●石の見立て伝承会－粘板岩の岩脈ならばすべてが硯やスレートになるわけではなく、また好適と
される巨大な岩塊を如何に採石するのかは、資源管理の点でも製品の品質確保の点においても
極めて肝要である。その知識・技能を有する者はただ一人で、かつ老齢となっていることに一刻の
猶予もなく、採石技能は既に劣化が始まっている状況を強く認識させられた。
●製造産業界の連環－かつての石材開発でも課題となったのが未利用石材の処理である。過去に
学びつつ、現代の科学と嗜好を結びつける試行がいつの時代にも求められている。建材メーカー
の開発者や建設業者との意見交換を行い、協同事業化の道を模索した。

雄勝での打合せの様子

秋保での打合せの様子

今後に向けて

国内における天然スレートは、将来にわたり高需要とは言えないが、その需要先が文化財建造物等
である限り、長期的に一定量の見込みがあり、かつ雄勝をおいて代替産地が無いことからすれば、
天然スレート生産の事業化は検討に値する。今後は当組合の経営計画を俯瞰しつつ、試験生産を

A社
課題・経緯

（報告者：佐藤

災害ボランティアステーション

試みたい。
猛）

経営的な課題は売上金額に対して借財金額が大きく、債務に対する対策が必要な内容であった。そ
んな中でも、復興大学から訪問の際には自社の商材を活用し、今後再度考えられる津波被害に対し
て対策案を実現させたい相談からスタートした。商材プランは後日関係部署に紹介するも、まず基
本いかに企業を存続させるかが重要である事に相談内容が変化した。

30

課題に対する支援分野

経営改善・新商品開発

支援手法

産学連携・外部支援機関との連携
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①経営改善の必要性から経営資料を分析。多くのユーザーに対して無償サンプル提供や無償 TEST
が大きい金額になる事を確認できた（特徴でもある）。まずはこの点を改善する必要があると判断

今後に向けて

本業をいかに効率向上してお客様の受注に答えて行くか。経営的にも低迷が続いた環境の中で背
負った物を返す必要がある。現在進めている効率改善活動（生産革新）を最優先で結果に結び付

し「みやぎ産業振興機構」の専門家派遣事業を申請。財務・経理に詳しい人材を経営改善指導

ける事でコストダウンを図り経営数字を向上させるチャンスを最大限に生かす事が重要である事、

にお願いし、経営分析数字から見る改善案と対策案を頂戴した。

又グッズ事業もわき役の存在から主流となる商品に育成して行く事を期待したい。

②またこれまでの多岐 TEST 品の結果、多くの評価できる商材（新製品に繋がる）が手持ちとして
ある事から商品化できる案件に着目。新製品開発にて商品化、市場に提供する商材を増やす事
来の目的である経営改善に結び付ける事を期待するものである。
支援結果又は成果

①経営改善に向けサンプル作成や TEST の有料化へと変更する事で、経営体質を大きく変化させる

C社
課題・経緯

猛）

災害時は企業の持つ資産（工場・商品・材料）を失い、再開する事も絶望的であったと聞く。当時
の社長は再興を断念。専務（現社長）が借財と補助金等を確保しプレハブ工場でスタートさせた。

ことができ、社内のルールはサンプル、TEST 品関連に関し全て有料化を図る事により、予想よ

復興大学での支援はその後販売先リストもすべて失った事で、製造は再開できたが売る為の力をほ

り素早く経理内容を変化させることが出来た。単月での黒字化をスタートに毎月重ねて行く事で、

とんど無くしたとの事。その為セールス支援の依頼からスタートする内容であった。

継続的黒字に向け、更に通期での黒字を確立させる行動が結果を作る事が出来た。
②新製品開発の一つに三陸地域の海藻（海焼け）問題があり、対応策として公的機関に改善策を
提案する。その際に大学との連携で TEST 提案の指導を受け対応した。又、有機化合物共有結
合の解離・切断技術による臭気の対策は多くの活用に向け可能性は高く、トヨタを含む各社に提
案させていただいているが、合わせて機材などもさらに開発強化させ優れた商材として育てる事

課題に対する支援分野

経営改善・人材育成

支援手法

外部支援機関との連携・外部資金

支援内容

最初の訪問から複数回、商材の確認、販売先の可能性について調査を行うも一番肝心な営業の出

も進めている。

来る人材が無い事が最大の課題である。その際、復興支援に個人的に応援しているとの人物（知人
で宮城県企業の社長）と相談。現在の自社社長を退任し（部下に社長業を譲り）復興企業の支援

これまでの多くの TEST 及び開発に向けた活動は未来に向け、大変明るい材料になる。特に環境

を行うとの事から

問題の解決は現在社会における重要なテーマであり、社会に貢献できる職種でもある。石炭燃料

教育復興支援

今後に向けて

（報告者：佐藤

復興人材育成教育

でユーザーの幅も拡大させ、営業活動を展開する旨の支援をする事で売り上げの拡大を図り、本

課題である営業担当人材問題を解決する。その後即リアスグループの営業支援

チームを作成。異業種の方々と営業の支援を図り、個人では解決できない訪問先をグループで解決
（時

灰の処理や貝殻の活用技術などビジネス的にも有望であり、特徴である機器の開発（指導中）と販

に復興大学の名称を活用）する事で営業先開拓と受注活動を展開する。しかし根幹の経営改善が

売強化活動が更なる経営向上にアドバイスしている。

急務である事もあり、工場の生産効率が重要である為、みやぎ産業振興機構の専門家派遣を申請。
受諾頂いた事で生産性向上活動が展開された。

B社
課題・経緯

（報告者：佐藤

猛）

支援結果又は成果

B 社の協力企業は複数社が海の近くで営業しており、石巻港口 追波湾（長面浦）などの企業は全

営業値（販売金額）は

確実に前年対比で右肩上がりになり、黒字体質の確立が出来た事は大きく

社員の皆さんの意識も変化してきている。失った顧客リストは時間と共に、従来の取引先だった顧
客様から連絡を受け取引が戻る事も大きく経営に貢献して来た。また、みやぎ産業振興機構に支

壊状態であり多くの生産条件を形成する（場所・設備・材料など）物を喪失した。

企業支援ワンストップサービス

援いただいている工程改善目的の専門家派遣は、工程物流線の改善、IE 的手法の改善、歩留まり

課題はまず失った条件を取り戻す事から始まり生産可能条件を戻す事、更に市場状況（売れない環

改善など多岐に渡り効率向上に変化をもたらし、生産性を変えられた事も経営改善に結びついてい

境へと変化）も大きく変化した為生き残りに向けての相談対応を進めてきた。

る。この点は一度立ち上げた工場を市の避難通路確保の要望から立ち退きとなり、二度目の工場移
設という試練も乗り切れた事に繋がっていると評価している。

課題に対する支援分野

経営改善・新商品開発

支援手法

外部支援機関との連携・外部資金

支援内容

まず主力協力工場を災害により失った環境をいかに取り戻すかからスタートした。最も大きかったの

される。現在の状況は、まずは商材を拡大する為の人材づくりから（商品開発）にはかなり時間が

は、生産場所を復元して行く事が必要であり各責任者と調整、更に本社との調整を図り、結果、本

必要だが、経営数字が確立され次のステップへと夢の実現を果たして行く事を期待する。

今後に向けて

いくつかの新製品の考案があり、具体化する事は公的機関や復興大学を経由し該当する大学に相
談状態（仕掛り状態）にある。売上拡大に向けた戦略には商品の品種拡大や付加価値拡大が要求

社の所有する土地に協力工場が共同で作業できる環境（新工場）にする事でまとまる。その方法に
グループ補助金等の確保に向け支援を行う。更に失った設備、材料の対応を図ったものの、海への
恐怖などから海のレジャー産業は最悪の状態が続き、生産能力に対して５０％程度の受注量まで減
活用してのグッズ製造を支援。特に協力工場の生産品の中心になるような商品まで育って来ている。
支援結果又は成果

等が未だ準備されていない社会状況の中での復興はほとんどが自
力の資金調達から始まっている。この流れから経営的には非常に

当面続いた海のレジャー産業の低迷状態も時間がかかったものの、災害後ほぼ１０年が経過した現

苦しい内容が継続的に続いており、その後も市場状況から極めて

在、受注量が戻ってきている環境にあると考えられる。その点はむしろ受注過多状態になると予想

厳しい方向に流れがある。解決策に向けての相談内容が主である。

初立ち上げたグッズ製造が順調である事など考えると、生産効率向上が必須課題になり解決する必
要性が予想された為、当社社長との相談を基にみやぎ産業振興機構のプログラムを活用。生産改
善活動を展開し、生産性の向上を進めている。しかし受注量が更に生産能力を超えてきているのが
直近の環境であり、お客様への感謝する内容を関係者が語っていた。

猛）

復興に向け素早く立ち上げを行った企業である。その為、補助金

新設の建屋は、主力協力工場２社が移設した形で操業を再開する事が出来た（製造工場・倉庫機能）

されたこともある事から（災害による退職者なども多く生産能力を失った部分もあり事が）、また当

32

課題・経緯

（報告者：佐藤

災害ボランティアステーション

少する状態にあった。その為自社が以前から検討していた自社商品の生産途中に発生する破棄品を

D社

課題に対する支援分野

経営改善

支援手法

外部支援機関との連携・企業連携

支援内容

当初は受注量拡大に向けての相談が中心にあった事から、みやぎ産業振興機構依頼にて生産改善
の改善策指導であったが内容を変更。経営の基本となる中期計画を作成、借財返済に向けての活
33
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動計画実行を展開する企画書をみやぎ産業振興機構の専門家派遣活用で作成する。小さく営業し
ていた従来の電子部品組み立てなどを中止し、今後伸びる予想が有力な本業に集中する事、及び
売り上げ拡大の為協力できる企業を求めて進めてきた（協業工場の開拓）。しかしほとんどの消費者
（ユーザー）である日本への観光客が日韓問題、米中問題から減少。その為大幅に受注の減少となり、

F社
課題・経緯

改めて経営問題（資金繰り）に突入した為、生き残りに向けた相談の対応に変化している。

の依頼内容は生産性向上を図りコストダウンに結び付け、経営数
字を向上させたい事で理解。みやぎ産業振興機構生産革新事業
での専門家派遣を紹介し改善活動を実施する。結果は評価できる

てはいるが１名の確保もできない、むしろ被災地からの引っ越しをする家庭が多く都度人員減とな

状況である。その後再度の訪問課題は経営に関しての改善策相談

る）及び

になる。

近隣での協業可能企業確保。人材の集まる他の地域に工場を引っ越すなどの計画や準
結果対応出来たものの、その後日韓問題、米中問題から３０％程度の受注の減少

が発生。大幅売り上げ減となり、資金繰りの為これ迄の相談が中止となり、銀行対応で乗り切る相
談等に変化した。その後

コロナ禍では、マスクの製造及び販売を実施。経営に大きな力となって

いる事、また電子部品製造も再トライする事でまずは乗り切る策を得ているのが現状にある。
今後に向けて

紹介（社長の友人より）を受け、復興大学として訪問する。当初

当初の問題解決に向けては、電気部品部門を休止して人員の確保（人材募集は災害発生時から行っ

備を支援する

猛）

いかに売り上げを伸ばして行けるかは、工場のサイズ、人員確保の困難な地域である事から、経営

復興人材育成教育

支援結果又は成果

（報告者：佐藤

課題に対する支援分野

経営改善・人材育成

支援手法

外部支援機関との連携・その他

支援内容

当初、生産性向上に関する相談にはみやぎ産業振興機構が進めている生産革新事業を専門家派遣

数字を変化させる事は難しい。その為、協業にて生産・販売金額を伸ばす事が最も必要な事になる

として対応頂いた。その時点の確認で大変良い評価を頂いたが、その後再度の連絡では経営数字
に関する未来展望に不安を持っている事を確認（水産加工業）。また近年スタートさせた事業（野菜

点（協力工場確保・協業企業の連携を紹介済み）を共有し、今後の準備を図った事から強く自社ブ

加工工場）は

ランドの確立を図り生産・販売量を拡大する事を期待している。

引きこもり人材を雇い、社会に適合する様な事業内容である事を確認。大変重要

な課題に取り組んでいただいていることに感銘した。経営に向けた更なる支援方法について確認し、

E社
課題・経緯

（報告者：佐藤

依頼すると共に中期計画の実現活動を展開していただいている。

猛）

当初、
中古自動車の販売事業を展開していたが不調の為、
相談内容は経営相談であった。相談の中に、

支援結果又は成果

新たな仕事の提案を受け相談対応していた。内容としてはタイヤ販売に関する内容であり、当時の市

産学連携・外部資金

支援内容

新事業内容はタイヤの日本向け販売ビジネスに対応する為、中国生産、日本向け販売内容事業の
説明を受ける。現品を確認すると共にタイヤの詳しい方に相談。国内有名企業と比較しても問題は

は進めて行けないと判断。本業
（水産加工業）にて売り上げ及び利益を確保して、引きこもりメンバー
が進めている（野菜加工工場）の経営をカバーする事が当面は現実的と考えている。水産・野菜の
２事業を合計して営業黒字化に向けるようにする事で、良好な経営数字が出ている状況にある事と、
手探りで進めている（答えの無い）引きこもり支援事業の未来が見えてくると考える。
今後に向けて

企業支援ワンストップサービス

支援手法

中期計画の重要性と、目的（目標・目標値）→手段（重点施策）→戦略戦術（実行テーマ）のマネ
り上げの向上と利益確保に結び付いている。また引きこもり対応については、単純なマネジメントで

持つと判断。従来の工場スペース活用が可能であった事などからの新事業創業相談である。
経営改善・ビジネス立上げ

水産加工の未来展望について講話をさせていただき、TP マネジメントシステムを紹介した。その際
ジメント手法をどの様に展開するかの方法を紹介。その後も具体的に指導したが、結果は大きく売

場状況調査をする限りで消耗品である事、企画内容が安価対応品である事などから十分な市場性を
課題に対する支援分野

教育復興支援

その際再度の生産革新事業（生産改善）の依頼を受け、再度みやぎ産業振興機構の専門家派遣を

引きこもり支援事業は現在社会において誰かが進めなくてはいけない事である。行政に頼りたいと
ころであるだろうが、社長、事業部長中心に勇気を持って取り組んでいる。この点何としても事業を

ない品質である旨確認した上で、タイヤ事業に向けての立ち上げ支援、特に経理に詳しい人材の紹

成功させることが未来社会を作る上で必要項目である事は簡単に理解できる訳であり、復興大学を

介を行い、経営数字の変化などを確認しながらの相談を受けて来た。大変円滑に売り上げを伸ば

離れても支援は継続させて行きたい。

せている事から、２店舗目を開店創業。その後３店舗目の拡大と、１０年弱の間に３００％以上の
売り上げ拡大が出来ている。その中作業者不足も課題になり、タイヤ交換ロボットを大学と開発を
進めている。その為に費用の一部を活用する為、宮城県の開発補助金を確保する為の対応を図った。
支援結果又は成果

