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＜復興提案（主な取組計画）＞＜復興提案（主な取組計画）＞＜復興提案（主な取組計画）＞＜復興提案（主な取組計画）＞

◆産学連携による産業人材育成◆産学連携による産業人材育成◆産学連携による産業人材育成◆産学連携による産業人材育成××××地域企業再生地域企業再生地域企業再生地域企業再生 （社会人（社会人（社会人（社会人××××学生）学生）学生）学生）

・農商工連携ビジネススクール・農商工連携ビジネススクール・農商工連携ビジネススクール・農商工連携ビジネススクール ・企画マネジメント型ものづくり人材ビジネススクール・企画マネジメント型ものづくり人材ビジネススクール・企画マネジメント型ものづくり人材ビジネススクール・企画マネジメント型ものづくり人材ビジネススクール

・地域資源活用商工流通ビジネススクール・地域資源活用商工流通ビジネススクール・地域資源活用商工流通ビジネススクール・地域資源活用商工流通ビジネススクール

・実フィールドをテーマとしたプロジェクト型産学連携教育（実地でのインターンシップ）・実フィールドをテーマとしたプロジェクト型産学連携教育（実地でのインターンシップ）・実フィールドをテーマとしたプロジェクト型産学連携教育（実地でのインターンシップ）・実フィールドをテーマとしたプロジェクト型産学連携教育（実地でのインターンシップ）

＜復興提案（取組計画）＞＜復興提案（取組計画）＞＜復興提案（取組計画）＞＜復興提案（取組計画）＞

◆せんだいスマートコミュニティ研究モデル都市構築事業◆せんだいスマートコミュニティ研究モデル都市構築事業◆せんだいスマートコミュニティ研究モデル都市構築事業◆せんだいスマートコミュニティ研究モデル都市構築事業

・テレワークオフィスセンター・テレワークオフィスセンター・テレワークオフィスセンター・テレワークオフィスセンター ・ソフトウェアインキュベーションセンター・ソフトウェアインキュベーションセンター・ソフトウェアインキュベーションセンター・ソフトウェアインキュベーションセンター

◆◆◆◆ICTスマートコミュニティの推進スマートコミュニティの推進スマートコミュニティの推進スマートコミュニティの推進

・農商工連携等の取組の中でのクラウド利活用、・農商工連携等の取組の中でのクラウド利活用、・農商工連携等の取組の中でのクラウド利活用、・農商工連携等の取組の中でのクラウド利活用、SNSの利活用の利活用の利活用の利活用

・企画プロデュース型の・企画プロデュース型の・企画プロデュース型の・企画プロデュース型のITコンサルタント育成コンサルタント育成コンサルタント育成コンサルタント育成

◆スマートコミュニティ・農業復興モデル事業◆スマートコミュニティ・農業復興モデル事業◆スマートコミュニティ・農業復興モデル事業◆スマートコミュニティ・農業復興モデル事業

・・・・IT利活用型の植物工場による利活用型の植物工場による利活用型の植物工場による利活用型の植物工場による“土日休める農業土日休める農業土日休める農業土日休める農業

企画プロデュース企画プロデュース企画プロデュース企画プロデュース～実践の場を用意する～～実践の場を用意する～～実践の場を用意する～～実践の場を用意する～

コンサルティング＆マネジメントコンサルティング＆マネジメントコンサルティング＆マネジメントコンサルティング＆マネジメント

～実践を通じ、浮かび上がった課題を解決する～～実践を通じ、浮かび上がった課題を解決する～～実践を通じ、浮かび上がった課題を解決する～～実践を通じ、浮かび上がった課題を解決する～

SolutionNAVigation

創造型人材育成創造型人材育成創造型人材育成創造型人材育成～プレーヤーを育てる～～プレーヤーを育てる～～プレーヤーを育てる～～プレーヤーを育てる～

Creation

被災地東北の視点で見た復興提案と計画

中央の視点での復興提案に見られるキーワード中央の視点での復興提案に見られるキーワード中央の視点での復興提案に見られるキーワード中央の視点での復興提案に見られるキーワード ～～～～

スマートシティ／コミュニティ、スマートビレッジ、再生可能エネルギー、農村コミュニティの再生（６次化、グリーンツーリズム・・）スマートシティ／コミュニティ、スマートビレッジ、再生可能エネルギー、農村コミュニティの再生（６次化、グリーンツーリズム・・）スマートシティ／コミュニティ、スマートビレッジ、再生可能エネルギー、農村コミュニティの再生（６次化、グリーンツーリズム・・）スマートシティ／コミュニティ、スマートビレッジ、再生可能エネルギー、農村コミュニティの再生（６次化、グリーンツーリズム・・）

日本ブランド・東北ブランド付加価値の創生（日本でしか生産できない“キラープロダクト”）
地域特産品、加工品、社会インフラ構築・運営ノウハウ、ハード／ソフト技術 etc

現状の東北ではこれらは絵に描いたモチになる可能性が高い現状の東北ではこれらは絵に描いたモチになる可能性が高い現状の東北ではこれらは絵に描いたモチになる可能性が高い現状の東北ではこれらは絵に描いたモチになる可能性が高い

⇒資本力のある企業や担い手となる⇒資本力のある企業や担い手となる⇒資本力のある企業や担い手となる⇒資本力のある企業や担い手となる高度人材の不在高度人材の不在高度人材の不在高度人材の不在、被災者にとっては、被災者にとっては、被災者にとっては、被災者にとっては未来の夢よりも今の現実未来の夢よりも今の現実未来の夢よりも今の現実未来の夢よりも今の現実

持続性ある産業再生のためには、持続性ある産業再生のためには、持続性ある産業再生のためには、持続性ある産業再生のためには、“担い手育成担い手育成担い手育成担い手育成”をセットで推進していくことが不可欠をセットで推進していくことが不可欠をセットで推進していくことが不可欠をセットで推進していくことが不可欠

実地フィールドにおける復興事業の推進を通じた人材育成実地フィールドにおける復興事業の推進を通じた人材育成実地フィールドにおける復興事業の推進を通じた人材育成実地フィールドにおける復興事業の推進を通じた人材育成

～ 地域企業の“前に踏み出す一歩”をサポートしフォローする ～

＜復興提案（取組計画）＞＜復興提案（取組計画）＞＜復興提案（取組計画）＞＜復興提案（取組計画）＞

◆異業種連携による新しい経済循環モデル創出◆異業種連携による新しい経済循環モデル創出◆異業種連携による新しい経済循環モデル創出◆異業種連携による新しい経済循環モデル創出

・せんだい、とうほく地域産品クラスタ化事業・せんだい、とうほく地域産品クラスタ化事業・せんだい、とうほく地域産品クラスタ化事業・せんだい、とうほく地域産品クラスタ化事業

