東北復興ソーシャルビジネス・ケースブック
地域から「未来の東北・日本」を生み出すための事例集
の刊行にあたって
3.11東日本大震災の後、東北各地には多くのソーシャルビジネスが誕生した。被災
した人々が力を合わせ、また地域の若者たちが知恵を出し合って、さまざまな仕事が
生み出されていった。このケースブックに紹介するのは、そのほんの一部ではあるが、
どれもが復興の過程にどう貢献できるかという創意工夫に満ちた事例ばかりである。
先日、東日本大震災のその後を取り上げた倉本聰（作・演出）の演劇「ノクター
ン 夜想曲」を観た。鳥肌が立つほど素晴らしい内容だった。倉本さんは東日本大震災
についてこう語っていた。「風化とは、永い年月をかけて、岩が砕けて石となり、石
が砕けて砂になり、砂が砕けて塵となり、塵が風にのって飛散して消え去る。そうい
う現象のことを云います。それをもじって、心に刻まれたものが弱くなっていく様を
世間では風化と呼んでいます。しかし、わずか4年前のあの東日本大震災と福島原発事
故。当時世界をあれだけ震撼させたあの悲劇の記憶が、当事国である日本の中で、こ
んなにも速くこんなにも脆く、早くも風化の様相を呈し始めていることに、僕は激し
い憤りと悲しみを感じます」と。
平成7年（1995年）の阪神・淡路大震災のとき、日本全国から被災地の救援・支援に
多くのボランティアが駆けつけ、その現象を見た学者が「ボランティア元年」と名付
けたことがあった。しかし、4年前の東日本大震災の規模は、被災地の広さ、被災者の
数、その後の原発事故の影響などからも阪神・淡路大震災の比ではなかった。政府や
行政からの支援も、全国からの膨大なボランティアの力をもってしても、復興・復旧
に弾みをつけることはできなかった。被災地の人々は「支援」だけではなく、生きて
いくための仕事を求めていたのである。ビジネスを通しての解決策が求められていた。
そうした要望に応えるべく、多くの心ある企業が自らの本業を通して復興・復旧に関
わっていった。その意味では、東日本大震災では「ソーシャルビジネス元年」とでも
呼ぶべき現象が起こっていたのである。
東日本大震災と福島原発事故が、その後の日本の企業活動に微妙な影響を与え始め
ているのは確かである。復興・復旧が単に、流された道路、橋、港湾、堤防を元通り
に復活させればそれで済むという話ではない。まして、原発に頼るような社会を再び
復活させてよいはずがない。そうしたものの反省の上に立って、新しい文明に向かう
動きを作る必要があるのである。「社会的企業」「ソーシャルビジネス」に関わろう
とする人々、経営者に私は大きな希望を感じている。
2015年3月

一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク 代表理事
株式会社大地を守る会 代表取締役社長
藤田 和芳
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ケースブックの読み方
地域や社会の様々な課題をビジネスの手法で解決するソーシャルビジネス。
このケースブックでは、東北復興にソーシャルビジネスを通じて、寄与し挑戦
している50のケースと、参考にできる全国の10のケースを紹介しています。

復興の現場で挑戦するソーシャルビジネス50選

巻頭特集
ケース
CASE
1～5

地域別
ケース
CASE
6～50

象徴的なケースを取り上げています。
・特にリーダーシップを発揮しているケース
・これからがますます期待されるケース
・特に地域活性化に寄与しているケース
・コミュニティとして活躍しているケース
・I／Uターンや新しい働き方で地域に寄与しているケース

東北3県（岩手県、宮城県、福島県）と全国で、特に寄与・
挑戦の顕著なケースを取り上げています。
困難な状況に対して、どのように取り組み、どのような成果
で寄与しつつあるのかを読み取ることができます。
定量的成果だけではなく、社会に対する影響（インパクト）
や変革（イノベーション）など、過程や定性的成果にも注
目です。

復興の現場で参考にすることができるソーシャルビジネス10選

CASE
51～60

今後、参考にすることができる全国のケースを取り上げて
います。
現時点での東北復興への関わりとは関係なく、事業の特
徴、事業展開の過程、生み出す付加価値の社会への展
開のしかた、経営理念・哲学、などの多くの視点から参考
にすることができます。事業規模の大きなケースも含まれ
ますが、そこに至るまでの過程は参考になります。

4

各ケースページの見方
復興の現場で挑戦するソーシャルビジネス50選
CASE番号：岩手・宮城・福島各県別
五十音順。その他全国は北から。

特徴的な分類。複数の分野にまた
がる事業を行っている組織は今回
焦点を当てた事業で分類。
事業や組織の特徴を短く表現

組織の５種類の分類を表記。
・株式会社には有限会社を含む。
・活動形態：他者への支援と事業の
両方を行っている組織の場合は注
目する事業について。
・継続期間：創業と法人設立が異な
る場合は法人設立からの期間。

組織名、連絡先。連絡先は実際に
連絡がつくもので掲載。
（）記載：組織グループの場合はグ
ループ名、よく知られた屋号がある
場合は屋号、特定の事業で取り上
げている場合には事業名。
組織概要を記載。注目する事業を
中心に記載。沿革が重要なケース
は沿革も記載。

注目した事業やプロジェクト名

事業の概要、事業の背景や狙いと
する課題、沿革、参考になるポイント
などを説明。

事業が取り組む課題、背景の課題。

事業によって示される解決策、生み
出された成果、今後目指す成果。

復興の現場で参考にすることができるソーシャルビジネス10選
CASE番号は北から

事業や組織の特徴を短く表現
特徴的な分類やキーワード
組織名、連絡先。連絡先は実際に
連絡がつくもので掲載。
（）記載：組織グループの場合はグ
ループ名、よく知られた屋号がある
場合は屋号、特定の事業で取り上
げている場合には事業名。

組織概要を記載。注目する事業を
中心に記載。沿革が重要なケース
は沿革も記載。

事業の概要、事業の背景や沿革、
参考になるポイントなどを説明。

5

復興の現場で挑戦するソーシャルビジネス50選

CASE
1

東北復興をもけん引するソーシャルビジネスリーダー

次世代の働く環境を創造する
「２５大雇用」を掲げて、働きたいのに働きづ
らい人々の雇用を次々に作り出す。
未来志向で努力すること、礼節を重んじること
を大切にし、働くことで得られる生きがいを、
あらゆる人々に提供し続ける。
働きづらい人々を雇用すると「社員みんながや
さしくなった」。
こんなに楽しい仕事はない、と日々自らも発展
する未来を拓くソーシャルビジネスリーダーで
ある。

6

6次化

雇用

実施主体・組織

まちづくり

福祉

環境

教育

エネルギー

その他

株式会社アイエスエフネット
（アイエスエフネットグループ）

〒107-0052 東京都港区赤坂８－４－１４ 青山タワープレイス８F
TEL:03-5786-2300 URL: http://www.isfnet.co.jp/

組織概要
2000年1月設立。情報通信システムの設計、施工、保守、コンサルタント業務、コンピュータに関
するソフト・ハードの開発、販売、コンピュータシステムの運用、管理、保守の受託などを行い、
グループ企業では自立支援やファーム、レストラン事業等を行う。グループ法人は国内22、海外9。
グループ全体従業員数3,207名（2015年1月現在）。25大雇用にグループ全体で取り組む。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

25大雇用への挑戦
２５大雇用とは、様々な事情で就労が困難とされる方々に対して、安心して働け
る環境を創造し提供する取り組みのこと。2010年にすでに達成した５大採用（ニー
ト・フリーター、ＦＤメンバー（障がい者を同社では「Future Dream Member：未来の
夢を実現するメンバー」と呼ぶ）、ワーキングプア、引きこもり、シニアに加えて、
ホームレス、難民、性別違和、犯罪歴のある方、生活保護受給者など働きづらさの
２５の切り口からの雇用を掲げる。「働きたいのに本人の理由でない何かしらの理
由で働けない、当社の基準で働けると判断している人に働いてもらう」とする同社
の大きな特徴は、まず雇用し、本人の適正に合う仕事を開発するという点。そのた
め、本人には未来志向で努力すること、仕事を決めつけで選ばず挑戦することを
徹底する。川崎市と連携し、生活保護受給者の目標雇用数を上回る102名（2014
年4月時点）の雇用も達成。
震災後、岩手県盛岡市にコールセンター業務、宮城県松島町にファーム事業
（地元農家との共同出資）をそれぞれ立ち上げ、業務切り出しの手法で事業を拡
大中。また、陸前高田での取り組みも検討中。
２５大雇用には、代表取締役・渡邉幸義氏の経営理念が反映されている。座右
の銘「自分ではない誰かのためにど真剣に行うこと」で、常に未来志向で礼節を重
んじ利他の心で行動する。グループのNPO法人FDAの恒例「ご家族と語る会」で
は渡邉氏自らがＦＤメンバーの親と膝を突き合わせて語り合う。1人でも多くの方が
「働くことの喜び」や「生きがい」を見出し、少しでも「生きがい」を感じてもらいたい、
と自ら行動する。被災地進出企業の撤退例もある中でも「撤退しない」姿勢を示す。
雇用に関する多くの受賞歴があり、最近では、雇用創造ランキング「Job Creation
2014」 第2位、「KAIKA Awards 2014」KAIKA賞（全社・全組織の部）（いずれも
2014年12月受賞）。

「ご家族と語る会」には遠方の参加者も

ファーム事業は地域自治体も巻き込み
農福連携の共同推進体制を築く

ファームの農産物はレストランにも

「働きたいのに働けない」の改善。

「業務切り出し」手法で雇用を創出。

雇用の創出。

本人特性に合わせた「配慮」と「甘やかし」を
明確に分け、人材育成の仕組みを確立。何度で
も就労挑戦を繰り返せる仕組みを持ち、「ほ
めーる」で本人の自己肯定感をはぐくむ。

地域の活性化。

グループ全従業員の1/3 1,000名以上が25大雇
用のいずれかの該当者。

7

CASE
２

東北復興にチャレンジするソーシャルアントレプレナー

東北からの挑戦。広がる｢食べる通信｣の輪！
付録に魚介類や農産物といった東北各地の食べ
物がつく『東北食べる通信』。情報誌を通して
生産者の思いを消費者に伝え、共感した消費者
と生産者をSNSで結ぶ。この仕組みの生みの親が、
高橋博之氏。“世直しは食なおし”。食べる通
信を通して、日本の未来を切り拓く挑戦が始
まった。
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6次化

雇用

実施主体・組織

まちづくり

福祉

環境

教育

エネルギー

その他

特定非営利活動法人東北開墾
（東北食べる通信）

〒０２５-００９６ 岩手県花巻市藤沢町４４６-２
TEL:080-9035-8598 URL: http://taberu.me/

組織概要
2013年5月、団体設立、同年10月にNPO法人化。食べ物付の月刊誌『東北食べる通信』の発行・発
送事業をメインに、CSA（欧米を中心に広がる農家会員制度）による1次産業者支援、また、イベ
ントやSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を通じての生産者と消費者による直接交
流の場の企画・運営を行う。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

1次産業者の思いを届ける月刊情報誌『東北食べる通信』
2013年7月「東北食べる通信」創刊号が発行。編集長は高橋博之氏。高橋氏は、
岩手県議会議員を2期8年務め、2011年に行われた岩手県知事選に立候補して
後、2013年5月に東北開墾を設立。議員時代から課題と捉えてきた「1次産業をな
んとかしなければ」という思いから、事業家として活動することを決意。活動に賛同
する理事を集め、2013年10月にNPO法人化。
創刊号では、宮城県石巻市牧浜の牡蠣漁師を取り上げ、以降、岩手県久慈市
の短角牛生産者、福島県相馬市原釜の漁師と続き、掲載事業者は被災地沿岸部
だけでなく、日本海側にも広がっていった。もちろん、各々の生産物が付録として、
情報誌と一緒に届けられる。価格は2,580円（送料・消費税込み）。デザイン性の高
い情報誌に掲載される生産者の情報だけでなく、品質や価格が評価され、SNSで
のネットワークを中心に会員は増加。2015年2月の段階で1,400名を数える。
会員と生産者は、SNSでつながれ、双方向でのやり取りがなされる。イベントも定
期的に開催。首都圏や生産地に生産者と消費者が集う。食べる通信やイベント・
SNSを通じてつながった生産者と消費者は、CSAサービスに参画していく。CSA
サービスとは代金前払い制で、共感した消費者が生産者を支えるコミュニティサー
ビス。石巻市の牡蠣漁師、久慈市の短角牛生産者は「東北食べる通信」掲載の後、
東北開墾のCSAに参画した。

東北食べる通信、若い力が支える

寒中野菜の生産者と高橋氏（左）

食べる通信の仕組みは、四国や宮城県の東松島市を皮切りに全国各地に広
がっている。全国展開にあたって、一般社団法人日本食べる通信リーグを設立。
各地区とは上下関係ではなく、フラットな形式での意思疎通を図るためにリーグ制
を採用。同法人では、商標管理、加盟審査を行う。
大槌町での水揚げの取材

都市と地方の関係の再構築の必要性。

食を通じての「生産者（郷人・さとびと）」と
「生活者（都人・まちびと）」の新しい関係、
新たなコミュニティの創造。

都市と農村双方における社会の疲弊。

「東北食べる通信」の創刊とSNSの活用による会
員制度の構築。会員数1,400名を数え、各地への
展開、リーグ制の導入へと発展している。
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3

地域一体で地域活性化プロデュース

再生可能エネルギーで活性化を期す
震災と原発事故による旅館の相次ぐ廃業、観光
客激減、少子・高齢化、人口減少によるふるさ
と消滅の危機感。これは、土湯温泉町が一丸と
なって地域の復興再生をめざす取り組みである。
地域資源を活かし、高温の豊富な温泉と、縦横
に流れる河川に着目し新たな観光産業へ。産官
学との連携による都市再生と、街並み整備。
ピンチをチャンスに、挑戦が始まっている。
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株式会社元気アップつちゆ

〒960-2157
TEL:024-594-5037 URL:

福島市土湯温泉町字下ノ町１７
http://www.tcy.jp/（土湯温泉観光協会）

組織概要
土湯温泉町は、震災後、高齢化、過疎化、温泉業の廃業がさらに進み、後がない状況まで追い込
まれた。町の消滅への危機感から協議会を立上げ、自然環境に適した再生可能エネルギーを地域
の活性化の核と決めた。そのための発電・売電会社として2012年設立。2015年稼働に向けて、社
員１名を雇用し準備が進んでいる。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

「温泉熱で電気」をつくり、「温泉町を元気」にする事業
土湯温泉は磐梯朝日国立公園に位置し、福島市内より西へ約16km、豊富
な温泉量と泉質にも恵まれ、環境省「国民保養温泉地」に指定されている。
震災と原発事故は、四季を通して賑わう土湯温泉を襲い温泉街を一変さ
せた。激震に見舞われ建物が崩壊、停電も発生し休業を余儀なくされる旅
館が続出、風評被害も重なり観光客も激減、震災被害は深刻な状況となっ
た。土湯温泉町のこの危機的状況に深い憂慮の念を抱き、何としても現状
を変え復興再生を果たさなければならないとの思いから、2011年10月2日、
「土湯温泉町復興再生協議会」が結成された。めざすテーマを「訪ね観る
誰もが憩う 光るまち」とし、五つの計画のポイントを決定し、積極的な活
動を展開してきた。
産官学の連携による「土湯温泉町地区まちづくり協議会」へと活動を引
き継ぎ、都市再生整備事業の導入を図った。「計画を支える組織の確立」
により、2012年10月、地元資本によるまちづくり会社として同社を設立し、
2つの再生可能エネルギー事業に取り組んでいる。豊富な温泉熱を活用した
「バイナリー発電事業」と、河川の砂防堰堤を活用した「小水力発電事
業」である。バイナリー発電は出力400kwで2015年7月稼働予定、小水力発
電は出力140kwで2015年5月稼働予定。両発電での年間総発電量は約350万
kw/hとなり、一般家庭の約700世帯分の電力を賄えることになる。将来は土
湯温泉町全体の電力を賄い、電気の地産地消も視野に入れたスマートシ
ティの構築等をめざす。
新たな温泉観光地の構築へ、ピンチをチャンスに逆境を跳ね返しながら、
疲弊した温泉街の復興と再生に取り組んでいる。

期待を集めるバイナリ―発電装置

代表の加藤勝一氏は長く土湯活性化に

温泉熱と渓流水と地形がそろう

過疎化、少子・高齢化、人口減少に伴う閉塞感。

地域に適した再生可能エネルギーを選択し、地
域再生の核としている。

温泉観光地を担う宿泊施設、お土産店、飲食店
の減少。空家の増加。

温泉熱を活用した新事業（陸上養殖、ハウス栽
培等）による新たな観光産業の展開。

原発事故の風評による観光客の減少、安全安心
な地域の構築。

都市再生整備事業による空き旅館、空き住居の
有効活用と、まちなみ整備事業の推進。

11

CASE
4

長い復興にコミュニティの力で向き合う

過疎地域 小さな漁村の大きなチャレンジ！
60世帯200人が住む半農半漁の小さな漁村集落。
震災で住民の1/3が仮設住宅へ。漁業・農業収入
を絶たれた女性や高齢者... しかし、負けない。
地域を守り仕事をつくる！
強い絆で団結し集落集団での仮設住宅を実現。
村と名付けたコミュニティは今日も元気である。
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長洞元気村
（陸前高田市長洞地区コミュニティ）

〒029‐2208 岩手県陸前高田市広田町字長洞１６７－１長洞地区応急仮設住宅
TEL:‐ URL:http://www.nagahoragenki.jp/

組織概要
陸前高田の小さな漁村・長洞地区は、住宅や漁具・漁船、農地・農業機械を流失。被災住民が主
体的に立ち上がり、集落丸ごと入居の仮設住宅団地（長洞元気村）を実現。女性や高齢者の手仕
事や生きがいを失った中、自治会の女性部（「なでしこ会」会員12名）が中心となり、農村漁村
の体験型観光を三陸海岸の魅力とともに売り込んで生業に結び付ける地域運営の事業を展開。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

生き甲斐と収入を担保する“好齢”ビジネス
長洞元気村の女性部「なでしこ会」が中心となり、手仕事を次々に考案。ゆべし
づくりが得意な人が指導し、商品化。被災地を訪れるボランティア、様々な支援者
に、被災の語り部をやりつつ、浜のおかあさんたちの食事つきのツアーも事業化。
ゆべしづくりやわかめの芯抜き体験もオプションで選べる。こうした活動は、「なでし
こプロジェクト」と呼んできた。
なでしこ会のメンバー

仮設集会所で行ってきたこの活動のかたわら、設備の整った厨房・食堂兼集会
所（「なでしこ工房」と「番屋」）を建設する準備も同時に進めてきた。資金は、寄付
や補助金に加え、ゆべし販売や長洞被災地体験ツアーの収益を資材購入に充て
た。応援会員を募り、年間2万円の会費を払ってくれた会員にお礼（「長洞元気
便」）として、年4回、海産物など長洞地区ならではのモノを直送している。経費を
差し引いた残額も建設費・設備費に充当しながら、建物は、地区の男手とボラン
ティアの助けも得て、少しずつ建ててきた。2015年1月に完成。
身の丈で、楽しみながら、できることは自分たちで、ということを大事にしながら
やってきた。「好齢」とは、支援の専門家から教わった言葉。齢をとったことによって
良いことがあるよ、という意味が感じられるので使っている、という。日々、元気に復
興をめざし暮らしている。

豪華な「長洞元気便」

2015年3月、仮設住宅団地から全員引っ越しが決まっている。高台に新築する人、
家を修繕し移る人、それぞれだが、長洞元気村は解散せず、活動を続けていく。
現在、一般社団法人化の準備中。
ワカメの芯抜き体験

震災により、家や仕事場が流失・全壊の被害に
あい、地域がバラバラになる危機が訪れる。

被災住民が主体的動き、仮設住宅を建てる土地
を自ら探し、市に交渉し実現。集落全体でまと
まって入居。そこを拠点に、失ってしまった女
性や高齢者のための手仕事を考案し、推進。

震災により漁具・漁船、農地・農業機械も失い、
漁業・農業の再建見通しも立たない状況。

支援者との関係性を築き、支援者をリソースに
し、着実に継続的な事業へとレベルアップ。

農業・漁業から得ていた女性や高齢者の収入が
断たれ生き甲斐としての生業を失った。
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5