中国メーカー製造の新品タイヤ販売を中心に、中古タイヤの買い取り販売や、全タイヤメーカーの
取り扱い迄事業内容を充実させてきた。特に経営的なアドバイスを中心に相談対応してきたが、資

課題・経緯

（報告者：川名美宏）

三陸自動車道気仙沼線の開通により立ち寄り客の大幅な減少や、台風 19 号の冠水被災などで大き
く売り上げは激減した。さらに今年度はコロナ禍が追い打ちを掛け、復興支援も計画通りには進ま
ない状況になったが、地域おこし協力隊 2 名の津山での木工職人としての就業を目標にした研修支

る為の支援に向けたアドバイスと資料作成などを支援。２店舗目、３店舗目、輸入タイヤの資金調

援を復興大学企業支援ワンストップサービスとして大学側と共同で活動を継続した。
課題に対する支援分野

人材育成

会やみやぎ産業振興機構の補助金チャレンジにて資金の一部を確保し開発をスタートさせている。

支援手法

産学連携

すでに４店舗目のプランがあり、資金繰りが付く事で（銀行の理解を得る）進んで行ける事になる

支援内容

地域おこし協力隊員への指導支援として現状の問題点や新しい企画を考えるために「もくもくハウ

季節的な繁忙期を乗り切ってきたが、東北大学とタイヤ交換ロボットの開発に着手。東北経済連合

が売上高拡大に伴いマネジメント能力が問われてくる。今後の大きな課題である。又タイヤ交換ロ
ボットは未だ基本的なマニュアル操作機能迄の半製品状態で、自動にする為のプログラム開発など
課題は大きいものの、未来の人材不足（重労働）に向け完成してほしい。

災害ボランティアステーション

金繰りに向けての銀行対応は急激である。金融機関も拡大投資には慎重である事から、結果を創
達などの結果を作る事が出来た。また社員不足から外国人労働者を雇用する事や学生アルバイトで

今後に向けて

津山工芸品事業協同組合

ス」の現状を把握することが重要だということを理解してもらい、売れるモノづくりのために商品
ポジショニングマップの作成をした。
「もくもくハウス」の商品の全体像を把握し、売れ筋や値ごろ
価格、さらに他社情報を加えることができれば市場で売れている商品の中で自社が不足している
商品が判り、市場でのチャンスを広げられるなど幅広く活用することができる。また、その情報か
ら売れ筋商品の頻度の高い加工技術を優先順により加工スキル分析や作業分解、加工スキルマッ
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プや加工マニュアルまで作ることが可能になり将来的な木工職人の教育にも役立つ資料になると
考え計画した。
支援結果又は成果

地域おこし協力隊は、パソコンデータで資料作成した方が楽に作成できるのだが、あえて現状把握
のための商品ポジショニングマップはパソコンの苦手な職人のためにパソコンデータではなく壁に貼

A社
課題・経緯

幹部候補を対象として、財務中心の勉強会を開催してきたが、若手ならではの取り組みができる経
経営改善

インの考え方やり方が、応用可能になるように自分たちで考えるデザイン指導を具体的に行った。

支援手法

産学連携

多くの震災企業は施設や設備のハードや仕組み改善などソフトの復興も徐々に終わりに近づいている

支援内容

宮城県地域 ICT 利活用コーディネート事業（平成 28-30 年度）において、クラウド型業務支援ソ

が、被災地域で生活している人たちの「心の復興」はまだまだ終わってはいない。復興大学の活動
も震災後 10 年を節目に終了となるが、次年度も引き続き三現主義による実態把握をさせながら地域

復興人材育成教育

課題に対する支援分野

が可能な状態に移行。また、各地で開催される商品展示会で使用する紹介ポスター制作ではデザ
今後に向けて

同社は地域密着型の金融機関であり、利用者は小規模企業が大多数を占める。その後継者、若手
営課題の勉強の機会、また仲間としての交流の機会を提供できないかと求められた。

り出していつでも誰でも見えるように情報の見える化を実施した。次のステップでは、その情報から
売れ筋商品の作業分解や加工スキルの分析を行い加工スキルマップや加工マニュアルまで作ること

（報告者：男澤 亨）

フトを活用して、経営の効率化や業績向上を図っていく方法について、東北工業大学地域連携セン
ターとの共催で勉強会を実施した。本年は、SDGs（持続可能な開発目標）を理解し、経営資源と

おこし協力隊の津山木工職人の誕生を実現させるべく人材育成に努めていきたい。

してどう捉えるかをテーマに設定した。SDGs に見識の高い地元の経営コンサルタントを講師に選
定。最初に SDGs の概要について講話を行い、次にワークショップを実施した。ここでは、それぞ

雄勝硯生産販売協同組合
課題・経緯

れの企業の日常的な活動のなかに、これまで意識をしていなくとも SDGs のタネがいくつか存在す

（報告者：川名美宏）

課題は主に人材育成、後継者問題、経営改善である。

支援結果又は成果

減した雄勝地区の存続と発展も、この新しい施設が中心となり発信していく立場になるだろう。さ

講話では、SDGs は昔の商人や日本人が大切にしてきたことの中にもある、といった平易な解説が
なされた。それを受けたグループワークでは、自社における SDGs の抽出にうまくいった企業、な

教育復興支援

復興の象徴としての新雄勝硯伝統産業会館も完成し本格的な復興の発展期に入った。町人口の激

ることの気づきを目的とした。最後に各グループの発表を経て、講師が総括した。

かなか気づきが得られなかった企業に分かれたが、決して遠い世界の話ではなく、これまで継承さ

らに、伝統工芸後継者不足の中、恵まれたことに職人として技と雄勝硯を継承希望する 3 名の志の

れてきた経営資源や企業方針の中に、タネが隠されているということを総じて理解できたようだ。

高い若者たちが組織に所属したことを契機に、組織も伝統技術継承に対する本腰が入り私たちの支

アンケートでは、
「SDGs がビジネスチャンスにつながる」
「事業計画に具体化したい」
「他の参加者

援にも自然に熱を帯びてきている状況である。

からのアドバイスがあればなおよかった」
「前向きに取り組んでいるうちに新しい企業像がみつけら
れる」などの前向きな声が多かった。

課題に対する支援分野

人材育成

支援手法

産学連携・外部資金

支援内容

コロナ禍の中、復興活性化支援も滞り気味だったが、組合運営組織も一新されたことも影響し、組

能な経営資源にできる。また折しも地域内の自治体が、
「SDGs 未来都市」に選定されたこともあり、

織の職人としての技と雄勝硯の伝統の継承だけではなく若い 3 名は組織の運営業務なども継承する

地域ぐるみで取り組んでいけるテーマである。

今後に向けて

今回の成果を受けて、経営の実践につなげていければ望ましいので、SDGs 応用編の勉強会あるい
は個別企業の支援に発展させられたい。SDGs は地方中小企業でもまた大企業等との差別化が可
企業支援ワンストップサービス

方向へと向かっている。今年度の残り時間が少ない中で人材育成、企業支援を県の補助金事業制度
を活用し行うことになり、補助金申請業務や具体的な支援プログラムなどの検討を進めながら補助
金での活動可能な期間や申請予算を鑑み品質管理やブランディングなどの今後の販売戦略につなが
るところから具体的に計画し進めることになった。3 名はそれぞれ採石関連、製造加工関連、企画
販売関連とそれぞれ役割分担し、お互いに連携しながら雄勝硯の伝統工芸を存続継承するための技

B社
課題・経緯

能習得はもちろん、ブランド価値向上の確立を共通認識として若い力が動き出していることから、人
技能継承者 3 名の若者たちに対して、それぞれの役割担当である採石関連、製造加工関連、企画
販売関連に対しての技術や品質に関する具体的内容を実際に現場、現品、現状の三現主義でまと
そしてそれらは時間が少し掛かるが今後しっかり技能継承の循環ができる資料として残す作業を行
う。自らが動き学び経験を積むことで知識や技術を吸収することになり加工技能の鍛錬はもちろん

ンターネットショップが存在しないなどの課題があった。
課題に対する支援分野

経営改善・人材育成

支援手法

産学連携

支援内容

コストを最小限に抑えざるを得ない現状があった。ネットショップについては、宮城県地域 ICT 利

のこと、品質管理、商品企画、経営なども含め総合的に行えるようになっていくと考える。
今後に向けて

東北工業大学ほかからの支援を受けて、工芸品の新たな価値の創出を進めており、生産体制も復

災害ボランティアステーション

めていく。

国内を代表する伝統工芸品の製造の中心的な団体である。震災によって甚大な被害を受けたが、
旧し、国内外からの需要も生まれている。しかし、公式ホームページの更新がなされていない、イ

材育成を主眼に活動を行った。
支援結果又は成果

（報告者：男澤 亨）

活用コーディネート事業と並行し、アプリの選定、システム構築、コンテンツ整理などを職員と協
同で行い、運用の指導を経て、現在では自力で運営を行っている。一方、ホームページは、ネット

販売商品のブランド力の強化、ブランドを守るための手法、全体の品質管理などを指導。今後は雄

での情報発信の必要性を訴える 20 代の新人工芸家（東北工業大学卒業）が、運営担当に名乗り

勝硯の伝統工芸技術とブランドを継承し守ろうとする若者たちの人材育成に努めていきたい。

を上げたことから、業者が制作した以前のものは廃止することとし、大学が指導し、工芸家と協同
で構築した。結果、生産地と団体の再スタートともいうべき、新しい伝統産業会館の開館に間に合
わせることができた。また、事務所移動に伴うネット環境の整備も支援した。
支援結果又は成果

36

ネットショップについては、日常的な運営を担当者が支障なく行っている。ホームページは、伝統産
業会館の開館が令和 2 年 5 月のコロナ禍の緊急事態宣言前後の外出自粛期にあたったものの、対
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れも未経験の担当者であったが、大学の指導で運用スキルを身につけることができたのは、通常の
企業活動では得ることのできない成果であった。特に、ホームページ担当者が短期にサイトを構築
し業務をスムーズに回すことができるようになった背景に、若者ならでは ICT への勘のよさもさるこ
とながら、ベテランの関係者が彼を信頼し権限を委譲してくれたことがあった。
今後に向けて

ネットショップについては、写真や商品の説明はまだ不十分であり、業者に委託するか職員がスキル
を磨くなどの必要がある。ホームページについては、魅力的な情報発信の方法について追求してい
けばさらにファンを増やしていくことができる。しかし、外国人対応はいずれもできていない。以上
の課題を解決するために支援の継続が望まれる。
男澤

コーディネーターによる総括
阿部

正

今節、一枚の雄勝天然スレートを生産することは、失いかけている様々な先達の英知を再び獲得しよ

佐藤

猛

１）地域密着型の支援体制を構築
企業とコーディネーターと顔の見える関係が望ましいため、市町村単位での ICT 利活用啓発と支援
体制を構築します。実行組織として商工会や観光物産協会などが想定できます。特に、経営者への
啓発と強力なアピールは繰り返し行う必要があります。
２）よそ者、若者をコーディネーターに
特に沿岸部では震災以来、従来の IT 事業者がいなくなってしまったとの話を聞きます。一方最近、
地域応援隊などをきっかけに移住してきた若者等が、地域に定着し IT 起業を行っています。彼らは
最新の ICT 導入の事例をよく知っていて、その提案に抵抗がありません。また地域へ貢献するモチ
ベーションを人一倍抱えています。

災害ボランティアステーション
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復興大学（復興庁主管における）企業支援の「復旧期」
「再生期」7 年間の後を引き継ぎ宮城県主
管の 3 年間「発展期」合わせて 10 年の活動が終了する。私の企業支援ワンストップ事業コーディ
ネーターとしての活動も「発展期」の 2 年半と短い間でしたが終了致します。
全体的には「発展期」として確かに再生が終わり発展期に入っている地域や企業がありますが、ま
だまだ再生にも至っていない地域や企業が数多くあります。なぜ差が発生するのか？何が差を生む
原因なのか？地域や企業の復興につながるキーポイントとは何か？地域や企業を取り巻く環境要因
や、どうすることもできない再生阻害原因はたくさんありますが企業支援訪問を通じて一様に感じた
のは元気のある地域や企業には必ずリーダシップを持った人材が必ずいるということです。その人材
は古くから定住している人材に限ったことではなく震災後に復興のために移住した志の高い移住者も
数多くおられます。彼ら彼女らの貢献は計り知れないものがあり、地域や企業を復興させたい願い

企業支援ワンストップサービス

川名 美宏

復興大学企業支援事業に携わり、
「中心」に置いて活動してきた事はほとんどの皆さん達と同じ様な
内容と思う。
「変わらない寄り添い」
「次世代に繋ぐ」
「元気になる」
「諦めない」など、接するテー
マや接する方々の考え方や目標により、支援する内容は多少の違いはあるものの、いずれについて
も “ 支援する方々が元気に前向きになれる様になっていただける ” この点を基本に進めて行くのが企
業支援事業と考えて対応させていただいた。大きく変わってしまった復興支援地域企業の TOP や
社員の皆さんは、いずれも負けずに頑張る。
「地域の為、社員の為、家族の為・・」誰かの為に復
興する力強い姿に、支援する側がむしろ何度も感動を頂いて来ました。相談内容は多岐に渡ります。
「生産技術」
「製造技術」
「売上拡大」
「利益確保」
「資金繰り」
「商品開発」
「人員不足」
「人材育成」
「工
場新設」等‥ 中期的計画や短期的アクションなど、コーディネーターとして相談対応する為の「間
口」を大きくする必要性を強く感じ続ける日々でした。しかし、復興大学は「いかなる相談」もいざ
となれば対応できる、その世界のプロである先生方がアドバイザーとして後ろに控えている事を考
えると、どの様な相談対応も受け入れられる「地域復興支援ワンストップサービス」を可能にする機
関である事の力強さを感じるものです。時には相談に加わっていただき課題解決にご協力いただき
ました。また、多くの課題解決に
「みやぎ産業振興機構」の専門家事業からの応援を頂戴しています。
実践経験を持つ多くの方が的確に対応していただける事は、これ迄も、これからも問題を抱えて進
む企業に支援いただける事は力強く感じています。復興はまだまだ道半ばです。それにコロナ禍に
よるダメージが追い打ちをかけています。是非、これからも関わりを持ち、支援に向けての活動を
継続出来たらと考えています。