・首都圏・海外・首都圏・海外・首都圏・海外・首都圏・海外 産品販売・販路開拓チャレンジ事業産品販売・販路開拓チャレンジ事業産品販売・販路開拓チャレンジ事業産品販売・販路開拓チャレンジ事業

・地域中間流通クラウドサービス基盤実証事業・地域中間流通クラウドサービス基盤実証事業・地域中間流通クラウドサービス基盤実証事業・地域中間流通クラウドサービス基盤実証事業

◆持続性あるソーシャルビジネスの創出◆持続性あるソーシャルビジネスの創出◆持続性あるソーシャルビジネスの創出◆持続性あるソーシャルビジネスの創出

・・・・NPO、地域づくり団体、産学が連携した体験観光事業、地域づくり団体、産学が連携した体験観光事業、地域づくり団体、産学が連携した体験観光事業、地域づくり団体、産学が連携した体験観光事業

～ふるさと資源を持続性ある社会再生へつなげる～～ふるさと資源を持続性ある社会再生へつなげる～～ふるさと資源を持続性ある社会再生へつなげる～～ふるさと資源を持続性ある社会再生へつなげる～



東北の産業復興・再生の方向性

太平洋側沿岸部における１次産業の壊滅的被害太平洋側沿岸部における１次産業の壊滅的被害太平洋側沿岸部における１次産業の壊滅的被害太平洋側沿岸部における１次産業の壊滅的被害

製造業の空洞化、他地域や製造業の空洞化、他地域や製造業の空洞化、他地域や製造業の空洞化、他地域や 海外への流出の加速海外への流出の加速海外への流出の加速海外への流出の加速

卸小売・食品加工、サービス・観光等の域内型産業の商圏崩壊卸小売・食品加工、サービス・観光等の域内型産業の商圏崩壊卸小売・食品加工、サービス・観光等の域内型産業の商圏崩壊卸小売・食品加工、サービス・観光等の域内型産業の商圏崩壊

東北の産業への影響

�生産者自体が高齢化、そのままの復興は困難生産者自体が高齢化、そのままの復興は困難生産者自体が高齢化、そのままの復興は困難生産者自体が高齢化、そのままの復興は困難

�環環環環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）参加など参加など参加など参加など 生産者を取り巻く環境も今後大きく変化生産者を取り巻く環境も今後大きく変化生産者を取り巻く環境も今後大きく変化生産者を取り巻く環境も今後大きく変化

�産業構造自体の改革（共同組織化、漁業会社化）による経営資源の集約化、新しい担い手の確保

�食品加工等の1.5次産業も含め「６次産業化」 による経営力強化・異業種連携、品質確保、輸出促進など

�従来の取引の喪失、技術的優位性や競争力の低い調達等の他地域・海外流出、従来の取引の喪失、技術的優位性や競争力の低い調達等の他地域・海外流出、従来の取引の喪失、技術的優位性や競争力の低い調達等の他地域・海外流出、従来の取引の喪失、技術的優位性や競争力の低い調達等の他地域・海外流出、

�広範囲なサプライチェーン崩壊と連鎖倒産広範囲なサプライチェーン崩壊と連鎖倒産広範囲なサプライチェーン崩壊と連鎖倒産広範囲なサプライチェーン崩壊と連鎖倒産

�グローバルなサプライチェーンの中で優位性を持てる技術力のある中小製造業の育成、投資促進

�担い手となる高度な技術経営人材の育成

�地域内商圏及びサプライチェーンの壊滅、従来の取引先を失うなどの甚大な影響地域内商圏及びサプライチェーンの壊滅、従来の取引先を失うなどの甚大な影響地域内商圏及びサプライチェーンの壊滅、従来の取引先を失うなどの甚大な影響地域内商圏及びサプライチェーンの壊滅、従来の取引先を失うなどの甚大な影響

�風評被害や消費自粛、観光交流人口の減少などによる急激な需要低下風評被害や消費自粛、観光交流人口の減少などによる急激な需要低下風評被害や消費自粛、観光交流人口の減少などによる急激な需要低下風評被害や消費自粛、観光交流人口の減少などによる急激な需要低下

�これまでの地域密着、地産地消のビジネスモデルに留まらない多様な取引形態の開拓

（農商工・異業種連携、IT利活用、海外輸出等など）

�新市場開拓を担う高度なプロデュース人材の育成



東北の産業復興・再生の方向性

中長期的には地域経済の大幅な衰退、中長期的には地域経済の大幅な衰退、中長期的には地域経済の大幅な衰退、中長期的には地域経済の大幅な衰退、

雇用の域外流出が予測される雇用の域外流出が予測される雇用の域外流出が予測される雇用の域外流出が予測される

東北の産業への影響

�復興特需や公共事業に頼らない自律型の雇用創出公共事業に頼らない自律型の雇用創出公共事業に頼らない自律型の雇用創出公共事業に頼らない自律型の雇用創出を当初から意識すべき

�新エネルギーやIT、防災、医療・健康福祉など、復興再生の鍵を握る専門性
の高い新分野の開拓を自律的に担える高度人材（ビジネスリーダー）の育成・（ビジネスリーダー）の育成・（ビジネスリーダー）の育成・（ビジネスリーダー）の育成・

リーダーを軸とした事業開拓・雇用の裾野拡大

震災特需に頼った雇用ではなく、震災特需に頼った雇用ではなく、震災特需に頼った雇用ではなく、震災特需に頼った雇用ではなく、

持続性ある産業再生・雇用創出が求められる持続性ある産業再生・雇用創出が求められる持続性ある産業再生・雇用創出が求められる持続性ある産業再生・雇用創出が求められる

～自律的な産業再生・経済復興にはリーダー人材が必要～



東北の復興・再生の姿

～１次産業から３次産業まで多彩な産業が集う東北の資源を活用～～１次産業から３次産業まで多彩な産業が集う東北の資源を活用～～１次産業から３次産業まで多彩な産業が集う東北の資源を活用～～１次産業から３次産業まで多彩な産業が集う東北の資源を活用～

東北の縦横連携による相互のリスク分散・東北らしい価値の創出東北の縦横連携による相互のリスク分散・東北らしい価値の創出東北の縦横連携による相互のリスク分散・東北らしい価値の創出東北の縦横連携による相互のリスク分散・東北らしい価値の創出