外からの若い力の地域創生で 東北復興をささえる

ものづくりのＤＮＡを東北から
東北には、丁寧にものをつくる文化がある。
はぐくんできた手仕事は、生きがいであり仕事
であり、なにより生活の一部。
しっかり地域に入ったからこそ、伝えたい。
手仕事の作り手と使い手が幸せになる仕組みづ
くりを求めて、ＯＣＩＣＡからＴＯＨＯＫに。
ヒト、モノ、ココロをつむいで、復興を支える
若きパワー。
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一般社団法人つむぎや

〒131-0046 東京都墨田区京島3-35-8
TEL:070-6646-5756 URL: https://www.facebook.com/TUMUGIYA

組織概要
2011年3月からの東北での支援活動を発端に、2011年10月法人設立。東北復興に関わる複数のプ゚
ロ
ジェクトを推進。宮城県石巻市・牡鹿半島でのOCICA、漁網100%ミサンガ、ぼっぽら食堂等の事
業をプロデュース。東北のものづくりの背景にある物語を伝えるメディア「東北マニュファク
チュール・ストーリー」や、東北のものづくりの新たな可能性をともに歩むプロジェクト
「TOHOK」も運営。「よいものが欲しい」ニーズにこたえるべく活動。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

“黒子役”で復興支援プロデュース事業
代表・友廣裕一氏は、全国70以上の農山漁村を訪ね歩き築いた人的ネットワー
クを活かして、生産者と消費者をつなぐ青空市の開催など、様々に“つなぐ
”事業を
プロデュースしてきた。震災後、直ちに被災地に入り、「被災者をNPOをつないで
支える合同プロジェクト(つなプロ)」エリアマネージャーとして宮城県での活動を経
て、牡鹿半島での手仕事からの生業づくりに特化させる形で同法人を立ち上げる。
はじめに手がけたのは漁網100%ミサンガの製造・販売。売り上げの50%を作り手
に、残りの50%を貯蓄に回すことで、地元の女性達による浜の弁当屋「ぼっぽら食
堂」をオープン。ミサンガ製作は、現在は一人の生業として継続している。
OCICAは、地域の素材・鹿角を加工して手仕事でつくる製品で、“小さな漁村に
暮らすお母さん達による手仕事ブランド”。プロデザイナーも巻き込み製品化させ、
女性達への手仕事収入創出とコミュニティ再生を目的とする。国内外50店舗以上
で販売。商品の生産を牡鹿半島で行い、PRや販売活動を同法人が担う。全国各
地でイベントや催事に出展するとともに、海外のショップやネット通販等でも販売し
ている。
被災地に対し息長い支援を持続させるために、ものづくりの背景に眠っている物
語を伝えるメディア「東北マニュファクチュール・ストーリー」を立ち上げ、日々各地
のつくり手のストーリーを発信している。また、復興支援で購入してもらうのではなく、
よいものだから欲しいという状況をつくるために「TOHOK」を立ち上げる。 TOHOK
では、同法人のミッションどおりに、 「地域に眠る物語に手を添えてカタチにし、そ
れをさしだす人・うけとる人、双方の人生がより豊かになるような関係性を紡いでい
く」ように、つくる人、つかう人、うる人をつなげている。
若者らしい現代的なセンスで、外からの黒子役として“つむいでいく”復興支援の
事業をプロデュースする。

ひとつひとつ手作りのOCICAブランド

仕事があること、作ることが楽しい

色鮮やかなミサンガはハワイで人気

被災直後の仕事、生業の喪失。

製造を被災地の人々にゆだね、販路拡大や販売
を担い販売網を拡大させる。

生き甲斐の喪失、喪失感からの復帰。
首都圏・都市部でのイベント実施によって知名
度向上を図る。

弱い販売力。

被災者自身が自立的に事業展開できるしくみ。
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釜石と首都圏を、牡蠣とキッチンカーでつなぐ

株式会社釜石プラットフォーム

〒026-0014 岩手県釜石市東前町20-3
TEL:080-9639-7803 URL: http://www.kamaishien.com/

組織概要
2012年1月に誕生した非営利型の復興まちづくり会社。
2010年から、釜石特産の牡蠣の首都圏への販路拡大をめざして、東京にある「ちよだプラット
フォームスクウェア」の協力を得て、かまいし桜牡蠣ブランドの確立と拡販を行う中で被災。震
災復興として「かまいしキッチンカープロジェクト」をはじめ具体的な復興支援を展開。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

桜牡蠣プロジェクト／キッチンカープロジェクト
震災前から、 ちよだプラットフォームスクウェア（プラットフォームサービス株式会
社）の協力を得て、釜石の特産牡蠣を「かまいし桜牡蠣」としてブランド化し、首都
圏に対する販売網確立を模索していた。 2010年春には、都内店舗に牡蠣を提供
し知名度向上を図る。そうした中で発災。大きな被害を受けた釜石の牡蠣養殖事
業者と店舗を失った中小飲食事業者の復興支援の具体策として、プロジェクトがス
タート。各方面からの支援を活かして、2011年6月には早くもキッチンカーによる営
業を再開させた。

今日も

キッチンカーはゆく

桜牡蠣

生産・消費・飲食をつなぐ

プラットフォームサービス株式会社の「非営利型の復興まちづくり会社による支
援」（株主への利益配分を抑制、等）の仕組みをノウハウ移転させて、非営利型株
式会社「釜石プラットフォーム」を設立。店舗を失った飲食事業者にキッチンカーを
有償レンタルし、事業継続を支援。2013年6月には市内中心商店街の中に大町ほ
ほえむスクエアがオープンし、キッチンカーの定常的出店場所となる。
2013年12月には「かまいし桜牡蠣」の本格水揚げが開始、生産者－消費者－飲
食店をつなぐ里海プロジェクトの本格展開に至る。店舗再開した事業者は「卒業」
し、現在、キッチンカー9台が営業し、連日各所で営業中。

釜石での、特産品・牡蠣のブランド化。

非営利型株式会社という手法により、ビジネス
手法での復興支援。

被災からの復興と同時に雇用の場確保。
首都圏や千代田区とつながる仕組み。
地域の活性化。
飲食店起業のステップアップツールとしてIター
ン・Uターン者を中心に利用されている。
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吉里吉里の先人の「自然と共生する智恵」を再び取り戻
し、森と海を再生する活動で、新たな仕事を創出する！

岩手県

実施主体・組織

福祉

特定非営利活動法人吉里吉里国

〒028-1101 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里３－６－２８
TEL:0193-43-1018 http://kirikirikoku.main.jp

組織概要
吉里吉里地区を愛する有志達が、津波災害復興に向けて新たな雇用の創出と、経済復興に関わる
地域主体の取り組みを地元住民と一体となって推進していくために設立。森林資源を有効に活用
しながら、海の再生へとつなげ次世代に残していく活動。山林の間伐、間伐材による木工製品づ
くり、バイオマス燃料の販売、自伐林家の育成と普及、薪文化の復活・継承などがある。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

キチンとした自然を再生、キチンと暮らしている人を蘇らせる事業
震災の翌日、代表の芳賀正彦氏は、海も町も働く場も全て失った中で、山だけ
は変わらず同じ姿で残っていることに気がつき、助けられた命を活かす場を山の中
に求め、樵（きこり）になろうと決意。仲間12人で5月に任意団体「吉里吉里国 復
活の薪」を組織し、ガレキ処理や塩害による立ち枯れの木を伐採しながら、薪づく
りに励んだ。同時に林業の勉強会を重ね、「復活の森プロジェクト」を立ち上げた。
間伐による森の再生、間伐材の活用、自伐型の林業の復活と人材育成、持続可
能な雇用と収入の実現につなげていった。
大槌町・吉里吉里地区は、幾度となく災害が起きていた歴史があり、その経験を
先人達は引き継いできた。厳しい自然と向き合い、折り合いをつけて生きてきた先
人には、「自然と共生する智恵」があった。この先人の智恵に学び、迅速に、住民
自らリスクを管理できるような街づくりを目指し復興を進め、次世代に残す事業を起
こそうと、同年の12月、NPOとして法人化に至った。
「キチンとした森や川、海が蘇ること。キチンと暮らしを営むことができる人がいっ
ぱい大槌にいること」を復興のかたちと考える。震災前、都会の町と比較して、収入
や暮らしぶり、物の豊かさを比べながら生活してきた。漁師や百姓という仕事に誇り
をもてずにいた。漁師や百姓としてキチンと暮らしを営んでいく人が増えたら、それ
がこの地域の強力な観光資源となると信じており、次世代の育成事業も推進中。

避難所で何にもしないのが一番辛い、
仲間といち早く復活の薪づくり

森を再生すれば、川、海も再生する
環境共生型の林業を復活させていく

ガレキや塩害による立ち枯れの木の伐採、薪を
つくり販売。

町全体、仕事場の流失・崩壊。
森林の荒廃。

未整備の森林の再生、自伐型林業の復活と人材
育成による持続的な収入と雇用の確保。

過疎化。

大槌町・吉里吉里の先人の智恵を受け継ぐ次世
代の育成事業の実施。
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6次化

雇用

CASE
8

まちづくり

環境

教育

エネルギー

その他

「さぁ、感動をさがしに」
～いわて三陸の海の幸を全国へ～

岩手県

実施主体・組織

福祉

有限会社三陸とれたて市場

〒022-0101 岩手県大船渡市三陸町越喜来字杉下７５－８
TEL:0192-44-3486 URL: http://www.sanrikutoretate.com/

組織概要
2004年設立、従業員12名で海産製品の製造・販売事業を行う。
代表・八木健一郎氏の大学時代からの研究を通じて、漁業を成長産業として捉える。被災後は特
に、定住再生産が可能な産業モデルを築くためにまい進。鮮度を落とさず保存できる最新のCAS冷
凍技術を積極的に導入し高付加価値化を進める。ネット通販を展開。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

漁業価値の最大化を目指す事業
大学キャンパスがあった縁で三陸町に移住した代表八木氏が、三陸の豊かでお
いしい海産物がきちんと評価されず有効利用されていないことに気づいたことが発
端。大学卒業後に三陸に留まり海産物のネット販売事業を開始。若手を中心に漁
師仲間とのネットワークを築きながら、漁の様子を船上ライブしたり船上タームセー
ルなど、従来の漁業にはない取組を行う。
震災ですべてを失うも三陸に留まり続けた八木氏は、震災前より深く漁師達と価
値を共有して事業に取り組めるようになる。漁師（生産者）の課題である後継者不
足、収入の安定化にも向き合う。
それらの解決策として、廃棄されていた未利用の海産物の加工化（おつまみ研
究開発等）と、商品価値を高めるための最先端の冷凍技術（CAS)の導入に積極的
に取り組む。
揚がった魚をできるだけ無駄にしないよう発送日に水揚げされたとれたての魚介
類をおまかせにする「三陸復興おまかせ特別便」を商品化する。
震災ですべての経営資源を失った中で感じたこと、それは、人格を大切に出来
る産業規模はどのくらいであるべきか。地域資源利活用推進協議会会長の顔も持
つ八木氏が率いる同社は、大都市部の飲食店と連携した「産地キッチン」事業の
実験にも挑戦する。
「逃げない」で「経済をまわす」ことで未来をひらく。

最先端の冷凍技術が商品価値を支える

漁業に流通イノベーションを

八木代表

未利用の廃棄水産資源の活用方法。

最新冷凍技術活用による漁業の高付加価値化。

海産物の高付加価値化。

未利用資源活用の加工品開発。漁業の6次産業化。

後継者不足、不安定な収入。

生産者と消費者を価値でつなぐ。

水産資源の有用性の“再確認”。
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6次化

雇用

CASE
9

まちづくり

環境

被災体験を未来につなぐ

岩手県

実施主体・組織

福祉

教育

エネルギー

ひとをつなぐ

その他

地域をつなぐ

一般社団法人
三陸ひとつなぎ自然学校

〒026-0411 岩手県釜石市橋野町34-46-1
TEL:0193-55-4630 URL: http://www.fukko -todai.com/santsuna/

組織概要
釜石生まれの代表・伊藤聡氏が旅館勤務中に被災、震災後旅館再建と地域復興に奔走する中で
「三陸ひとつなぎ自然学校」を設立。若手中心スタッフで運営。地域資源を活かした交流創出活
動で復興支援に取り組む。被災後の新ニーズ・域外からの被災地視察ツアー対応も行う。

事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

ひとと地域をつなぐハブ事業
地域のやりたい想いを実現し「挑戦する人が多いまち釜石」の実現を目指し、釜
石の人や暮らし等の地域資源にスポットを当てた体験プログラムのコーディネート
や、地域と若者をつなぐインターンシップコーディネート事業、地元の子どもたちの
居場所づくりを目的とした放課後子ども教室の運営等を行う。
人と地域をつなぎ、人的交流を通した地域活性化事業の中でもコア事業のひと
つが、2011年9月から続けてきたボランティア・スタディツアー。すでに参加者が
3,000名を超え、着実にリピーター（地域のファン)をつかむ。

地域で暮らす人こそ大切な地域資源

震災後に遊び場を失った子どもたちの居場所づくりとして、「さんつなくらぶ」（週
末、長期休暇時）と、「放課後子ども教室」（平日の15時〜17時）は子供たちにかけ
がえのない場所と機会を提供している。
地域外からのツアーへも対応し、近代製鉄発祥の地という地域特性等も活かした、
資源をフル活用したツーリズムを目指す。
安定経営に向けて、日々、工夫と挑戦を続ける。 若いスタッフが三陸の未来をつ
なぐ。

津波体験も未来に「つなぐ」－伊藤代表

子供たちの遊び場不足。

子供たちへの遊び場と遊ぶ機会の提供。

地域への主体性を持った関わりや機会の不足。

地域資源（人を含めて）の活躍と利用

地域資源の再発見。
震災経験の風化防止。
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6次化

雇用

CASE
10

まちづくり

岩手県

実施主体・組織

福祉

環境

教育

エネルギー

その他

潜在する地域の人・モノ・組織・活動を
探して、つないで、地域の課題 解決に

一般社団法人
しわ・まちコーディネット

〒028-3310 岩手県紫波郡紫波町日詰駅前2-1-5-2F
TEL:019-676-5822 URL: http://shiwamachi.blog.fc 2.com/

組織概要
駅前再開発を契機に、変貌する地元への関心から、2010年、コミュニティショップ運営や地域の
イベントの開催を出発として発足。まちづくりの多様な事業を展開する。
まちづくり事業、地域ビジネス支援事業、地域福祉支援事業、市民活動・地域活動支援事業など
を行う。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

住民の実践活動で進めるまちづくり事業
駅前再開発で変貌した、JR日詰駅前を中心としたまちづくりに取り組む。
駅前にコミュニティショップ「さくらばな」を運営し、地域拠点として、高齢者の居場
所づくりとして活用。再開発で一時遠のいていた高齢者も世間話に立ち寄れる場
を創出（ショップは2014年4月閉店）。2011年からは、子ども夏祭り（毎年8月）や夢
灯り（毎年1月）を実施。実施にあたり町内会、商工会と共に開催し、まちづくりをひ
きたてている。
熱心なメンバー・役員はけん引役

「地域で稼ぐこと」を意識し、補助事業依存からの上手な自立を目指す。起業支
援にも力を入れ、女性起業家応援長屋（シェアオフィス）「ならいまち・こまち」
（2012年オープン）を拠点として、起業支援と地域住民と商店主の交流を生み出し
ている。ここからは発達特性のある親子の支援やそれぞれの得意を生かして起業
を志す女性たちが巣立ち、インキュベーション機能を果たしている。
「地域で活動し、地域で稼ぐ」ことを大切にする。
また、10を超える地域の団体と連携して行う、民有の里山の保全・整備活動を
コーディネートし、そのネットワークで新たな活動の展開も始めている。
地域住民自身の手による、等身大のまちづくりを丁寧にすすめる。

子供たちの声がひびくまちづくり

駅前再開発による人の流れの変化、店舗閉鎖に
よる閑散化。

商工関係者を含めたまちづくりイベントを連続
して開催する

高齢者の居場所の喪失。

女性起業が誘発される仕組みとその支援

住民自身でまちづくりをひきたて自立する気持
ちの醸成の必要性。

高齢者の居場所の創出
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6次化

雇用

CASE
11

まちづくり

環境

教育

エネルギー

その他

支援の形は“地域の人が必要とすることを一緒にやる”
～究極の目標は、自分たちがいなくなること～

岩手県

実施主体・組織

福祉

特定非営利活動法人
遠野まごころネット

〒028-0514 岩手県遠野市遠野町28地割5
TEL:0198-62-1001 URL: http://tonomagokoro.net/

組織概要
2011年3月設立。遠野市民を中心として結成された被災地支援団体。
発足当初から、被災者のニーズに即した支援事業を展開する。
被災地調査事業、被災地直接支援事業、被災地間接支援事業、災害時対応マニュアル策定事業、
メンタル・ケア事業、アウトドア・ワールド事業、遠野の風土と観光を考える会事業を展開する。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

被災県民による被災地復興支援事業
岩手県遠野市は、内陸地域と被害の大きかった宮古・山田・大槌・釜石・大船
渡・陸前高田などの沿岸地域との中間地点に位置しハブ機能が果たせる。沿岸地
域まで片道1時間約40kmで、沿岸地域で十分活動時間を確保できる。この特性を
最大限に活かして、活動を継続してきた。混乱する初期には、善意の支援疲れを
招かないように、大量のボランティアを受け入れコーディネートした。
支援活動の対象地域は、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、遠野市で、
交流促進・まごころネットワーク事業では全国の各都市と被災地域をつなげている。
被災地の今を伝える交流ステーションとして東京にも事務所を持つ。
組織自体が主に団体間ネットワークとして構成されており、それだけに活動の広
がりは大きい。 有名な「サンタが100人やってきた！」イベントが代表するように、各
被災地域の今のニーズを拾い上げ、個々に応じた企画と支援運営を展開する。
被災者のための多目的農園「まごころの郷」では、コミュニティづくりと「なりわい」
づくりを行う。奇跡の米「大槌復興米」の他にも6次産業化のためにハーブ栽培に
力を入れる。
釜石市と大槌町には障害者自立支援法に基づく「就労移行支援」「就労継続支
援A型・B型」の認定を受けたセンターで障がい者就労も手掛ける。
常に被災者目線で、今、ここに、必要な支援を、続けている。

被害の大きい沿岸地域への長時間移動の問題。

まごころの郷

初のカフェイベント

まごころ就労支援センターで大槌復興米
が袋詰めされる

遠野が拠点になることで、遠野起点での移動で、
移動時間短縮。

現地での支援活動時間の短さ。
押しつけでない、それぞれの地域特性を踏まえ
たきめ細かい支援の企画・運営。

きめ細かい支援企画のむずかしさ。

団体ネットワーク力を活かした、すそ野の広い
支援事業。
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実施主体・組織
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都市農村交流を通した地域の元気と生きがいづくり
～地方の持つ力とネットワークを活かした支援活動

特定非営利活動法人
遠野山・里・暮らしネットワーク

〒028-0515 岩手県遠野市東舘町６−１６ 産業振興会館内
TEL:0198-62-0601 http://www.tonotv.com/members/yamasatonet/

組織概要
グリーン・ツーリズムによる地域の活性化を目的に、2003年より活動を開始。「交流と共感と協
働」に基づく「クラスター型」の組織。構成メンバーが発展するために支援していくユニークな
団体。ツーリズム、地域づくりの実績を重ねてきた。震災後、地域づくりのノウハウを活かし、
後方支援活動拠点・遠野からの様々な支援を展開。コミュニティの再生に向けた活動を継続中。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

復興支援から岩手県沿岸の地域づくりにつなげる活動
遠野山・里・暮らしネットワークは、「遠野の昔ながらの美しい里、そこにあるゆっ
たりとした暮らしを子孫に譲り渡したい、交流を通して都会の人たちともその想いを
共有し、一緒に活動したい」という原点のもと、様々な魅力的な事業を実施してき
た。農家の居候体験・遠野型農村ワーキングホリデー、農村を体感する農村民泊、
企業とのコラボ企画・グリーン・ツーリズム付合宿型免許事業、東北全体を学びの
場とするラーニング・バケーション「東北ツーリズム大学」などがあり、交流を通して
の地域づくりに寄与してきた。
発災直後、後方支援拠点・遠野から、遠野市と官民一体で支援活動に臨んだ。
全国からの支援物資を、特に行政の支援が届かない個人宅に避難している被災
者へ配達。ライフラインが壊滅したゆえの被災者の願いにもきめ細かく応えた。「お
風呂に入りたい」、配給ばかりの食事が続き「魚料理が食べたい」等の願いに応え、
かつ、震災でバラバラになってしまったコミュニティを再生させるために「ほっとひと
いき事業」を展開。さらに、仮設住宅等への見守り活動や高齢者の心身リフレシュ
の場の創出、買い物困難者への支援、復興支援ボランティアや研修のコーディ
ネートなど、以前から築いていた沿岸部との信頼関係と地域づくりの実績を活かし
質の高い支援活動を継続。さらに企業との連携により、女性・高齢者の手仕事をつ
くる起業支援も行っており、復興支援は沿岸部の地域づくりへと展開している。