ICT 利活用担当のコーディネーターとして、本事業でたくさんの中小企業を支援してきました。しか
し、最初の相談で一般的な方向性は示せるものの、その後に回を重ねて、現場や環境を知って具
体的な方法論に落とし込み、実践を確認できるまでに携われた事例の割合は、期待したほど多くは
なりませんでした。セミナーの参加者を対象にしたアンケートによると、ICT に期待される業務は、
販売促進、情報共有、経営・事務管理、教育・研修の順に高率であり、その必要性は理解されて
いるようです。しかし、一方で、ホームページがない、紙や帳面台帳の部分からの脱却が図れない、
パソコン操作に苦手意識が大きいなど、導入以前の課題も多くみられました。いまどき、どの企業
でもパソコンがあり、インターネット通信が可能です。国内企業の ICT 普及率はほぼ 100％と言え
ます。しかし、東北の中小企業の ICT 利活用度、すなわち、使用時間や頻度、デジタル化してい
る業務の割合などをみれば、大手企業はもちろん他地域の同業種同規模企業に比べると、桁が少
ないのではないかと疑わざるを得ません。ICT は自転車のようなもので、乗り方を覚えるのに少々難
儀しますが、一旦身につけば、歩くのがおっくうになるほど、楽に遠くまで行くことができます。普
及し始めてから約 30 年。その自転車も進化を重ねて、補助モーター付きになり、軽い力で疾走す
るスピードも増し、同じ乗り物とは思えないくらいの高度な処理能力を実現しました。 ICT は ビ ジ
ネスの道具にしかすぎませんが、旧型の使い道しか知らない中小企業と新型の乗りこなしをトライア
ンドエラーする大企業や新興企業とでは、経営の質では勝負になりません。厳しい言い方をすると、
競争を諦めてしまっていることにもなりかねません。
経営者であれば、ICT の重要性はわかっている。しかし、どのレベルの自転車を買うのか。乗り方
はだれに教えてもらえばいいのか。抵抗する従業員に強いることができるのか…。超えるべきハー
ドルはたくさんありますから、個別の企業の現状を把握しゴールを目指して伴走するコーディネー
ターが不可欠です。宮城県における起業支援の対策として、3 つの私案を提示します。

教育復興支援

うとしているに過ぎず、決して先鋭的な取組みではない。しかし、長い時間をかけて確立してきたそ
れらの技能は、無形の地域資源に外ならず、それを失うことは、すなわち雄勝の偉大な財産を喪失す
るに等しい。いつしか被災地おける『復興』の言葉には、それ以前にも増して地域の新たな発展を探
求する意味合いが含まれるきらいにある。そのことを否定するものではない。むしろそうでもない限り、
数多の犠牲に報いることができないであろう。ゆえに、令和時代における雄勝天然スレートの生産す
る意義は、その営為を通して地域社会・産業・文化を改めて修繕することに真価があるとも言える。

亨

復興人材育成教育

と元気な町を取り戻したいただその思いに尽きるようです。リーダシップのある人材がいる地域や企
業はそれでいいのですが問題はリーダシップ不在の地域や企業です。自力で復興再生ができない企
業は、そのことを発信できていない場合もあるため中々支援につながりません。外からの復興支援
は、目立つやり易い支援には進んで人が集まりますが、地味な支援は誰もやろうとはしません。地
味な復興支援ほど企業はありがたいと聞きます。震災以前から問題視していた後継者不足や人材育
成に対して自力で人材育成の機能がない地域や企業は、強い信念と行動力、判断力と対応力、危機
管理能力を持ちながら高いコミュニケーション能力を持った人間力の高い人材、そのような人材を復
興支援でも育成していかなければならないと感じました。人材育成は結果が出るまでに時間が掛か
りますが地域や企業にとって財産になる人財育成をすることで成果を出したいと考えます。復興大学
の活動は終了しますが今後は本学の地域連携センターでしっかり企業支援を継続していく所存です。

応情報を適切に発信できたため、来館者が事前に把握するなどして混乱を防ぐことができた。いず

３）顧問契約による人材の共有
現代の ICT 利活用はクラウド型が主流となり、従来と比べてコストが低くてすみます。しかし将来の
拡張を見据えながらも、小さな業務から導入を開始し、数年がかりで粘り強く取り組む必要がありま
す。そうなると期間の限られた請負契約よりも固定報酬による顧問契約が望ましく、あたかも地域
の企業で彼らの能力をシェアする形態になります。
震災後 10 年の後には、アフターコロナ時代のパラダイムシフトが現実になりそうで、市場や人材等
資源を奪い合う企業間競争は今後も否応なく激化します。
ICT 利活用は現代産業の基本です。生き残りをかけた ICT 導入が地域ぐるみで求められます。
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事業報告（石巻専修大学）
1. 事業成果概要

No.

コーディネーターが、御用聞きとして石巻圏内の企業や自治体等の事業所を 48 ケ所訪問した（2021 年 2 月末日現在）。本

41

所在地
石巻市

※産業分類

訪問日

上段：大分類

下段：中分類

No.

所在地

訪問日

※産業分類

上段：大分類

2020.12.15

E 製造業
32 その他の製造業

45

石巻市

2021.01.22

E 製造業
09 食料品製造業

I 卸売業・小売業
50 各種商品卸売業

46

石巻市

2020.11.04

E 製造業
09 食料品製造業

42

石巻市

2021.01.22

本年度も、訪問先の状況の聴き取りを丁寧に行い、大学へ相談しやすい関係づくりに注力した。2018 年度・2019 年に開催した

43

石巻市

2021.01.15

E 製造業
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

47

女川町

2020.11.18

E 製造業
09 食料品製造業

44

石巻市

2020.11.27

J 金融業・保険業
67 保険業

48

石巻市

2021.02.02

D 建設業
06 総合工事業

「石巻専修大学研究シェアリング・プログラム」に来場いただいた企業にも訪問し、今後の連携・協力について模索した。また、
当企画の開催も３回目となったが、今回は地元地域で盛んな水産業へ的をしぼり、講演形式で行った。次年度以降も実施形式
にとらわれず、地元企業の運営の一助となる企画を実施していきたい。

復興人材育成教育

年度は、コロナ禍で慎重に対応してきたが、訪問数は昨年より増加した。

下段：中分類

「第３回石巻専修大学研究シェアリング・プログラム」開催（11/13 実施）
石巻市水産総合振興センターにて実施した。本年度は教員が来場者に自身の研究内容についてパネルを使い紹介するスタイ

主な事業内容

ルをとらず、講演を行った。
新型コロナウイルス感染症拡大の防止もあって参加を関係者に限定（事前申込）したため、やや小規模開催（36 名）となった。

企業訪問
本年度は、コロナ禍の影響を受けたため、9 月から企業訪問をスタートさせた。昨年度と同様に人手不足が問題とされてい
るのに加え、コロナ禍の影響で業績が悪化した企業も散見された。今後も地元企業とコミニュケーションを取り続け、地域
に根ざした大学と誰もが認めてくれるよう今後も活動していきたい。

事後のアンケートには「６次産業化に向けての良い事例」
「水産加工業にもつなげてほしい」
「他の養殖への応用も」等、多く
の期待が寄せられた。プログラムは以下のとおり。
開会の挨拶

山本

憲一 氏（石巻地域産学官グループ交流会 座長）

No.

所在地

訪問日

1

石巻市

2020.10.01

2

石巻市

3

※産業分類

※産業分類

訪問日

D 建設業
06 総合工事業

21

石巻市

2020.11.04

E 製造業
15 印刷・同関連業

2021.01.13

E 製造業
28 電子部品・デバイス・電子回路製造

22

石巻市

2021.01.15

E 製造業
09 食料品製造業

石巻市

2020.10.07

E 製造業
28

23

石巻市

2021.02.17

D 建設業
07 職別工事業

4

石巻市

2020.09.15

N 生活関連サービス業
79 その他の生活関連サービス業

24

石巻市

2021.02.02

I 卸売業・小売業
59 機械器具小売業

5

石巻市

2020.10.21

M 宿泊業、飲食サービス業
75 宿泊業

25

石巻市

2020.09.15

R サービス業
92 その他の事業サービス業

6

石巻市

2020.11.10

E 製造業
12 木材・木製品製造業

26

石巻市

2021.02.05

E 製造業
32 その他の製造業

7

石巻市

2020.09.01

R サービス業
92 その他の事業サービス業

27

石巻市

2020.12.02

D 建設業
07 職別工事業

8

石巻市

2021.02.03

D 建設業
06 総合工事業

28

石巻市

2020.12.17

I 卸売業・小売業
52 飲食料品卸売業

9

石巻市

2020.12.09

E 製造業
09 食料品製造業

29

石巻市

2020.11.13

H 運輸業、郵便業
43 道路旅客運送業

10

東松島市

2021.01.27

I 卸売業・小売業
59 機械器具小売業

30

石巻市

2020.10.21

R サービス業
92 その他の事業サービス業

11

石巻市

2021.01.26

I 卸売業・小売業
56 各種商品小売業

31

石巻市

2020.12.08

H 運輸業、郵便業
45 水運業

12

石巻市

2021.02.05

E 製造業
09 食料品製造業

32

石巻市

2020.12.08

E 製造業
09 食料品製造業

13

石巻市

2020.11.27

K 不動産業、物品賃貸業
69 不動産賃貸業・管理業

33

東松島市

2020.12.15

I 卸売業・小売業
52 飲食料品卸売業

14

女川町

2020.11.12

R サービス業
95 その他のサービス業

34

石巻市

2020.11.25

O 教育、学習支援業
82 その他の教育、学習支援業

15

石巻市

2021.01.29

I 卸売業・小売業
55 その他の卸売業

35

石巻市

2021.01.19

L 学術研究、専門・技術サービス業
74 技術サービス業

16

石巻市

2020.09.15

I 卸売業・小売業
56 各種商品小売業

36

石巻市

2021.02.12

E 製造業
09 食料品製造業

17

石巻市

2020.12.04

L 学術研究、専門・技術サービス業
74 技術サービス業

37

石巻市

2020.12.22

E 製造業
09 食料品製造業

18

石巻市

2020.10.05

R サービス業
95 その他のサービス業

38

石巻市

2021.01.26

C 鉱業、採石業、砂利採取業
05 鉱業、採石業、砂利採取業

19

石巻市

2020.10.06

G 情報通信業
41 映像・音声・文字情報製作業
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石巻市

2020.12.22

E 製造業
09 食料品製造業

20

石巻市

2020.10.08

E 製造業
24 金属製品製造業

40

大崎市

2020.11.25

I 卸売業・小売業
52 飲食料品卸売業

上段：大分類

下段：中分類

概要説明

「石巻市におけるオリーブ栽培の取組みについて」
説明者

講演

「地域特産オリーブを活用したオリーブ銀鮭の開発と水産物の高品質化について」
講演者

閉会の挨拶

佐藤 政孝 氏（石巻市産業部農林課 課長）

角田 出 教授（石巻専修大学 理工学部）

根本 智行 教授（石巻専修大学 共創研究センター長）

災害ボランティアステーション

所在地

下段：中分類

企業支援ワンストップサービス

No.

上段：大分類

教育復興支援

（本学名誉教授）

訪問先

※総務省日本標準産業分類により分類

40
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災害ボランティアステーション
宮城県内・全国で発生する災害からの復旧・復興を支援する学生ボランティアの役割を担える人材を育成しながら、
幅広い地域での大学間連携を強化し、今後の災害への備えとする。

3. 新型コロナウイルス感染症の影響により、活動を中止した事業
1

大学間連携災害復興ボランティア・夏ボラ活動
夏季一斉休校期間（通常授業非開講期間）に、合宿形式で大学間の協働ボランティア活動を行うことを計画した。学都

事業報告（東北学院大学）

仙台コンソーシアム加盟大学と大学間連携災害ボランティアネットワーク参加大学が参加対象である。実際にボランティア
復興人材育成教育

活動を行うだけでなく、他大学の活動内容や実績を共有することもまた、本活動の大きな目的であった。

1. 事業成果概要

2

大学間連携災害復興ボランティアスタディツアー

本事業は、宮城の創造的復興を担う人材を育成する事業の一環として、持続可能な社会資源としての学生ボランティアの意義

災害ボランティアへの興味関心を促し、実際の活動に参加するためのきっかけづくり、換言すればボランティアの裾野を広

を高め、さらに広く社会に認知させていくものとし、主に以下の２つの目的に寄与した。

げるための活動として、語り部プログラムや現地住民との交流を含めたスタディツアーを行うことを計画していた。

1

東日本大震災から10 年目という節目を迎える本年度の震災復興ボランティアを取り巻く環境について、
「震災の風化」と
いう言葉自体が既に使い古されてしまっているように、ボランティア活動の参加者（継続）確保が課題となっている。また、
「コミュ二ティ再生」についても復興への大きな課題として取り組まなければならない。
それらの課題に対して、宮城県内の学生を中心に学生ボランティアが関わり続け、ボランティアや復興人材の育成に貢献
教育復興支援

すること目的としてきた。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、各種活動に対し大きな制約が課せられる中、
宮城県内の各地域において、のべ 41 名が復興ボランティアに活動した。
（2020 年 12 月末日現在の人数）
2

東日本大震災を契機に立ち上がった大学間連携災害ボランティアネットワークを礎に、宮城県内の震災復興に関わる学生
ボランティア活動の取り組みを、県外の地域に共有・伝承することにも取り組んでいる。
今年度の実績としては、震災復興に関わる学生ボランティアの意義を高めていく
「大学間連携災害ボランティアシンポジウム」
がその一例である。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により開催は中止となったが、学生の長期休暇を活用した「夏ボラ活動」、ボラン

気仙沼市での活動

山元町での活動

ティア参加へのきっかけづくりとしての「大学間連携災害復興ボランティアスタディツアー」、県外の学生が宮城の復興経験
企業支援ワンストップサービス

を学ぶ機会となる「みやぎ招へいプログラム」の実施を計画していた。

2. 取り組んできた主な事業内容
1

大学間連携災害復興ボランティア活動
年間を通し、県内各地でボランティア活動を行っている。学都仙台コンソーシアム加盟大学の学生間協働ボランティア活動
である（今年度の主な活動実績地域は、石巻市、気仙沼市、仙台市、山元町）。
今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、活動数、参加者数ともに大きく減少することを余儀なくされた。そ
のような状況下においても、活動再開時期や、現地の状況について、学生ボランティアが住民等と打ち合わせ（オンライ
ン含む）を行い、関係性を継続しようという意思が見られた
大学間連携災害ボランティアシンポジウム（2020 年 12 月）
学都仙台コンソーシアム加盟大学と大学間連携災害ボランティアネットワーク参加大学を主な参加対象として開催した。