農水産業の６次化、経済の域内循環／域外輸出、自然と共生・本質的な“豊かさ”の追求
エネルギー供給の分散化、生活エネルギーの地産地消

水産業

農業

流通・サービス・卸小売

電気製造

（半導体・液晶 etc）

機械製造

(自動車）

IT・インフラ

林業

地熱

石油・光熱

（流通エネルギー）

風力・レアメタル

生活エネルギー

（薪・太陽熱・BDF etc）

グローバルな流入

（観光客・留学生・

次世代産業 その他）

◆国際的な環境・防災モデル拠点◆国際的な環境・防災モデル拠点◆国際的な環境・防災モデル拠点◆国際的な環境・防災モデル拠点

～スマートシティ／コミュニティ～～スマートシティ／コミュニティ～～スマートシティ／コミュニティ～～スマートシティ／コミュニティ～

域内・域外との経済循環域内・域外との経済循環域内・域外との経済循環域内・域外との経済循環

次世代産業の育成次世代産業の育成次世代産業の育成次世代産業の育成

自然と共生した自然と共生した自然と共生した自然と共生した

持続性ある地域づくり持続性ある地域づくり持続性ある地域づくり持続性ある地域づくり

◆食とエネルギーの自給◆食とエネルギーの自給◆食とエネルギーの自給◆食とエネルギーの自給

～地域経済の循環・心の豊かさ～～地域経済の循環・心の豊かさ～～地域経済の循環・心の豊かさ～～地域経済の循環・心の豊かさ～

石油・光熱

（流通エネルギー）

BOP
（（（（Base of the Pyramid ））））
・途上国への社会インフラ展開

・先進国の少子高齢化対応

環境問題・貧困問題の解決

（CO2削減、エネルギー・・・）

生産品、培ったインフラ・

ノウハウの域外輸出



東北の復興・再生に向けて ～これまでの課題～

人材育成の視点人材育成の視点人材育成の視点人材育成の視点

ふるさと再生の視点ふるさと再生の視点ふるさと再生の視点ふるさと再生の視点

産業再構築の視点産業再構築の視点産業再構築の視点産業再構築の視点

�大学進学率の低さ（専門学校進学が多い）

�少ない大手・研究開発型企業、高度なキャリア形成が難しい下請け

中心の産業構造

�主力は情報通信機器、電子デバイス、誘致工場に極端に依存した産業構造

�製造業は山形、福島を中心に広く分布、非製造業は宮城に集中

�宮城、福島以外は食糧自給率100％以上（カロリーベース）、
一方で進む急速な高齢化

�経営基盤の脆弱な従来型地場産業に支えられた地域経済



東北の復興・再生に向けて ～今後の方向性～

被災県同士が共生・連携した再生・復興モデル共生・連携した再生・復興モデル共生・連携した再生・復興モデル共生・連携した再生・復興モデル

従来の価値観や枠組みに捉われない地域資源の活用と連携による復興・再生従来の価値観や枠組みに捉われない地域資源の活用と連携による復興・再生従来の価値観や枠組みに捉われない地域資源の活用と連携による復興・再生従来の価値観や枠組みに捉われない地域資源の活用と連携による復興・再生

グローバル・ボーダレス・IT時代を見据えた地域再生

東北の資源の活用・域内連携

外部資源の活用・域外連携

人材育成の視点人材育成の視点人材育成の視点人材育成の視点

1次産業・次産業・次産業・次産業・2次産業の高度人材（次世代リーダー）を育成次産業の高度人材（次世代リーダー）を育成次産業の高度人材（次世代リーダー）を育成次産業の高度人材（次世代リーダー）を育成

農林水産業の6次化、ものづくりの企画デザインや設計など付加価値の
高い分野を担う高度なリーダー人材を育成

農水産業の経営人材・担い手人材育成農水産業の経営人材・担い手人材育成農水産業の経営人材・担い手人材育成農水産業の経営人材・担い手人材育成

自動車関連の研究・開発人材育成自動車関連の研究・開発人材育成自動車関連の研究・開発人材育成自動車関連の研究・開発人材育成

産業再構築の視点産業再構築の視点産業再構築の視点産業再構築の視点

被災地の復興連携・県境を越えたノウハウの相互共有被災地の復興連携・県境を越えたノウハウの相互共有被災地の復興連携・県境を越えたノウハウの相互共有被災地の復興連携・県境を越えたノウハウの相互共有

東北各県の強みの明確化と利活用東北各県の強みの明確化と利活用東北各県の強みの明確化と利活用東北各県の強みの明確化と利活用

研究・開発型産業の共同での育成研究・開発型産業の共同での育成研究・開発型産業の共同での育成研究・開発型産業の共同での育成

各県の実務系大学との新たな産学連携各県の実務系大学との新たな産学連携各県の実務系大学との新たな産学連携各県の実務系大学との新たな産学連携

ふるさと再生の視点ふるさと再生の視点ふるさと再生の視点ふるさと再生の視点

各地域の地場産業やコミュニティの特性を最大限活用各地域の地場産業やコミュニティの特性を最大限活用各地域の地場産業やコミュニティの特性を最大限活用各地域の地場産業やコミュニティの特性を最大限活用

自然と共生した安心・安全コミュニティ

郡部で進む国際化郡部で進む国際化郡部で進む国際化郡部で進む国際化・異文化の知恵やITを利活用
地場産業の創造活動による地域再生地場産業の創造活動による地域再生地場産業の創造活動による地域再生地場産業の創造活動による地域再生



東北の復興・再生に向けた仙台の姿 ～これまでの課題～

人材育成の視点人材育成の視点人材育成の視点人材育成の視点

都市再生の視点都市再生の視点都市再生の視点都市再生の視点

産業再構築の視点産業再構築の視点産業再構築の視点産業再構築の視点

�世界的研究拠点の東北大学は“飛地国”、地場産業との産学連携は事実上困難
�産学連携といえば“共同研究”、ベンチャーといえば“大学発のハイテクベンチャー”とい
うステレオタイプな考え方がひとり歩き

�東北大学生に占める宮城出身者はわずか数％、東北出身でも4割程度

�全国から学生が集まり、4年や6年を仙台で過ごし首都圏大企業へ就職

（“学都仙台”の深刻な頭脳の流出）

�全国トップクラスの住み心地の良さ

（夏は28度でエアコン不要、冬は雪なし、住環境と都市機能が融合、
周辺各県には掛け流し温泉、美味しい麺類、果物がたくさん）

�よく言えば自然豊かな都市、批判的に言えば“とりたてて特色のないのが特色”



東北の復興・再生に向けた仙台の姿 ～これまでの課題と今後の方向性～

“名ばかり学都名ばかり学都名ばかり学都名ばかり学都”からの脱却、仙台の潜在能力と資源を生かした創造的な産業再構築からの脱却、仙台の潜在能力と資源を生かした創造的な産業再構築からの脱却、仙台の潜在能力と資源を生かした創造的な産業再構築からの脱却、仙台の潜在能力と資源を生かした創造的な産業再構築

仙台が東北の牽引役として、雇用の域外流出を食い止める役割を果たす仙台が東北の牽引役として、雇用の域外流出を食い止める役割を果たす仙台が東北の牽引役として、雇用の域外流出を食い止める役割を果たす仙台が東北の牽引役として、雇用の域外流出を食い止める役割を果たす