地域住民が主役の地域間交流

コミュニティ形成の場
「ほっとひといき事業」

地域の持つ根源的な「資源」を地域住民の生き
がいにつなげる活用をし、壊れたコミュニティ
の再生に寄与する事業により、地域づくりにつ
ながる礎を築く。
企業と協働し、手仕事の起業支援を展開。
震災前からの沿岸部地域との信頼関係、地域づ
くりの実績を活かし、質の高い支援を実現。
遠野市と連携し、官民一体の支援体制を構築し
継続的な支援活動を推進。

震災前からの人口減少や地域経済低迷の地域
の課題。
民間だからできる、ライフラインが壊滅した
ゆえの様々なニーズへの対応（生活や心のケ
アなど）。
被災して生き甲斐や仕事を失った被災者への
対応。
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復興まちづくり会社～どん底から希望を語る！
持続可能な地域としての復興を目指す

なつかしい未来創造株式会社

〒029-2203 岩手県陸前高田市竹駒町字相川 74-1
TEL:080‐5460‐7543 URL:http://www.natsu-mi.jp/

組織概要
陸前高田の経営者を中心に、岩手県中小企業家同友会や一般社団法人ソーシャルビジネス・ネッ
トワークの協力を得ながら歩みを進める〝復興まちづくり会社〟。地元の資源を活かしながら、
社会の今日的課題に応え、将来的に約500名分の雇用を創出。複数の事業を育成し、同社自体は10
年間で発展的に解散することを目指す。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

仕事をつくる・出会いを増やす・良い社会資本を残す事業
陸前高田では、復興需要で一部には働き口があるものの、内容を選べない短期
の雇用が大半で、国の支援期間が過ぎた後も暮らしを支えうる、持続性や発展性
のある仕事は多くない。岩手県中小企業家同友会・気仙支部の仲間である経営者
数名は、自社の再建だけでなく、陸前高田一帯における中長期的な仕事と環境づ
くりの必要性を被災後に実感。東京のコンサルタント会社のメンバーらとともに、復
興支援期を越えて人々を支える仕事づくりを目的とする「なつかしい未来創造 株
式会社」を、2011年10月に設立。
生活を維持し、成長・学習の機会となる「仕事」をつくり、地域内外の魅力的な人
的交流を生み出す「出会い」を増やし、地域の将来的な可能性をひろげる「良い社
会資本」を形づくって、陸前高田の次代の子どもたちが人生を健やかに切り拓い
てゆくことのできる“環境と状況”の創造に取り組んでいる。被災地インターンシップ、
インキュベーション、被災事業サポート、被災地ツーリズム、企業とのマッチング多
数、復興イベント、震災アーカイブ事業、今泉地区のまちづくり協議会運営サポー
ト、「誰にも居場所と出番がある仕事づくり事業」、などの継続事業や実績がある。
2014年秋、復興の拠点ともなるべく宿泊・滞在施設「箱根山テラス」をオープン。
テラス経営は新会社、「箱根山テラス」に移管。地域内外の人々に良き出会いの場
として期待されている。

ＳＢ復興フォーラム in 陸前高田

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ「ふるさとは負けない！
東北仕事復興リーグ」

外部の専門家ネットワークや、地域に既にあっ
たネットワークを駆使し、人材育成や起業支援、
企業再生支援を推進。

復興需要後の、持続性や発展性のある仕事は
多くない。 魅力ある仕事づくりが喫緊の課題。
復旧ではなく、地域の資源循環、経済循環、
文化の伝承などの実現をいかに進めるか。

コミュニティの崩壊、分散が甚だしい今泉地区
においては、住民が対話し続ける協議会の設立
を支援、後支えしている。
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秘境だからこそあるビジネスチャンスを活かす！
～北三陸から日本へ世界へ 地域ブランドを創造する

株式会社ひろの屋

〒028-7914 岩手県九戸郡洋野町種市２２－１３１－１８
TEL:0194-65-5556 URL: http://hirono-ya.com/

組織概要
震災の10か月前、北三陸の秘境を逆手にとった水産事業を、父の事業承継ではなく、ゼロからの
スタート。豊かな北三陸で育ったウニや天然わかめを加工し、人がやらない分野に挑戦する水産
業を目指していた。これから、という時、仕事場、仕事仲間を失う。炊き出しや地域の復旧に奔
走。夢のある地域として再生することを使命とし、本業の復興に邁進している。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

北三陸全体を世界ブランドに。海に育てられ、海に鍛えられ、海に感謝する事業
「世界を相手に仕事をしたい」が代表の下苧坪（したうつぼ）之典氏の夢。豊饒な
北三陸の海からの恵を、独自の発想や手法で商品化する水産業の会社を立ち上
げ、海産物のみならず、豊かな海や地域も丸ごと世界に「北三陸」としてブランド化
していきたいと考えている。
断崖絶壁の地形がもたらしてくれる天然わかめは、日本でも希少。添え物として
ではなく、刺身として食卓の主役をはれる味わい。そのわかめや昆布を餌としてい
るウニやホヤも絶品。海の岩盤地帯に“ウニの牧場”を整備し、稚ウニにわかめや
昆布を餌として与え、つくり育てるウニ漁を実現。また、ウニの美味しさをそのまま
の味で食卓へ届けたいと考え、「塩蔵」で「瓶詰め粒ウニ」を商品化。さらにこの地
域の伝統的な「南部潜り」という潜水技術で獲れる天然ホヤも北三陸ブランドのウリ
にしていく。
起業10か月後に震災で仕事場、仲間を失う。地域の復旧に奔走。生かされた命
を無駄にはできない、「北三陸を夢のある地域として再建する」ために事業を再開。
ウニ牧場も徐々に復活。「北三陸の海男児」という海産物加工品のブランドを立上
げ、顔の見える販売にこだわり、日本全国を駆け巡る。連携が必要だと考え、地域
や都市に切磋琢磨する仲間を増やす。大学との連携も始めた。日本全国へ、そし
て世界へ、「北三陸」を売りだしていく。

若手の担い手の減少。

北紫ウニを丸々と太らせる「ウニ牧場」

新鮮なスルメイカと天然ワカメだけで
つくる焼売～北三陸海男児シリーズ

「北三陸ならでは」の新しい価値を商品化し、
地域に雇用を創出。

ビジネスとして成立しづらいという地域性。
都市部と連携し、海外への「地産地出」を果た
す。
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会社施設が全損・全流出するも、雇用を確保
～事業の継続で被災地を活性化～

株式会社八木澤商店

〒029-2201 岩手県陸前高田市矢作町字諏訪4
TEL:0192-55-3261 URL: http://www.yagisawa -s.co.jp/

組織概要
東日本大震災により壊滅的被害を受けた岩手県陸前高田市で二百余年続く醸造業者。安全でおい
しい、こだわりの醤油・味噌などを製造する。震災で蔵、製造工場が全壊、流失。岩手県の内陸
に営業拠点を移し、岩手県、秋田県、宮城県、新潟県の醸造蔵に製造を委託、その商品の販売な
どを行っていたが、2013年2月に自社工場での製造を開始した。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

本業で陸前高田の復興をけん引する 醸造事業
東日本大震災により、岩手県陸前高田市は壊滅的被害を受け、八木澤商店も蔵、
製造工場が全壊、流失した。
震災当初は、陸前高田市の土地の方針も、資金繰りも全く見通せない中、自社
の工場による醸造の再開は、当分はできないだろうと考えていた河野代表。しかし
まずは「できることから」始めると決め、社員を一人も解雇しないと公言。解雇しない
ばかりか、新入社員を毎年雇用。積極的にマスコミにも露出し、陸前高田市気仙
町の復興まちづくりのみならず、気仙地域の産業および地域コミュニティ復興の、
けん引役を果たしている。

エネルギッシュな九代目、河野通洋代表

新事業として、三陸に拠点を置く4社の共同開発ブランド「madehni（まで～に）」
（素朴でシンプルな美味しさの具だくさんスープシリーズ商品）を立ち上げる。障が
い者雇用にも積極的で、地域全体の再建を視野に入れた事業展開を図る。
再建事業資金として、被災から立ち上がる事業者を出資を通じて応援する、マイ
クロ投資「セキュリテ被災地応援ファンド」を早い段階で活用し、「つゆ・たれ工場」
の再建資金としての5千万円を集めることに成功している。

震災前の蔵で仕込まれていたもろみで
仕込んだ「奇跡の醤」

蔵、製造工場の全壊、流失にも関わらず、1名
も解雇せず、雇用を保障。再建の事業資金とし
て、マイクロ投資などを積極的に活用する。

廃業や解雇を余儀なくされる被災企業。
仕事がないことによる人口流出。

地域共同開発ブランドを立ち上げるなど、地域
全体での再建を視野に入れた事業展開を図る。

建設業など、復興バブルに沸く臨時雇用へと
雇用が流動することによる、震災前事業者の
人材不足、またはそれによる廃業。
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復興特区で民間法人の訪問リハビリテーション開設
～被災地医療に「在宅」「訪問」の風を吹き込む～

株式会社ロッツ

〒022-0004岩手県大船渡市猪川町字前田9-28
TEL:0192-47-3982 URL: http://lots.co.jp/

組織概要
代表富山泰庸氏が2012年3月に被災地支援の特定非営利活動法人ロッツを設立し、その支援事業の
中の「医療介護分科会」を事業し、分離独立させた。仮設住宅での暮らしが長引く被災地で、不
足している医療・介護ニーズに、復興特区も活用して「在宅」「訪問」で的確に対応する。

事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

被災地医療を「在宅」で支える事業
震災後、陸前高田市内で最も早く薬局を開店させる。NPOでの支援活動の中か
ら見えていた「避難によって薬がなかなか届かずに困っている方々がいる」という
被災地ニーズにいち早く対応した。それは、いち早くお薬をお届けしたいという願
いがあったから。
その後、仮設住宅での暮らしの中で顕著になってきた在宅でのリハビリニーズ増
加に対して、2012年6月に、地域医療の一翼を担う訪問リハビリステーションを復興
特区を活用して開設する。民間法人による同ステーション開設は、国内初、復興
特別区域法で認定された「保健・医療・福祉特区」いわゆる復興特区を活用した第
一号店となった。
事業所展開範囲は陸前高田市、大船渡市に広がり、元々医療過疎になりつつ
あった被災地の医療介護体制を支援し、被災地復旧復興に貢献する。
代表者自身が異分野からの展開ということもあり、常に新しい視点、新しい感覚
で取り組む。被災地モデル“心のケアと身体的治療、予防医学と治療医学の統
合”を全国モデルにと目指す。そして新事業展開は、被災地の地域雇用を促進す
るために必要、と思いきる。
現在、薬局、訪問リハビリステーション、訪問看護ステーションを展開。

被災前からの医療過疎に加えて、仮設住宅生活、
医療機関消滅という被災地特有の医療、介護困
難。

薬局は移転してさらに便利に

復興まっただ中の仮設事務所で営業中

ニーズのあるところに出向く発想－「訪問」
「在宅」で、きめ細かい対応で解決する。
被災後の交通網が過疎のため「通院」がままな
らない状況も続き、「在宅」対応の効果は大き
い。

全国的な、在宅医療化への転換への対応。

26

6次化

雇用

CASE
17

まちづくり

岩手県

実施主体・組織

福祉

環境

教育

エネルギー

その他

ふるさとに残る人々の支えとなり復興支援

一般社団法人
和RING-RPOJECT

〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚15-67
TEL:0193-55-5175 http://www.ring-project.jp/

組織概要
東日本大震災で被災し多くを失いながらも、ふるさとに残る若者と支援のボランティアが協働で
復興活動を行う団体を設立。被災者の手仕事となり、収入といきがいにつながるガレキ（主に木
材）を活用した木工製品を商品化。支援物資の集配作業、生活再建、コミュニティの再生など、
様々な支援活動も文化人や専門家と連携しながら実施。大槌全体の情報発信にも力を入れている。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

人と人のつながりの大切さを尊重。支えあえる人間関係を築く活動
震災の年の5月、大槌町と釜石市の住民約20人が、ガレキを単なるゴミにするの
ではなく、そこに住んでいた人々の思いの詰まったものとして再生し、かつ被災地
の手仕事につなげるために、支援のボランティアの協力を得ながらガレキ製キーホ
ルダーをつくることを始めた。元の家屋や建物の所有者の許可を得て、ガレキを拾
い集め、キーホルダーをつくり、販売。全て被災した住民が担う。得られた収益は、
直接関わった人に還元。その後、アクセサリーや文具、お椀などの日用品など「も
のづくり」事業として発展。
地元住民をボランティアが支援することで立ち上がった当団体は、同時に、被災
者と支援者をつなげる様々な活動を展開。支援物資の集配作業、音楽・スポーツ
や多様な文化人・専門家と連携しながら、コミュニティの再生・構築に資する事業
や生活再建・改善、心身の健康やいきがいづくりに資する事業を実施してきた。
また、大槌町と連携し、大槌の情報アーカイブ、情報発信を行う「大槌チャンネ
ル」事業をスタート。地元内外の人と人をつなげるための情報発信や商工事業者
等を応援する情報発信を行ってきた。震災で傷ついたふるさとに残り復興にむけ
て頑張る若い世代を、外部から支援に入ったボランティアたちが、自立や復興のた
めに支えあい・協働してきたという軌跡がそのまま当団体の実績となっている。

キーホルダーには、どの地域のどの場所
のガレキを使っているかを明記している

様々な木工製品がつくられている

ゴミとして扱われるガレキを、人の想いの詰
まった「モノ」として再生。手仕事を通して、
被災者のいきがいと収入を確保。
外部の支援者を広く募り、連携・協働の事業を
展開し、地元だけでは果たせない復興を推進。
被災地を応援したり、人と人をつなげたり、情
報発信メディアを設立。

若い世代の人口流出、コミュニティの分断。
生活の再建・改善の必要性。
仕事やいきがいの喪失。
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これからの地域活性を支える仕組みづくりへの挑戦
～「公民×外連携」のハブとなるインフラ機能～

特定非営利活動法人アスヘノキボウ

〒986-2231 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿81-136
TEL:0225-98-7175 URL: http://www.asuenokibou.jp/

組織概要
代表小松洋介氏による震災後の活動が発展し、形成されたNPO法人。2013年4月法人化。小松氏他3
名の職員によって、宮城県女川町の震災復興に取り組む。東日本大震災の被災地域である女川町
を起点に、人材育成、研修事業、コンサルティング事業（創業支援・事業支援・経営支援）を行
う。経済同友会と連携しての人材育成を軸に、拠点となるフューチャーセンターの運営を担う。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

被災地の未来を担う、人材育成プラットフォーム事業
代表理事の小松洋介氏は仙台市出身。前職の株式会社リクルートでは、仙台勤
務を経て震災時は札幌に在住。仙台勤務時代は、宮城県沿岸部を担当していた。
東日本大震災をきっかけにリクルートを退職。トレーラーハウスのアイディアを持っ
て、沿岸被災地域を訪問。そこで女川町と出会う。女川町復興連絡協議会に所属
し、復興提言書の作成、創業支援を実施。被災初のトレーラーハウス宿泊村「EL
FARO(エルファロ)」の建設支援にも関わる。
「人材留学プログラム」参加者

2013年4月に設立したNPO法人の社名は「アスヘノキボウ」。復興提言書の作成
過程で、復興まちづくりとは、明日生きる希望づくりだと感じたことに由来する。
事業の柱は人材育成。2014年より、経済同友会と連携し、公民連携促進のため
の「人材留学プログラム」を開始。若手経営者や行政職員を経済同友会の加盟企
業にインターンシップとして送り込む。また、「未来のリーダーを作る支援」として、
ハーバード大学生と高校生が学びながら交流するサマースクール開催を手がける。
これら人材育成事業の拠点となる、女川フューチャーセンターの設置も実現。町
より用地提供を受け、日本財団の助成により建設。コワーキングスペースのほか、
長期滞在施設を設け、クラウドソーシングの機能も備える。
フューチャーセンター設置にはデザイン
を考えるワークショップも実施した

「人口増加のみの地域活性化論」に対する違和
感。

町および町内の団体（産業、市民活動）と町外
のヒト・モノ・カネ・情報をつなぐインフラ機
能の創出。「NPO法人アスヘノキボウ」の設立。
町内のヒト、モノ、カネ、情報の動きや課題を
数値で見るデータブックの作成。
「町になじむ」創業者の育成、人材留学プログ
ラム（現在38名を派遣）の実施。
人材育成のための拠点施設フューチャーセン
ターの設置。

ヒト（労働人口・交流人口・居住人口等）だけ
でなく、モノ（外貨を獲得するモノ、地域内循
環のためのモノ）、カネ（地域内産業でえる、
循環させるカネ）、情報（外からの情報、地域
に伝わる知恵等）。
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映像を通して、東北の復興、地域の豊かさを発信！
～どんな小さなドラマも取り上げるインターネットテレビ局～

アリティーヴィー株式会社

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2丁目10-1第二勝山ビル4階
TEL:022-398-4799 URL: http://www.ari-tv.jp/

組織概要
仙台市を拠点に全国各地および海外での映像撮影を行う、インターネットテレビ局。テレビ局で
の番組制作、報道経験者など約20名のスタッフでの番組を制作している他、インターネットによ
る映像配信、強みを生かし地域のプロモーションなどを行う。2010年4月1日創業。2011年7月1日
法人化。これまでに作成した番組は1,000以上。東日本大震災後は、産業復興の視点から、東北が
元気になる様子を重点的に取材。東北の資源、祭り、観光情報を毎日配信。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

インターネットテレビによる、「とうほく復興カレンダー」事業
東日本大震災発生の半年後、Webサイト「とうほく復興カレンダー」を開始。「東北
が元気になっていく様子」を様々な角度から取材し、映像とブログを通して毎日配
信する。「人に寄り添った思いを」、「既存のマスコミだけでは取り上げきれない、プ
ラスの情報を提供したい」、そんな思いが事業の根底にある。
取材は、社内スタッフがチームを組んで実施。アポイントメントから取材・編集・配
信、一人何役も担う。配信した映像は、依頼があれば取材対象者の方へ提供。そ
れが被災地における事業や復興のPR材料ともなる。それが購買につながることも
意識している。インターネットを通じての映像配信は、視聴範囲・対象地域を問わ
ない。放映日だけでなく、後日の視聴も可能。加えて英語での同時配信を実施。
海外への被災地の情報発信の役割ともなる。
仙台•東北を世界へ！を合い言葉に海外向けのWebサイト「ファンタジアJAPAN、
TOHOKU」を構築。留学生を中心とするスタッフが、母国にむけてFacebookを活
用しながら情報を届けている。言語は、英語のほか、中国語・タガログ語・韓国語・
モンゴル語と幅広い。「ありんこのように、どんな小さなドラマも日本国内・世界に配
信し続ける」、掲げた理念に向かって今日も映像を配信する。

被災地にある小さなドラマの存在。既存のテレ
ビ局だけでは取材しきれない。

取材風景

イベント終了後のスタッフでの一コマ

インターネットテレビを通じての「とうほく復
興カレンダー」事業。配信後の映像は事業者に
提供され、地域産業のPRに活用されている。

映像を使っての被災地の情報提供の必要性。イ
ンターネットテレビによる、英語同時配信は、
海外在住者の関心が高い。

英語での同時配信を行い、被災地の映像を日々
提供することは、国内外における風評被害の払
拭、産業の活性化の役割を担う。
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生まれ故郷に豊かな選択肢を！
～気仙沼にシアトルスタイルのコーヒー～

株式会社オノデラコーポレーション
（アンカーコーヒー）

〒988-0053 宮城県気仙沼市田中前4-2-1-2F
TEL:0226-24-5955 URL: http://www.anchor2fullsail.co.jp/

組織概要
世界三大漁場・三陸沖の母なる港・気仙沼で、水産物輸出入業とコーヒーショップを営む。同社
専務・小野寺靖忠氏の米国シアトルでのコーヒーショップ研究を経て「アンカーコーヒー」1号店
を2005年オープン。6店舗まで拡大するが、震災で2店舗、焙煎工房、製菓工房が流出。いち早く
マイクロ投資で費用を募り再建に着手。自家焙煎コーヒー、ドーナツもネット通販。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