災害ボランティアステーション

2

石巻市雄勝町での活動

大学間連携災害ボランティアシンポジウム

2011 年以降、本学を会場に毎年開催をしてきた標記シンポジウムであるが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響
により、オンライン形式で開催した。学生間パネルディスカッションでは、本学学生に加え、中央大学（東京都）、神戸大
学（兵庫県）、熊本学園大学（熊本県）の学生が参加し、コロナ禍における活動の実態や、震災 10 年を迎えることについ
ての考えを共有した。開催形態の変更は、やむを得ずの措置ではあったが、オンラインで、学生間の交流を含むシンポジ
ウムを開催できたことは、大きな成果と言える。
3

サイトやメーリングリストへの情報発信件数
投稿総数 252 件
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事業報告（尚絅学院大学）
1. 事業成果概要
本事業は、宮城の創造的復興を担う人材を育成する事業の一環として、学生ボランティアを持続可能な社会資源として高めて

復興大学 令和 2 年度事業報告書

【尚絅学院大学】令和 2 年度 復興大学事業（R2.4 ～ R3.3）
４月

５月

いくこととし、主に以下の二つの取り組みを推進した。

■バーチャル被災地ツアー動画作成
■バーチャル被災地ツアー動画作成
■お手紙プロジェクト①「大学生の近況報告と閖上まちびらきイベントの思い出」/250 部配布
■バーチャル被災地ツアー動画作成

東日本大震災から10 年を迎え、被災地の住環境の変化に伴う「コミュニティ再生」や被災者の自立を妨げない支援のあ

参加者 17 名（内、尚絅 2 名、大学コンソーシアムひょうご神戸 8 名ほか）

り方が継続した課題となっている。令和元年度までの取り組みに引き続き、宮城県内を始めとする全国の学生ボランティ
アが被災地に関わり続けるきっかけや意欲を醸成するなど、ボランティアや復興支援に取り組む人材育成に取り組んでき
た。残念ながら令和 2 年度はコロナ禍にあり、被災地での直接的な支援活動の実施が困難な状況であったが、遠隔でで

■ 7/23（木）大学間連携 オンライン合同ボランティア学習会事前研修
７月

2

主に宮城県名取市内での学生ボランティア活動を行うとともに、大学間連携ボランティアネットワークを礎に、県内外の学

８月

■ 9/8（火）大学間連携 オンライン合同ボランティア学習会事後研修
９月

参加者 13 名（内、尚絅 5 名、大学コンソーシアムひょうご神戸 5 名ほか）
■ 12/14（月）JVCA 主催対話を通じた問題解決セミナー / 参加者 1 名 ※オンライン
■ 12/20（日）大学間連携 オンライン合同ボランティア学習会
参加者 15 名（内、尚絅 9 名、大学コンソーシアムひょうご神戸 4 名ほか）

ボランティア学習会「閖上バスツアー学習会」
（10 月～ 11 月）

■お手紙プロジェクト③「クリスマスカード」
（大学コンソーシアムひょうご神戸と合同作成）/400 部配布

１月

大学間連携オンライン合同ボランティア学習会（5 月～３月）/ 共催：大学コンソーシアムひょうご神戸

■ 1/15（金）阪神淡路大震災に関するオンラインボランティア学習会 / 参加者 10 名
■ 1/25（月）〜 2/12（金）企画展示「10 年の TASKI リレー展」実施
■仙台防災未来フォーラム

２月

発表動画撮影

場所：ボランティアステーション前

参加者 21 名（内、尚絅 12 名、大学コンソーシアムひょうご神戸 9 名）

■ 2/26（金）～ 3/31（水）企画展示「10 年の TASKI リレー展」実施

場所：地域連携交流プラザ

■ 2/26（金）～ 3/31（水）企画展示（WEB）
「10 年の TASKI リレー展」 大学ホームページにて特設ページ展開

動画を活用した被災地伝承活動「バーチャル閖上バスツアー」

■ 3/6（土）オンラインリレートークイベント「10 年の TASKI リレー」実施 / 参加者 16 名
3月

画を作成し公開。
（案内場所：名取市閖上地区）
5 「つづける・つなげる・つたえる 311 プロジェクト」
（2021 年 1 月〜）

震災から10 年に合わせたリレートークシンポジウム、展示、WEB 広報を実施。

■ 3/7（日）仙台防災未来フォーラム 2021

災害ボランティアステーション

び、コロナ禍における支援活動やこれからの被災地支援のあり方について考えた。

被災地を直接訪問できない大学生やコロナ禍においても伝承活動を行うためのツールとして、バーチャル被災地ツアー動

企業支援ワンストップサービス

１２月

大学生が被災地を直接訪問し、東日本大震災のあの日あの時何があったかを知り、
「被災地の今」を学ぶことで今後の支

4

■お手紙プロジェクト②「名取復興文化祭 2020 開催に寄せてお祝いメッセージ」

■ 12/13（日）大学間連携 オンライン合同ボランティア学習会

手紙プロジェクト」を実施し、交流の継続に努めた。
（活動地域：名取市閖上地区）

兵庫県の大学生と通年でオンライン合同学習会を実施し、共に「被災地の今」や阪神淡路大震災など「過去の災害」を学

■ 11/22（日）閖上バスツアー学習会（3）/ 参加者 20 名

参加者 23 名（内、尚絅 9 名、大学コンソーシアムひょうご神戸 6 名ほか）

年間を通しての県内におけるボランティア活動で、学都仙台コンソーシアム加盟大学学生間の協働ボランティア活動。直接

3

■ 10/4（日）閖上バスツアー学習会（1）/ 参加者 7 名

■ 12/2（水）大学間連携 オンライン合同ボランティア学習会

災害復興ボランティア活動（通年）

援活動について考えた。
（活動地域：名取市閖上地区）

■ 10/1（木）JVCA 主催オンラインファシリテーション研修 / 参加者 2 名 ※オンライン

※名取復興文化祭 2020：11/7（土）開催（主催：名取市サポートセンターどっと . なとり（JOCA））/100 部配布

2. 主な事業内容

2

※オンライン

■ 11/1（日）閖上バスツアー学習会（2）/ 参加者 17 名
１１月

的な訪問ができない代わりに、名取市閖上地区の復興公営住宅や町内に住む住民に向けて学生のメッセージを発信する
「お

※オンライン

教育復興支援

１０月

信を活用した伝承活動、シンポジウムの実施を通して、コロナ禍でも学びを止めずに取り組みを継続させた。

1

参加者 18 名（内、尚絅 3 名、大学コンソーシアムひょうご神戸 8 名ほか）
■ 9/15（火）JVCA 主催リスクマネジメント研修 / 参加者 3 名

■ 9/24（木）JVCA 主催ファシリテーション基礎研修 / 参加者 4 名

（1）同様、コロナ禍において直接的な学生間交流は叶わなかったが、オンラインの活用を通じ、これまでに連携してきた「大
災害や復興について意見交換を行い、延べ 76 名の兵庫県の大学生（2 月末時点）が参加した。また動画やオンライン配

参加者 19 名（内、尚絅 4 名、大学コンソーシアムひょうご神戸 8 名ほか）
■ 8/29（土）-8/30（日）大学間連携 オンライン合同ボランティア学習会
参加者：のべ 48 名（内、尚絅のべ６名、大学コンソーシアムひょうご神戸のべ 15 名ほか）

び直し」を行い、
「大学生に今できることは何か」を考え、
「次の災害に備える」ための心構えやスキルを身につけることに

学コンソーシアムひょうご神戸」との共催で「大学間連携オンライン合同ボランティア学習会」を定期的に実施。より深く

4 本公開開始

■ 8/10（月）大学間連携 オンライン合同ボランティア学習会事前研修

生が共に宮城の震災復興にかかわり、共に学ぶ機会を提供する。震災当時に小学生だった大学生が「あの日あの時の学
取り組んできた。

参加者 17 名（内、尚絅 2 名、大学コンソーシアムひょうご神戸 8 名ほか）
■バーチャル被災地バスツアー動画

きる取り組みなど様々な創意工夫を凝らし、活動を継続した。宮城県内において復興ボランティアに関わる人数として、
延べ 296 名（2 月末時点）が参加した。

■ 6/25（木）大学間連携 オンライン合同ボランティア学習会事前研修

復興人材育成教育

1

６月

展示・動画発表出展

参加者 19 名（内、尚絅 10 名、大学コンソーシアムひょうご神戸 9 名）
■ 3/15（月）閖上バスツアー学習会

その他
オンライン実施

【JVCA 主催ボランティアコーディネーション
■ 10 月～ 1 月

基礎研修】

ボランティアコーディネートを学ぶ

2 講座

受講者のべ 26 名
※ JVCA：NPO 法人日本ボランティアコーディネーター協会

【予定していたが新型コロナウィルス感染症の影響により実施できなかった事業】
■大学間連携災害復興ボランティア活動（名取市閖上地区での直接的な活動と他大学の受入中止。遠隔での実施に変更）
■神戸ボランティア学習プログラム（中止。遠隔での学生間交流に変更）
44
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新たな取り組み事例報告
〜コロナ禍でも「つながる」
「つづける」
「つたえる」〜

復興大学 令和 2 年度事業報告書

2. バーチャル閖上バスツアー
東日本大震災時に津波による甚大な被害を受けた閖上地区をオンラインで訪問できるよう動画を作成し、被災地の今の様子
や、当時と震災後の変化を伝えました。学生がナレーションを務め、コロナ禍においても被災地について伝える工夫をしました。

1. お手紙プロジェクト
令和 2 年度はコロナウィルス感染症の影響により、これまで継続して実施してきた住民さんとのお茶会などの交流会ができま
せんでした。このような中で交流を継続するため、
「お手紙プロジェクト」を実施しました。作成した “ お手紙 ” は町内会や地

5月
緊急事態宣言による外出不可などの状況が続いていましたが、リ
モートで作成。1 年前の閖上地区まちびらきイベントの思い出の写
真を添えました。
●早く閖上の皆さんに会いに行きたいです！
●今は堪えて乗り越えましょう！
●力を合わせて共に乗り切りましょう！

11 月
「名取市サポートセンターどっと . なとり」さんが実施している「名
取復興文化祭」
（2020 年は動画上映会のみ）にて配布しました。
新メンバーの集合写真や、これまでの復興文化祭の写真パネルを
●閖上のまちを通じて、たくさんの人達と繋がることができました。
笑顔と元気とおいしい物がたくさんあふれる素敵なまち。これ
からもいっぱい遊びに行きます！

震災以降、名取市内の仮設住宅等でボランティア活動を行って
きた尚絅学院大学ボランティアチーム TASKI の活動や、名取
駅から閖上地区までの様子について学生によるガイドで案内。
https://www.youtube.com/watch?v=bss_svdGC6Q

動画はこちら

＃ 2 東日本大震災のあの日あの時、そして今
名取市閖上の被災状況と、震災から 9 年が経過した被災地の
今の様子について講師の長沼俊幸さんによるガイドで案内。
■講師：長沼俊幸さん（閖上中央町内会長）
https://www.youtube.com/watch?v=MmkwbvFz63U&t=329s

＃ 3 進んでいくまちづくり〜復興ってなんだろう〜
2019 年 5 月に行われた「閖上地区まちびらき」の様子と、そ
こから1 年でまちづくりがどのように進んだのかを紹介。また
これまで県内外の学生と共に行ってきた意見交換の様子を通
し、今、そしてこれから大学生にできることは何かを考える。

企業支援ワンストップサービス

掲載しました。

＃ 1 ボランティアチーム TASKI の紹介＆名取駅〜閖上までの様子

教育復興支援

●今は、それぞれができることをみんなでやりましょう！

えることができるようになりました。

復興人材育成教育

域支援団体等の協力をいただき、住民の皆さんにお届けしました。

動画で伝えることにより、被災地を訪問できない県内外の大学生や、大学に入学したばかりの新入生にも被災地の様子を伝

https://www.youtube.com/watch?v=C3rpE09NE7s
■動画・写真撮影：尚絅学院大学ボランティアステーション
■ナレーション：ボランティアチーム TASKI
■撮影時期：2020 年 5 月（尚絅学院大学ボランティアステーション）公開開始 7 月

#1~#3 ダイジェスト版

12 月

3. 大学コンソーシアムひょうご神戸とのオンライン合同学習会

ムの学生とオンラインで打ち合わせ、Zoom で写真を撮影しまし

東日本大震災や阪神淡路大震災など過去の災害について学び直すととも

た。現地に行くことができない中ではありますが、被災地への想

に、最近の災害からコロナ禍におけるボランティア活動のあり方について

いやメッセージを届けました。

オンラインで意見交換を行いました。大学生に求められる支援のあり方と、

●また神戸から閖上に行きたいです！その時までお元気で！

今後起こり得る災害や被災地への関わりを考え合いました。特にまだ現

●大変な状況ではありますがお互い健康に気を付けて頑張りま

地での活動・移動を伴う交流ができない環境下ではありますが、
「今、わ

しょう！

災害ボランティアステーション

合同で活動している
「大学コンソーシアムひょうご神戸」の宮城チー

たしたちに何ができるか」、
「これからの災害にどのように備えるか」、
「東
日本大震災より10 年が目前に迫る中、復興についてどのように考えるか」
など、他県の大学生と合同で意見交換を行うことで、それぞれ自分が住
む地域の課題や今後の防災や減災、復興のあり方について考えました。
春からリモートで何度も企画と研修を重ね、8 月に学習会を実施。さらに
メンバーを増やして 11 月から 3 月にかけて定期的な学習会や合同活動を
実施しています。
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事務局企画（東北工業大学）
令和 2 年度「復興大学」オンライン公開シンポジウムを、
2 月 20 日（土）に江陽グランドホテルにて、オンライン配