産業再生の推進×担い手となる高度なリーダー人材の育成

産業再構築の視点産業再構築の視点産業再構築の視点産業再構築の視点

新たな連携・新しい価値をプロデュース新たな連携・新しい価値をプロデュース新たな連携・新しい価値をプロデュース新たな連携・新しい価値をプロデュース

１次産業から３次産業まで産業の多彩な１次産業から３次産業まで産業の多彩な１次産業から３次産業まで産業の多彩な１次産業から３次産業まで産業の多彩な

仙台地域の特性を最大限に活かす仙台地域の特性を最大限に活かす仙台地域の特性を最大限に活かす仙台地域の特性を最大限に活かす

農商工・サービス業農商工・サービス業農商工・サービス業農商工・サービス業××××製造業製造業製造業製造業××××IT
産産産産××××学学学学 文系文系文系文系××××理系理系理系理系

人材育成の視点人材育成の視点人材育成の視点人材育成の視点

地域企業／学生の高度人材地域企業／学生の高度人材地域企業／学生の高度人材地域企業／学生の高度人材

（次世代リーダー）を育成（次世代リーダー）を育成（次世代リーダー）を育成（次世代リーダー）を育成

復興・新事業開拓の実ビジネスと人材育成を結復興・新事業開拓の実ビジネスと人材育成を結復興・新事業開拓の実ビジネスと人材育成を結復興・新事業開拓の実ビジネスと人材育成を結

びつけ、実際のビジネスモデルを企画・実行でびつけ、実際のビジネスモデルを企画・実行でびつけ、実際のビジネスモデルを企画・実行でびつけ、実際のビジネスモデルを企画・実行で

きる高度なリーダー人材を育成きる高度なリーダー人材を育成きる高度なリーダー人材を育成きる高度なリーダー人材を育成

地域産業再生の担い手地域産業再生の担い手地域産業再生の担い手地域産業再生の担い手

都市再生の視点都市再生の視点都市再生の視点都市再生の視点

“学都仙台学都仙台学都仙台学都仙台”のプレゼンス向上のプレゼンス向上のプレゼンス向上のプレゼンス向上

これまでの受け身なこれまでの受け身なこれまでの受け身なこれまでの受け身な“支店経済支店経済支店経済支店経済”ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、

東北の地域資源を活用した産学連携による東北の地域資源を活用した産学連携による東北の地域資源を活用した産学連携による東北の地域資源を活用した産学連携による

“価値創造のできる学都価値創造のできる学都価値創造のできる学都価値創造のできる学都”へへへへ
東北の復興を牽引する創造都市東北の復興を牽引する創造都市東北の復興を牽引する創造都市東北の復興を牽引する創造都市



・・・・異質異質異質異質なななな人人人人やややや文化文化文化文化へのへのへのへの冷冷冷冷たいたいたいたい視線視線視線視線、、、、““““無難無難無難無難””””というというというという均質的均質的均質的均質的なななな価値観価値観価値観価値観にににに押押押押しししし込込込込もうともうともうともうと

するするするする表向表向表向表向きのきのきのきの““““仲良仲良仲良仲良しクラブしクラブしクラブしクラブ””””

・・・・身近身近身近身近なななな狭狭狭狭いコミュニティにいコミュニティにいコミュニティにいコミュニティに閉閉閉閉じたじたじたじた生活生活生活生活、、、、マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル通通通通りなりなりなりな人人人人、、、、ステレオタイプなステレオタイプなステレオタイプなステレオタイプな人人人人

がががが““““いいいいいいいい人人人人・・・・優優優優しいしいしいしい人人人人・・・・出来出来出来出来るるるる人人人人””””

・・・・““““建前建前建前建前”“”“”“”“控控控控えめえめえめえめ”“”“”“”“遠慮遠慮遠慮遠慮””””がががが美徳美徳美徳美徳、、、、決決決決まりきったレールをまりきったレールをまりきったレールをまりきったレールを踏踏踏踏みみみみ外外外外さないことにさないことにさないことにさないことに努力努力努力努力をををを

注注注注ぐぐぐぐ““““マイナスマイナスマイナスマイナス思考思考思考思考””””

• 新しいことに踏み出すのは“損”、好奇心や楽しさよりも“無難な選択”
• “失敗する人”、“問題を起こす人”が疎まれ、“失敗を起こさない人”
“無難な人”を評価する雰囲気

これまでの「東北」の話をしよう ～“均質的で無難”な価値観～

• 流行やブランド、マスメディア情報を基にした、同じような興味・関心
• 新婚旅行はみんなハワイ、オーストラリア、 東京といえばみんな
“ディスニーランド ”

• 言われたこと、時にはやりたくない仕事を我慢し、時間通り真面目に
こなすのが美徳

• 想いを本音で語らず中身のない”和“の雰囲気、 会議での発言は
“損”をすること

乏しい起業家精神乏しい起業家精神乏しい起業家精神乏しい起業家精神

ステレオタイプ

真面目で忍耐強い



これまでの「東北」の話をしよう ～“均質的で無難”な価値観～

◆盛り上がらない◆盛り上がらない◆盛り上がらない◆盛り上がらない“ビジネスプランコンテストビジネスプランコンテストビジネスプランコンテストビジネスプランコンテスト”、、、、
少ないベンチャーキャピタルの投資先少ないベンチャーキャピタルの投資先少ないベンチャーキャピタルの投資先少ないベンチャーキャピタルの投資先

・新しいビジネスモデルの創造には高度な社会人基礎力が要求される。・新しいビジネスモデルの創造には高度な社会人基礎力が要求される。・新しいビジネスモデルの創造には高度な社会人基礎力が要求される。・新しいビジネスモデルの創造には高度な社会人基礎力が要求される。

現状を変える必要のない人には難しく、必要性もなかった。現状を変える必要のない人には難しく、必要性もなかった。現状を変える必要のない人には難しく、必要性もなかった。現状を変える必要のない人には難しく、必要性もなかった。

・産学連携は市場や社会のニーズを見ない・産学連携は市場や社会のニーズを見ない・産学連携は市場や社会のニーズを見ない・産学連携は市場や社会のニーズを見ない“大学の先生のやりたいこと大学の先生のやりたいこと大学の先生のやりたいこと大学の先生のやりたいこと”。。。。
他のメンバーは自分で考えない・主張しない他のメンバーは自分で考えない・主張しない他のメンバーは自分で考えない・主張しない他のメンバーは自分で考えない・主張しない“YESマンマンマンマン” 。。。。

◆自立型人財を育成できない地域企業の保守的な社風、◆自立型人財を育成できない地域企業の保守的な社風、◆自立型人財を育成できない地域企業の保守的な社風、◆自立型人財を育成できない地域企業の保守的な社風、