“豊かさ”を コーヒーから創る事業
1997年に船舶漁労機械と水産物輸出入を中心に営業を開始した同社。小野寺
靖忠氏がイワシ買付でアメリカ北西部を訪れていた2003年頃に、コーヒーと共にあ
る生活に感銘を受けたことがきっかけ。故郷気仙沼に戻ると、カフェラテを飲みたく
ても店がないことに気がつく。
「豊かさとは選択肢が豊富にあることだ」と、シアトルスタイルのドライブスルー専
門のコーヒーショップ「アンカーコーヒー」1号店をオープンさせたのが2005年。
以来、気仙沼で朝6時半にいれたてのコーヒーが飲めるという選択肢（豊かさ）を
提供し続けている。豆、焙煎、いれかたにも徹底的にこだわり独自性を打ち出した。
その結果、出店前の市場調査にたがわず、またたく間にファンが増え、6店舗を展
開するまでになる。
震災で2店舗、焙煎工房、製菓工房が流出したが、マイクロ投資「セキュリテ被災
地応援ファンド」で1200万円を全国から資金調達し、再建にこぎつけた。「経営者
が白旗を上げなければ事業は継続できる」の信念で再建中。
コーヒーの他、焼きドーナツも人気商品。ネット通販で直販も。10周年を迎え2015
年3月に念願の再建本店のオープン（予定）。
近隣4社で立ち上げた共同開発ブランド「madehni（まで～に）」では、水産業を活
かしたスープを展開する。

地方都市・気仙沼の“豊かさ”とは何なのか。

最高のエスプレッソから作るカフェラテ

世界最高評価のディードリッヒ焙煎機

世界基準の美味しい選択肢（こだわりのコー
ヒー）を提供する。市場規模を冷静に評価し独
自性で勝負する。

復興していく道筋が見えにくい。
再建をあきらめてしまいたくなる気持ちに襲わ
れる。

上手に地域外からの応援を活用した復興の道筋
を示す。スーパーポジティブ（積極的）で乗り
越えていく。
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被災地の未来をつくる、社会起業家の育成に挑戦！
～震災経験地のノウハウを活かした支援スキーム形成～

特定非営利活動法人
石巻復興支援ネットワーク

〒986-0825 宮城県石巻市穀町12-18 石巻駅前ビル4階
TEL:0225-23-8588 URL: http://yappesu.jp/

組織概要
女性や若者をはじめとする多様な担い手に学びや活躍する機会を提供し、市民ひとりひとりが支
えあい、課題を乗り越えていく社会基盤づくりを行う宮城県石巻市の復興支援団体。母体は代表
兼子佳恵氏が中心となって、2000年に設立した市民活動団体「環境と子どもを考える会」。震災
後、2011年5月に石巻復興支援ネットワークとして活動開始。事業内に社会起業家の育成を含める。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

震災復興 社会起業家育成事業、やっぺすファンド
石巻復興支援ネットワークの母体は、2000年に設立された「環境と子どもを考え
る会」。代表の兼子佳恵氏を中心に、子ども環境教育の学習の場や子育て中の母
親の集まりを定期的に開催していた。東日本大震災後、その考える会と「被災者を
NPOとつないで支える合同プロジェクト（通称、つなぷろ）」のメンバーが合同で設
立したのが石巻復興支援ネットワーク。2011年12月にNPO法人化。
社会起業家育成事業は、関西に拠点を置く特定非営利活動法人edgeとコンソー
シアムを組んで実施した内閣府の復興支援型地域社会雇用創造事業「やっぺ
す！起業支援ファンド」「やっぺす！人材育成スクール」や宮城県震災復興起業
支援業務を通して、多くの社会起業家を輩出。2014年には、起業家を対象とする
コワーキングスペースの運営も開始。個別相談会や経営に関するセミナーを開催
し、輩出した起業家のフォローアップを継続している。「やっぺす」という表現は、当
地の方言で「一緒にやりましょう」という意味。
同団体では、上記事業のほか、コミュニティカフェの運営、アクセサリーブランド
「Amanecer（アマネセール）」、オンパク手法での体験型プログラム「石巻に恋し
ちゃった♡」等、幅広い活動を展開している。

震災直後の課題として、被災による働く場、女
性の働く場、震災復興におけるリーダーの不足
が指摘されていた。また、若者の地元離れがい
われる中、やる気のある若者のIターン、Uター
ンといった現象があった。

やっぺすファンドが支援した復興起業家たち

起業相談会の様子

阪神・淡路大震災時の経験を有する団体とコン
ソーシアムを組み、社会起業家の育成事業を開
催。石巻を中心に20名の社会起業家を輩出。
育成した社会起業家のフォローアップとして、
「復興起業家ゼミ」、「個別相談会」等を定期
的に開催し、事業者同士のネットワークの場と
なる「コワーキングスペース」も開設。

社会起業家輩出後のフォローアップという課題。
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石巻で1000人のIT技術者をつくる！
～地元で働き続けるためのIT技術を学ぶ場づくり～

一般社団法人イトナブ石巻
〒986-0822

宮城県石巻市中央2-10-21サトミビル1F
URL: http://itnav.jp/

組織概要
2012年活動開始。石巻の次世代を担う小学生から高校生を対象に、アプリケーション開発者体験
や地域外の人を巻き込んでのアイディアソン、ハッカソン事業を展開。企業や事業者と連携して
のアプリケーション開発も行う。
「IT」×「遊ぶ」×「学ぶ」×「営む」×「イノベーション」で未来の担い手輩出を目指す。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

IT技術者育成・ソフトウエア開発拠点による若者支援事業
代表、古山隆幸氏は、石巻市出身。東日本大震災時は埼玉に在住。大学在学
中に起業し、IT系Web製作会社を経営。震災後、石巻において「一般社団法人
ISHINOMAKI2.0」の設立メンバーとなる。その中で同氏は、石巻に新たな産業を
つくるために、ソフトウェア開発拠点として「イトナブ」を開設。イトナブとは、「IT」×
「遊ぶ」×「学ぶ」×「営む」×「イノベーション」の造語。 石巻の次世代を担う若者
を対象に、ソフトウェア開発・ Webデザインを学ぶ拠点と機会を提供。「震災10年
後の2021年までに石巻から1000人のIT技術者を育成」することを目標に掲げる。
毎月「東北TECH道場」や「ITワークショップ」、「ITブートキャンプ」を主催。そこで
開発したアプリケーションの成果を発表する「石巻ビジネスアイデアソン」や「石巻
hackathon（ハッカソン）」を開催する。講師やゲストには、県外から開発者やデザイ
ナーを招き、そこで触発された若者が、小学生など、さらなる若者にアプリ開発を
教えるといった好循環が生まれている。同氏は出身高校のソフト開発の講師も務
め、高校と連携して「アプリプログラミング授業」を実施している。
同法人らしく、事業紹介はYouTubeで公開（「ここから日本のITが変わんだよ」） 、
参加する若者のわくわく感が伝わる。
イトナブの拠点は駅前商店街の一角。通常はフリースペースとしても貸し出し、こ
こに未来の石巻を担う若者が日夜集っている。
＊ハッカソン：「ハック」と「マラソン」の造語。プログラマー達が技術とアイデアを競い合う開発イベント。

若者の地元離れ。

高等学校でのプログラミング講座の様子

アプリケーション開発講座
この笑顔が石巻の産業を拓く

石巻の次世代を担う若者を対象に、ソフトウェ
ア開発やWebデザインを学ぶ拠点と機会を提供し、
地域産業×ITという視点から、雇用促進、職業
訓練ができる環境づくり。
「東北TECH道場」、「ITワークショップ」、
「ITブートキャンプ」の開催。

地方における若年層の就業機会の不足。石巻は
震災以前より産業が少なく、若者が地元に残り
たいと思っても仕事を選択する事が出来ず、地
元を離れざるをえない状況だった。

コワーキングスペースの運営。
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世界一高校生が輝くまち、石巻を目指して！
～高校生によるカフェづくりを通してのキャリア教育～

かぎかっこＰＲＯＪＥCＴ

〒986-0825 宮城県石巻市穀町14-1 石巻市役所1F いしのまきカフェ「
TEL:0225-23-9371 URL: http://kagikakko.jp/

」

組織概要
2012年6月、フィリップ モリス ジャパン株式会社の支援を受けて、日本財団と関西に拠点を有す
る3つのNPO法人により、石巻の高校生によるカフェの開業を目指した活動を開始。2014年5月より
NPO法人スマイルスタイル、NPO法人Co.to.hanaによる共同運営をスタート。
2015年、かぎかっこPROJECTとして、現地法人を設立（NPO法人申請中）。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

高校生カフェ事業と「仕事みち図鑑」によるキャリア教育事業
カフェ事業は、2012年6月に石巻の高校生34名が集まり、スタート。以後、内装・
メニュー開発・情報発信に取り組む。店名は、『いしのまきカフェ「 」（かぎかっこ）』。
「 」には何でも入る可能性を大切にしたいという思いをこめた。
現在の看板メニューは、さんまのキーマカレーと鯛のスープカレーを一度に味わ
えるカレー。子どもから大人まで楽しめるカレーを選択し、地元食材を使用する。
大手食品会社と地元の水産加工会社の協力を得て、レトルトカレーとしての商品
化も行い、販売を開始。

店内の様子と考案したカレーメニュー

もう一つの事業の柱がキャリア教育プログラム「仕事みち図鑑」。2013年12月に
「理想の授業を考える作戦会議」を開催。「もっと世の中を知りたい」、「もっと地元
のことを知りたい」「どんな思いで事業を開始したのか知りたい」、そうした高校生の
声をもとに生まれたプログラムで、高校生が地域で働く大人の想いをインタビュー
し、そこで聞いた言葉を「図鑑」としてまとめる。インタビューの事前学習として、自
己分析やワークショップを行い、インタビュー後は振り返りや共有を行う。その手法
はカリキュラムブックとしてまとめ、仕事みち図鑑実施の「教科書+ノート」として使え
るものになっている。まちの大人が営む仕事や生き方が教材になるこの仕組み、高
等学校のカリキュラムへの導入に向けて実施中。

「仕事みち図鑑」、ヒアリング時の様子

震災以前から指摘される“若者が市外へ流出し地
元に残らない”という問題。

地方が持つ価値や課題を、若者が発信、解決す
ることのできる環境づくり。

高校生が地域学習の機会において、地元でのリア
ルな働き方や生き方を学ぶ、知る機会が少ない。

高校生カフェの運営による実践的キャリア教育
の場の創出。これまでに約40名の高校生が参加。
キャリア教育プログラムの各地展開。「仕事み
ち図鑑」のプログラム構築・モデル実施過程で
のノウハウから宮城県内の3高校で講座実施。
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手仕事を大切にし、お客様に直接商品を届けたい！
関わるすべての人の幸せを考える水産加工業の老舗

株式会社斉吉商店

〒988-0037 宮城県気仙沼市魚市場前3-27
0226-22-0669 URL: http://www.saikichi-pro.jp/

組織概要
1931年（昭和6年）、廻船問屋として創業。水産物卸・小売業・水産加工品及び製造業を展開。震災前
から無添加のさんまの佃煮は、全国にもファンが多かった。震災で工場、店、全て失ったが、創業か
ら継ぎ足しで使い続けてきた佃煮用の「返したれ」は奇跡的に戻る。震災年の夏、さんまの佃煮「金
のさんま」製造・販売が再開。商品は全て無添加、手仕事、お客様一人一人に直接届けることにこだ
わっている。斉藤純夫社長・和枝専務夫妻は、二人三脚で社員の雇用を守り続けてきた。

事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

長い間の縁の上、一つの出会い、一つの仕事を大切に積み重ねる事業
主力商品の「金のさんま」は無添加にこだわり、手仕事で丁寧につくってきた。創
業から継足しで使い続けてきた「返したれ」で、骨まで軟らかく、ゆっくり大鍋で炊
いていた。8つあった大鍋も流失し、復帰の第一歩は、工場を借りて、鍋3つからの
再スタートだった。しばらく「金のさんま」しか製造・販売できなかった時期が続いた。
このことが、改めて大事にしていきたいことに気付かされた。手仕事の商品は、価
格的には安くはできない。被災したから買っていただく、ということではなく、商品の
内容に納得して買っていただくことに努めていく。

さんまの佃煮「金のさんま」

震災後、お客様が自分たちに寄り添い近づいてくれたと感じた。手を握って励ま
してくれた。このお客様との出会いを大切にし、自分たちの商品を直接届けていこ
うと決めた。
復興の“かたち”もはっきり見えてきた。水産加工業は、細かく分業されているが、
「自ら原材料を仕入れて、つくり、売る」という新しいかたちを目指していく。漁師の
苦労を知り、丁寧に商品をつくり、直接お客様に売る、人と人とのつながりを大切
にする事業を進めて行く。
気仙沼のおばあちゃんの味
「ばっぱの台所」昼食も提供開始

震災で得た多くの人との関係性を「資産」とし
て、丁寧な対話を継続させていくことで自社の
こだわりの手仕事の商品の価値を伝えることが
でき、商品のリピーターが安定確保できている。

自社の工場、店、全て震災で流失・倒壊。
雇用を守りながら、自社の水産加工・製
造業の再建を図る。

自社の復興のかたちを明確に持ち、目標に向
かって、社員全員で進んでいる。
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大学発の技術で、生活が楽しめる共生社会を目指して！
～中小企業の連携が生み出した足こぎ車いすの奇跡～

株式会社TESS

〒980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40
東北大学連携ビジネスインキュベータ404号室
TEL:022-399-8727 URL: http://www.h-tess.com/

組織概要
2008年11月5日設立。東北大学の研究技術を実用化した製品「足こぎ車いす」の製造・販売を中心
に、介護・医療機器を取り扱う、研究開発型ベンチャー企業。東北大学のニューロモジュレー
ション（神経調節）技術を活用し、「障がい者も健常者も共に生活に希望を見出せる社会の実
現」を目指している。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

産学連携によるチェアサイクル（足こぎ車いす）事業
株式会社TESSが販売する足こぎ車いす「Profhand（プロファンド）」の技術は、東
北大学大学院医学系研究科の半田康延教授らによって開発されたもの。2004年
の春、代表鈴木堅之氏は、ニュースで足こぎ車いすを知り、半田研究室を訪問。
半身麻痺や歩行困難な方が、にこにこと車いすをこいでいる姿をみて、半田教授
に実用化を申し入れた。
鈴木氏が福祉に関心を抱いたのは、大学生の時。就職活動中に障がい者の生
活に対してする関心を抱き、障がい者雇用施設「いきいき牧場」に就職。その現場
で「もう少しだけでも体を動かせれば、少しだけでも自立できるのでは」と感じ、山
形のリハビリ専門学校へ進学。その間、小学校教員となった。特殊学級から普通
学級への移動が決まった際、半田教授に出会う。そして、2008年11月に起業。同
社を仲間とともに設立。
足こぎ車いすの設計は、千葉市の株式会社オーエックスエンジニアリングに委託。
何社にも断られた末のことであった。そして、軽量化された足こぎ車いす
「Profhand」が誕生、販売を開始する。その後、福島県南相馬市の技術者達と出会
い、デファレンシャルギヤの開発に取り組む。直後に東日本大震災が発生。コー
ディネートの担当職員は津波により還らぬ人に。それを乗り越え、2011年冬、ギヤ
が完成。旅行に登山にと、さらに用途が広がった。

障がい者・高齢者の社会参加が求められている
が発想の転換が不足している（全てをバリアフ
リーにするなど、すぐにはできないことが掲げ
られることが多い。出来ないことではなく、出
来るにあわせるという発想の転換が必要。出来
ないと思っていたことが出来れば周囲は変わ
る。）

ベトナムにも利用が広がる

出荷時の組込み風景

起業家の思いと中小企業の技術が、大学にある
技能を実用化。
ニーロモジュレーション技術（電気刺激や化学
刺激によって神経調節の仕組みに働きかけ、人
体機能を回復・改善させようとするもの）に注
目した「足こぎ車いす」の開発。代理店制度を
構築し、国内だけでなく国外へも販路が拡大。
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共感の場
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アタラタ

一般社団法人東北復興プロジェクト

〒981-1227 宮城県名取市杜せきのした５丁目３１−１
TEL:022−796−4125 URL: http://www.atalata.com/

組織概要
震災直後、炊き出し等の復旧活動を行なった経験から、飲食・福祉・建築・不動産・コンサルの
会社をもつ6名の経営者が、震災課題に取り組むべく立ち上げたのが「東北ロクプロジェクト」。
2011年5月には同法人を創設。それぞれのノウハウを活かして食育・防災意識の啓発・コミュニ
ティの場、そして雇用創出を目的とした施設をつくるべく構想を重ね、2013年9月に「ロクファー
ム アタラタ」をオープンした。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

農業・水産業の6次産業化モデル事業
宮城県名取市に、1,200坪の土地を活用して複合施設「ロクファーム アタラタ」
（以下、「アタラタ」）を建設。そばレストラン、レストラン＆ブッフェ、パン工房、東北6
県アンテナショップ兼コミュニティスペースの４つの施設で成り立つアタラタは、「6
次産業化のモデルファーム」をコンセプトに地元東北の生産者と連携して新鮮で
安全な食材を直接仕入れている。震災でゼロからの再建に臨む一次生産者に、
少しでも多くの利益を還元するための一つの支援方法だ。
また、現代の豊かな生活ゆえに食への知識・技術が希薄になっていた危機に気
づかされたこの度の震災。今、失われつつあった“食”への知識をもう一度育むべ
く、食育イベントも定期的に開催。地域住民を招き収穫体験や生産者との交流を
通じて食の成り立ちや調理・加工の技術を身につけることを目的としている。
法人代表を務める渡部哲也氏は、仙台に構える障がい福祉サービス事業所「株
式会社アップルファーム」も経営しており、自社のノウハウを活かしてアタラタでも積
極的に障がい者の雇用を行なう。震災弱者と呼ばれた障がい者だが、有事の際に
も他人の手を借りることなく自立して生活できるように就業しながら社会への教育・
訓練に力を入れている。
食事を楽しみに家族連れなどで来場しながらも、食育や防災、エネルギーの使
い方、コミュニティの大切さなど、生きる上での大切なことに気づき共感する場であ
りたいと、今後も様々な活動を行なう予定。

被災地の復興と雇用の喪失。
一次生産者への打撃。
沿岸部からの移住により、地域のコミュニティ
が不安定。
豊かさゆえに食への知識が希薄になっている。

広い敷地にゆったりと並ぶ４店

パートナー農家から届く野菜

雇用の創出。
障がい者の雇用を通じて社会的な教育・訓練を
行なう。
一次生産者からの直接仕入れにより、少しでも
多くの利益を還元する。
アタラタを起点とした新しいコミュニティ確立。
食に関するイベントの実施により、食育やコ
ミュニティを育む。
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1台の車が生み出す、新たな車文化と地域コミュニティ
～被災地カーシェアリング事業～

一般社団法人日本カーシェアリング協会

〒986-0005 宮城県石巻市大瓜鷲の巣45-1仮設大瓜団地集会所内
TEL:0225-22-1453 URL: http://www.japan-csa.org/

組織概要
2011年4月、「車集め」活動を開始。同年7月最初の1台を宮城県石巻市にある仮設万石浦団地に届
ける。以後、企業や個人より車両の提供を受け、車を失った被災者へのカーシェアリング事業を
展開。災害公営住宅での自然エネルギーを活用した電気自動車（EV）カーシェアリング、生活再
建のためのレンタカー事業も実施。「車を活用した社会貢献の雛形を作ること」が目標。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

被災地から生まれた『コミュニティ・カーシェアリング』事業
全国から提供をうけた車両を活用し、「車を共同で使うこと（カーシェアリング）」を
通して、移動支援とコミュニティ活性化を事業として実施。レンタカー事業者の行う
カーシェアリングとの違いは、複数の利用者が共同で車を管理し、運営している点。
利用者は維持にかかる実費経費（保険・税金・車検など）を支払い、利用に関する
ルール（鍵の管理や予約方法等）をそれぞれの場所での話し合いの上で独自に
決める。こうしたアナログな運営手法から、会話が生まれ、地域の送迎活動といっ
た助け合いに発展する事例が多く見られる。
2012年2月、事業の必要性を理解した石巻市が「カーシェアリング・コミュニティサ
ポートセンター」を設立し、その運営を受託。2013年8月より三菱自動車工業株式
会社の協力のもと、EVの導入も開始。さらに、2014年11月、災害公営住宅での自
然エネルギーを活用したEVカーシェアリング導入に向けての検討委員会を設立。
これは、石巻市役所の5つの部署、地元の教育機関、住民組織、メーカーらによっ
て組織され、産官学連携のモデル作りとなる。
2013年末には、レンタカーの事業免許を取得。経済上の理由で車を所有できな
い方の生活再建のためのレンタカー事業「サポート・レンタカー」も始めた。地元で
の車集めを本格化し、「地域の車を地域貢献のために活用する地域モデル」の創
造を目指し、取り組みを進めている。

