
令和２年１月26日 

令和２年１月27日 

申込方法 下記のいずれかの方法で申込みください。 

Ｅ-ｍａｉｌで申込み 

件名を「いわて三陸復興フォーラム」として、 
下記の必要事項をご記入の上、申込みくださ
い。 
 
■氏名（ふりがな）  ■所属・団体名等 

■住所        ■電話番号 

■メールアドレス   ■参加希望 

ＦＡＸ又は郵送で申込み 

下記の「参加申込書」に必要事項をご記入の上、
申込みください。 
 
※郵送の場合は締切日必着でお願いします。 

AJ0001@pref.iwate.jp E-mail 019-629-6944 FAX 

問い合わせ先 

岩手県復興局復興推進課 

〒020-8570 盛岡市内丸10-1 
TEL：019-629-6945 
FAX：019-629-6944 
E-mail：AJ0001@pref.iwate.jp 

令和２年１月10日(金) 

申込締切 

令和元年度 いわて三陸復興フォーラム 参加申込書 

ふりがな 

氏 名 

所属・ 
団体等 

〒 

住 所 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

参加希望（希望するものに○をつけてください） 

※ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法に基づき、他の用途には一切使用しません。 

交流会の参加費（3,000円）は当日会場でお支払い下さい。 

主催／岩手県、いわて未来づくり機構 

月 

時間 13：00～15：30 
会場 サンセール盛岡（盛岡市） 

時間 10：00～15：10 
会場 釜石PITほか  

時間 13：15～17：00 （詳細は裏面へ） 

会場 エスポワールいわて（盛岡市中央通1-1-38） 

内陸報告会 

  全体会（令和元年度第２回いわて復興未来塾） 

後援（申請中）／復興庁、岩手県沿岸市町村復興期成同盟会、岩手大学、岩手県立大学、岩手県社会福祉協議会、 
NPO法人いわて連携復興センター、岩手日報社、朝日新聞盛岡総局、毎日新聞盛岡支局、読売新聞盛岡支局、 
河北新報社、産経新聞盛岡支局、日本経済新聞社盛岡支局、岩手日日新聞社、デーリー東北新聞社、 
共同通信社盛岡支局、時事通信社盛岡支局、ＮＨＫ盛岡放送局、ＩＢＣ岩手放送、テレビ岩手、エフエム岩手、 
めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、盛岡タイムス社、東海新報社、釜石新聞社 

 
問い合わせ先：岩手県復興局復興推進課  

TEL:019-629-6945 FAX:019-629-6944 E-mail:AJ0001@pref.iwate.jp 

 

開催日 項 目 参 加 

平成30年 
１月26日 

(金) 

内陸報告会 

沿岸報告会 

集合場所（いずれかに「○」） 解散場所（いずれかに「○」） 

盛岡駅西口 
ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 
(7:50) 

釜石地区 
合同庁舎 
(8:50) 

大船渡地区 
合同庁舎 
(9:50) 

盛岡駅西口 
ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 
(17:55) 

釜石地区 
合同庁舎 
(17:00) 

大船渡地区 
合同庁舎 
(16:00) 

平成30年 
１月27日 

(土) 

全体会（無料） 

交流会（参加費：3,000円） 

開催日 項 目 参 加 

令和２年 
１月26日 

(日) 

全体会（無料） 

交流会（参加費：3,000円） 

令和２年 
１月27日 

(月) 

内陸報告会 

沿岸報告会 

集合場所（いずれかに「○」） 解散場所（いずれかに「○」） 

盛岡駅西口 
ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 
(7:50) 

釜石情報交流ｾﾝﾀｰ 
ﾁｰﾑｽﾏｲﾙ･釜石PIT 

(10:00) 

釜石情報交流ｾﾝﾀｰ 
ﾁｰﾑｽﾏｲﾙ･釜石PIT 

(15:40) 

盛岡駅西口 
ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 
(17:30) 

間もなく９年、復興のこれから 

いわて三陸復興フォーラム 

併催：｢いわての復興を自治の進化に｣第７回シンポジウム 

   令和元年度第２回「いわて復興未来塾」 

各会場 

【全体会、内陸報告会会場】 
エスポワールいわて  
〒020-0021盛岡市中央通1－1－38 
TEL 019-623-6251 
 
 
【沿岸報告会会場】 
イーストピアみやこ 〒027-8501 岩手県宮古市宮町1-1-30   TEL 0193-63-4166 
  
 
【宮古地区集合場所】 
宮古地区合同庁舎 〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20  TEL 0193-64-2211  