若年層の高い離職率は若年層の高い離職率は若年層の高い離職率は若年層の高い離職率は “やらされ仕事やらされ仕事やらされ仕事やらされ仕事”が原因が原因が原因が原因

・・・・つまらないつまらないつまらないつまらない “やらされ仕事やらされ仕事やらされ仕事やらされ仕事”に我慢の限界、キャリアを積めずに我慢の限界、キャリアを積めずに我慢の限界、キャリアを積めずに我慢の限界、キャリアを積めず “早期離職早期離職早期離職早期離職”
会社への帰属意識のない会社への帰属意識のない会社への帰属意識のない会社への帰属意識のない“非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用”の悪循環。の悪循環。の悪循環。の悪循環。

・・・・ “ルールルールルールルール”とととと“個性個性個性個性”は別のもの。部下の主体性や個性を引き出す能力に欠け、は別のもの。部下の主体性や個性を引き出す能力に欠け、は別のもの。部下の主体性や個性を引き出す能力に欠け、は別のもの。部下の主体性や個性を引き出す能力に欠け、

上から目線で責任感のない上から目線で責任感のない上から目線で責任感のない上から目線で責任感のない“名ばかり上司名ばかり上司名ばかり上司名ばかり上司” 。。。。

“自分で考え本音で語り実行する自分で考え本音で語り実行する自分で考え本音で語り実行する自分で考え本音で語り実行する”という異文化では当たり前の単純な価値観がないという異文化では当たり前の単純な価値観がないという異文化では当たり前の単純な価値観がないという異文化では当たり前の単純な価値観がない

～自己成長できる高度なリーダー人材が活躍できるフィールドではなかった～



地域産業全体地域産業全体地域産業全体地域産業全体としてとしてとしてとして今回今回今回今回のののの被災被災被災被災をををを通通通通じじじじ、、、、

待待待待ったなしったなしったなしったなしでででで前前前前にににに踏踏踏踏みみみみ出出出出すことがすことがすことがすことが

求求求求められてしまっためられてしまっためられてしまっためられてしまった

震災後の地域産業の実態 ～ 激流する環境変化～

震災前には震災前には震災前には震災前には“当たり前当たり前当たり前当たり前”だった経済循環やビジネスモデルはもう戻らないだった経済循環やビジネスモデルはもう戻らないだった経済循環やビジネスモデルはもう戻らないだった経済循環やビジネスモデルはもう戻らない

～ これまでの延長線上の経済復興施策だけでは地域産業は衰退してしまう ～

•地元コンテンツ系事業者への地元コンテンツ系事業者への地元コンテンツ系事業者への地元コンテンツ系事業者へのWebサイト特需サイト特需サイト特需サイト特需が発生が発生が発生が発生

•地震で建物が被災し一部店舗を失った地元の焼肉レストランが新たに地震で建物が被災し一部店舗を失った地元の焼肉レストランが新たに地震で建物が被災し一部店舗を失った地元の焼肉レストランが新たに地震で建物が被災し一部店舗を失った地元の焼肉レストランが新たに“楽天市場楽天市場楽天市場楽天市場”に出店に出店に出店に出店

•津波で被災し生き残った缶詰加工品の在庫をさばくため、これまで地域の流通業者に出荷するだけで、津波で被災し生き残った缶詰加工品の在庫をさばくため、これまで地域の流通業者に出荷するだけで、津波で被災し生き残った缶詰加工品の在庫をさばくため、これまで地域の流通業者に出荷するだけで、津波で被災し生き残った缶詰加工品の在庫をさばくため、これまで地域の流通業者に出荷するだけで、

消費者への販売経験が全くなかった加工業者が消費者への販売経験が全くなかった加工業者が消費者への販売経験が全くなかった加工業者が消費者への販売経験が全くなかった加工業者が自ら東京の物産展に出店自ら東京の物産展に出店自ら東京の物産展に出店自ら東京の物産展に出店し販売し販売し販売し販売

•携帯電話を求める客でショップは大混雑、これまで固定電話しか使わなかった携帯電話を求める客でショップは大混雑、これまで固定電話しか使わなかった携帯電話を求める客でショップは大混雑、これまで固定電話しか使わなかった携帯電話を求める客でショップは大混雑、これまで固定電話しか使わなかった“IT弱者弱者弱者弱者”が使い始めるが使い始めるが使い始めるが使い始める

•地場産業（生産、加工、小売等）において新たに地場産業（生産、加工、小売等）において新たに地場産業（生産、加工、小売等）において新たに地場産業（生産、加工、小売等）において新たにTwitter 、、、、Facebook をビジネスに利用をビジネスに利用をビジネスに利用をビジネスに利用する例が続出する例が続出する例が続出する例が続出

•津波には無力だった津波には無力だった津波には無力だった津波には無力だったPCサーバーのバックアップ、サーバーのバックアップ、サーバーのバックアップ、サーバーのバックアップ、“クラウド環境への移行を検討するユーザ企業クラウド環境への移行を検討するユーザ企業クラウド環境への移行を検討するユーザ企業クラウド環境への移行を検討するユーザ企業”と、と、と、と、
“ユーザーのクラウド環境移行を阻止しようとする受託開発型の地域ユーザーのクラウド環境移行を阻止しようとする受託開発型の地域ユーザーのクラウド環境移行を阻止しようとする受託開発型の地域ユーザーのクラウド環境移行を阻止しようとする受託開発型の地域ITベンダーベンダーベンダーベンダー”

震災後の地域産業における出来事震災後の地域産業における出来事震災後の地域産業における出来事震災後の地域産業における出来事

【【【【中小企業の資金繰りアンケート調査（金融庁・中小企業の資金繰りアンケート調査（金融庁・中小企業の資金繰りアンケート調査（金融庁・中小企業の資金繰りアンケート調査（金融庁・2011年年年年5月）月）月）月）】】】】

資金繰りDIは、不動産と運輸を除く、製造業、小売業、卸売業、建設業、サービス業の5業種で悪化

⇒宿泊やイベントのキャンセルによる販売不振や受注減少、在庫の長期化、消費の自粛

被災企業の売掛金回収などの間接的な被害が全国に広がる



単単単単なるなるなるなる支援支援支援支援ではなくではなくではなくではなく、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを形成形成形成形成するするするする取組取組取組取組がががが必要必要必要必要

地域課題地域課題地域課題地域課題のののの解決解決解決解決をををを通通通通じたじたじたじた社会共有価値社会共有価値社会共有価値社会共有価値のののの創造創造創造創造（（（（Creating Shared ValueCreating Shared ValueCreating Shared ValueCreating Shared Value））））

震災後半年を過ぎた被災地の実態 ～雇用への切実な願いとミスマッチング ～

これまでのような単純労働に頼った雇用創出によるこれまでのような単純労働に頼った雇用創出によるこれまでのような単純労働に頼った雇用創出によるこれまでのような単純労働に頼った雇用創出による“月給２０万円月給２０万円月給２０万円月給２０万円”は難しいは難しいは難しいは難しい