津波被害による車不足。
被災地、過疎地における、日々の買い物や通院、
子どもの送迎における移動手段の不足。
震災後のコミュニティの崩壊。
経済的理由による車の所持ができないこと。
震災後の電気の確保が困難であったこと。
震災後のガソリン不足。

シェアリング車両を利用した送迎の様子

全員地元採用のスタッフ
（ｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ･ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ前にて）

住民間が運営するカーシェアリングで車不足の
解消と、節約と、送迎活動等による移動支援と
車とコミュニティ活性化の実現。
移動式蓄電池として車を活用することで、停電
時の電気の供給が実現。自然エネルギーで独立
した発電装置と組み合わせることで、防災の拠
点となる。
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フードバンクシステムを活用した地域支援体制の構築
～当事者の緊急支援と就労支援から生まれる包括ケア～

特定非営利活動法人
ふうどばんく東北AGAIN

〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山5-6-2
TEL:070-6494-7044 URL: http://foodbank.or.jp/

組織概要
2008年9月、東北初のフードバンク団体として設立。翌年7月法人化。東北の地域性や風土（ふう
ど）に根ざした事業をしていきたいという思いから命名。企業、NPO、行政職員、生活協同組合、
農家など20名の有職者でスタート。東日本大震災後の地域ニーズの増加により、2011年専従の事
務局員をおき事業と支援メニューを拡大させた。事業エリアは東北3県に広がる。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

社会資源を再構築するフードバンクシステム事業
2011年当時、物資支援は多数の団体が担っていたが、同法人は、過去の大規
模災害の知見やニーズ調査によって、いずれ生活困窮者への個別支援が重要課
題となると予見。早い段階で、複数の社会資源が連携した個別的食料支援体制の
構築へと活動をシフト。当時、東北には宮城県以外にはフードバンク団体がなく、
広範囲な支援対象地域を複数のフードバンクでカバーするため、団体設立のノウ
ハウ移転事業を特定非営利活動法人ワンファミリー仙台と共同で実施。
各地域での生活困窮の課題が複合化していき、同法人は特定テーマで活動す
る専門的NPO等と連携した食のサポートを行う。それによって、被災者等の相談事
業所・生活困窮者支援団体・学習支援団体等と連携し、当事者が食料支援を通し
て複数の社会サービスにつながる仕組みを構築した。このスキームは、他県にも
展開し、県域を越えた食料支援のネットワークが構築されつつある。
物量、範囲拡大に対応し食品管理と即応性を維持・発展させる目的でFileMaker
によるタブレット端末を使った食品管理データベースを開発（認定NPO法人ジャパ
ン・プラットフォーム助成を活用）。同システムを用いた食品管理業務を、生活支援
を受ける当事者や精神障害者などの就労支援として新規事業化。
フードバンクシステムを、「与える」仕組みから、当事者に「自立を促す」仕組みに
成長させ、複合的な地域資源化を図っている。

食品ロス問題。日本では毎年500万～800万トン
の食品が廃棄（規格外、賞味期限間近）。可食
状態での廃棄は最大値で年間調達量の10％に。

沿岸地域支援のため食品を積み込む

食品詰め合わせセットで個別支援
（約60セット作成中の光景）

震災直後：被災地域へ食料・生活物資配送。
困窮世帯のピンポイント支援へ体制を早期転換。

格差拡大により生活困窮者が増加。子どもの貧
困率：6人に一人に漸増。

生活困窮を食品以外の制度・サービスで複合的
に対応。専門機関等とのネットワーキング強化
し支援の網の目を複合化。

震災影響の貧困が加速。就労、コミュニティ、
福祉等の新たな包括支援体制の構築が急務。

構築したシステムを活用し障害者などの就労支
援にも対応できる体制を整備。
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「人財」で、日本一豊かな「クニ」東北を目指す
～東北の一次資源と観光資源を活用した地域活性化～

株式会社プロジェクト地域活性

〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-2-11 パスコ仙台ビル7階
TEL:022-205-3540 URL: http://www.prokatu.jp/

組織概要
2003年6月設立。「人財」をキーワードに、「東北地域の活性化」実現のため、観光・ツーリズム、
農商工連携を中心とした6次産業化支援、地域ブランド創出､人財誘致・育成に取組む。
調査、計画策定、セミナー・研修、ワークショップ、コーディネート、情報発信等を行う。

事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

6次産業化、企業と農漁村の連携に関する「人財」育成事業
創業者望月孝氏は静岡県出身。前職の株式会社リクルートの時に担当した地域
活性事業を引き継いで、2003年、仙台市で株式会社プロジェクト地域活性を創業。
「東北の豊かな1次産業資源・観光資源と人間性に惚れた」と語る。
同社の事業は、1社単独で行うだけではなく、プロジェクト型・コンソーシアム型で
復興支援事業を展開するところに特徴がある。
震災前の2008年に東北大学等と「東北農商工連携プロデューサー育成コンソー
シアム」を組織し、以後4年間「農商工連携プロデューサー育成塾」を実施。その卒
塾生を中心に、2010年「みちのく6次産業化プラットフォーム」（みち6）を設立。
2012年にみち6をNPO法人化し、卒塾生以外にも門戸をひろげ、震災復興事業を
推進。みち6では、仙台市内の企業・ＪＡ等と連携し、自ら農業を学びながら農業を
学ぶ障がい者を支援する人財を「アグリジョブトレーナー」制度としてモデル化。障
がい者、高齢者の雇用促進を推進している。
また、同社は2012年にNPO法人えがおつなげて（山梨県）と「復興支援 企業
ファームみちのくコンソーシアム」を組織。首都圏を中心に大手企業の経営資源と
被災した農漁村の未利用資源の双方を活かした復興支援事業を展開。「企業
ファーム」のノウハウを、被災地4地域5法人に移転した。

東北の1次資源と観光資源の付加価値化の余地。

「企業ファーム」ノウハウ移転
（株）あすファーム松島 へ

6次産業化プロデューサー育成塾
（2014年度実施）

農商工連携を念頭においた「経営人財」の育成
塾の実施。これまでに約90名が受講。

東北の人財の流出（仙台、首都圏への集中）。
アグリジョブトレーナー制度による「就労の場
としての農業」。障がい者・高齢者雇用の受け
皿となっている。

雇用の問題（障がい者・高齢者がいきいきと働
く場）。
農業の課題（耕作放棄地、担い手不足）。

企業と農漁村の連携による「企業ファーム」事
業の創出。
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ダイビングサービスで復興支援！
～世界三大漁場でのダイビング事業と復興活動～

宮城ダイビングサービスHigh-Bridge

〒986-2135
TEL:0225-98-5830

宮城県石巻市渡波字栄田146-8
URL: http://high-bridge1.com/

組織概要
2012年7月、宮城県石巻市に、ダイビングショップ「High-Bridge」を開業。業務は、プロダイ
バーの育成、レジャーダイビングの普及、スノーケル教室。
復興支援事業として、行方不明者の捜索、水中ガレキ撤去、ビーチクリーン活動を継続して実施。

事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

1次産業支援にもなるダイビングサービス事業
東日本大震災時、代表者高橋正祥氏は、神奈川県葉山にあるダイビングショッ
プでの勤務中であった。2011年4月、祖父・父の実家のある石巻市で、行方不明
者の捜索活動に参加し、2012年5月に、葉山のダイビングショップを退職、同年7
月石巻市でダイビングショップを開業。ダイビングの技能を活かして復興に専念す
ることを選択。
事業の柱は、ダイビングサービス事業。レジャーダイビング、ダイビング免許の資
格取得、プロダイバーの育成を事業として実施している。復興過程で発生する工
事現場での作業潜水士の業務も担う。拠点は、津波被害にあった一軒家がリ
フォームされたものを借用。
ダイビングの技能を活かしての震災復興事業を並行して展開。行方不明者捜索
に始まり、水中ガレキの撤去。ガレキ撤去は、地元漁師と連携し、漁場の再生と
なっている。さらに、地元漁師との連携は、体験型イベントに発展している。
社名の「High-Bridge」にこめた想いは、「東北の海と訪れるダイバーとの架け橋
になりたい」。「三陸の海は、他の海に負けないくらい水産資源が豊富」と語る。
レジャーダイビングを通して、三陸の海の魅力を発信し続ける活動は、更なる広
がりを期待させる。

東日本大震災における「海中ガレキ」の問題。
海中ガレキの問題は、陸揚げ後の回収の問題も
ある。現在も水中ガレキは何万トンも残されて
いる。

レジャーダイビング時の様子

ビーチクリーン活動

地元漁師や多様なセクターによる海中ガレキ撤
去やビーチクリーン活動の実施。
成果として、これまでになかった清掃活動の参
加者層の関心や環境問題への意識を高め、事業
化により、1次産業支援、ツーリズムへと展開さ
れている。

震災後、海岸のゴミが増加しているという実態。
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再建の原資は 南三陸の海の幸のすばらしさと
笑顔の町民の力強さ

株式会社ヤマウチ（山内鮮魚店）

〒986-0752 宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町3
0226-46-4976 URL: http://www.yamauchi-f.com/

組織概要
1949年（昭和24年）創業、1988年に株式会社化。地元で「マルニ」「ヤマウチ」の屋号で親しま
れてきた鮮魚店。震災で会社施設を全損・全流出するが、南三陸を代表する会社として、雇用の
確保と事業継続。生産者、顧客、消費者との関係を大切に商いをする。

事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

南三陸産の海の幸の海産物・加工品販売事業
事業そのものはシンプルに、地元南三陸産を中心とした海産物の販売、水産加
工品製造販売、酒類販売。
震災で全てを失いゼロからの再出発は、地元で親しまれ地域を代表する会社の
覚悟とありかたを見事に示した。
再開した実店舗では被災前の鮮魚販売のみならず、食料品店が激減したため
ニーズに応えて、食料品販売、飲食販売（お総菜等）も展開する。
届けたいのは「感動」

20年前という早い時期から消費者向けの通販に取組み、現在、ネット通販で消
費者に直接つながる。一方、企業向けには水産加工品を社内で一次加工から一
貫加工し全国に出荷する。1次加工からの一貫加工にこだわるのは、豊かな三陸
の水産品を誇りとするから。豊かな漁場を抱えた南三陸ならではのBtoC＆BtoBを
展開する。
同社が大切にしているのは南三陸の「人の力」。４つのこだわりを大切にする姿
勢が共感を生む。①創業以来一貫した「保存料無添加」の独自製法、②生産者と
共に歩むこと、③世界三大漁場・三陸沖を大切にすること、④商品ではなく感動を
届ける。
今日も誰かの食卓に「感動」を届ける。

生産者、三陸沖漁場を大切にする

経営資源を失った震災からの復興。

本業で丁寧に復興に取り組む。

復旧に留まらず、さらに活性化するための道筋。

ぶれないコンセプトが固定客をつかむ。
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在宅医療で被災地復興を息長く支える
～住み慣れた家で自分らしいさいごを～

医療法人社団鉄祐会
祐ホームクリニック石巻

〒986-0801 宮城県石巻市水明北2丁目1番24号
TEL:050-3777-2177 URL: http://www.you-homeclinic.or.jp/

組織概要
東京都文京区千石の本院は2010年1月設立。震災後、2011年5月に被災地入りした同理事長・院長
武藤真祐氏は、震災から半年で福祉避難所が閉鎖すること、市立病院の機能停止、高齢者の孤立
の現状を目の当たりにし、在宅療養支援診療所の開業を決意。
石巻に2011年9月に立ち上げた。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

住み慣れた場所で自分らしい最期を支援する在宅医療事業
理事長・院長の武藤氏は、今後急速に進展する高齢化の社会課題解決に向け
在宅医療を基軸に取り組んでいる。その活動は共感を呼び、第1回社会イノベー
ター公志園 最優秀賞、2012年日経ビジネス「次代を創る100人」にも選ばれた。在
宅医療医師として第一線の臨床現場に立ちながら、2015年現在、厚生労働省情
報政策参与や政府委員会の委員も務めるなど、政策の観点からも社会提言を
行っている。
同クリニックで提供するのは在宅医療である。医師が患者さんの元に訪れて、医
療やケアを提供する。「住み慣れた自分の家で療養したい」「できれば最期までの
日々は、住み慣れた場所で自分らしく安らかに過ごしたい」という人々の思いに応
じる事ができる。
また、同氏は、震災後の2011年5月に宮城県石巻市に入った。震災から半年で
福祉避難所が閉鎖すること、市立病院の機能停止、高齢者の孤立の現状を目の
当たりにし、在宅療養支援診療所の開業を決意。クリニック立ち上げに奔走した。
多くの支援と出会いがあり、2011年9月のわずか2ヶ月の短期間で開設を実現した。
同クリニックでは、こうした在宅医療・介護の情報連携に積極的に取り組み「石巻
在宅医療・介護情報連携協議会」を設立した。ICTの活用による医療・介護体制づ
くりを通して、地域の医療・介護連携体制の構築など新しいチームケアのあり方を
目指している。

震災後の石巻において、医療依存度の高い高齢
者が孤立する懸念があった。

病院で診察をするのではなく、医師が患
者宅に訪問する

ICTを活用した在宅医療・介護の連携
ネットワークが石巻で形成されている

在宅医療診療所開設。現在、医師3名、職員11名、
患者数200名。東京都のクリニックを含むバック
オフィス機能を石巻に設置し雇用の創出。

被災家屋居住の在宅被災世帯が1万5千人程度と
想定、現状把握が困難なまま支援が届かない。

2011年10月、在宅被災宅の全戸訪問開始。実態
聞取り、健康・生活の包括的支援提供体制構築。

石巻では在宅医療・介護の連携体制の確立なし
で、持続的に地域高齢者を支えることは困難。

2012年8月、在宅医療・介護の連携推進。ICT活
用の先進的ネットワーク構築、地域公的組織へ。
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超高齢化社会を支えるモデルを石巻でつくる
～リハビリ技能を活かした暮らしを支える拠点づくり～

一般社団法人りぷらす

〒986-0101 宮城県石巻市相野谷字今泉前29-3
TEL:0225-98-8957 URL: http://rilink.is-mine.net/

組織概要
石巻唯一のリハビリテーション複合サービス（リハビリデイサービスおよびトレーニングスタジ
オ）を運営。2013年1月に一般社団法人として法人化。
代表・橋本大吾氏は理学療法士免許取得後、通所・訪問リハを実施。震災後、2011年12月石巻市
に移住しリハビリ支援活動を展開。2013年リハビリ資格者0名の河北にてリハビリ複合施設を開設
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

リハビリテーション技能を活かした地域リハビリ事業
代表橋本大吾氏は茨城県出身。2011年7月に「face to face東日本リハネットワー
ク」の活動に参加し、2011年12月、宮城県石巻市に移住。2013年1月に法人設立
し、5月より事業を開始。
橋本氏が創業の地に選んだのは石巻市河北町。石巻市は、要介護者の増加率
が県内で2番目に高い。また、河北町は平成の大合併の際、石巻市に併合された
地区であり、中心部に比べて医療・福祉サービスは少なく高齢化率は高い。そうし
た条件下の地域に、リハビリテーション複合サービス（デイサービスおよびトレーニ
ングスタジオ）「スタジオぷらす」を設置した。

リハビリデイサービス

事業の柱は、リハビリデイサービス事業。並行して、住民を健康増進・介護予防
の担い手にする「おたがい体づくりサポーター事業（おたからサポーター講座）」を
展開。住民の自助力・互助力を最大限に高め、高齢化が進んだこの地域を支える
仕組みを形成している。
スタッフは、10名中6名が移住者。リハビリテーションや介護の国家資格取得者で
もある。移住者が、地域住民と共に、地方の暮らしを支える拠点をつくり、この地域
から日本を支える仕組みを創造している。

被災地における要介護者の増加。

おたからサポーター講座終了者

リハビリテーション専門職の知見を活かし、地
域を支える仕組みづくり。
１）要介護者、障がい児・者を支える「リハビ
リデイサービス」。２）介護予防のための「ト
レーニングスタジオ」。３）介護予防の担い手
育成事業、４）専門職雇用を通しての移住者促
進、を複合的に組みあわせての地域の暮らしを
支える拠点実現。

過疎地による各資源（人材、サービスなど）の
不足。
障がい児・者の居場所の不足。
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きぼう・絆・信頼・安心そして、自信を取り戻そう！
ここに住むと決めた－必死に生きて、未来に貢献したい

特定非営利活動法人あさがお

〒979-2335
TEL:0244-46-2527

福島県南相馬市鹿島区鹿島字上沼田１２０
URL: http://www8.plala.or.jp/asagao/

組織概要
2004年「障がいがありながらも、人として尊ばれ、おもいやり、やさしさ、ありのままで地域と
ともに生きる喜びを持って」という経営理念のもと設立。活動支援センター、就労継続支援Ｂ型
施設、共同生活介護・援助事業所、居宅介護支援事業所などを運営。震災直後、避難を余儀なく
されたが、地元に戻り事業を再開。全国の支援を支えに困難な環境の中、事業を推進。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

誰もが人間らしく生きる！～震災後も変わらない志の事業
障がいを持ちながらも人として生きる権利があるとし、震災前から利用者の笑顔
を大切にしながら、南相馬・鹿島のまちとともに歩んできた当団体は、福島第一原
発の事故後、障がい者が取り残される混乱の中、独自の判断で、職員、利用者全
員で避難を決行。職員全員で利用者を守った。
その年の3月末地元に戻ることを決心。地元に残ると決めた職員もいたが地元を
離れざるを得ない職員もいた。職員不足の中、全国の支援に励まされながら、青
ばた味噌や豆腐づくり・販売を開始。仕事は職員、利用者全員の生きがいとなった。
有機肥料でつくる青ばた豆、無農薬のコシヒカリ、沖縄産天然塩で、伝統的な製
法で丁寧につくる青ばた味噌は、防腐剤も使用せず体に良い素材だけででき、濃
く味わい深いのが特徴。青ばた豆でつくる豆乳や豆腐など、商品を徐々に増やし
ていった。風評被害の逆風、放射線に対する不安と闘いながらも「ここで住むと決
めたからには、必死に生きる」と理事長の西みよ子氏は職員、利用者を励ましけん
引してきた。
放射線を恐れ心も体も固くなっていた子どもたちのためのプロジェクトも八丈島で
始めた。地元で生きる子どもたちにとっても当プロジェクトを継続させ、未来に貢献
していきたいと決意。2015年1月、精神障がい者の生活介護・自立訓練施設を備
えた多機能事業所「ともに」を開所。避難を強いられている双葉郡の障がい者を受
けいれていく。

職員、利用者のみなさん

「青ばた丸ごと豆乳」と「濃い豆腐」

福島第一原発の事故による放射線被ばくの不安
を職員や利用者が抱える中での事業再開。

リーダーの揺るぎない決意のもとのリーダー
シップ。

地元を離れざるを得ない職員が続出、職員不足
の中での福祉事業の運営。

職員の団結・強力な協力体制。
全国の支援をテコにした事業展開。

風評被害。
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やっかいモノから高付加価値化に
～独自技術と一貫製造でグルーバル商品・杉高級割箸

株式会社磐城高箸

〒979-0153 福島県いわき市川部町川原2番地
TEL:0246-65-0848 URL: http://iwaki-takahashi.biz/

組織概要
代表取締役・高橋正行氏が祖父経営の造林会社の社有林管理をきっかけに、膨大な杉間伐材の利
用に取組み、杉高級割箸製造への参入として2010年8月設立。純いわき産杉割箸製造・販売。

