
記者発表資料

平成２２年１２月２日
東 北 地 方 整 備 局

「『新しい公共』大集合：活動報告会」
（東北ブロック）を開催します

～１２月９日（木）宮城県建設産業会館～

国土交通省では、官民が協働し、伝統・文化等の埋もれゆく地域資源を活
用してコミュニティを創生しようとする活動についての提案を広く募集し、
モデル的に実施することにより、「新しい公共」の担い手の拡大を通じた地
域づくりの新しい道筋をつけ、全国に展開することをねらいとして平成２０
年度、２１年度の２ヶ年にわたり「『新たな公』によるコミュニティ創生支
援モデル事業」を実施してきました。

このモデル事業のフォローアップとして、モデル事業に参加した活動団体
が一同に会して、日頃の活動内容を報告し合い、課題を探る「活動報告会」
を全国各ブロックごとに開催することになりました。

東北ブロックについては下記のとおり開催します。

◆ 開 催 概 要 ◆

○開 催 日 時：平成２２年１２月９日（木）１３：００～１８：００

○開 催 場 所：宮城県建設産業会館 ４Ｆ「第１、第２・第３会議室」
７Ｆ「第１会議室」

仙台市青葉区支倉町２－４８

○参 加 団 体：別添プログラムのとおり

※ 入場は無料となっておりますが、ＦＡＸもしくはＥメールによる事
前申し込みが必要となります。（詳細については、別添チラシをご覧
下さい。）

■ 申込先：（株）プロセスユニーク 吉岡
ＦＡＸ：０３－３５４５－３６１０
Ｅ－mail：aratana-kou@p-unique.co.jp

■ 申し込み期限： 平成２２年１２月８日（水）まで

※ 記者の方は特段事前申し込みは不要ですが、当日受付を済ませてか
らご入場下さい。

<発表記者会>：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 022-225-2171（代表）

（内線6121）建政部 計画・建設産業課長 樋口 学
ひぐち まなぶ

（内線6132）建政部 計画・建設産業課長補佐 伊藤 政廣
いとう まさひろ
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「『新しい公共』大集合：活動報告会」
開催のお知らせ

平成22年12月9日（木）
　13：00～18：00
宮城県建設産業会館
4F「第1、第2・第3会議室」　7F「第1会議室」

日　時

場　所

主　催

〒980-0824
仙台市青葉区支倉町2-48

報告会の問い合せ先

申し込み先

国土交通省　東北地方整備局　建政部　計画・建設産業課
　　　　　木内（きのうち）　TEL：022‒225‒2171（内線6135）

［㈱プロセスユニーク　担当 : 吉岡］　   F A X：03-3545-3610
　　　　　　　　　　　　     　　  　E-mail ：aratana-kou＠p-unique.co.jp

◆ 資料の準備の都合などがありますので、報告会の傍聴を希望される場合には
　 12月 8日（水）までに下記申し込み先まで、FAX又は電子メールにて、
　 氏名及び連絡先（電話番号又はメールアドレス）、　 同行される方の人数について
　 ご記入の上、連絡頂きお申込みください。

国土交通省　東北地方整備局　建政部　計画・建設産業課
国土交通省　国土計画局　広域地方整備政策課

FAX用：申し込み用紙
氏名：
（複数の場合は代表者氏名）

連絡先：

同行者人数： 人

国土交通省では、官民が協働し、伝統・文化等の埋もれゆく地域資源を活用してコミュニティを創生し
ようとする活動についての提案を広く募集し、モデル的に実施することにより、「新しい公共」の担い
手の拡大を通じた地域づくりの新しい道筋をつけ、全国に展開することをねらいとして平成20年度、
21年度の2カ年にわたり「『新たな公』によるコミュニティ創生支援モデル事業」を実施してきました。
　このモデル事業のフォローアップとして、モデル事業に参加した活動団体が一同に会して、日頃の活
動内容を報告し合い、課題を探るため、東北ブロックにおける「活動報告会」を下記のとおり開催いた
します。
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「『新しい公共』大集合：活動報告会」 東北ブロック プログラム 