令和 2 年度「復興大学」オンライン公開シンポジウム

の締めくくりとして行われた本シンポジウムでは、
「これまで

来賓挨拶

所からのメッセージを通じ「復興大学」のこれまでの歩み
やこれからの活動を共有する場となりました。

村井 嘉浩 氏（主催者による代読）

の事業継続を示されました。

開会挨拶

学都仙台コンソーシアム会長

土屋 滋 氏

続いて気仙沼商工会議所 会頭の菅原 昭彦 氏より、気
仙沼の復興の現状と未来のまちづくりについてお話いただ

開会挨拶の学都仙台コンソーシアム会長 土屋 滋 氏（東

学都仙台コンソーシアム 会長
土屋 滋 氏（東北文化学園大学 学長）
宮城県知事

材育成、地域産業支援事業の継続と発展を目指し、今後

とこれから」をテーマに、3 名の講師からの講演や関係各

プログラム
開会挨拶
		

大学が果たす役割として未来へ向けた伝承・活動を担う人

2011 年の東日本大震災から 10 年を迎え、今年度事業

令和 3 年 2 月 20 日（土） 13：30 ～ 16：00
江陽グランドホテル
学都仙台コンソーシアム復興大学部会
宮城県

震災後 10 年を迎えるいま、復興から地域未来構築へ、

きました。

北文化学園大学 学長）は、
「自然災害からかけがえのない

気仙沼市は、東日本大震災での浸水面積は少なかったも

命をいかに守り、後世に引き継いでいくかを永遠の課題と

のの、80％を超える事業所が被災し大変なダメージを受け

し、復興大学の精神が今後も受け継がれることを望みます」

ました。

【第 1 部】基調講演

と述べられました。

「東北工業大学の復興支援とこれから」
渡邉 浩文 氏（東北工業大学 副学長）

に向けたこれまでの取り組みにより得られた成果や、震災

平成 23 年 10 月には復興計画「海と生きる」を作成し、

また、来賓挨拶として村井 嘉浩 宮城県知事より、
「復興

住まいの再建、早期の産業復旧と雇用の回復、持続可能
な産業の再構築などを柱に進められました。

の記憶・教訓が風化しないよう後世への伝承と、これらを

持続発展可能な地域の創造について、地域の強みを最

けん引する人材の育成がますます重要です」との挨拶をい

大限活用すること、その場しのぎではない生活の維持、人

「震災から学んだその先にあるもの、アントロポセンの時代を生きる
－コロナ禍に生きる、未来のカタチとは－」
石田 秀輝 氏（東北大学 名誉教授）

ただきました。
（主催者による代読）

と人がつながり新たなチャレンジの循環がうまれることを
目指し、水産業の販路の回復・開拓や人材確保、観光産業、

基調講演

渡邉 浩文 氏（東北工業大学 副学長）

【第 2 部】ビデオメッセージ＆意見交換

第 1 部では、はじめに渡邉 浩文 氏（東北工業大学

副

学長）より、東北工業大学における震災後の対応と復興
支援について、また復興大学事業での活動についてご説明

平川 新 氏 （東北大学 名誉教授、元宮城学院女子大学 学長）
今村 文彦 氏 （東北大学 教授、東北大学災害科学国際研究所 所長）
梅野 修一 氏 （国土交通省 東北地方整備局長）
南波 瑞希 さん（復興大学県民講座 受講生代表）

いただきました。

意見交換

発信力・商品力の強化、サービスの質の向上などに力を入
れています。
気仙沼での 3 つのプロジェクトについてご紹介があり、1
つ目の防災・景観・機能を備えた持続可能なまちづくりでは、

震災当時、東北工業大学は近隣住民の避難所や応急給

道路をかさ上げすることで防潮堤が景観の邪魔をしないよ

水拠点として機能をし、宮城県沖地震後に耐震補強をして

う配慮するとともに、内湾地区にそれぞれ機能を持った 4

いた建物は、建築という観点からも専門誌や海外大学にも

つの建物が建設されました。

企業支援ワンストップサービス

ビデオメッセージ

閉会挨拶
		

教育復興支援

「復興の未来のまちづくり 気仙沼のこれから」
菅原 昭彦 氏（気仙沼商工会議所 会頭）

石田 秀輝 氏／渡邉 浩文 氏／菅原 昭彦 氏
モデレーター 菊地 良覺

復興人材育成教育

開催日時
配信・観覧会場
主催
後援

信と少人数での会場観覧の併用で開催しました。

働の場づくりなどに取り組んでいます。

注目されました。
基調講演

菅原 昭彦 氏（気仙沼商工会議所 会頭）

学都仙台コンソーシアム 復興大学部会長
菊地 良覺（東北工業大学 副学長）

震災直後から、学都仙台コンソーシアムに参画している

迎（ムカエル） 観光商業施設として人を迎える、人が集う場。

学術機関と連携し活動してきた復興大学については、復興

創（ウマレル） 気仙沼市まち人しごと交流プラザとして研修

人材育成教育事業の「県民講座」について紹介されました。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、全講座オンラ

室や音楽スタジオ、シェアオフィスを設置。
新しいことがうまれる、創る場。

インでの開催となった 2020 年度は、参加者層の変化が

結（ユワエル） 商店街として人が出会い、人がつながる場。

見られました。残念ながらネット環境が揃わない高齢者の

拓（ヒラケル） スローフードマーケットとして未来を拓く、
新たなコミュニティの創出の場。

災害ボランティアステーション

減少はありましたが、働く世代や学生の参加が増加したと
ともに関東圏や関西圏からも参加があり、県外大学の講師
基調講演

石田 秀輝 氏（東北大学 名誉教授）

からも講義いただくなど、講座の幅も広がりました。

2 つ目の気仙沼版 DMO ※では、市民の減少や地元事業

本学が実施するもう一つの事業、企業支援ワンストップ

者の経営環境悪化といった地域の根本的課題に対し、外

サービス事業についても触れ、被災地企業への専門家派

部から観光という形で地域を潤す仕組みづくりのため、地

遣や支援機関との連携により、技術開発、新商品開発、

域経営とマネジメントを行政と商工会議所や観光協会で取

販路拡大、人材不足など課題ごとの解決に向けた対応を説

り組むとともに、マーケティングも行っています。

明されました。

※地域まちづくり法人

東北工業大学は、2018 年からは東北 SDGs 研究実践

（Destination Marketing ／ Management Organization）の略 。

拠点として、ポスト震災後の持続可能な東北を目指し、多
会場の様子
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閉会挨拶 学都仙台コンソーシアム復興大学部会長 菊地 良覺

分野連携によるイノベーションや、全学的な研究推進、協
49

事務局企画

復興大学 令和 2 年度事業報告書

3 つ目に人を中心としたまちづくりとして「経営未来塾」

今村 文彦 氏（東北大学 災害科学国際研究所 所長）

渡邉： 石田先生のご講演から、我々人間も生物のひとつで

共創していくかがこれからに与えられたテーマであるとお

や「ぬま大学」などの人材育成プログラムを紹介し、未来

地球規模気候変動、コロナ感染拡大など従来にはない

に向けてひとりひとりの一歩を応援しあう、地方にある世界

状況が次々に生まれ、過去の経験やルールに縛られない、

実際被災地に足を運ぶと、現場でしか感じられない

の港町が、気仙沼の目指す姿であると締めくくられました。

新しい発想での協力、対応が求められています。

ものがあり、その感覚を感じられる場の創出とコネ

菊地 良覺より「復興大学の事業継承を念頭にした新たな

クターとしての役割を学術機関としても担って行き

事業推進を行い、今後起こりうる自然災害に対しこれまで

たいと思います。

培ってきた知見を伝え続けていく」と締めくくられました。

あると改めて感じました。

このような状況下で、常識から抜け出す意識を持つこと
（東北大学

名誉教授）からは、

震災やコロナといったパンデミックを飛躍の足場にでき

が重要であり、逆境をこえて新たな社会を構築するため、
レジリエンス（強靭でしなやかな回復力と復興力）を是非
皆さんと目指したいと思います。

るのかという視点でお話いただきました。
震災によって「暮らし方」や「ものつくりの価値」があら
ためて問われ、地球環境問題も浮き彫りになりました。今
我々は何を考えなければいけないのか。アントロポセン
（人

国土交通省では 1 日も早い復興を目標に、官民一体の
復旧・復興を進めてきました。

新世）の経済成長そのものが人類繁栄の基盤を崩しつつ

復興道路、復興支援道路の全線開通を見据え、被災地

ある現在、世界は人類史上初めての 2 つの限界への答え

へのアクセス向上や観光促進への取り組み、また、震災の

を求められていると指摘されました。

記憶と後世への伝承国内外に向けた復興の強い意志の発

の劣化であり、これらが社会の閉塞を招き少子高齢化・人

信のため、復興記念公園も整備しています。
震災から10 年。震災の記憶の低下や風化も懸念されて

口減少、そして文明崩壊の引き金を引くことになるとされ、

いる中、次の世代へ教訓を伝えていくためにも、引き続き

そうならないための新定常化社会を提案されました。

学術機関と連携してまいります。

厳しい地球環境制約の中での豊かな暮らしとは何かを問
われ、快適性・利便性を求めた現在の依存型と自給自足の

南波 瑞希さん（県民講座 受講生代表）
講座を通して、他県の震災状況や復興についても知る機

さや不便さを自分の知恵や技を使って乗り越える、人と地

会があったこと、復興にむけたまちづくりを現場実習から

球を考えたあたらしい暮らしのかたちを提言されました。

学べたことなど、県民講座と現場実習の内容が繋がること

形を変え得ることが明らかになり、個として色々なことを
デザインできる能力が求められています。

でより深い学びになったと実感しています。
ここでの学びや感じたことを伝えることが、今できる復興
への私の役割だと考えています。

のご参加をいただき、オンライン参加 77 名、会場参加
15 名と盛会のうちに終えることができました。

材育成、強靭でしなやかな社会の構築、場の提供、常に

ご参加の皆様、ご講演をいただきました講師の方々、メッ

災害を意識したネットワークの構築などの未来へ向けた重

セージをお寄せくださった方々へ心より感謝申し上げます。

要なキーワードについて再確認をし、新しい価値観をどう

3.11 伝承ロードパネル展～東日本大震災の教訓を伝えるために～
日時

令和 2 年 12 月 11 日（金）～ 15 日（火）

場所

東北工業大学 一番町ロビー 1F

共催

震災伝承ネットワーク協議会

震災伝承ネットワーク協議会と共に「3.11 伝承ロードパネル展」を東北工業大学 一番町ロビーにて開催しました。
「3.11 伝承ロード」とは、東日本大震災の教訓を学ぶため、震災伝承施設のネットワークを活用して防災に関するさまざま

企業支援ワンストップサービス

自立型の隙間にある『間』に注目し、ちょっとした不自由

コロナウイルスによって、ライフワークの形やビジネスの

まとめとしてモデレーターの菊地 良覺より、基調講演や

教育復興支援

2 つの限界とは地球環境の劣化、そして金融資本主義

復興大学部会長

オンラインでの開催となりましたが、県内外からも多く
ビデオメッセージ中の、震災の教訓の伝承と次世代への人

梅野 修一 氏（国土交通省 東北地方整備局長）

閉会挨拶は学都仙台コンソーシアム

復興人材育成教育

鹿児島県 沖永良部島からの講演となった石田 秀輝 氏

話いただきました。

な取り組みや事業を行う活動です。
今回のパネル展では、東日本大震災における東北地方整備局の対応、震災伝承施設、伝承の取組みについてのパネルの他、
映像資料や震災遺物なども展示し、震災当時を振り返りつつ、あらためて防災・減災について考える展示内容となりました。

人と地球を考えたあたらしい暮らしのかたちこそが、未
来の子供たちへのバトンになると締めくくられました。

ビデオメッセージを受け、基調講演者の 3 名とモデレー
ターの菊地 良覺による意見交換を「これから」に対しての

第 2 部では、復興大学事業関係者の 4 名から以下のビ

取り組みや重要なキーワードをテーマに行いました。

デオメッセージをいただきました。
石田： これからの時代を牽引する人材の育成は、従来型と
東日本大震災を契機に日本ならず世界でも災害対応への
取り組みが一段と強化されてきています。

は違い、考えたことを行動に落とし込めるようなリー
ダーの育成を、学術的に行う新しい切り口が大事だ
と思います。

これまで復興大学でも、災害防災研究の成果を市民や

菅原： 個で暮らしをデザインすることと、移住してきた人々

学生の皆さんへお伝えし人材育成や災害への備えを充実さ

が持続して地域に関わり自立していけるのかがジレ

せる大きな役割を果たしてきました。

ンマ。

今後も様々な専門分野を有する大学の連合組織であると

災害ボランティアステーション

平川 新 氏（東北大学 名誉教授）

気仙沼のまちづくりに積極的に関わる継続的な人材

いう強みを生かした復興促進と、来るべき災害への備えと

育成と、プロジェクトの循環が重要になってきます。

いうことに大きな役割を果たすことを期待します。

環境や生活の場をいかに継続させていくかを大きな
テーマとし、今後も人づくり、場づくり、機会づくり

震災伝承ネットワーク協議会

3.11 伝承ロード推進機構

http://www.thr.mlit.go.jp/sinsaidensyou/

https://www.311densho.or.jp/

に取り組んでいきます。
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「復興大学」事業活動パネル展
期日

令和 3 年 2 月 26 日（金）～令和 3 年 3 月 2 日（火）

場所

東北工業大学 一番町ロビー 1F

復興人材育成教育

復興人材育成教育

東北工業大学

どうやって進めたの？

どんな方法で？

石巻専修大学

復興大学県民講座

地 域の復興に関わりながら実践的な
学びを深め、
災害などに代表される未知
の問題に迅速かつ柔軟に対応し、被災

座学

地の復興・新生を担うリーダーとして

復興大学がこれまで取り組んできた、人材育成、教育復興支援、地域企業支援、ボランティア支援の４事業の活動をパネ

近年被災した地域（北陸・関西・九州）の
大学にてワークショップ実施

現場を先導する復興人材を育みます。

石巻専修大学

県民講座 参加学生

どんなことに取り組んでいるの？

れば、そうでない場面もあり試行錯誤の

社会学」
「復興の思想」
「復興の生活構築学」
「復興の科学技術」の6つを開設、普遍的か

①「復興ボランティア学」では、NPO法人代表や社会起業家など、復興に携わるリーダー

策や防災について、私たち若い世代が考え

連続でしたが、非常に良い経 験になりま

ていきたいと思いました。

した。

に講師として登壇いただき、
外部からは見えにくい被災地の現状の理解に努めました。
②「復興ボランティア学ワークショップ」では、近年、災害に見舞われた地域（北陸、関

取り入れ、復興をめぐる学生同士の議論から、社会の諸課題に主体的に取り組む姿勢を

西、九州など）の大学で、本学学生がファシリテーターとなり、ワークショップの進行

県民講座 一般参加者

産学連携事業 参加者

養うことを目指しました。

役を担いました。

東北工業大学

石巻専修大学

現場実習

③「被災から復興した企業との産学連携事業」では、石巻市内の企業経営者から仕入
れ・商品企画からセールスにいたるまでの指導を受け、実際に東京で特産品を販売す

自然科学系の学び、まちづくりや政治や経済、心理学などの人文

東日本大震災の被災地を訪

社会科学系の学びを講座として展開しました。
（特設会場や、
東北

問し、現地の自治体やNPO、

工業大学のサテライトキャンパスにて講義を行った。
令和2年度は

産業界からの直接講義を実

現場の声に耳を澄ませ、他地域と交流する体験は、多くの気づきと深い学びをもたらし

オンラインの講座として全講義を配信、
県外参加者が増えた）

施しました。

てくれました。

る試みに挑戦しました。
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東日本大震災で大きな被害を受けた宮
徒の基礎的な知識・技能の定着、学力の
向上および現職教員のサポートを中長