事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

間伐材を徹底的に利用し高付加価値化する事業
同社では、原木で仕入れから完成までを一貫製造する独自技術を確立。柾目で
高強度の杉利久9寸（24ｃｍ）の最高級割箸を製造する。断面が楕円形になり手触
りのよい滑らかな仕上がりになることが特徴で、この加工技術は同社独自技術。ま
た、一貫加工で芯材まで使用するため、色味の異なる黒（黒芯材）、白（白太）、赤
（赤身）の色バリエーションも独自。写楽の役者たちを箸袋に描いた杉高級割箸は、
焼印と共に外国人観光客にも人気。
ショートケーキ状に丸太割りするところからの社内一貫製造のため、製造工程に
も工夫ができるのが強み。製造工程で出る端材、検品で出た不良品、回収した使
用済割箸などを、薪ボイラーの燃料として利用。薪ボイラーの熱は、材料乾燥工程
で使用し、環境負荷の低い製造工程を確立している。
震災後には、放射線量検査も実施。ノベルティや映画等のオフィシャルグッズ開
発にも力を入れる。義捐金付きの「希望のかけ箸」は2011年から連続して計6つの
受賞を重ねる。
代表の高橋氏は、「衰退する林業に一石を投じる」という強い意識で割箸事業に
取り組み、100%いわき産杉間伐材使用にこだわる。
検品行程では障がい者施設と連携し、地域の雇用創出にも貢献する。

生後100日目のための「おめでた箸」

希望のかけ箸

2013年グッドデザイン賞

疲弊、衰退する林業。

「割箸」という普及品の高付加価値化。

利用の進まない間伐材。

間伐材利用の具体的成果。
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いわきでの起業・創業を支援し続ける

いわきリエゾンオフィス企業組合

〒970-8026 福島県いわき市平字作町2-1-9 エスビル2F
TEL:0246-35-1430 URL: http://www.iwaki-liaison.co.jp/

組織概要
2001年4月創立、2003年3月法人格取得。いわきでの起業・創業等の専門的支援を実施。いわきイ
ンキュベーションルーム（IIR）を運営。スタッフ14名（役員4名含む）。
いわきビジネスプランコンテストは14回を重ね多くの起業家を輩出。

事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

アントレプレナーシップを持つ起業者を輩出する事業
組合の事業目的は、地域の情報化と国際化を通したいわきの豊かさ実現。
組合では現在、7つの事業を展開。
①コンサルティング業務、②起業・創業支援、③市民活動支援、④ターンアラウン
ド・マネジメント業務、⑤公的制度活用支援、⑥企業と地域の活性化に役立つ情
報システムの開発、⑦いわきインキュベーションルームの運営。
地域の情報化と国際化、産官学連携（企業、大学との連携）や起業支援に係るコ
ンサルティングに特に力を入れる。プロデュース機能､カタライザー（触媒）機能、
ファシリティー機能を提供し、組合自身がプロジェクト、事業をも立ち上げる。
いわきの地域のさまざまな立場の人々を人材資源ととらえ、これらの資源を連結・
組み合わせ、活性化させることで、新しい資源を創造する。
いわきビジネスプランコンテストでは、優秀なプランに対して資金、広報、専門家
からの助言等で具体的バックアップ体制を取り、実現を後押しする。
理事長・佐藤直美氏自身も企業経営者でありアントレプレナーシップ（起業家精
神）と企（起）業家と価値観を共有した経営改革計画策定と実施支援等を実施する。
＊リエゾン：連結

代表の佐藤直美氏

多様な主体と連結する事業スキーム

事業化ノウハウの不足。

多様な主体との連結の実現。

起業の手掛かり、ヒント不足。

起業・創業の後押しと専門的指導の実現。
事業化プランのブラッシュアップ支援。
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行政、民間との連携により福島県の復興をけん引
～福島の核となるソーシャルビジネス中間支援組織

福島県

実施主体・組織

福祉

特定非営利活動法人
うつくしまＮＰＯネットワーク

〒963-8835 福島県郡山市小原田2-19-19
TEL:024-953-6092 URL: http://www.utsukushima -npo.jp/

組織概要
福島県で活動するNPO支援のための「公益信託うつくしま基金」のサポート組織として2003年3月
14日に設立した、うつくしまNPOネットワーク。その成り立ちから、必然的に、震災と原発事故後
の福島県において、NPOやソーシャルビジネス事業者などの復興に向けた取り組みの支援を担う主
要な中間支援組織として活躍する。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

福島県の復興をけん引する中間支援事業
福島県からの委託事業である「がんばろう福島！“絆” づくり応援事業では、総
合相談支援センターや情報交流スペース、仮設cafeなどの設置と、避難者に情報
を届ける『ふくしま絆新聞』の発行などを展開。
民間との連携事例としては、ファンドレイジングサイトJapanGivingを通じて寄付を
集め、NTT Docomoとの協働事業である「『ふくしまの声を届けたい！』タブレットプ
ロジェクトを実現させた。これはNTT Docomoよりタブレットを無償提供してもらい、
福島県内の主なる仮設住宅の集会所などでタブレット講習を開催。受講者が「ふく
しまの声」を取材・編集し、広く発信していく。

キーパーソンである鈴木和隆事務局長

また震災後3年にわたり、東京に拠点を置く全国のソーシャルビジネス事業者の
ネットワーク組織である一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワークとの連携に
より、福島県のソーシャルビジネス事業者を一堂に会する復興メッセイベントを、郡
山、福島、いわき、南相馬で展開。福島県ソーシャルビジネス推進協議会の事務
局も担う。
大きな被害を受けている農業、6次産業化などを中心とした支援を行う。
タブレットプロジェクト講習会の様子

農業、6次産業化従事者などを支援する、復興
メッセイベントを展開。

原発事故による甚大な放射能被害。
放射能汚染からの避難による大規模な人口流
出。

46都道府県に避難している人達へ、ふるさと福
島の情報を届ける『ふくしま絆新聞』の発行。

大規模な人口流出によるコミュニティの崩壊。

総合相談センターや、仮設住宅住民が交流する
ことのできるcafeなどを設置。
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南相馬の復興の道筋～「新たな豊かさの追求」と「省エ
ネ・再生可能エネルギーの導入」による地域づくり

一般社団法人えこえね南相馬研究機構

〒975‐0006 福島県南相馬市原町区橋本町1‐3‐2西棟１Ｆ
TEL:0244-26‐9494（南相馬除染研究所内） http://www.ee-minamisoma.jp/

組織概要
震災後、省エネや新エネルギーを市民自ら学び、どうまちづくりや復興に活かしていくかを考え
ながら、再生可能エネルギーの普及に向けた学習・啓蒙、及び実践事業を行うことを目的とし活
動。2013年春法人化。「農地と太陽光発電との共存による農業再生と地域活性化」を重点テーマ
とし、ソーラーシェアリング設備を導入した「再エネの里（奥村農園）」を事業主と協働し実現。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

「環境共生型社会システム」、「新しい豊かさ」へのチャレンジ
東日本大震災と原発事故によって、南相馬は、農林水産業の休業、商工業の事
業所閉鎖や撤退、人口流出、コミュニティの分断など、様々な問題が発生。南相馬
の医療関係者、農業・商工事業者、研究者などの様々な立場の市民が集結し、南
相馬の復興にむけて、勉強会・研修を重ねる。エネルギーの省力化・最適化を考
え、再生可能エネルギーの導入による地域づくりが、原子力災害による風評被害
を払拭し、復興の原動力となり、市民参画の資金循環や新たな産業・雇用をつくる
ことにもつながると考え活動。2013年春、法人化。
同年秋、ソーラーシェアリング（立体農業）設備を持つ「再エネの里」を、奥村農
園と協働して実現。上部の太陽光発電設備は発電容量 30KW、契約容量は 27.5
KWで東北電力に売電し、その下の農地では菜種、野菜、ブルーベリーなど栽培。
農業の減収分を補い、存続していくための「半農半電」、新しい農業を目指す。
ここで収穫された菜種で、菜種油を製造。販売が始まっている。
震災後急速に、高齢社会、エネルギー供給リスク、食の安全安心リスク、健康リス
ク、コミュニティの分断など、日本や世界が直面する問題・課題が一気にやってき
ており、これを解決するためには、今までと異なる価値観、経済だけに頼らない豊
かさ、環境との共生、地産地消、フラットで一人ひとりの想いが活かされる社会など
が必要だと考え、南相馬以外の地域からの参画を広く呼び掛けている。

エネルギーの勉強会

「再エネの里」（奥村農園）ソーラー
シェアリング開所式

豊かな暮らしとエネルギーを考える勉強会・研
修等を通じた市民参画型の復興への取組み。

人口流出、コミュニティの分断。
津波・風評被害による農林水産業の存続危機。

勉強会に留まらず、「農地と太陽光発電の共
存」という実践事業につなげている。
南相馬市で起きている問題は、全国の地方の問
題にも重なることを発信し、外部からの支援者、
専門家をまきこんでいる。
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”ゼロ”の町に”人の暮らしを取り戻す”
日本一難しい課題にあえて挑戦する

株式会社小高ワーカーズベース
〒979-2121 福島県南相馬市小高区東町１－３７
TEL:0244-26-4665 URL: http://owb.jp/

組織概要
全住民が避難中の地域で、2014年5月に避難区域初のシェアオフィスを開設。11月に法人に移行。
帰還する住民の暮らしを支えるサービスの創出に向けて、難しい課題にあえて挑戦する。

事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

難しい課題にヨソ者も挑戦する事業
福島第一原子力発電所20km圏内の南相馬市小高区（全域が避難区域、住民ゼ
ロ）でのシェアオフィス事業を展開。
2012年4月の区域再編により住民以外でも自由に立ち入れるようになり、支援や
視察目的の人材・企業・団体の市内外からの訪問が生まれた。しかし住民避難中
のため、支援の受け皿が現場にない、ヨソ者の活動拠点がないという課題がある。
このままでは支援の手が離れ、他の被災地で生まれている復興の機運から取り残
されるのではないか。住民の帰還意欲も低下の一途をたどるのではないか。そうし
た危機感が、事業開始の動機。
まずは住民やヨソ者の活動拠点を物理的に用意すること－2014年5月に避難区
域初のシェアオフィス「小高ワーカーズベース」を設置。
シェアオフィス運営、食堂「おだかのひるごはん」の事業化と運営、小高天織プロ
ジェクト事業化、起業支援、地元企業と市外企業の橋渡しも行う。
おそらく日本で最も難しい課題の解決に挑んでいるのは、東京でIT企業経営を
経てUターンし被災した地元出身の和田智行代表取締役。今、最も欲しいものは
「ヨソ者」「ワカ者」「バカ者」。挑戦の日々が続いている。

小高天織プロジェクトは伝統の養蚕から

シェアオフィスの前に集う若い笑顔

まちと住民と暮らしの消失した町の復興。

まず、人々が集まる場づくりから。

前例のない課題と、その解決への取組。

アイデアと気持ちを集め、進もうとするしくみ
づくり。
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野菜の品種力で直売所を元気にする！
～「専門＆特化」 福島・郡山野菜のブランディング

福島県

実施主体・組織

福祉

鈴木農場・伊東種苗店

〒963-0201 福島県郡山市大槻町字北寺１８
FAX:024-951-2178 URL: http://suzukiitou.main.jp/

組織概要
店主・鈴木光一氏が東京農業大学卒業後、1986年に野菜直売所「鈴木農場」を開設し、野菜苗生
産・直売を開始。1997年「伊東種苗店」を引き継ぎ種苗店経営開始。2003年から郡山ブランド野
菜プロデュースにも深く関わる。野菜200種類2町歩、水稲7町歩。
野菜苗などを育成・販売、作付助言。直売所、市内スーパーマーケット等で直売する。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

直売所向き少量多品目野菜・種苗の専門事業
美味しい野菜づくりは「おいしい品種」を選ぶことから始まる－高校時代から広く
海外にも目を向けてきた鈴木店主の発想は豊かでありつつ揺らがない。「カリスマ
農家」と呼ばれ、肩書きも福島県指導農業士、シードアドバイザー、種苗管理士、
と一貫して「種」「品種」にこだわる。
オーストラリアへの高校留学、大学は農学部経済学科卒、ヨーロッパ5カ国農業
視察参加の経歴からも、農をとらえる視野の広さがうかがえる。祖母の実家の種苗
店をそのまま引き継ぎ経営するのも、野菜の品種の奥深さと可能性を感じるから。
郡山の若手農家のリーダーであり、視察、栽培相談、講師も積極的に引き受ける。
直売所で売る野菜に専門・特化することで、差別化と独自性を実現。鈴木氏の畑
では年間100種類を超える野菜を栽培し、そのノウハウも伝える。販売に加えて、
品種・育て方・作付け計画のアドバイスも行う。氏の直売所では、いつも新しい野
菜、珍しい野菜に出会えると評判。昔の品種、地元の品種を丁寧に扱いながら、
郡山野菜のブランディングにも関わり続ける。レストランにも野菜を提供しコラボ
レーションを実現する。
『野菜品種の選び方』（農文協）を上梓、野菜の品種の魅力をアピール。読めば
野菜が愛おしくなる。風評被害を吹き飛ばしたい。

品種情報は仲間の農家と共有する

カラフルで珍しい野菜たち

大規模水稲生産農業の行き詰まり。

専門・特化することで独自性を発揮。

新しい農のスタイルの模索。

常に研究と研鑚、アピールに努力する。

全国に林立する直売所との競合。

郡山地域ブランド野菜のブランド確立と、生
産・販売の直売所の枠を超えた展開。
レストランや消費者とつながる仕掛け。

50

6次化

雇用

CASE
41

まちづくり

福島県

実施主体・組織

福祉

環境

教育

エネルギー

その他

企画とアイデアで福島の農の復興を切り拓く

株式会社ドリームゲート

〒979-2335 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町25番地
TEL:0244-46-5810 URL: http://hyokan.com/

組織概要
1916年創業。「氷感庫」の卸販売と、農産物及び農産物加工品の販路支援を行う。
氷感庫は、庫内に特殊な静電エネルギーを加える事で食材の鮮度を保持できる。
震災後には新事業として企画を伴う6次産業化支援を積極的に展開する。

事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

企画力で福島の農の6次産業化プロデュース事業
氷感庫の大きな特徴は、食材を凍らせずに長期鮮度保持ができ、低温熟成によ
る旨味成分も引き出せること。医療分野、花卉分野にも用いられるが、農産物が豊
かな福島においては、農産物の保管・販売に力を発揮する。
福島で長く事業をしてきた同社にとって、氷感庫を販売するためには、まず、地
域の農業を含む事業者が元気であることが重要だ、との思いから、企画力とアイデ
アで、様々な取り組みを展開する。
氷感技術による氷感庫

震災後に自ら直接農産物加工にも取り組む。とりわけ企画に力を入れており、農
と食を切り口に、飲食コラボ企画・食育・農産地交流ツアーの企画実施など、異業
種間とのコラボレーションの企画連携を積極的に展開。
南相馬に伝わる昔ながらの味を残す取り組み、産地訪問ツアーの企画、相馬野
馬追ご出陣「三献の儀」の膳への北郷弁当開発など、食に関わるプロデュースや
様々な飲食店とのコラボレーションによる商品開発も行う。安全、安心をあたりまえ
の出発点として身近な物を再確認し、新たな価値と働く場を創出することを目指す。
同社専務・澤田竜一氏は福島・南相馬を元気にする若き経営者、展開する6次
産業化プロデュースの次の企画へも期待が寄せられる。

放射能汚染や風評被害に悩む福島県産品。

異業種コラボにも熱心な澤田氏（左）

老舗ならでの堅実さと若いアイデアで、異業種
コラボレーションを実現。

農業と食の復興。
新しい視点からの農業の活性化。
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やれることは全力でする
～人のつながりでいわきの農業を“なんとか”する

ファーム白石

〒979-3115 福島県いわき市小川町下小川字味噌野16
TEL:080-2810-4033 URL: http://farm-shiraishi.main.jp/

組織概要
白石長利氏で8代目となる専業農家。約3haの耕地で経営する。
土地・季節に応じた生産で無農薬・無化学肥料の自然農法での野菜・米・農産物加工品の宅配販
売などを行う。風評被害には、味方である「直接の顧客」（直販）の力で立ち向かう。ツアー受
け入れや、こだわりフランス料理店「Hagi」との深いコラボレーションで6次産業化を進める。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

自然農法と6次産業化事業
強みは無農薬・無化学肥料の自然農法での野菜・米。自分の代で低農薬から無
農薬に切り替え。この強みを活かして積極的に動く。祖父の代から引き継ぐ里芋
「長兵衛」を大切にしながら、東京都心で開催される福島食材ＰＲイベントにも生産
者として参加するなど、圃場を基盤に圃場から飛び出しての活躍も展開。
いわきの、こだわりのある生産者・加工者・販売者との連携を形成する場「ineいわ
き農商工連携の会」（会の活動は2010年12月開始）のメンバーでもあり活動に積極
的に関わる。異業種が多く来訪する自らの畑を「ＨＵＢ畑」と呼び同会の「旬の野菜
を味わうバスツアー」もファームで受け入れる。料理専門学校の学生（未来の料理
人）受け入れも行い、農商連携を自ら行う。
同会メンバーでもある萩春朋氏との6次産業化コラボレーションに力を入れる。萩
氏は、1日1組限定営業で知られるフレンチレストラン「Hagi」（いわき市）のオー
ナーシェフ。ファームからは野菜等を納入する。野菜は萩氏の得意とするコンフィ
チュールやドレッシングに仕立てられる。どちらも素材が重要であり、生産者として
任されている。農水省「料理マスターズ2014」を受賞した萩氏、その受賞者挨拶で
『福島の、一次生産者は、死ぬほど頑張ってきた。だからこれからは、2次3次産業
の私達が力をつけて頑張っていく』。
福島をあきらめない仲間たちとともに、前に進む。

直販する機会があれば即行動

萩シェフ（左）とのコラボで旬を加工

農業生産物の差別化。

2次3次産業者とのコラボレーションで6次産業化。

「衰退・疲弊」するいわきの農業。

異分野・異業種との連携で人材育成。

福島での農業の復興と再生。

農産物の素材提供に留まらず、消費者と直接つ
ながる工夫と努力。売り先の開発と開拓に努力。

風評被害。
Facebook、Blogの積極的活用でコミュニティ＆
コミュニケーション。
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「明けない夜はない」！
～市場から復興を～

株式会社夜明け市場

〒970-8026 福島県いわき市平字白銀町2-10
TEL:0246-38-6586 URL: http://www.touhoku-yoake.jp/

組織概要
2011年10月12日法人設立。市場はいわき駅前に2011年11月4日にオープン。いわき市出身の2人が
震災後、東京から戻り立ち上げる。複数の飲食店の入る夜明け市場の運営・管理、コンサルティ
ング業務等を行う。

事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

生まれ育った故郷に今 できることを形にした事業
同社代表・鈴木賢治氏と取締役・松本丈氏は、地元出身の幼なじみ。2人で東京
で福島の地酒と料理の飲食事業を開業準備中に震災が発生、急遽、準備してい
たキッチンカーで地元への炊き出しを行う。その中で自分たちにできることを考え
行きついた構想を実現したものが、夜明け市場。
場所を探し駅前の昭和レトロな雰囲気の「白銀小路」にようやく行きつく。資金難
を逆手にとり、改装作業をリノベーションイベント化して注目を集める。震災や原発
事故の影響で事業継続が困難になった飲食店の事業再開や、新規事業開始をサ
ポートする。
2011年に2店舗でオープン後、積極的なテナント開拓を行い、現在は11店舗。串
焼き、イタリアン、和風居酒屋、ビストロ、和食屋、フルーツビール店など多彩に。
市場を足掛かりに、店舗再開にこぎつけたテナントも。福島県産食材を利用したメ
ニュー開発を企画・推進し、風評被害払拭にも取り組む。
シャッター街商店街の活性化＋復興支援 として注目される「市場型飲食テナン
ト」。 2013年ふくしまベンチャーアワード金賞、2013年グッドデザイン賞受賞で弾み
をつける。

店舗が流出・亡失した飲食店の再開がままなら
ない。

夜明け市場に集う

明けない夜はない！

改装に着手した際の提灯点灯式

店舗を失った飲食店に再開の場を提供。
駅前至近の小路に集め集積を効果を生む。

風評被害。
県内産食材を積極利用し風評被害に向き合う。
豊かな食材が利用できない。
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自然環境を活かした自然体験活動を手掛けて２３年
持続可能な地球社会の実現に向けて活動

特定非営利活動法人ねおす

〒060-0063 札幌市中央区南3条西17丁目291番地227 すずかけビル3階
TEL:011-615-3923 URL: http://www.neos.gr.jp/

組織概要
前身の北海道自然体験学校NEOS設立は1992年、NPO法人認証1999年4月。エコツーリズムを取り入
れた子供自然体験活動事業、自然体験指導者育成事業や、企業研修事業、復興支援型地域社会雇
用創造事業など多岐にわたる事業を展開。3か所の事務所を拠点に持つ。高木晴光理事長、以下常
勤職員11名で被災地支援にも精力的に取り組む。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