 

会場の地図等は下記URL、二次元バーコードからご覧いただけます。  

 【全体会会場】 
 
エスポワールいわて  
 岩手県盛岡市中央通1-1-38 
 TEL 019-623-6251 
http://espoir-iwate.com/access/ 

【内陸報告会会場】 
 
サンセール盛岡  
 岩手県盛岡市志家町1-10 
 TEL 019-651-3322 
https://www.kourituyasuragi.jp/
morioka/access/ 

【沿岸報告会会場】 
釜石情報交流ｾﾝﾀｰ 
ﾁｰﾑｽﾏｲﾙ･釜石PIT 
 岩手県釜石市大町1-1-10 
 TEL 0193-27-8751  
https://kamaishi-pit.team-
smile.org/access/index.html 

いわて復興未来塾とは 

 東日本大震災津波からの復興を力強く進めていくためには、復興を担う個人や団体など多様な主体
が、復興について幅広く教え合い、学び合うとともに、相互に交流や連携をしながら、復興の推進に生
かしていくことが求められます。 
 このため、岩手県内の産学官の連携組織「いわて未来づくり機構」では、「未来づくり＝人づくり」と
の考え方のもと、「いわて復興未来塾」を開催しています。 

沿岸報告会 

岩手県知事 

達増 拓也 

令 和 元 年 度 

27日（月）の沿岸報告会では、 
盛岡⇔釜石間往復無料バスも 
運行します🚌 

日 

釜石市片岸海岸防潮堤 

http://espoir-iwate.com/access/
http://espoir-iwate.com/access/
http://espoir-iwate.com/access/
https://www.kourituyasuragi.jp/morioka/access/
https://www.kourituyasuragi.jp/morioka/access/
https://kamaishi-pit.team-smile.org/access/index.html
https://kamaishi-pit.team-smile.org/access/index.html
https://kamaishi-pit.team-smile.org/access/index.html
https://kamaishi-pit.team-smile.org/access/index.html
https://kamaishi-pit.team-smile.org/access/index.html


 バス受付（盛岡駅西口バスターミナル）     8:00発   7:50 ～   8:00 

２日目 令和２年１月27日（月） 

時   間  13：00～15：30 
場   所  サンセール盛岡「瑞雲」（定員200名） 内陸報告会 

各分野で活躍する全国自治体等からの応援職員による活動報告を行います。 

 震災から間もなく９年目を迎える被災地の今を伝えるため、無料送迎バスによる伝
承施設、防潮堤等の見学や全国自治体からの応援職員の活動報告を行う「沿岸報告
会」を開催します。 

発表分野 所 属 氏 名 （派遣元） 概 要 

「安全」 
 の確保 

県北広域振興局土木部河川港湾課 山本  浩輔（栃木県） 復旧・復興工事の取組
状況等 県土整備部都市計画課 横山  朋大（東京都） 

「暮らし」 
 の再建 

保健福祉部医療政策室 小野寺 陽平（秋田県） 保健福祉、環境分野に
関する取組等 環境生活部県民くらしの安全課 瀧口  雄貴（東京都） 

「なりわい」 
 の再生 

商工労働観光部経営支援課 八尋  悠良（東京都） 商工業、水産業の復旧
状況等 沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター 大城  佑太（沖縄県） 

未来のための
伝承・発信 

復興局復興推進課 山谷 佳子（民間企業） 復興情報発信の取組等 

  昼食・自由行動（釜石市大町周辺） 11:30 ～ 12:30 

12:50 ～ 15:10   復興の現場見学（片岸海岸防潮堤、うのすまい・トモス、釜石大観音仲見世通り） 

【注意事項】 
 ・参加お申し込みの際は、裏面の「参加申込書」によりお申し込みください。 
 ・盛岡発着の無料シャトルバス（定員40名）を運行します。 
 ・報告会会場まで自家用車でお越しの方は、近隣の有料駐車場をご利用願います。 
 ・当日の道路状況により時間を調整する場合があります。 
 ・昼食のご用意はありませんので、周辺の飲食店でお取りいただくか、各自でご用意ください。 
 （時間厳守となります。飲食店は混雑することも予想されますので、ご了承ください。） 

沿岸報告会 

  バス移動                   チームスマイル･釜石PIT前 15:40着                          15:10 ～ 15:40 

            10:15 ～ 11:30 

     