～ 自ら考え挑戦していく“自己成長型”の創造型人材育成
付加価値を追求できる雇用創出が何よりも求められる ～

•沿岸部等で職を失った若者が仮設住宅でひきこもり。沿岸部等で職を失った若者が仮設住宅でひきこもり。沿岸部等で職を失った若者が仮設住宅でひきこもり。沿岸部等で職を失った若者が仮設住宅でひきこもり。 “支援物資よりもとにかく雇用を！支援物資よりもとにかく雇用を！支援物資よりもとにかく雇用を！支援物資よりもとにかく雇用を！””””の声。の声。の声。の声。

•“近場で働きたい近場で働きたい近場で働きたい近場で働きたい”“ 月給２０万円以上月給２０万円以上月給２０万円以上月給２０万円以上”という願いとという願いとという願いとという願いと“条件にあう職のない現実条件にあう職のない現実条件にあう職のない現実条件にあう職のない現実”とのミスマッチング。とのミスマッチング。とのミスマッチング。とのミスマッチング。

津波被災地近くのとある自治体（避難者受け入れ約１万人）に訪問した際のエピソード津波被災地近くのとある自治体（避難者受け入れ約１万人）に訪問した際のエピソード津波被災地近くのとある自治体（避難者受け入れ約１万人）に訪問した際のエピソード津波被災地近くのとある自治体（避難者受け入れ約１万人）に訪問した際のエピソード

TVで語られない被災地近辺の人間の意識で語られない被災地近辺の人間の意識で語られない被災地近辺の人間の意識で語られない被災地近辺の人間の意識

•“九死に一生を得た九死に一生を得た九死に一生を得た九死に一生を得た”人が身近なところにたくさん、東北の人は皆人が身近なところにたくさん、東北の人は皆人が身近なところにたくさん、東北の人は皆人が身近なところにたくさん、東北の人は皆“生かされた生かされた生かされた生かされた”という気持ちでいっぱい。という気持ちでいっぱい。という気持ちでいっぱい。という気持ちでいっぱい。

•被災者の建前は被災者の建前は被災者の建前は被災者の建前は“がんばろうがんばろうがんばろうがんばろう”、でも本音はつらさや不安を感じ傷ついたままの、でも本音はつらさや不安を感じ傷ついたままの、でも本音はつらさや不安を感じ傷ついたままの、でも本音はつらさや不安を感じ傷ついたままの“カラ元気カラ元気カラ元気カラ元気”。。。。

・・・・“元に戻るだけは嫌、震災前以上に復興したい元に戻るだけは嫌、震災前以上に復興したい元に戻るだけは嫌、震災前以上に復興したい元に戻るだけは嫌、震災前以上に復興したい”という強い意思は被災地の人間の共通意識。という強い意思は被災地の人間の共通意識。という強い意思は被災地の人間の共通意識。という強い意思は被災地の人間の共通意識。

グローバル人材

（海外で稼ぎ“日本”を養っていく人材）

ローカル・ドメスティック人材

（国内で地域づくり・社会課題解決を担う

人材）

ますます進む産業空洞化ますます進む産業空洞化ますます進む産業空洞化ますます進む産業空洞化

超円高・高い人件費・高い法人税・エネルギー問題・超円高・高い人件費・高い法人税・エネルギー問題・超円高・高い人件費・高い法人税・エネルギー問題・超円高・高い人件費・高い法人税・エネルギー問題・

自由貿易協定（自由貿易協定（自由貿易協定（自由貿易協定（FTA）参加の遅れ・・・・）参加の遅れ・・・・）参加の遅れ・・・・）参加の遅れ・・・・

ものづくり産業のアジアへの脱出ものづくり産業のアジアへの脱出ものづくり産業のアジアへの脱出ものづくり産業のアジアへの脱出

“輸出・貿易立国輸出・貿易立国輸出・貿易立国輸出・貿易立国”の時代は終焉、海外で稼ぐ時代への時代は終焉、海外で稼ぐ時代への時代は終焉、海外で稼ぐ時代への時代は終焉、海外で稼ぐ時代へ



これからの「東北」の話をしよう ～ “異質な価値観”と“個の尊重”～

“個個個個”の尊重との尊重との尊重との尊重と“自分らしさ自分らしさ自分らしさ自分らしさ”“ 企業らしさ企業らしさ企業らしさ企業らしさ”の形成・その先にある自己成長の形成・その先にある自己成長の形成・その先にある自己成長の形成・その先にある自己成長

～プラス思考の好循環・“地域発グローバル”な交流から生まれる気づきや価値創造が循環する仕組みづくり～

夢夢夢夢やややや想想想想いをいをいをいを本音本音本音本音でででで語語語語るるるる

自己主張自己主張自己主張自己主張とととと多様多様多様多様なななな価値観価値観価値観価値観のののの尊重尊重尊重尊重

ディベートによるディベートによるディベートによるディベートによる解決策解決策解決策解決策のののの検討検討検討検討

““““プラスプラスプラスプラス思考思考思考思考””””によるによるによるによる行動発揮行動発揮行動発揮行動発揮

口口口口でででで言言言言うよりまずうよりまずうよりまずうよりまず行動行動行動行動

スピーディーにスピーディーにスピーディーにスピーディーに形形形形にするにするにするにする

失敗失敗失敗失敗とととと検証検証検証検証、、、、次次次次のアイデアへのアイデアへのアイデアへのアイデアへ

““““プラスプラスプラスプラス思考思考思考思考””””のののの好循環好循環好循環好循環がががが創生創生創生創生

・ビジネスモデルの再構築・ビジネスモデルの再構築・ビジネスモデルの再構築・ビジネスモデルの再構築

・他地域、海外市場の開拓・他地域、海外市場の開拓・他地域、海外市場の開拓・他地域、海外市場の開拓

・異業種連携による新しい顧客の創造・異業種連携による新しい顧客の創造・異業種連携による新しい顧客の創造・異業種連携による新しい顧客の創造

・新商品／新サービスの企画プロデュース・新商品／新サービスの企画プロデュース・新商品／新サービスの企画プロデュース・新商品／新サービスの企画プロデュース etc
“買ってもらう買ってもらう買ってもらう買ってもらう”からからからから“売ってあげる売ってあげる売ってあげる売ってあげる”へへへへ