自然と社会の心地よい関係づくりに貢献する事業
活動開始は1992年に遡る。エコツーリズムがまだ一般的でなかった当時から、北
海道の自然環境を活かした自然体験プログラムを提供し続けてきた。子ども達に
外遊びを通して新たな遊びの場と機会を提供する「イエティくらぶ」は幼児から大
学生、親までも含めて開催され、「大家族」「全開遊び」をキーワードに展開する事
業。イエティくらぶ会員は約150名を数える。プログラムは有料で事業性を確保する。
北海道という自然資源を活用した持続可能な地域マネージメントが特徴で、地域
づくりにも関わり、自然公園のみならず、農山漁村地域と都市との交流事業の創出、
関わる人材の育成や移住促進など、さまざまな事業を行っている。
ガイドや指導者養成事業も行い、基礎からプロフェッショナルコースまで研修を
開催している。目標レベルを定め、季節ごとに開催し自然を伝えるプロ養成に力を
入れる。オーダーメイドのエコツアーも受け付け、高齢者や障がい者、海外からの
観光者など多様な人々のツーリズムニーズにも応える。
こうしたノウハウは北海道外の自然学校にも提供し、特に被災地に対しては「三
陸ひとつなぎ自然学校」を強力にバックアップし、積極的にノウハウを提供する。被
災地支援の合言葉は、できることをやろう、から、ひとつなぎ へ。

大家族・全開遊び

が基本

森で鳥や虫などの生き物探しを行うプロ
グラム

人を自然と出会わせ（自然と人）、自然の中で
感動を分かち合える仲間を増やし（人と人）、
人々が自然とバランス良く暮らすための新しい
社会の仕組み（自然と社会）－これらが不足し
ている。

地域資源（豊かな自然環境）の持続可能な社会
の実現。
有償プログラムとしての質確保の仕組み。
（インタープリター養成）
固定ファンをつかむ工夫。
自然学校運営ノウハウの被災地移転。
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まちづくり

東京都

実施主体・組織

福祉

環境

教育

エネルギー

その他

ソーシャルセクターの情報発信を支援
～復興情報専門誌『東北復興新聞』を発行～

特定非営利活動法人HUG
（東北復興新聞）
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-10-9-8F
TEL:- URL: http://www.rise-tohoku.jp/

組織概要
NPOや行政、住民団体などのソーシャルセクターを、コミュニケーションの分野で支援する中間支
援組織。東日本大震災後の2011年に設立の後、復興関係者のための好事例共有メディア『東北復
興新聞』の発行を続ける他、Webや誌面制作、広報面などにおいてコミュニケーション支援事業を
展開している。『東北復興新聞』は季刊発行4000部の他Webサイトも運営。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

東北復興のための情報発信事業
東北復興新聞を発行しているHUGは、素晴らしい人や取り組みを媒介し、世の
中へ届けることで、人と人が笑顔でつながり助け合う社会の創造を目指すNPO法
人。
代表理事である本間勇輝氏と、「東北復興新聞」の編集長である本間美和氏は、
大手メーカー退職後、2年間世界各地をまわり、旅先で社会貢献活動を行う「ソー
シャルトラベル」を行ったことで話題となった。2011年10月の帰国後、同法人を設
立。復興現場のプレイヤーを「良き事例」の情報でつなごうと『東北復興新聞』」を
創刊する。

本間美和編集長

現在、紙面は季刊で4000部を発行している他、記事はWebサイトおよび
Facebookでも毎日公開している。またYahoo!ニュース等の外部サイトへの記事配
信も行いながら、復興現場の情報拡散に努めている。
新聞発行以外にも、2014年3月には書籍『3YEARS』を発行。また各地のNPOや
行政に対して、コミュニケーション分野における研修実施や紙・Web制作、広報支
援などの事業を展開している。

現地で頑張る方々は忙しすぎるため、情報の
収集も発信もままならない。

「東北復興新聞」紙面

いま東北で起きている復興の歩みを、地域・
テーマを横断して全国に届ける、被災地復興に
取り組む人のための業界新聞「東北復興新聞」
を発行。

そのため、同じような活動をしている仲間が
いても手を結び協力することができない。支
援の資金が届かない。

復興に関連する人々の情報拡散ツール。
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まちづくり

愛知県

実施主体・組織

福祉

環境

教育

エネルギー

その他

「すべての活動は、災害時の情報のために」
～いくつも激甚災害で活動してきた経験を未来にいかす

特定非営利活動法人愛知ネット

〒446-0007 愛知県安城市東栄町1-7-22内藤ビル２F
TEL:0566-98-5352 URL: http://npo-aichi.or.jp/

組織概要
1999年4月設立、2000年1月認証。事業家の代表・天野竹行氏によって設立され、直後の2000年北
海道有珠山噴火災害、東海豪雨災害にて災害救援活動、インターネットでの情報発信を行う。
震災前から親交のあった岩手県気仙地区（大船渡市・陸前高田市・住田町）で「三陸に仕事を！
プロジェクト実行委員会」による”浜のミサンガ「環（たまき）」”を支援。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

災害時に役立つ情報の蓄積・更新・発信・支援事業
設立当初からICTを活用した情報発信を特徴としてきたが、設立間もない2000年
に発生した北海道有珠山噴火災害や、河川の氾濫や浸水の激甚災害となった地
元・東海豪雨災害において、災害救援活動とインターネットでの情報発信での活
躍が、現在の事業に続いている。
主な事業分野は、災害救援活動(情報発信支援)、社会教育活動、医療翻訳、ま
ちづくり支援活動、市民活動支援活動。事業を通じて地域ネットワークの形成によ
る地域防災力の向上をめざしている。
防犯情報等をメール配信する「安全安心情報メール」は、同法人・内閣府・安城
市で実施する「地域情報流通システムによる≪安全･安心≫プロジェクト」の一環。
被災地支援としては、震災前から交流のあった岩手県気仙地区の支援に関わり、
岩手県住田町の仮設住宅での“浜のミサンガ「環」”づくりによる手仕事の創出事
業を生産管理者として支援した（プロジェクト全体では総額約1億2千万円が浜の
女性達に還元）。ミサンガ製作が2013年12月に終了した後も、復興支援に様々な
形で関わり続ける。
東北から離れた愛知において東北への意識を持ってもらうために、「愛フェス」
（愛知地球博のアフターイベント）での物販を通じた東北支援を継続。被災地に対
しても「忘れていないこと」を発信し続ける。

災害時に有効な「DIG訓練（災害図上訓
練）」講師も務める

三角巾の扱い方は体で覚える

激甚災害での支援経験から、普段からの備えへ
の意識向上の重要性。

市民活動拠点の指定管理業務も通じて災害情報
発信のしくみづくり。

市民活動や日頃の仕組みの中に災害支援や防災
の仕組みを取り入れる重要性。

人のつながりを活かした被災地直接支援。
関心の喚起のための継続的な復興支援イベント
の実施。

被災地遠方における関心の低下。
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京都府

福祉

環境

教育

エネルギー

その他

被災地の女性の雇用機会の創出
～想いと収入をかたちにする支援活動

実施主体・組織

大槌復興刺し子プロジェクト
（認定特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス）

〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小槌第26地割字花輪田128番地4
TEL:0198-68-3370
URL: http://tomotsuna.jp/

組織概要
2011年6月に震災で甚大な被害を受けた大槌町にて、支援に関わっていた5名のボランティアス
タッフが発足させた。その後、認定特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス（京都府京都市）が
運営母体となる。生活再建、心理社会的負担の軽減、現地雇用の促進などを目的に、東北に根付
く「刺し子」を活かした商品の作成・販売を行っており、一方的な支援ではなく、将来的に地元
の産業となることを目指している。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

「今日を生きる」、想いから生まれた手仕事を支える事業
大槌復興刺し子プロジェクトは、2011年5月、ボランティアによる任意団体「大槌
復興刺し子プロジェクト」として活動開始。帰るべき家を失い、大切な人を失い、目
を背けることのできない、厳しい現実の中で日々を過ごす大槌の女性たちが、「今
日を生きる」という強い気持ち、「何かをしたい」という思いからたどり着いたのが東
北地方に根ざした伝統技術「刺し子」づくり。
同年8月から、同法人が運営母体となり体制が強化される。売上は、原材料費、
プロジェクトの運営に関わる経費を除き、「刺し子さん（刺し子づくりに関わる人）」
に分配。2014年12月31日時点で、活動当初からの売上累計約8,550万円、刺し子
さん登録数183人、刺し子さん収入累計約2,600万円。大槌町を含めた岩手・三陸
地方での雇用機会の創出とともに、被災地の復興、伝統技術の継承や振興を目
標に事業を推進。
また、現在刺し子に携わっている方の中には、震災前にも外に出て働くことがで
きなかった高齢の女性や、子育て中のお母さんたちもおり、「内職」という新しい仕
事の形で仕事をしてやりがいを得ることができるようになった。
2015年度中には、株式会社化をし、事業の自立化を果たす予定。
大槌町発、一歩を踏み出した女性たちによるプロジェクトは、自立化に向けて進
んでいる。
（＊上記連絡先はプロジェクトの連絡先）

町の鳥かもめが空へと飛び立つ姿。
裁断から仕立てまで刺し子さんが行う

復興への強い願いを込めて、一針ずつ、
一つずつ、丁寧に作っていく

限られたスペースと道具を用いて、誰でも比較
的簡単にできる「刺し子」の手仕事をつくり、
生きがいと収入を確保。
無心になれる手仕事を皆でやることにより、コ
ミュニティの再生を果たし、心のケアにもつな
がっている。
伝統技術の継承や振興につながる「刺し子」を
用いている。

女性・高齢者の生きがい、収入の喪失。
コミュニティの崩壊。
避難所、仮設住宅における心のケア。
伝統技術の担い手の欠落。
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まちづくり

大阪府

実施主体・組織

福祉

環境

教育

エネルギー

その他

作り手の想いを買い手につなげるフェアトレード思想が
被災地に新しい持続可能な仕事をつくる！

株式会社福市
（EAST LOOP プロジェクト）

〒550-0011 大阪市西区阿波座1-9-21 ACDCビル 2F
TEL:06-6648-8080 URL: http://www.love-sense.jp/

組織概要
代表・髙津玉枝氏は、途上国のかかえる「貧困」をなくすための手段として、フェアトレードの
セレクトショップ「Ｌｏｖｅ＆ｓｅｎｓｅ」を2006年に設立。「可哀そうだから」ではなく、
「カワイイから」商品を選んでもらう、作り手の想いを買う側につないできた。被災地には「仕
事づくり」が必要と考え、女性の手仕事、手編みのニットアクセサリー作り・販売のしくみをつ
くった。4年目の現在、支援から自立へと、地元に事業移管を行っている。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

作り手の想いをくみとり、パートナーとして共に成長していく事業
髙津氏は、震災直後、自身の阪神・淡路大震災の経験から、自分がやるべきこと
は分かっていた。被災地に「仕事をつくる」こと。本業のフェアトレード事業から学ん
だことも重なる。支援される側は、やがては、自ら働き、人に有難うと言われる存在
になりたい、国や民族が異なっていても、通底している想いを知っていた。
被災地支援に入っているNPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク（岩手県遠野
市）と連携して、「ＥＡＳＴ ＬＯＯＰ」プロジェクトを立ち上げる。マーケティングの専門
家として、フェアトレード事業者として、培ってきた専門知識やノウハウを当プロジェ
クトに惜しみなく注いだ。被災地で手編みのブローチをつくり、全国また海外にも
販売していき、売上の半分を生産者グループに支払うしくみをつくった。
ブローチのデザインは納得いくまでこだわった。商品内容で手にとってもらえるこ
とを最初から狙った。編み手のニックネームと生産地を記した台紙を使用し、編み
手と購入者が心をよせあう工夫もした。
3年間で約6,000万円の売上、編み手200人（登録数）という実績があがった。
2014年1月に地元編み手グループによる事業会社、合同会社東北クロッシェ村
が設立され、そこにプロジェクトを移管。経営が安定するまでは、引き続き、サポー
トをしていく。

ハートブローチ

裏面には編み手のﾆｯｸﾈｰﾑと生産地入り

地元NPOと連携し、自社のリソースやノウハウ
を活かした支援プロジェクト（誰にでもできる
「手編み」を採用し、高いデザイン性の商品づ
くり・販売のしくみ）を構築。

震災で農業、漁業の手仕事を失った女性・高
齢者の生きがいと収入の確保。
被災し深い悲しみを抱えた心のケア。

「支援プロジェクト」から「自立プロジェク
ト」への転換により、持続可能な事業として強
化された。

支援したいという地域外の気持ちを被災地に
つなぐ具体的なしくみづくり。
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まちづくり

広島県

実施主体・組織

TEL:

福祉

環境

教育

エネルギー

その他

広島からいわきに 「ガンバルーン体操」を
～高齢者の健康増進拠点設置支援～

特定非営利活動法人コーチズ

〒733-0012 広島県広島市西区中広町1-20-6
082-503-5039
URL: http://www.npo -coaches.org/

組織概要
2000年10月認証。スポーツや運動の指導者やそれらを支える人たちを支援することをミッション
としたNPO法人。独自開発のバルーンを活用し高齢者が椅子に座ったまま体操する「ガンバルーン
体操」が、高齢者の健康維持に寄与すると注目を浴びる。全国で普及指導とNPO法人立ち上げを支
援。北海道から九州まで13法人をネットワークする。被災地では福島コーチズを支援。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

誰もが行うことのできる「ガンバルーン」体操普及事業
「ガンバルーン」体操は、空気を減らしたボールを使用し、「筋力・柔軟性・歩行
機能・バランス感覚・指先の感覚や器用さの向上」を目的に、身体機能の向上や
QOLの向上を目指すというもの。
全国に13の実施推進組織があるが、被災地では福島県いわき市に、2013年8月、
特定非営利活動法人福島コーチズを立ち上げ、いわき市内の老人介護施設など
を訪問し、「ガンバルーン体操」を展開している。
現場での指導事業、年間1,000箇所以上での指導現場でのマーケティングに基
づく高齢化社会対応の運動プログラム・職種開発事業、健康づくりグッズ開発（企
業と協働）、普及ネットワーク構築などを行う。
復興支援を通じて関係構築した被災地民間事業者とのパートナーシップも行い、
2014年には浜通り地区を中心に事業者へのノウハウ移転、ハンズオン支援を実施。
運動指導教室開催事業ノウハウを移転する。
体操は訪問型でも実施しており、例えば、いわき市の介護老人保健施設訪問で
は、約40分にわたり「握る・投げる・はさむ」などの動作を行い、上肢から下肢にか
けての体操を実施。運動の楽しさに加え、講師の話術が巧みで受講する高齢者は
笑顔で楽しみながら体操ができると好評である。

代表理事の児玉宏氏

「ガンバルーン体操」実施の様子

高齢社会において高まる介護予防ニーズ。

既に開発されている、高齢者の介護予防となる
体操プログラムの被災地への提供。

高い高齢化率、長引く仮設住宅暮らしの被災
地ではなおさら、ストレッチなどの高齢者向
け体操ニーズに応じ切れていない。

講師が話術に長けており、身体機能の向上だけ
でなく、精神面でのケアにもつながる。
教室開催ノウハウの被災地移転。
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“地域のために存在する会社”に徹する
～四万十流域の知恵と資源を活用～

株式会社四万十ドラマ

〒786-0535 高知県高岡郡四万十町十和川口62-9
TEL:0880-28-5527 URL: http://shimanto-drama.jp/

組織概要
1994年11月設立。高知県西部四万十川（しまんとがわ）流域にある道の駅「四万十とおわ」運営
やオリジナル商品の開発・販売を手掛ける。地元３町の第三セクターとして誕生、2005年株式売
却し住民株式会社として完全民営化。地元出身の代表取締役・畦地履正氏がけん引する。NPO法人
RIVERをはじめ複数の関連組織やプロジェクトを誕生させ連携し事業を展開する。従業員30名。
事業分類
地域

福島県 宮城県 岩手県 その他

活動形態

事業系 支援系

組織形態

株式会社 財団法人 社団法人

創業時期

震災前 震災後

NPO その他

継続期間

〜5年 5年〜10年 10年〜

地域素材を活かすからこその四万十ブランドをつくり続ける事業
設立後の軌跡は、地域でのコミュニティビジネスの成功事例として、多く紹介され
てきた。高知市内からも車で2時間強の道の駅に、遠方から多くの利用客を呼び込
み、流域の活性化をもけん引してきた。四万十流域の農産物、水産物、人々の暮
らしを経営資源として、地域の活性化を進める。
徹底した地域の資源調査から始まった同社の発足当初からのコンセプトは「ロー
カル、ローテク、ローインパクト」。日本最後の清流・四万十川に負担をかけないも
のづくりを展開し、流域の自然素材を活かした商品開発で四万十ブランド確立。特
産の栗を活かしたお菓子はネット通販で全国から注文が入る。
全国から共感される地域産業を育てるためには、四万十のほとりで考えたことを
広めることが重要と考える。「古新聞で四万十で生まれた商品を包もう」の発想から
誕生した「新聞バッグ」はその製作技術を養成講座やワークショップで伝授し、被
災地にも技術移転、復興を支援する。
1次産業に経済力を与えて地域の風景と雇用を守ることを重視しており、「しまん
と新一次産業」で生産現場を守り育てる新しい試みに取り組む。成功事例と目され
る中で、今も日々進化し続ける。
Webサイト、Facebookも積極的に活用し情報発信に力を入れる。

中山間地の雇用の減少、地域の活性低下、人口
減少、耕作地・樹林・森林の荒廃、後継者不足
等、全国共通的な課題。

新聞バッグ製作技術も伝授する

特産の栗、栗林の再生に取り組む

地域の1次産業品と人々の暮らしそのものを、経
営資源と位置づけて、明確な独自ブランドの確
立。
人々から共感を得、人々を巻き込み、事業を進
めることで、地域活性化を持続させる。

被災地での雇用減少。ブランドレス。

被災地に持続的な雇用創出のための積極的なノ
ウハウ移転。

60

復興の現場で参考にすることができるソーシャルビジネス10選
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倒産の危機から「増収」を実現
～“奇跡”の長い道のり～

雇用
公共交通

十勝バス株式会社
TEL:

〒080-2463 北海道帯広市西23条北1丁目1番1号
0155-37-6500 URL: http://www.tokachibus.jp/

1926年、十勝自動車合資会社として設立。創業以来、89年にわたり地域の足（路線バス）として
帯広市を中心に地域の公共交通を担ってきている。モータリゼーションによるマイカー普及等で
利用者数は最盛期の1/5になり経営悪化。1990年から自主再建計画に取組み、2012年増収に転じる。
人口約16万8千人（2015年1月）の帯広で一般乗合旅客自動車運送事業を営む。経営悪化で廃業直前の同社に、
現社長・野村文吾氏（創業者のひ孫）が再建を期して入社。当時の同社は、公共性の高い地方交通インフラを担う
ものの、行政補助金なしでは経営が立ち行かない状況にあった。同氏は再建のために営業強化しようとするが、営
業に慣れない社員の賛同が得られない時期が続く。
しかし、後に原油価格高騰の危機的状態において、社員の営業活動の発案があり、利用者の目的に応じた目的
別時刻表の配布や戸別訪問することで利用者を開拓した。この成功体験は社員の意識を大きく変えるきっかけに
なった。その後、利用者目線の新サービスの開発・提供を新しい営業として次々に仕掛け、遂に、2012年3月期、同
社の運送収入は増収に転じる。地方の路線バスの増収は全国初の快挙として大きく報じられ、長い軌跡は帯広で
ミュージカル上演もされた。
『戸別訪問』『目的別時刻表』はさらに充実し現在も継続、最新のサービスを
Facebook等で積極配信する。
経営者が決してあきらめないこと、経営者と社員が一丸となって努力していくこと、
ひとつの成功を次の成功につなげる工夫、「営業」で顧客とコミュニケーションし
つながること、これらは被災地でも参考になる。
地域に愛される黄色いバス

CASE
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必要な社会資源は自ら創出
～「ユニバーサル就労」で働き方を変える～

福祉
障がい者雇用

社会福祉法人生活クラブ（生活クラブ風の村）
〒285-0837 千葉県佐倉市王子台1−28−8 ちばぎん臼井ビル４階
TEL:043-309-5811 URL: http://kazenomura.jp/