静岡県応援職員による活動報告  

東京都応援職員による活動報告   沿岸広域振興局土木部 奥平 周示 

１日目 令和２年１月26日（日） 

基調講演  

全 体 会 
時   間 13：15～17：00 
会   場 エスポワールいわて大ホール（定員200名） 

神奈川県出身。NPO法人Dialogue for 
People所属フォトジャーナリスト兼副
代表。東南アジア、中東、アフリカ、
日本国内で難民や貧困、災害の取材を
進める。東日本大震災以降は陸前高田
市を中心に、被災地を記録し続けてい
る。現在、TBSテレビ『サンデーモーニ
ング』にコメンテーターとして出演中。 

パネルディスカッション    

群馬県出身。大学院修了後、勤務して
いた会社から祖母の故郷である岩手に
復興業務のため現地派遣され、大槌町
での業務を担当。その後プランニング
会社を設立し、沿岸を中心に業務展開
する中で、大船渡の中心市街地にて、
タウンマネージャーとしての活動をス
タート。 

東京都出身。大学卒業後雑誌・書籍
の編集者をしていたが、平成26年に
一念発起し転職。岩手県山田町の復
興コーディネーターとして交流人口
の拡大等の業務に就く。平成28年か
ら業務を観光に絞り、「やまだワン
ダフル体験ビューロー」を立ち上げ、
町内の着地型観光のコーディネー
ターとして活動中。 

  安田 菜津紀 氏（フォトジャーナリスト）               臂 徹 氏（株式会社キャッセン大船渡取締役)               

菊池 のどか 氏（株式会社かまいしDMC地域創生事業部/ 

                     いのちをつなぐ未来館職員）            

服部 真理 氏（やまだワンダフル体験ビューロー 

                     体験観光コーディネーター）               

14:00 ～ 14:05 開会・知事挨拶 

併催 令和元年度第２回 いわて復興未来塾 

14:05 ～ 15:05 基調講演 

15:15 ～ 17:00 パネルディスカッション 

17:00 閉会 

総合司会/コーディネーター  
 さの りえ 氏（フリーアナウンサー）               

県・市町村・大学・企業・団体・応援職員OB
など復興に関わる皆様の情報交換の場として
交流会を開催します。 

 ■時 間 17：30～19：00 

 ■会 場 エスポワールいわて 
      １階イベントホール 

 ■参加費 3,000円 

 ■定 員 50名 

       

交流会 

室﨑 益輝 氏 
（兵庫県立大学大学院・減災復興政策 

          研究科研究科長・教授）                開会 13:00 ～13:05 

 応援職員活動報告 14:15 ～15:30 

兵庫県出身。京都大学建築学科卒
業。神戸大学教授、消防研究所理
事長、関西学院大学教授などを経
て、平成29年より現職。災害復興
学会会長などを歴任。建築学会論
文賞などを受賞。 

盛岡市出身。早稲田大学卒業後、JICA、
WWF、国連日本代表部等でインターン。
米国大学院で修士号を取得。平成27年か
ら４年間、復興支援員『釜援隊』で広報
を担当。現在はラジオパーソナリティの
他、企画から司会まで一貫して伴走する
『寄り添い型MC』として活動中。 

13:15 ～ 13:45 ポスターセッション 
パネルディスカッションで、さらに復興状
況への理解を深めていただけるよう、開会
前にパネリストが自ら紹介ブースを出展し
ます。 
活動内容を詳しくお知りになりたい方や、
じっくりお話しを聞いてみたい方は、ぜひ
お立ち寄りください。 

岩手県釜石市橋野町生まれ。 
釜石市立釜石東中学校3年生の時に、
東日本大震災が発生し、小学生と
一緒に1.6km先の峠へと避難し助
かった。語り部活動を行い、被災
地、未災地関係なく、同世代が
「災害」や「いのち」について考
え、自由に語り合う場作りを行っ
ている。 

釜石PIT  バス移動   8:00 ～ 10:00 

 「釜石大観音仲見世通りのリノベーションまちづくりについて」 
 

合同会社sofo 
代表社員 宮崎 達也 氏 

 会場受付（釜石情報交流センター チームスマイル･釜石PIT） 10:00 ～ 10:15 

  バス移動                  盛岡駅西口バスターミナル 17:30着 15:40 ～ 17:30 

そばっちも 
参加します 

 基調講演 13:05 ～14:05 

沿岸広域振興局土木部 岡島 雄一郎 
沿岸広域振興局土木部 桑原 直哉  