被災地視察研修

本学や全国の教 員養成系大学等の協力を得

学生、現職教員等を対象に実施。被災者の方々

て、夏季・冬季の長期休業中や放課後の学習支

からお聞きした震災当時の話をもとに、防災に

援等を行った。

ついての知識と知見を深める。

期的に行いました。
宮城教育大学

防災教育、防災学習活動

防災教育教材等作成

“いのちを守る防災教育”へ。

で活用できるように公開した。

●防災に関する学生の自主ゼミを組織。定期的
な勉強会、研修会を行った。

インタビューを動画教材化し、ホームページ上

●本学教員らが防災工作学習イベント、避難所

ました。宮城県教育委員会ならびに仙台市

STEP

教育委員会等と協調しながら、被災地域の

被災地視察研修
（南三陸町旧防災対策庁舎）

1

STEP

2

生徒の個別学習指導や教員補助にあたる学
校支援活動を行いました。これらの取り組み

STEP

に加えて、現職教員向けの震災復興・防災教
の実施など、被災の時間経過とともに変化

菊地 良覺

東北工業大学 副学長・教授

ティアステーション）
では、
教育的側面から学び、
伝え、
育て、

22 高等教育機関 7支援団体

これからも震災の記憶を伝え、
地域と共に歩み続けるこ

さまざまな課題に対して学術的立場から提言・支

今回、
私達が取り組んできた活動についてほんの一部で
順・事例などを盛り込みこの冊子を作成いたしました。
今後

事務局

石巻専修大学

宮城教育大学

東北学院大学

尚絅学院大学

起こりうる災害に対して少しでも参考にして頂き、
未来への
発行日

復興人材育成教育

メッセージと捉えていただければ幸いです。

令和3年2月発行

災害ボランティアステーション

企業支援ワンストップサービス

お問い合せ
復興大学事務局
（東北工業大学 地域連携センター）

022-305-3818

FAX

平成23年

9月

復興大学とは

URL http://www.fukkou-daigaku.gakuto-sendai.jp/contact/

私と復興大学

01
02

復興人材育成教育
教育復興支援

06

平成23年 12月

10

© 2021 学都仙台コンソーシアム 復興大学
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企業支援ワンストップサービス

14

災害ボランティアステーション

18

※平成29年度～令和2年度 事業担当大学

つ友人と出会い、一緒に災害復興や防災教育などの学びを深め、被災地

福祉協議会のサポートを担っており、私もそこでボランティアとして支援

の支援に携わってきました。中でも、現地を実際に見聞する被災地視察

物資の受付や仕分けなどを手伝いました。しかし直接的な被害を受けて

研修は非常に貴重な体験となりました。被災者の方からは「同じ地域コ

いない私は、
どうしても“我が事”には思えなかったのです。

ミュニティでも被害程度に濃淡があり、それが“心の距離”を生んでいる」

大学進学と同時に仙台に移り住んで6年。震災の話題に接するたびに、
何か大切なことをやり残しているような気持ちになっていました。2019年
春、通学で利用していた地下鉄の車両の中で「復興大学」の文字を見つけ
ました。
ウェブサイトをすぐにチェックしたのは言うまでもありません。
防災科学や災害復興学、持続可能な社会づくりなど、多様な分野の知
見に触れることは、新しい学びの扉が開かれるようでした。被災地をめぐ
る現場実習では「あの日、私がここにいたらどんな避難行動をとっていた
だろうか」
と思いを巡らし、
とても“他人事”とは思えなくなっていきました。

という話をお聞きしました。復興とひと口に言っても、被害の規模や様相、
立ち直りの温度差が、複雑な背景となっていることを知りました。
学習支援ボランティアとしての活動も忘れ難いものです。通信制の公
立高校では、生徒さんたちの学習への姿勢と意欲に刺激を受けました。こ
こではさまざまな年代の方々が、いろいろな事情と目的を抱えながら学
ばれています。多様な“生き方”に触れ、私ももっと柔軟に将来を考えてよ
いのだと力づけられ、視野が広がりました。
東日本大震災から10年、震災を知らない子どもたちに「いのちを守る」

受講後は小レポートを提出するのですが、吸収したことをアウトプットす

知識と行動の大切さを、小学校教諭としてどんなふうに伝えていけばよ

ることでさらに思索を深化させることができたように思います。

いのか、どうしたら理解してもらえるのか――私個人が経験して学び考え

復興大学で学んだことは、友人、両親や親せきの子どもたちに“プレゼ

たこと、災禍を乗り越えた多くの人の経験知と教訓、そして災害科学的な

ン”しています。震災について「伝わる言葉で、伝えること」が今、私にでき

知見を、子どもたちの目線に立ち、私自身の言葉で届けていきたいと思っ

る復興支援だと思っています。

ています。

私と復興大学

震災を知らない子どもたちに︑

災をそんな風にとらえていました。当時、市役所に勤めていた母は、社会

﹁いのちを守る﹂
知識と行動の大切さを伝えたい︒

講座や実習で得た新しい学び︒

伝わる言葉で伝えることが︑私の復興支援︒

大学で取り組んでみたかったことの一つがボランティアで、同じ志を持

3
4

国立大学法人 職員

小学校教諭

南波 瑞希 さん

齋藤 玲花 さん

東北大学 大学院 教育学研究科
博士課程前期 修了

宮城教育大学
教育学部 教育心理学コース 卒業

03

04

平成２８年 被災地視察研修

ボランティアと東日本大震災被災地から学

丸森町教育委員会 教育長

ぶ被災地防災研修会に取り組んできまし

高台に登り、眺めた海はとても穏やかで美

教育復興支援事業の恩恵を受け、丸森町

くのことを求めるのは無理がある。いくつ

しく、まさか今自分がいるこの場所が海の

に全国から多くの学生から支援をいただ

授業だけでは得られない事を学び、その

か提示して、その中から１つか２つ、自分で

脅威にさらされたとは信じられませんでし

きました。
東日本大震災で津波の被害は報

後の学習に生かすことはもちろん、教員を

改善に向けて努力したいものを決めさせ

た。ここに来ることなく教員になっていたら

道されていましたが、
放射能除染作業後の

目指す上での大きな知見としています。被

る」という方法を教わりました。手助けを

と思うと本当に恐ろしくなりました。教師を

学校で子どもたちと風を切って走る若い

災地防災研修会では、想像を超えた災害

必要としている子どもたちを笑顔にするこ

目指している私は、現場を訪れ、当事者に

学生さんとの経験は、子どもの心のケアに

とができれば、宮城まで来た甲斐があると

話を聞いて学んだことを、いのちを守るた

大きな支援となりました。子どもたちとの

の現場を目の当たりにして、慎重すぎるく

思えるようになりました。

めに生かすのが使命だと強く思いました。

別れの日、双方が涙ながらに手を振る姿

全国から参加した
現職教員

宮城教育大学 教職大学院
1年生（現職教員）

令和元年 被災地視察研修

令和元年 被災地視察研修

きました。私は、栃木県出身で津波につい

ますが、現地で見て感じた自分の感覚を

ては他人事のように思っていました。しか

伝えることは不可能だろうと考えます。
「と

し、児童・生徒が将来どこに住むことにな

にかく行って見てほしい。その目で見て体

るかは分からず、一人ひとりがどこにいて

終了後、学生の感想文やレポート等を次のボランティアにフィードバック

で感じてほしい。」と強く勧めることが一

も避難行動がとれるように、全国の学校

する。
（他大学学生も自身の大学で報告会等を行う）

番ではないかと感じています。

で防災教育に取り組んでいかねばならな

遠隔地や宿泊を伴う場合は、コーディネーターが引率。場合によっては被災
地視察研修等も同時実施

を伝えられたような気がします。全国で起

伝えるためには、現職の教職員にこそ必要

今自分たちができることを考え出し行動し

な研修会と考え、近年では、学生と学校現

ようとする「心育て」は、学生の皆さんから

場の先生が一緒に参加する被災地防災研

学んだ大きな贈り物です。
ありがとう。

修会を機構の主軸事業として開催していま
す。復興大学では、被災地の子どもたちの

数字で見る復興大学

3,200人

約

被災地視察研修 参加者数

STEP

2

課題整理

課題抽出、調査、学術機関・専門機関、支援機関とマッチング
大学間連携・専門機関連携による支援

STEP

3

初期対応～中間対応

①専門家コーディネーターによる助言（外部資金獲得、産学連携、公設試
験場との連携のための調整）
②支援機関連携による、
指導助言

STEP

4

実践活動・具体的取り組み支援

宮城教育大学 防災教育研修機構

千田 康典 特任教授

大学関係者

学生
地域企業・団体訪問延べ件数

企業の課題をつなぐ機関、声を聴く機関と

学生が企業や現場を知る機会をもらえま

企業の経験と大学の知見が化学反応を起こ

して有効。大学とのマッチングはすぐには

した。復興の過程での努力、活躍する姿を

す瞬間。それが刺激的。成果を急ぐよりも、いっ

実を結ばないことも現実ですが、
「つなぐ機

知ることができました。企業との接点が学

しょに楽しく走り続けることが重要でした。

関」の存在があることで、適切な対応の選

生には足りないので、重要な場であり、研

択肢を見つけやすくなると実感しました。

究にもつながりました。

東北工業大学
コーディネーター

と地味な復興支援。地味な復興支援ほど

被災地企業の問題解決に向け、
長期的視野からの支援を。

に成果があらわれるケースばかりではありません。長期的視野に立った継続的な取り組
み、綿密な相互コミュニケーションが必要です。今後もこれまでと同様に、地域の産業

金獲得に向けた支援を積極的に展開しました。さらに未来を担う学生のために、地域企

振興を担っている石巻産業創造（株）との情報の共有や連携を図りながら、地元経済の

業の視察研修も行いました。

再興に結実する活動を行っていきます。

に歩むことが重要なのだと思います。

企業
（支援先）

石巻専修大学 准教授

技術総合センター、
（公財）
みやぎ産業振興
機構、
（一社）
みやぎ工業会、
宮城県中小企業

ていただきました。そのデータを弊社カタ

相談に応じます。今後、機会があれば、学

信用組合、
その他関係自治体

からも企業の努力は継続されます。

ログに掲載しました。

生と一緒に協力していきたいと思います。

●対象地域

東日本大震災から10年が経つ。最近の

当事業の目的でもある「被災地の再生

新入生は震災の記憶がほとんどないと

と新生のため」の一助となれればと思

いいます。今後は震災の歴史、経験、教

い、この仕事をしてまいりました。石巻圏

未来につなぐ人材の育成は今後とも重要

まちづくりで地域への定住促進につな

つ太くなる。橋を渡るたび重ねる努力こ

な使命と考えます。関係機関が連携し、

がることを心より望んでいます。

そ未来に向け明るく繋ぐ道になる。

継続的な事業の推進を期待したいです。

第2 回石巻専修大学
研究シェアリング・プログラム
地域企業と本学が連携し、技術開発や課
題の解決を目指すことを目的に実施した。

学都仙台コンソーシアム復興大学部会を設置し、
引き続き4カ年、
4事業を実施した。
15

今後の災害への備えとしました。

ゼロからの立ち上げでしたが、先行・既存のボランティア

ランティアに携わる機会はありませんでしたが、
「大学生

団体のノウハウやスキルを参考にしつつ、
「東北学院大学

になったら被災地支援をしよう」
と思い続けてきました。

災害ボランティアステーション」
を運営してきました。
手探

実際に活動を始めてみて、まず驚いたのが内容の多様

りでのスタートでしたが、
人手と物資のマッチング・マネジ

さです。ボランティアというと泥の掻き出しや瓦礫の撤

メント、県内学生との協働、全国の大学とのネットワーク

去、あるいは炊き出しというイメージが強くありますが、

構築など、
ハブ
（結節点）
としての役割を担ってきました。

それは急性期の活動であり、被害の程度、被災からの時

災害ボランティアは災害発生時直後にクローズアップ

間経過、地域社会の特性、コミュニティからの要請など

実施大学

いう謙虚な姿勢が大切だと思っています。私も初めは見

を活用し、
地域間ならびに地域内の連携を強化してきました。
構築したネットワークのも

養成やコミュニケーション力の鍛錬などにつながります。

ず知らずの学生が受け入れてもらえるだろうかと心配で

と、発災時における復旧・復興の一助となるよう、ボランティアの中心的役割を担える人

人を育てる、大学という教育機関がボランティア活動を

したが、それはまったくの杞憂で、震災以降、先輩たちが

材を育成しています。
具体的には、
県内における災害復興ボランティア活動を始め、
シンポ

展開する意味と意義がここにあると私は感じています。

築き上げてきた地域の方との相互信頼関係がベースに

ジウムや招聘プログラム、
訪問プログラムを通じた全国の学生間の交流、
県内外でのボラ
ンティアスタディツアーなど、
様々な機会を通じて運営方法やノウハウを学びました。

あることがわかりました。
2019年２月には宮城県山元町の「やまもと語りべ大

石巻市雄勝

園芸施設にて施設移転作業補助、ウニ祭り等催事運営補助

石巻市牡鹿

殻こ刺しやワカメパック詰め等の作業補佐や催事運営の補助を通じた漁村コミュニティの再生支援

被災地の住環境やコミュニティの変化に合

の被災地にとって、
いったい何がハッピーエン

七ヶ浜 町

復興公営住宅にて交流会の企画や地域の催事運営補助

わせ「学生に何が出来るか」を考えた４年間

ドなのかを考えながら活動を続ける必要が

山 元 町

桑茶作り、
農業支援やマルシェ等住民交流イベントの運営サポート

でした。学びを次の世代へ繋げていき、活動

あると考えています。活動をやめてしまうの

岩 沼 市

子どもの遊び場づくり支援

で得られた人との繋がりを今後も大切にし

ではなく、
コミュニティを支えるためにも関わ

仙 台 市

復興公営住宅にて住民交流会の企画・運営

ていきたいです。これから活動する学生には

り続けていかなければならないと思います。

上のみに成り立つと思われがちですが、自分の行動が地

尚絅学院大学

どうやって進めたの？

がら被災地や住民の方に寄り添い、途切れのな

今後の支援活動のあり方や防災について考察す

い支援を実施。

るバスツアー学習会を実施。

住民交流の場づくり支援（お茶会・仮設間交流会等）

大学間連携合同活動・意見交換会

仮設住宅や復興公営住宅、集会所等において、住

県内外の学生と合同で支援活動をするとともに、

民同士の交流やコミュニティ形成のための交流

被災地で学んだことを共有し合い、各地域・災害

会を実施。

地の課題を踏まえ、
「私たちには何ができるか」を

町内会や自治会によるイベントの後押し。

していきたいと思っています。

いたいですね。

東北学院大学 学務部 学事課 職員
災害ボランティアステーション 所員

東北学院大学 経済学部 共生社会経済学科 3年
同大学災害ボランティアステーション 学生スタッフ

名取市閖上での被災地バスツアー

（2019年度）

（2020年度）

12回

大崎市

12回

亘理町

11回

10回〜1回
栗原市、多賀城市、大郷町、岩沼市、仙台
市若林区、美里町、名取市、大河原町、女
川町、仙台市泉区、利府町、柴田町、塩釜

17

ですが、
長期的には、
今回の
「震災」
を経験してい
ない人たちが社会の中心を担っていきます。
東日
本大震災からの復旧・復興において、
私たちは全

学生たちは初対面同士でもすぐに打ち解け、
明るく朗らかで体力があり、それぞれの能力

活動参加者
延べ数

8,900人

約

テーマに意見交換会を開催。

神戸訪問プログラム

1,934人

石巻市

1,837人

694人

名取市

2,100人

し、現在も災害支援活動を継続しています。

ます。ご高齢の方が多いボランティア依頼者

気仙沼市

それは阪神・淡路大震災があったからです。

から孫のように可愛がられ、受け入れられや

角田市

31人

多賀城市

52人

震災の被災地同士がつながり合い、震災を

すいという側面もあります。そして何より学

岩沼市

294人

東松島市

2人

生たちは、未来の自分が何をすべきかを考え

大崎市

22人

丸森町

176人

『被災地仲間』としての関係があることも大き

るきっかけとして、災害ボランティアを捉える

山元町

761人

七ヶ浜町

313人

いです。これから宮城県でも東日本大震災の

ことができると思っています。こうした、学生

涌谷町

が持つ可能性を生かした災害ボランティア

7人

南三陸町

時に生まれていない学生が入ってくる時が来
ます。その時でも被災地仲間の関係が続い

活動が、今後も継 続されていくことを強く

その他国内県外

ていけると嬉しいなと感じます。

願っております。

仮設生活の時は、イベント時に若い学生の力に大変助けてもらい
ました。高齢の住民さんは、孫のような学生達との交流でどれだけ
助けられ元気付けられたことでしょう。閖上で新しい生活が始ま
り、ボランティアや支援者が少なくなりコミュニティ作りが難しくな
る中、尚絅の皆さんとは交流が続き、新しいコミュニティも広がっ