日時：平成２２年１２月９日（木） １３：００～１８：００   

場所：宮城県建設産業会館 ４F（第１、第２・第３会議室）７F（第１会議室）   

仙台市青葉区支倉町 2－48 ℡022-225-8851 

時 間 内      容 

(12:30～) 開場 

13:00～ ■開会（挨拶）【４Ｆ第２・第３会議室】                              

13:15～ 
新潟県上越市 

かみえちご桑取谷１００の手仕事創出事業

特定非営利活動法人 かみえちご 

山里ファン倶楽部          

三浦 絵里 氏

高知県黒潮町 

コミュニティビジネスが生む地域の支えあい

仕組みづくり事業 

社団法人高知県自治研究センター 

理事  畦地 和也 氏

 

 

 

 

 

 

 

分科会①【４Ｆ第２・第３会議室】 分科会②【４Ｆ第１会議室】 分科会③【７Ｆ第１会議室】 

■活動報告   

【活動１】 青森県横浜町 

「ばっちゃ力の共同食レストランと弁当サ

ービス 」の仕組みづくり 

特定非営利活動法人 資源循環型社

会発信地域創造グループ（ＥＧＧ）  

理事長  柏谷 富紀子 氏

 

【活動２】宮城県気仙沼市 

地域の自然・災害・文化を伝える「語り部～

つなぎ手～担い手」育成事業 

気仙沼市 総務部 危機管理課 

  防災情報係   主査 鈴木 秀光 氏

 

 

【活動３】福島県白河市他 

協働の力でふるさと回帰を実現する事業 

特定非営利活動法人 白河ふるさと回

帰支援センター  

       事務局長  渡辺 史郎 氏

 

【活動１】 秋田県仙北市 

民間主導による新たな生活防衛団設立の

ための実証実験 

特定非営利活動法人 アート夢ネット 

あきた 

    理事・事務局長 大和田 しずえ 氏

 

【活動２】山形県白鷹町 

美しい山形・最上川フォーラムによる地域

活性化プロジェクト支援事業 

美しい山形・最上川フォーラム 

          事務局員 渡邉 陽子 氏

 

 

【活動３】岩手県花巻市 

花巻市立谷内小学校の跡地活用方策の

住民検討と地域づくり支援 

特定非営利活動法人 いわて地域づく

り支援センター  

常務理事  若菜 千穂 氏

【活動１】青森県三戸町 

食文化の伝承と交流による三戸町ふるさと

再生事業 

特定非営利活動法人 三戸地域資源

発掘会議おっほの会 

        事務局長  西山 光子 氏

 

【活動２】岩手県花巻市 

農商工連携・動き出す土沢商店街プロジ

ェクト 

農商工連携・動き出す土沢商店街プロ

ジェクト委員会 

    会長    猿舘 祐子 氏 

 

【活動３】宮城県七ヶ宿町 

未来に向けた関・矢立地区の持続可能な

国土開発事業 

特定非営利活動法人 水守の郷・七ヶ宿 

           理事長   海藤 節生 氏 

 

 

－休憩－(15:25頃～15:35) 

 

 

14:10～ 

 

 

 

 

14:35～ 

 

 

 
15：00～ 

 

 

 

 

 

 

 

15:35～ 

 

 

 

 

16:00～ 

 

 

 

【活動４】岩手県北上市 

「元気な地域の「かたち」創造ワークショッ

プ」 

特定非営利活動法人 いわてＮＰＯ－

ＮＥＴサポート 

         事務局長  菊池 広人 氏

 

 

【活動４】福島県南相馬市 

“元気再生ふるさと応援団”自立・持続性確

立プロジェクト 

特定非営利活動法人 はらまちクラブ

           理事長 江本 節子 氏

 

 

 

【活動５】岩手県滝沢村 

拓魂の里 姥屋敷 地域の担い手発掘支

援モデル事業 

滝沢村役場 住民環境部  

住民協働課  総括主査 藤野 明 氏

 

【活動４】 秋田県五城目町 

自動車依存地域における、路線バス廃止

に伴う消費弱者の増加に対処する故郷再

生モデル調査 

「五城目」まちコミュニティ創生・ふるさと

元気再生協議会  

会長  長谷川 定夫 氏

 

【活動５】福島県白河市 

友好都市の元気いっぱい農山村コミュニテ

ィづくりモデル事業 

特定非営利活動法人 まち研究工房 

        代表理事  金田 好明 氏

 

16:25～ －休憩－(16:25頃～16:35) 

16:35～ ■ 意見交換・全体講評等【４Ｆ第２・第３会議室】 

ファシリテーター 宮城大学名誉教授 岩手県立大学名誉教授                    

工学博士 山田 晴義 

17:55 閉 会 