アウトプットアウトプットアウトプットアウトプット

•異業種連携（新しい価値を生む力）異業種連携（新しい価値を生む力）異業種連携（新しい価値を生む力）異業種連携（新しい価値を生む力）

•地域資源のグローバルな活用（独自性）地域資源のグローバルな活用（独自性）地域資源のグローバルな活用（独自性）地域資源のグローバルな活用（独自性）

•グローバルな視野と経験値の蓄積グローバルな視野と経験値の蓄積グローバルな視野と経験値の蓄積グローバルな視野と経験値の蓄積

（若さと活力・挑戦と失敗からの知見）（若さと活力・挑戦と失敗からの知見）（若さと活力・挑戦と失敗からの知見）（若さと活力・挑戦と失敗からの知見）

社会人基礎力の発揮と自己成長社会人基礎力の発揮と自己成長社会人基礎力の発揮と自己成長社会人基礎力の発揮と自己成長

（（（（“前に踏み出す力前に踏み出す力前に踏み出す力前に踏み出す力“考え抜く力考え抜く力考え抜く力考え抜く力”“ チームで働く力チームで働く力チームで働く力チームで働く力” ））））

主体性を持った課題発掘と解決主体性を持った課題発掘と解決主体性を持った課題発掘と解決主体性を持った課題発掘と解決

新しい価値を生み出す楽しさを知る新しい価値を生み出す楽しさを知る新しい価値を生み出す楽しさを知る新しい価値を生み出す楽しさを知る

⇒やりたい仕事・楽しい仕事⇒やりたい仕事・楽しい仕事⇒やりたい仕事・楽しい仕事⇒やりたい仕事・楽しい仕事

地域発グローバルなビジネス展開地域発グローバルなビジネス展開地域発グローバルなビジネス展開地域発グローバルなビジネス展開

（東北発のキラープロダクト・サービス）（東北発のキラープロダクト・サービス）（東北発のキラープロダクト・サービス）（東北発のキラープロダクト・サービス）

グローバルな知見の地域での活用グローバルな知見の地域での活用グローバルな知見の地域での活用グローバルな知見の地域での活用

（ビジネス交流・人材交流・連携・輸入）（ビジネス交流・人材交流・連携・輸入）（ビジネス交流・人材交流・連携・輸入）（ビジネス交流・人材交流・連携・輸入）

異質異質異質異質なななな知見知見知見知見

異質異質異質異質なななな文化文化文化文化

“異質”から生まれる創造型の付加価値をプロデュース

“自ら考え前に踏み出す自ら考え前に踏み出す自ら考え前に踏み出す自ら考え前に踏み出す”きっかけをつくるきっかけをつくるきっかけをつくるきっかけをつくる

個々に持つ個々に持つ個々に持つ個々に持つ“潜在的な個性潜在的な個性潜在的な個性潜在的な個性”を引き出すを引き出すを引き出すを引き出す

“異質な個性と個性異質な個性と個性異質な個性と個性異質な個性と個性”をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ



仙台地域での具体的な推進体制

分野横断による裾野の広い取組として展開

農水産業、製造業、加工業等農水産業、製造業、加工業等農水産業、製造業、加工業等農水産業、製造業、加工業等

（企業化、６次産業化、（企業化、６次産業化、（企業化、６次産業化、（企業化、６次産業化、

グローバルな市場開拓グローバルな市場開拓グローバルな市場開拓グローバルな市場開拓etc））））

生産者・製造者生産者・製造者生産者・製造者生産者・製造者

商工・サービス、飲食、宿泊商工・サービス、飲食、宿泊商工・サービス、飲食、宿泊商工・サービス、飲食、宿泊etc

（特色のある商品、サービス）（特色のある商品、サービス）（特色のある商品、サービス）（特色のある商品、サービス）

流通・小売・サービス流通・小売・サービス流通・小売・サービス流通・小売・サービス

産業振興・雇用／生活環境産業振興・雇用／生活環境産業振興・雇用／生活環境産業振興・雇用／生活環境

宮城県・仙台市教育委員会

国（予算）
地域産業支援機関地域産業支援機関地域産業支援機関地域産業支援機関

ICTインフラインフラインフラインフラ

教育教育教育教育

仙台市仙台市仙台市仙台市

（社）みやぎ工業会

（社）宮城県情報サービス産業協会

観光・交流観光・交流観光・交流観光・交流

東北大・東北学院大・宮城大・

東北工大・仙台高専

ファンド（出資等）

復興計画へ

の盛り込み

（企画競争資金）

東北大学IIS研究センター
東北大学国際防災研究拠点

（東北大＋日本IBM）

宮城県宮城県宮城県宮城県

異業種・異質な個性を引き出し、つないでいくことが何よりも大切異業種・異質な個性を引き出し、つないでいくことが何よりも大切異業種・異質な個性を引き出し、つないでいくことが何よりも大切異業種・異質な個性を引き出し、つないでいくことが何よりも大切

～ “異質な価値観と個の尊重” ～



震災復興・地域再生のスケジュール（イメージ）

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

震災復興
計画
（イメージ）

産業振興・
雇用

生活・環境

学校・教育

医療・福祉

観光・交流

ICT
インフラ

復旧期復旧期復旧期復旧期

（生活・産業基盤の復旧）（生活・産業基盤の復旧）（生活・産業基盤の復旧）（生活・産業基盤の復旧）

復旧期復旧期復旧期復旧期

（生活・産業基盤の復旧）（生活・産業基盤の復旧）（生活・産業基盤の復旧）（生活・産業基盤の復旧）

緊急雇用の創出・経済循環の復活緊急雇用の創出・経済循環の復活緊急雇用の創出・経済循環の復活緊急雇用の創出・経済循環の復活
緊急雇用の創出・経済循環の復活緊急雇用の創出・経済循環の復活緊急雇用の創出・経済循環の復活緊急雇用の創出・経済循環の復活

産学連携による創造型教育の推進、学生の産学連携による創造型教育の推進、学生の産学連携による創造型教育の推進、学生の産学連携による創造型教育の推進、学生の“知知知知”の育成と活用、市民創発の推進の育成と活用、市民創発の推進の育成と活用、市民創発の推進の育成と活用、市民創発の推進
産学連携による創造型教育の推進、学生の産学連携による創造型教育の推進、学生の産学連携による創造型教育の推進、学生の産学連携による創造型教育の推進、学生の“知知知知”の育成と活用、市民創発の推進の育成と活用、市民創発の推進の育成と活用、市民創発の推進の育成と活用、市民創発の推進