路大震災）について改めて学び、長期に渡る復興

て来ています。住民さんの心の復興はこれからが大切だと感じて

のあり方や防災・減災について考えるプログラム

国外

（2020年12月時点）

41人
525人
16人

139大学

（コンソーシアム、
ネットワーク等団体単位での参加校含む）

以下の3つの目的に資するため、
連携ネット
ワークや協力体制づくりを推進しています。
①全国の学生の復興活動を中継すること
②地域間の連携で復興の輪を拡大すること
③大学を超えて学生が協働・交流すること

いるのでこれからもよろしくお願いします。

を企画・運営。

国各地から有形／無形の支援をいただいてきまし
た。
未来を生きるみなさんにも、
そのことは知って
そのためには、
震災の記憶を丁寧に伝えていく必
要があると考えます。
そのことは、
今後もどこかで
起こりうる
「災害」
において、
必要な支援が速やか
に提供できる体制の整備にも資するはずです。
こ

主な活動実施先と参加人数
仙台市

閖上中央町内会長

東北学院大学
災害ボランティアステーション所長

泉 正樹

つい力仕事を軽々と。
助かります。
感謝感謝!!

を適材適所で生かすことに素早く順応でき

地域の方

未来に向けて伝えたいこと

震災記憶の風化という言葉が使われ始めて久しい

連携している大学数

兵庫県神戸市を訪問し、他地域の災害（阪神・淡
大学間連携災害ボランティアシンポジウム

21回

仙台市太白区

学ボランティアステーションのみなさん。き

私たちは2011年から宮城県名取市を訪問

経験していない学生でも活動ができるのは、

災害復興人材育成のため学習会の実施
被災地バスツアー学習会（場所：名取市閖上）

出会いや発見があることをもっと多くの人に知ってもら

松坂 東吾さん

大学コンソーシアムひょうご神戸

どんな方法で？

震災の被害や被災地の変遷を直接知ることで、

けて積極的に働きかけ、多くの経験と復興の歩みを共有

豚汁作り。

数字で見る復興大学
東北学院大学職員

連携団体

変化する復興のフェーズや地域の状況に応じな

住民主体によるイベントのお手伝い

（2018年度）

南三陸町

いてほしいと思います。

してほしいと思います。

寄り添い支援の継続

域貢献に結ばれていくこと、また自身の成長につながる

石巻市雄勝での夏季集中ボランティア活動

25 回

2015年から続けてきてくださる東北学院大
●2015年から続けてきてくださる東北学院大

らどうするだろう」という思いで一歩踏み出

名取市閖上地区における震災復興支援活動

興味があるけれども一歩が踏み出せない“潜在層”に向

其田 雅美さん

の状況も変化しています。そんな中でも、そ

●今日は“東北学院大学の孫たち”のために
今日は“東北学院大学の孫たち”のために

「災害時やボランティアに行く際、自分だった

ティアの意義を高めるためのシンポジウムとして開催

景や事情をもつ方々と交流することは、多様な価値観の

使」に任命されました。ボランティアは自己犠牲と献身の

ボランティアチームTASKI

東日本大震災発生から10年を迎え、被災地

全国各地の学生ボランティア活動・取り組みの共有を図るとともに、学生間の交流を促進し、学生ボラン

東日本大震災の被災地支援のミスマッチが起こらないよう、大学同士でのネットワーク

25回

気仙沼市

定期活動地域で学生ボランティアと
交流を続ける方から

災害ボランティアステーション学生スタッフ

仮設住宅や復興公営住宅にて、
除草作業や地域住民との交流会企画

大学間連携災害ボランティアシンポジウム

ることはもとより、
「お手伝いさせていただいている」と

活動先の方のSNSコメント

東北学院大学 4年生

尚絅学院大学 4年生

気仙沼市

平成30年7月豪雨災害ボランティア引率職員

効果的かつ的確な支援を行います。

ボランティア活動に際しては、ニーズとマッチングさせ

域をつなぐ接着剤」になっているという、印象深い言葉

どんな成果があったの？

どんな方法で？

夏季長期休校期間に合宿形式で大学間の協働ボランティア活動を実施

全国の大学、
また地域との連携により、

によって、
支援の形も様々です。

相が異なります。そのような中で学生たちが「地域と地

どうやって進めたの？

夏季集中ボランティア活動
どんなことに取り組んでいるの？

40 回

仙台市宮城野区

※セミナー及び現地研修含む

定期活動地域における復興支援

東北学院大学・尚絅学院大学

42回

東松島市

災害ボランティアステーション

東北学院大学

するとともに、全国の大学間連携を強化し、

64 回

登米市

市、七ヶ浜町、
涌谷町

16

災害ボランティアステーション
を最前線で支援する学生ボランティアを育成

205回

仙台市青葉区
石巻専修大学 コーディネーター

石川 栄一

佐藤 明

る。震災から10年、毎年桜が咲き少しず

新聞・テレビが伝える東日本大震災の被害を見聞きし

団体中央会、
気仙沼商工会議所、
石巻商工

石巻市

東北工業大学 地域連携アドバイザー
復興大学事務局

未来に向けて伝えたいこと

海、陸の豊かさを守り、住み続けられる

学5年の時。中学高校は部活動に打ち込んでいたので、ボ

震災伝承ネットワーク協議会、
宮城県産業

が、効果が見えるのはさらに10年後。これ

が、被災地の学術機関として復興を担い、

て、
自分にできることはないだろうか――と思ったのが、
小

宮城大学、
仙台大学、
国土交通省東北整備局、

地元企業へ貢献できるのであれば、喜んで

そこに立つ石碑に刻まれている歌であ

本学では、東日本大震災以前より、横断的かつ連帯性

156 回
342回
※

相談した案件についてデータ作成までし

5カ年、
人材育成・教育復興支援・地域企業支援・ボランティア支援の4事業を柱に、

14

沿岸部

●連携した主な大学及び支援機関

成し遂げられ、私を含む地域の人々が

宮城県、
「復興大学支援事業補助金」
を採択。

内陸部

392回
106回

復興支援にならない努力をしてきました

東北工業大学
ワンストップサービス
コーディネーター

企業への対応の様子
（石巻）

東北工業大学
石巻専修大学

じっくり腰を据えて課題を見つけ出し、共

域沿岸部の産業の力強い復旧と復興が

企業訪問の様子
（石巻）

498回

平成29年度～令和2年度
（令和3年1月現在）

東北工業大学、石巻専修大学、東北大学、

復旧と復興は違います。目立つ復興支援

どんなことに取り組んでいるの？

から課題抽出、専門家や有識者からの助言、学術機関や専門家とのマッチング、外部資

備が進められてきました。そうした矢先に発災。ほとんど

と思います。

200人

新商品開発、
技術改善、
展示広報、
販売促進など
外 部 資 金 導 入 企業の課題改善、

には困難を伴うものが少なくありません。本事業では、地元の支援機関と連携し、調査

を持ったボランティア組織の必要性が挙げられ、その準

のちを守る防災教育”を発信していきたい

数字で見る復興大学

東北工業大学
コーディネーター

大学施設内にワンストップ対応的窓口を設置
専門知識者（専任コーディネーター）/大学教職員と共に被災地、及び被
災企業の巡回訪問を実施

業（地域）が抱える問題点の解決を目指しました。現場の課題は複雑かつ多様で、解決

近年、発生頻度の高まる災害。その復旧・復興

ら、学生とともに被災地の教育支援と“い

約

復興大学補助事業としては終了します

自分を成長させる原動力になる。

教育へと発展させています。ここ宮城か

13

「桜咲く 人生の河に 橋いくつ」南三陸町

私と復興大学

教育支援から始まり、全国の児童・生徒の
「自らの命を守る知識と行動」を涵養する

学習支援等ボランティア 参加者数

どんな成果があったの？

窓口対応・調査

せて、企業が本学に求めていることを確認しながら訪問を重ねました。この活動は、直ち

伝承ロード視察

私たちの機構では、復興大学での被災
地防災教育の知見を児童・生徒にいち早く

こる想定外の災害に丸森の子どもたちは、

12

どうやって進めたの？

1

石巻地域の企業が抱える問題点の抽出や、本学および学術機関とのマッチングとあわ

事業者向けセミナー

らいの“判断”の重要性を深く考えました。

企業支援ワンストップサービス

事業では、学術機関との連携により、企業や市町村を対象とした巡回訪問を実施し、企

地域企業との円卓会議

た。ボランティアに参加した学生は、大学の

担任の先生に「小学生・中学生に一度に多

訓などを如何に伝えるかが課題です。

結節点として。

を地域の方からいただきました。今後は、ボランティアに

佐藤 純子 さん

の小さな企業様に小さな庭がある。

その出会いと気付き、経験が、

また、学生時代にキャンパスの外で多様な年齢、属性、背

未来に向けて伝えたいこと
本学は、教育復興事業として、学習支援

宮城教育大学 4年生

復興大学が採択される。

全国の大学をネットワークする

きであり、日ごろの経験がいざという時の力になります。

09

いて説明する際には、写真や資料を多用し

文部科学省より
「大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業」
として

地域のニーズ、
ボランティア活動者、

されがちですが、
実は平時ボランティアの取り組みと地続

と実感しました。

佐藤 猛

学都仙台コンソーシアムに
「復興大学部会」
設置。
9月

う一つのスタイルとして、とても重要だ

い記憶が多かった。どう解釈して前に進

災害ボランティアステーション

私と復興大学

どこか遠くの出来事…新潟で中学生活を送っていた私は、東日本大震

東日本大震災の被害の程度は様々で、地域ごとに様

52

平成29年

を作り共有する」ことは、災害に向き合

ある学生が言いました。
「 震災の時、辛

に「絶対」はあり得ないということに気づ

学都仙台コンソーシアム運営委員会内に
「復興大学構想検討委員会」
を設置。

01

私と復興大学

02

平成28年

が大切です。この経験から、
「 学びの場

学生も、また少なくなかったのです。

録をしっかりと残しておくこと、そして自然

この地の復興に寄与することを目指した。
本事業は宮城県の
「復興大学支援事業補助金」
により作成しました。

み重ねや、共有、学び、そして正しい知識

しくなりました。

行動しなければなりません。この研修につ

手段や宿泊先の手配

「復興大学構想」
を文部科学省に提出。

022-305-3808

e-mail fukkoudaigaku@ tohtech.ac.jp

いことと感じました。心の整理には、積

の災害への備えを考える好機となりました。

は、より生き残れそうな道を自ら判断し、

参加学生の募集や参加心得の指導、内容によってはボランティア先への移動

復興大学沿革

CONTENTS

〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町35番1号
TEL

教育復興支援

この取り組みが、未来に向けて前向きに
なれる一助になったのであれば意義深

みから被害に遭われた方も多いため、記

石巻専修大学

東日本大震災では多くの企業が被災し、地域経済の再生が喫緊の課題となりました。本

東北工業大学

大きく成長していました。

企業はありがたいようです。うわべだけの

産学連携でアプローチ。

事業実施大学

を向き未来に歩いて行った学生達は、皆

子供のころの記憶として震災を振り返る

一歩を踏み出し、講座に参加してくれた

す。教職員も児童・生徒も、いざという時に

共同研究・地域連携 大学研究室と連携したプロジェクト活動（大学研究者や学生参画）、地域の調査・現地
フィールド調査（ヒアリング調査）、技術・素材・品質、デザイン開発などの調査研究