母体となる生活クラブ生協千葉は1976年設立。法人統合で2004年同法人として新たなスタートを
きる。81事業所で介護／高齢者／障がい者サービス等を提供する。誰もがありのままにその人ら
しく地域で暮らすことができるコミュニティづくりめざす。利用者数3,800名、職員1,400名。
母体生協の介護事業として1994年たすけあいネットワーク事業を開始したのが始まり。全国の地域生協として初の
ホームヘルプサービス事業実施。同法人は、2000年に特別養護老人ホーム風の村運営のために設立された法人
が2004年にグループ内事業統合し同法人に。同様に生活クラブ虹の街を母体とする10団体と共にグループを形成。
グループ全体では81事業所を運営し、介護、高齢者、障がい者、保育、
学童、グループホーム等、福祉全体の多岐にわたるサービスを提供する。
必要な社会資源を自ら創出する協同組合の精神に則り運営される。
高齢者・介護サービスは、地域包括ケアへのシフトを重点化し取り組む。
障がい者等の就労は、働きたいのに働きにくい全ての人を対象として、誰
もが働ける「ユニバーサル就労」を提唱し、「雇用」以外の働き方の形態や
報酬を提案する。一人一人に合わせた働き方を勧めるためにアセスメント
を行い、業務から作業を区切って取り出す「業務分解」を進める。これらの
推進母体として「ユニバーサル就労ネットワークちば」を2012年発足。
ユニバーサル就労はもとより、生活で必要なサービスを、社会状況に適
応し、自ら次々と生み出し、事業化させていく取組は参考となる。
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「市民が参加する自然エネルギーの普及を」
～お金とともに想いも託すしくみ～

エネルギー
社会的投資

株式会社自然エネルギー市民ファンド
〒164-0001 東京都中野区中野4丁目7-3
TEL:03-5942-4144 http://www.greenfund.jp

2003年設立。金融商品取引業者(第二種金融取引業）。主要株主は一般社団法人 自然エネルギー
市民基金。風力発電開発技術力を持つ株式会社市民風力発電との連携、各地の再生エネルギー事
業との連携を通じて、地域の再生可能エネルギー普及を金融面で支える。
2001年、特定非営利活動法人北海道グリーンファンドと認定NPO法人環境エネルギー政策研究所(ISEP アイ
セップ)が協力して、日本で初めての匿名組合出資を利用した「市民風車はまかぜちゃん」が誕生した。これを機に、
市民参加で自然エネルギーの全国的普及を推し進めるために、2003年、北海道グリーンファンドとISEPの密接な協
力の下、株式会社自然エネルギー市民ファンドは設立された。
北海道グリーンファンドやISEPが全国各地で開発支援する市民風車や市民ソーラーなどの地域エネルギー事業
に対して、匿名組合出資の募集・運営・管理など、自然エネルギー普及に資する新たなビジネスモデル開発などの
金融機能を担う。
「社会的投資」が広がる中、市民出資による資金調達と、技術的支援・事業化支援
との両輪の仕組みは日本各地で展開が広がっている。とくに北海道グリーンファンド
関連の株式会社市民風力発電とは、日本に多くの市民風車を実現させてきた。
2012年からはおひさまエネルギーファンド株式会社とも連携。また、会津を始め全
国各地での「ご当地エネルギー」による太陽光発電事業や小水力事業、バイオマス
事業なども積極的に行っている。
2015年は東北での事業案件も複数検討中。
社会的な金融が社会を変えていく
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「まめや流農村らしさの追求」
徹底した農村文化継承へのこだわりが人気の秘密

6次産業化
雇用

有限会社せいわの里
〒519－2211 三重県多気郡多気町丹生5643番地
TEL:0598-49-4300 URL: http://www.ma.mctv.ne.jp/~mameya/

2003年、地域の女性中心の有志35人が出資し『農業法人有限会社せいわの里』を設立。
農村レストラン「まめや」、体験工房、直売所を拠点として、レストラン事業、加工品販売等、
地域団体と協力した地域活性化事業に取り組む。来場者年間約82,000人。雇用40人以上。
立地する勢和地域は約1500世帯で約半数が農家。1993年頃から用水整備活動が始まり、農村文化衰退への危
機感から発起、発足した。グループ活動から脱して法人化したのは、農村文化伝承のためには次世代も参画できる
仕組みが必要との判断。レストラン開業の挑戦は、資金調達、事業計画作成、経営スキル向上が求められ、代表取
締役・北川静子氏を筆頭にエネルギッシュに克服してきた。自己資金に借入金、補助金を加え、備品等は皆で拠
出して営業開始。地元特産の農産物を多用した約30種のバイキングは大好評で、遠方からの来訪者は口コミで増
え、来客数、売り上げとも順調に伸びる。
レストランや販売加工品によって、地域農家の地産地消サイクルをつなげる仕組み
をつくり、主力農産物の大豆を始め地域農産物を直接買い上げる。レストラン売上は
この買上げ費用や人件費として地域に還元。約70種のオリジナル商品は直販の他
首都圏のセレクトショップでも販売。2011年にレストラン横に直売所をオープン。経営
では、地域資源をフル活用する農村らしさの追求にこだわる。働きやすさを時間給と
シフト工夫で実現する。
経営視点を持ち、地域資源の循環を明確に描き、働きやすさの実現など、参考に
なる。2015年1月総務省の「ふるさとづくり大賞」総務大臣賞を受賞。
特産の大豆畑に囲まれたまめや
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6次産業化
まちづくり

「小さな＜お菓子＞をたずさえて
みなさまとご縁をはぐくみ百四十余年」

株式会社たねや（たねやグループ）
〒523-8558 滋賀県近江八幡市宮内町3
TEL:0749-49-5888 URL: http://taneya.jp/

創業1872（明治5）年。和菓子・洋菓子の製造販売／喫茶・飲食事業。和菓子に加えて、洋菓子の
クラブハリエブランドを含め全国に42店舗を展開。“自然に学ぶ”をコンセプトに実現する「ラ
コリーナ近江八幡 メインショップ」を2015年1月オープン。
近江商人発祥の地・近江八幡において、屋号「種家末廣」で創業（後に「種家」に改号）。栗饅頭やもなかに代表
される和菓子を長く手掛けてきたことに続き、1951年より洋菓子づくりも始める。1973年には、日本人の口になじむ
バームクーヘンを開発し、現在、同社の不動の看板商品のひとつ。洋菓子づくりの発端は、近所に住んでいた建築
家ウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏（全国にすぐれた建造物を多数建築。重要文化財指定も多数）との交流にある。
和洋菓子の製造に関する研究開発に力を入れ、全国に店舗を展開しつつ、常に、ご縁と自然の恵みに感謝する
経営姿勢を持つ。原材料への確かな眼力を養うため、菓子の一部原料は自農園で栽培。
同グループには、たねや農藝、職業訓練校、保育園をもち、店舗併設の美術館
（滋賀・湖東焼）、NPO法人たねや近江文庫も運営。大学との交流も積極的。
2003年の「近江八幡 日牟禮ヴィレッジ」に続き、2015年1月、自然に囲まれた八幡
山のふもとに「ラ コリーナ近江八幡 メインショップ」をオープン。もう一度自然から多く
を学び、自然に寄り添いつつ生きていく近未来のユートピア的空間として、壮大な敷
地にたねや農藝やショップの他、今後、終わりなきプロジェクトが進められる。
震災後にはお菓子をたずさえ何度も支援に出向く。明確な経営理念をもってまちの
ありかたにも貢献する姿勢は、東北復興において参考となる。
たねやの世界観 ラ コリーナ近江八幡
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奈良 享保元年創業の老舗
伝統の麻織物 発のブランドマネジメント力

伝統産業
ブランディング

株式会社中川政七商店
〒630-8144
TEL:0742-61-6676（本社）

奈良県奈良市東九条町 1112-1
URL: http://www.yu-nakagawa.co.jp/

奈良晒（さらし）商として1716年創業。明治末、10代中川政七氏が奈良晒の復興に尽力。1983年
「遊 中川 本店」を開店。新ブランドを次々と確立し老舗を再成長。工芸をベースにしたSPA業態
を確立し、全国に直営店を展開。従業員275人 (2014年2月期)。生活雑貨の企画・製造・卸・小売。
現社長・中川淳氏で十三代を重ねる古都奈良の老舗。商いの軸足を伝統産業「奈良晒」という麻織物においてい
たが、生活雑貨分野で次々と新しいブランドを立ち上げ定着させてきた。日本の工芸分野でのSPA（製造小売業）
業態を確立させてきた。東京・恵比寿、表参道、東京駅前ＫＩＴＴＥなどへの直営店出店で、現在6ブランドで40を超
える直営店とネット通販をマネジメント。
ブランドマネジメント力に一連のノウハウを凝縮させ、「日本の工芸を元気にする！」とのビジョンを掲げ、その決意
表明を書籍『奈良の小さな会社が表参道ヒルズに店を出すまでの道のり。』（2008年）で著す。生活雑貨業界特有の
販路を活用し全国の工芸の流通サポート事業に乗り出す。業界に特化したコンサル
ティングで「ブランドをつくる」視点で経営全般を支援し「産地の一番星」をすでに数
多く生み出している（目標は10年間で「産地の一番星」を20社作る）。
グッドデザイン賞金賞受賞のロングセラー商品「花ふきん」は、機能性にも優れ、
主婦や若い女性から大きな支持を得る。
ブランドマネジメントを武器として自社の存在を際立たせる。2016年に創業300年を
迎えるが、進化する老舗として変化を恐れない。老舗の重みを現代に活かし、
ブランドを重視し変化に挑むプロセスと姿勢は、多くの地方事業者に参考になる。
奈良・奈良町にある本店
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人口400人足らずの過疎地域の世界的企業
～世界から感謝の手紙が届く会社～

福祉
国際協力

中村ブレイス株式会社
〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132
TEL:0854-89-0231 URL: http://www.nakamura -brace.co.jp/

1974年、義肢装具を製作する中村ブレイスを創業。1982年に株式会社化。1991年にメディカル
アート研究所を併設し、1992年からマレーシア国立マラヤ大学での技術移転指導も行う。義肢装
具を開発し各地の義肢装具製作所を通し、自社製品を全国と世界各地に提供する。
代表・中村俊郎氏が、京都と米国カリフォルニア州での義肢装具製作の研修・留学を経て、郷里・大田
市大森町（当時の人口650人）にUターンしてただ一人で1974年に創業。社名のブレイスには「支える」と
いう意味がある。過疎化の進む同町で、人々の元気の「支え」となりたいという想いで、地域の若者を育
て雇用を生む。
義肢装具は障がいを受けた人に処方され、製作する医療用具。同社は、義肢装具の製造・適合業務を担
い、得られた知見を活かしてさらにオリジナル製品を改良・開発する。このサイクルを、独自の高い技術
力が支える。社会が求めるQOL向上を先取りし、1991年設立のメディカルアート研究所では乳癌術後用人
工乳房”ビビファイ”、身体のあらゆる部分の欠損や損傷を補正する”スキルナー”
の研究・開発を行う。製品の完成度は高く、世界中から感謝の手紙が届く。
国際協力にも早期から熱心に取り組み技術移転指導などを行う。地域貢献
にも熱心で、世界遺産となった地元・石見銀山の町並み再生や歴史資料の調
査・収集・保管にも尽力。地域への恩返しとして、創業40周年記念で世界一
小さなオペラハウス「大森座」を竣工（2014年12月）。過疎地域に立地する
世界的優良企業。本業で社会貢献をし続ける。
本社は世界遺産・石見銀山遺跡の中にある
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「日本の田舎をステキに変える！」
～過疎の町から人々が移り住む町へ

神山の軌跡

まちづくり
ICT活用

特定非営利活動法人グリーンバレー
〒771-3310 徳島県名西郡神山町神領字中津１３２
TEL:088-676-1177 URL: http://www.in-kamiyama.jp/

1992年活動開始し法人設立は2004年。移住交流支援センター運営と様々な取り組みを通じて、神
山町への移住需要を顕在化させる。移住支援、空家再生、アーティストの滞在支援等を行う。古
民家や空き店舗再生等多様なプロジェクトが国内・世界各国から多彩な人材を引き寄せる。
2011年、過疎の村で転出者を転入者が上回ったことで一躍「奇跡の神山（かみやま）モデル」として有名になった
が、それは前身の神山町国際交流協会から続く20年を超える長い取り組みの成果。神山町は四国の吉野川流域
の人口約6,000人の小さな町。町域の83%を300～1,500mの山々が占めその間に集落が点在、林業衰退とともに人
口が減少し続けてきた。神山が人々を魅了する様子は、この数年、報道や書籍で多く取り上げられてきた。地域再
生、雇用、新しい働き方、生き方の再考、など様々な面から参考にできる。
大きな要因は、徳島県施策で全県に光ファイバー通信網が整備されたこと、家賃が安価なこと、2015年には第17
回を数えるアーティスト・イン・レジデンス（国際的なアート・プロジェクト）開催、この
イン・レジデンス参加をきっかけに神山に移住や起業する外国人アーティストが誕生
したこと、有名な東京のICT企業がサテライトオフィスを置いたこと、などが挙げられる。
しかしそれ以上に大きな要因は、グリーンバレーが担う多様な支援事業。同時に、
理事長・大南信也氏を初めとする、とにかくやってみる、できない言い訳から入らずに
できる方法に知恵を絞る、おもしろがって取り組む、といった姿勢や雰囲気。
暮らし方、仕事の仕方、生き方さえもしなやかに変え、結果として地域再生につな
がっていく手法は、被災地でも参考になる。
”ありふれた”小さな町の大きな軌跡
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CASE
59

熱気あふれる実践の場－リノベーションスクール
～机上で終わらせない仕組みが秘訣

まちづくり
不動産活用

株式会社北九州家守舎
〒802-0006 北九州市小倉北区魚町三丁目3番20号中屋ビル4F
TEL:050-3435-0190 URL: URL:http://www.yamorisha.com

リノベーションスクールをエンジンとし、魚町エリアの遊休不動産を、エリア全体の価値も視野
に入れたリノベーションによって再生。不動産オーナーと魚町エリアの新たな産業を担うビジネ
スオーナーをつなぐ「リノベーションまちづくり」を推進する。
2011年に第1回を開催。2015年現在、計8回を数えるリノべーションスクール。全国から集まった受講生がユニット
と呼ばれるチームを組み、実在する遊休不動産に対し、4日間で事業計画を立案。最終日には不動産オーナーに
直接プレゼンテーションを行う。リノベーションやまちづくりの第一線で活躍する実践者が、ユ
ニットマスターと呼ばれる指導役として招かれ、受講生をサポートする。対象の遊休不動産の
みならず、エリア全体の価値を高め、かつ実現可能性の高い事業提案が求められる。
現在は、不動産オーナーのための講座やその他関連イベントが同時多発的に行われる、
市民参加型のフェスティバルとして開催されている。
スクールで提案された事業計画に基づき、北九州家守舎が中心となって事業化が進めら
れる。個々の事業化の集積により、更には地域課題の根本的解決を目指す。また、受講生
のスクール参加後の事業・活動に役立つ人脈もここで形成される。
北九州家守舎の取り組みの根底には、江戸時代に民間でまちの維持管理業務を担ってい
た「家守（やもり）」の仕組みがある。これからの時代のまちづくりには、「自分たちでやる」とい
う民間型の発想こそが不可欠との発想のもと、民間型のまちの再生と発信を、全国に先駆け
て実践している。
広がるリノベーションまちづくりの輪

CASE
60

「全員主役の感動創造企業」
～独自性の源は“コミュニケーション”

雇用
教育

株式会社沖縄教育出版（沖縄自然館）
〒900-0013 沖縄県那覇市牧志1-2-24
TEL:098-866-4779 URL: http://www.cha-genki.co.jp/

大手出版社の書籍販売全国一を記録した現会長の川畑保夫氏が1977年に出版事業で創業。1986年
に国立がんセンターで左腎摘出。1993年、闘病経験から命と健康の重要性を痛感し事業を大転換
し健康食品販売事業へ。その経営哲学から人材育成、障がい者雇用にも力を入れる。社員122名。
出版事業で立ち上げた事業であったが、川畑氏が闘病中に自らが助けられた沖縄の薬草やウコン、玄米食で世
の中に健康を広げるため健康食品販売事業へ転換し、現在は、健康食品事業に加え化粧品事業、沖縄特産品事
業を展開。出版事業時代から電話による通信販売を行うが、健康食品事業に転換した頃から特にアフターフォロー
を重視。単に商品の販売に留まらず顧客との絆を大事にする事業方針へ。知らない誰かか
ら買うのではなく「あなただから買う」関係性を顧客との間に築く。
社憲として「全員主役の感動創造企業」を掲げ、正社員、パート、障がい者、高齢者等の壁
を設けないダイバーシティを大切にしている。特に障がいを持っているメンバーの、ゆっくりこ
つこつ成長していく姿は社内のお手本になっており、お互いに学び合う風土は勤続13年の
障がい者社員の存在に象徴される。
2011年に2代目である社長川畑信介氏が事業を継承し、社員一人ひとりの可能性を信じて
やまない経営の実現に向けて邁進中。
同社が健康食品や化粧品という厳しい競争分野で、差別化している“商材”は、製品もさる
ことながら、それ以上に社内外における“コミュニケーション”である。
差別化に苦しむ被災地においても、この取り組みは参考になる。
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分野・分類別インデックス
分野別
分野
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6次産業化
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雇用
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福祉
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教育
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30,32,33,38,39,43,45,47
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組織形態別
組織形態

CASE番号

株式会社

1,3,6,8,13,14,15,16,19,20,24,25,29,31,35,
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おわりに
東北は古の歴史を持ち美しい自然と豊かな文化に育まれた豊穣の地である。2011年
3月11日に発生した東日本大震災は、この美しい東北に甚大なる被害を及ぼすとともに
高度な都市文明に支えられた日本社会に大きな課題を突きつけた。大津波によって壊
滅的な被害を被った沿岸部は未だ復旧の途上にあり、福島原発事故の発生は、東北の
みならず日本全国を未曾有の危機に巻き込んだ。大震災と福島原発事故は、これまで
の科学技術の安全神話に疑問を呈するとともに、自然への畏敬の念を再認識させるも
のとなった。しかし、その一方で、この大震災を超えて、東北の豊かな地域資源を活
用した持続可能な地域創造へのチャレンジも始まってきている。東北の豊かな潜在力
を活かし、古の知恵を活かした新たな地域産業の再生や自然資源を活用したローカル
エネルギーの創造など、様々なチャレンジが始まっている。3.11という日本人が決し
て忘れてはいけない日は、これまでの日本社会の在り方を問い直し、これからの日本
の未来を創造していく転換点としなければならない。一日にして多大なる生命と財産
が失われたこの大震災を教訓とし、持続可能な社会の構築に向けた真のチャレンジを
始めていかねばならない。
ソーシャルビジネス・ネットワークは、震災直後から、被災地に入り、東北の自然
環境や歴史文化に立脚した創造的復興を実現するためのソーシャルビジネス・プラッ
トフォームを構築し、地域の潜在力を活かした東北復興を支援してきた。震災後、経
済産業省等の協力を得て、東北や関東を中心に、東北復興に向けたフォーラムやメッ
セを開催し、被災地で困難の中から立ち上がる被災者の起業を支え、励まし、その連
携を進めてきた。そして、これらの東北を再生するチャレンジをソーシャルビジネ
ス・ギャザリングとして結集し、その永続的なソーシャルアライアンスの創造を目指
している。
このソーシャルビジネス・ケースブックは、震災後、いかに東北は立ち上がって
いったのか、その苦闘ともいえる試練と克服の記録であるとともに、東北の新たな未
来を創造するチャレンジャーの熱き物語であり、日本再生の希望の光でもある。21世
紀はすでに始まっているが、大震災は、日本や世界がその準備ができていない事実を
突きつけたのである。人間は自然と共に歩みながら、高度な文明を創造し、その危険
性にあまりにも無知であり、無責任であった。東北復興はその人類の課題に対して、
我々が果たし得る最大の可能性に挑む大いなるチャレンジとなるであろう。東北はこ
れからの社会が進むべき道を選択する試練を受けている。ここで紹介されたチャレン
ジャーはその先端にある社会的企業家のトップランナーである。21世紀が真の豊かさ
と幸福をもたらす持続可能な社会として変革するために、我々の挑戦は始まったばか
りである。我々は、東北から立ち上がろうとするこの熱き志士たちとともに、新たな
日本を目指し、志と共に歩んでいこう。

東北ソーシャルビジネス推進協議会 会長
一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク アドバイザー
宮城大学事業構想学部 教授
風見 正三

68

一般社団法人 ソーシャルビジネス・ネットワーク 事業紹介
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