どんなことに取り組んでいるの？

企業・地域が抱える複雑で多様な課題に、

することは、
災害への備えとしての第1歩でもあります。

はありますが、復興に関わり続けた活動のノウハウや、手

東北工業大学・石巻専修大学

東北工業大学

うな言葉をもらったことが大変印象に

生でした（2020年現在）。学生の中には、

※平成28年度〜令和2年度 延人数
（他大学学生等含む）

援を行い、
地域の復興と活性化に貢献しました。

学都仙台コンソーシアム
ホームページ

復興大学部会

ることが難しい面がありますが、そのよ

震災当時、今の学生の多くはまだ小学

いと強く感じました。

STEP

学都仙台コンソーシアム

寄り添うことを重視し活動してきました。

とは私達のミッションと捉えております。震災教育を伝承

と学びが自分の感情を整理してくれた。
講座は目に見える成果をすぐに期待す

菅原 玲

きな発言が自然に出てくるようになり頼も

た。
「ここには津波は来ない」という思い込

宮城県

教育復興支援、企業支援ワンストップサービス、災害ボラン

むか漠然としていたけれど、正しい知識
探していたパズルが埋まりました」と。

東北工業大学
地域連携センター 職員

波、
災害の大きさを振り返るだけでなく、
今後

ていかなければならないと強く感じまし

東北工業大学

により企画立案された事業です。
東日本大震災後、
仙台学長会

進してきました。
復興大学の4つの事業
（復興人材育成教育、

未来に向けて伝えたいこと

企業支援ワンストップサービス

学都仙台コンソーシアム
復興大学部会長

—3.11宮城県学術機関連携の取り組み—

1,172名

んな心のわだかまりに向き合うために

東日本大震災の経験や教訓を後世に伝え

企業支援ワンストップサービス

一丸となって取り組むことを目的に、学都仙台コンソーシアム

実施大学

令和2年度

らは「次回はこうしてみよう」といった前向

なっていた自分が恥ずかしく思うほどで

11

動を実施しました。震災復興の障害となっている

1,235名
94名

ます。経験した者にとって、改めて地震、津

311ゼミ研修
（日和山）

興に寄与することを目指し、
多様な活動を展開してきました。

私達は、復興大学事業を行政と学術機関の連携により推

令和元年度

方が少なくありませんでした。しかし、そ

支援を継続的に展開しました。

新生のために、
人材育成と技術支援を柱に、
速やかで力強い復

という事を忘れずに取り組みを続けることが重要です。

Fukkou University Alliance Handbook

STEP

していく教育現場のニーズに応え、質の高い

ねたことが契機となりました。
深く傷ついた東北地方の再生と

が進んでいることも否めません。災害は「いつでも起こる」

※平成29年度〜令和1年度 延人数

令和元年度

思い通りにならない。それでも学生たちか

倒的で、文章や写真で知っていたつもりに

現場のニーズ把握を行い、
ボランティア支援の依頼を受けて各種調整を実施

10

で生活が取り戻されつつあります。
その一方で、
震災の風化

ハンドブック

1,018 名
113名

かり、あの時の記憶や恐怖が薄れつつあり

自らが現場に立ってみるーこの体験は圧

学校現場を退職した元教員がコーディネーターとして在籍し、日頃から学校

育に関わる勉強会、さらに被災地研修会等

被災地企業・団体の再生・発展に必要とされる活

平成30年度

は、学生の今後の教育に対する深い何か

教育委員会や学校の支援ニーズの把握に努

などの高等教育機関ができることは何か」
をテーマに議論を重

平成30年度

ことに、ネガティブな感情を持っている

炊き出し研修などの防災教育学習を実施した。

どうやって進めたの？ （例）学習支援ボランティア実施のスキーム

中長期的に行うことを目的に事業を実施し

議の席で「これからの復興の担い手となる青年に対して、大学

936 名
105名

教育復興支援

被災地の子どもたちの教育支援から

被災地の状況や被災地視察研修の講師等への

確かな学力の定着・向上、現職教員の支援を

てきました。現在、市街地や復興住宅の整備が進み、各地

平成29年度
平成29年度

事業実施当日、万全に計画・準備しても、

平成２９年 学習支援等ボランティア

宮城県の教育の復興、県内の児童・生徒の

は多くの人々の努力、忍耐、悲しみ、そして希望が込められ

県民講座
現場実習

震災からまもなく10年という時期にさしか

大阪教育大学 3年生

宮城県内の学生や現職教員等の
防災教育に関する資質・能力の向上

どんなことに取り組んでいるの？

復興大学

※平成29年度〜令和2年度 延人数
（令和2年度はオンラインにて実施）

33名（3回）

312名

●各年度 受講者数

どんな成果があったの？

学習支援ボランティア

城県の教育の復興、特に県内の児童・生

『復興大学』は、宮城県内の大学や行政が、東北復興のために

現場実習
受講者数

教育復興支援事業

どんな方法で？

復興大学とは

令和2年度

08

教育復興支援事業

2011年の東日本大震災から10年が経過しました。
復興に

233名（9回）

残っています。講座を通じ、しっかり前

学生だけでなく一般市民・県民を対象とした教育コースを開講）。座学に加え現場実習も

06

地域連携センターまでご連絡下さい。

学んだ理論がそのまま生かせる場面もあ

なことがたくさんあるので、そのための対

つ応用可能で広範な教育内容を平均30回の講座で展開しました（平成29年度からは、

冊子を希望の場合は、東北工業大学

石巻専修大学

震災を受けて学ぶこと、次にいかせるよう

『「知ること」からはじまる復興支援』をテーマに掲げ、3つの事業を柱に実施してきました。

や連携している他大学学生を派遣し、児童・

令和元年度

4,361名

産学連携事業 参加者

東北工業大学

復興を担う人材育成を目標に掲げて。

復興ボランティア学

掲げ、本事業はスタートしました。科目として「復興の政治学」
「復興の経済学」
「復興の

める一方、要請のあった各学校に本学学生

210 名（12回）

どんな成果があったの？

に対応し、地域の復興からさらなる発展を担うリーダーとして活躍できる人材の育成を

復興大学事業の取り組みについて、各事業の活動のスキーム、ノウハウ、事例をコンパクトに盛り込んだ冊子を作成しました。

県民講座

報告会実施

未知の問題に柔軟・迅速に対応し、

県民講座

平成30年度

座学
受講者数

東北工業大学

事業実施

年間3箇所程度

参加者数

※平成29年度〜令和2年度 延数

※
（）
内は実施回数

47名（2回）

企画立案

どんなことに取り組んでいるの？

大規模な災害発生時は、多くの未知の問題に直面します。震災の現場で柔軟かつ迅速

実施大学

●各年度 参加者数

プレゼンテーション
現場実習
実施

訪問場所
選定

実施回数

26回 523名

復興ボランティア学ワークショップ

復興人材育成教育

県民講座

復興大学ハンドブック

研修

フォローアップ研修
現場実習

東北工業大学

中での催事となりましたが、10 年間の活動内容を知ることができる、まとめの展示会となりました。

研修実施

石巻専修大学

平成29年度

一般募集開始

チラシ・ポスター、HP等での広報

開催したオンライン公開シンポジウムにおける教員、学生、関係者からのコメントを紹介しました。コロナ禍で多くの制約の

全学部全学科実施希望者募集

東北工業大学・石巻専修大学

実施大学

ル及び映像で紹介しました。各大学が担った事業を、写真やイラストにより、分かりやすくパネル化しました。映像では先日

被災から復興した企業との産学連携事業

6科目
年間約30講座

活躍できる人材の育成を目指しました。

数字で見る復興大学

どんな方法で？

全学部ファシリテーター募集
講座実施

講師選出

どうやって進めたの？

復興ボランティア学ワークショップ

の10年間に受け取った無数の善意を、
今度は私た
ちが誰かに無理なく届けられるようにしておくこと
は、
未来への恩送りでもあると考えます。

尚絅学院大学
交流推進部長・教授

阿留多伎 眞人
本学は大津波によって壊滅した名取市閖上地区
において、
名取市ボランティアセンターの運営支
援をはじめ、仮設住宅での被災者支援や被災地
のコミュニティ再生支援など、
様々な震災復興支
援活動に取り組んできました。
復興大学事業では
大学生対象の復興人材育成のための各種学習会
プログラムを実施し、
被災地にとって不可欠な事
業を行うことができました。
これらの経験を震災
10年で途切れさせてはならず、
次世代へと確実に
つなぎ、防災・減災への取り組みへ生かすととも
に、
さらなる災害発生時には的確な対応を行える

対象期間：2017年4月から2020年12月

ように、
地域に寄り添う大学として今後も活動を
継承してまいります。
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18

19

20

21
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編集後記
た、
「復興大学」事業にご理解をいただいた自治体や

次に、人材の問題がある。地域課題を、地域の人

関係団体、産業界や地域住民の方々、そして、各事

間が、自分たちの力で解決するための取り組みこそ、

業に関わった教職員や学生、事業担当大学や学都仙

本来の地域力であり、持続可能、レジリエンスな社

企業支援という活動から見えてきた事実は、学術

台コンソーシアム加盟団体のご支援、ご協力に感謝

会構築に欠かせない要素である。地域の地場産業の

や専門機関と、対象となるべき人々の間の中間的存

申し上げ総括とする。

現場では、大学の連携があることで、一気に課題が

在の重要性である。課題を汲み取り、それらを分析

解決する、あるいは赤字が解消するという期待を持

し、適切な解決の道筋にいざなう機関の重要性であ

各団体の協力により、多くの成果が得られた。この

たれる場合もあり、研究機関と役割と地元の期待と

る。
このような中間的な機関の存在が、
地域ワンストッ

ような中で、次世代を担う学生から事業に参画して得

の間に多くのジレンマがある。

プサービスが担っていたことは事実であり、コロナ禍

これまでの 10 年とこれから
この 4 年間の活動実績は、各事業報告の中で記
載した。
は各事業の担当大学や学都仙台コンソーシアム加盟

られた多くのコメントは、特に印象深いものがあった。
今年度で補助事業による「復興大学」事業は終了

佐藤 明）

コロナ禍と復興とこれから
令和 2 年度は新型コロナウィルスのパンデミックと

たな活動がさらなる地域の発展や人材の育成に寄与

いう世界的な感染症災害を受け、東日本大震災後の

することを期待するとともに、本事業の活動成果が

東北各地において、企業の経営、地域の復興には、

今後の参考になればと考えている。

大きな影響を与えたと言わざるを得ない。
東日本大震災後、被災企業の多くはグループ補助

地元の当事者自らが回復力をあげ、レジリエンスな

の制約下では、数字にとらわれることなく選択と集中

経営につなげるための努力や連携を測るという面で

をせざるを得なかった結果は、
「前進」ができたこと

の、広い理解、正しい知識の共有が重要であると実

であった。重要なのは、成果のための結果報告のた

感した。

めの活動ではなく、改善のための確実な一歩が重要

気仙沼市はこの 10 年間、民間大学の形をとり、
若年層から、青年層、主力なる年生層に向けそれぞ

であると思う。
先に課題としての高齢化をあげたが、希望もある。

れの学びの場を提供し続けており、ようやくその人

今、３.１１から 10 年を経て、当時の子供達は立派

金返済の時期と重なり、経営的に大きな打撃をうけ

材が地域にあらたな産業の芽を起こし始めている。

な社会人として地域社会の一員として歩き出してい

これまで、防潮堤整備や多重防御に関わる嵩上げ

た。復興からの立ち直りを目指す被災地の多くの企

学術機関の連携は、ひとえに研究協力であることは

る。このことを踏まえ、希望の種である彼らの暮らし

工事や道路整備、住宅の高台移転や工場や商業施

業にとっては、大変大きな課題が残されているとい

言うまでも無いが、地域に学びの場を共に築くこと

を守る地域社会の構築のため、学術機関によるさら

設の整備など、ハード面の復旧整備事業はかなり進

える。

も、今後の社会の構築には欠かせない要素だと考え

なる研究や連携が重要になると考える。学術機関と

ている。

しての役割としては、研究シーズで課題に対応する一

が経つ。

展した。

新型コロナウィルスのパンデミックを受け、地球規

一方、災害公営住宅でのコミュニティの形成や被災

模の災害が地震や台風などの気候災害だけではない

ニュースの一報から、復興から10 年にして、被災

者の心のケアなどの生活者や震災前の水準まで販路

ことも分かった。つまり、災害に強い社会の構築につ

後から売り上げの回復を図ることができた企業の共

育成という点と会わせて、
「つなぐ機関」の重要性を、

などが回復していない水産加工業などへのソフト面の

いては、広い視野を持つべきであることも、我々学

通点として、
「（広域）連携」、
「情報発信」の重要性

地域自治体、関係機関とともに連携した取り組みの

継続的な支援が必要とされている。

術機関としても実感したところである。

が述べられていた。

継続を続けることが重要と考える。

震災より10 年という節目を迎え、
「復興」というゴー

方で、重要な人材の輩出という目標がある。人材の

震災直後、日ごろのネットワークの重要性や電源な

東北工業大学では令和 3 年度以降も、大学独自の

や震災の記憶と教訓を後世へ継承する伝承の在り方

ルの設定が大変難しいこと、そして、地域の再生には、

どのエネルギー問題、人材も含めた技術継承などが

事業として復興大学企業支援ワンストップサービス事

も課題となっている。

地域で活躍する人材の育成が欠かせない重要課題で

喫緊の課題と中小企業経営者から伺った。その後、

業内容を継承し、地域未来構築事業として進めてい

あることを改めて強調したい。

グループ補助金などにより、ハード面は大きく整備さ

くことを決定している。今後も、つなぐ機関としてよ

このような中で、復興支援を担えるリーダー的な人

復興とは何か、日々の暮らしの向上に邁進する被

れたものの、震災前からの課題でもあった技術開発

り地域課題に寄り添い、集中して課題解決に向かう

課題で、今後も地域の未来を担う、地域を志向する

災地の現場と、被災地以外の日常とではあまりにも

や販売促進、人材育成などのソフト面は引き続き大

取り組みを進めていく予定である。

人材育成が重要であり、学術機関の使命と考えている。

ギャップが大きく、小手先の対応では解決できないこ

きな課題となっている。地域では、少子高齢化や人

との多さを目の当たりにした 10 年であった。

口減少の進展、さらには、新型コロナ感染拡大の中で、

「復興大学」は、文部科学省や宮城県からの補助
金による実施は、令和２年度で終了となるが、今後も、

地域を見てきて顕著になる課題の一つに、高齢化

地域企業の活性化が地域経済にとっても重要であり、

各事業担当大学が主管し事業の継続する。復興の伝

の問題がある。10 年の経 過により高齢化も進み、

産学官連携が課題解決の一つとして位置づけられて

承や継承、次世代のための人材育成、多様なネット

災害公営住宅の過疎の問題、キーパーソンの高齢化、

いる。

ワーク構築を進め、学術機関として連携を図りなが

また地域を担う青年たちの都市への流出、などがあ

震災直後、2012 年の復興大学ワンストップサービ

ら、強靭でしなやかな社会の構築を目指す。

げられる。どのようにして、地域で豊かに生活を送れ

スの報告書にはすでに、BCP 問題、企業間・産学官

るかという大きな課題が残されている。

連携、情報発信の重要性を報告書で述べ、10 年後

最後に、地域の復興からさらなる発展を願い、ま

（地域連携センター

災害ボランティアステーション

材を育成することや如何に教訓を伝え継承するかが

企業支援ワンストップサービス

また、新しい宮城・東北の創造に向けた取り組み

教育復興支援

となるが、事業は各大学において継続する予定。新

大きな被害をもたらした東日本大震災から 10 年

54

（地域連携アドバイザー

の問題として現れていることがうかがえる。

復興人材育成教育

補助事業の継続を支援いただいた宮城県、さらに

の倒産の問題に言及しているが、当初の課題が現実

菅原 玲）
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発行

復興大学 事務局

（東北工業大学 地域連携センター）
〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町35番1号

022-305-3818 FAX 022-305-3808
E-mail fukkoudaigaku @ tohtech.ac.jp

TEL

URL http://www.fukkou-daigaku.gakuto-sendai.jp/
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