発展期発展期発展期発展期

（新しい価値を生み出す）（新しい価値を生み出す）（新しい価値を生み出す）（新しい価値を生み出す）

発展期発展期発展期発展期

（新しい価値を生み出す）（新しい価値を生み出す）（新しい価値を生み出す）（新しい価値を生み出す）

再生期再生期再生期再生期

（地域資源の活用・人材育成と実践）（地域資源の活用・人材育成と実践）（地域資源の活用・人材育成と実践）（地域資源の活用・人材育成と実践）

再生期再生期再生期再生期

（地域資源の活用・人材育成と実践）（地域資源の活用・人材育成と実践）（地域資源の活用・人材育成と実践）（地域資源の活用・人材育成と実践）

異業種連携による地域産業の価値創造（人材育成・新事業開拓・高度分野での雇用拡大）異業種連携による地域産業の価値創造（人材育成・新事業開拓・高度分野での雇用拡大）異業種連携による地域産業の価値創造（人材育成・新事業開拓・高度分野での雇用拡大）異業種連携による地域産業の価値創造（人材育成・新事業開拓・高度分野での雇用拡大）
異業種連携による地域産業の価値創造（人材育成・新事業開拓・高度分野での雇用拡大）異業種連携による地域産業の価値創造（人材育成・新事業開拓・高度分野での雇用拡大）異業種連携による地域産業の価値創造（人材育成・新事業開拓・高度分野での雇用拡大）異業種連携による地域産業の価値創造（人材育成・新事業開拓・高度分野での雇用拡大）

研究・開発産業の立地促進・高度人材の定着研究・開発産業の立地促進・高度人材の定着研究・開発産業の立地促進・高度人材の定着研究・開発産業の立地促進・高度人材の定着
研究・開発産業の立地促進・高度人材の定着研究・開発産業の立地促進・高度人材の定着研究・開発産業の立地促進・高度人材の定着研究・開発産業の立地促進・高度人材の定着

相

互

連

携
医療・福祉の一体化、地域の在宅医療・介護の充実
医療・福祉の一体化、地域の在宅医療・介護の充実

国際防災拠点・再生可能エネルギー社会の実現国際防災拠点・再生可能エネルギー社会の実現国際防災拠点・再生可能エネルギー社会の実現国際防災拠点・再生可能エネルギー社会の実現

（スマートコミュニティ都市インフラモデル構築・生活エネルギーの自給推進）（スマートコミュニティ都市インフラモデル構築・生活エネルギーの自給推進）（スマートコミュニティ都市インフラモデル構築・生活エネルギーの自給推進）（スマートコミュニティ都市インフラモデル構築・生活エネルギーの自給推進）

国際防災拠点・再生可能エネルギー社会の実現国際防災拠点・再生可能エネルギー社会の実現国際防災拠点・再生可能エネルギー社会の実現国際防災拠点・再生可能エネルギー社会の実現

（スマートコミュニティ都市インフラモデル構築・生活エネルギーの自給推進）（スマートコミュニティ都市インフラモデル構築・生活エネルギーの自給推進）（スマートコミュニティ都市インフラモデル構築・生活エネルギーの自給推進）（スマートコミュニティ都市インフラモデル構築・生活エネルギーの自給推進）

生活復興（雇用・医療福祉）
生活復興（雇用・医療福祉）

世界最先端のスマートコミュニティモデルを世界最先端のスマートコミュニティモデルを世界最先端のスマートコミュニティモデルを世界最先端のスマートコミュニティモデルを

全世界に情報発信・提案全世界に情報発信・提案全世界に情報発信・提案全世界に情報発信・提案

世界最先端のスマートコミュニティモデルを世界最先端のスマートコミュニティモデルを世界最先端のスマートコミュニティモデルを世界最先端のスマートコミュニティモデルを

全世界に情報発信・提案全世界に情報発信・提案全世界に情報発信・提案全世界に情報発信・提案

教育環境・機能の復旧
教育環境・機能の復旧 盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型“学都学都学都学都”の実現の実現の実現の実現

留学生の留学生の留学生の留学生の

盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型“学都学都学都学都”の実現の実現の実現の実現

留学生の留学生の留学生の留学生の

観光・物産の振興観光・物産の振興観光・物産の振興観光・物産の振興

経済循環の復活経済循環の復活経済循環の復活経済循環の復活

観光・物産の振興観光・物産の振興観光・物産の振興観光・物産の振興

経済循環の復活経済循環の復活経済循環の復活経済循環の復活

復興を観光資源とした次世代観光・交流モデルの推進復興を観光資源とした次世代観光・交流モデルの推進復興を観光資源とした次世代観光・交流モデルの推進復興を観光資源とした次世代観光・交流モデルの推進

・スマートコミュニティ・防災都市・スマートコミュニティ・防災都市・スマートコミュニティ・防災都市・スマートコミュニティ・防災都市 ・地域資源を生かした体験・交流観光の推進・地域資源を生かした体験・交流観光の推進・地域資源を生かした体験・交流観光の推進・地域資源を生かした体験・交流観光の推進

復興を観光資源とした次世代観光・交流モデルの推進復興を観光資源とした次世代観光・交流モデルの推進復興を観光資源とした次世代観光・交流モデルの推進復興を観光資源とした次世代観光・交流モデルの推進

・スマートコミュニティ・防災都市・スマートコミュニティ・防災都市・スマートコミュニティ・防災都市・スマートコミュニティ・防災都市 ・地域資源を生かした体験・交流観光の推進・地域資源を生かした体験・交流観光の推進・地域資源を生かした体験・交流観光の推進・地域資源を生かした体験・交流観光の推進

“被災地被災地被災地被災地”ブランドを国際ブランドへブランドを国際ブランドへブランドを国際ブランドへブランドを国際ブランドへ

東北の多彩な資源をパッケージ化・海外誘客東北の多彩な資源をパッケージ化・海外誘客東北の多彩な資源をパッケージ化・海外誘客東北の多彩な資源をパッケージ化・海外誘客

“被災地被災地被災地被災地”ブランドを国際ブランドへブランドを国際ブランドへブランドを国際ブランドへブランドを国際ブランドへ

東北の多彩な資源をパッケージ化・海外誘客東北の多彩な資源をパッケージ化・海外誘客東北の多彩な資源をパッケージ化・海外誘客東北の多彩な資源をパッケージ化・海外誘客

復興インフラとしての復興インフラとしての復興インフラとしての復興インフラとしてのIT利活用の促進利活用の促進利活用の促進利活用の促進

（（（（SNS、クラウドサービス等）、クラウドサービス等）、クラウドサービス等）、クラウドサービス等）

復興インフラとしての復興インフラとしての復興インフラとしての復興インフラとしてのIT利活用の促進利活用の促進利活用の促進利活用の促進

（（（（SNS、クラウドサービス等）、クラウドサービス等）、クラウドサービス等）、クラウドサービス等）

“スマートコミュニティを支えるスマートコミュニティを支えるスマートコミュニティを支えるスマートコミュニティを支えるITインフラインフラインフラインフラ”の地域での実証展開の地域での実証展開の地域での実証展開の地域での実証展開

技術とノウハウの蓄積技術とノウハウの蓄積技術とノウハウの蓄積技術とノウハウの蓄積××××人材育成、インキュベーション人材育成、インキュベーション人材育成、インキュベーション人材育成、インキュベーション

“スマートコミュニティを支えるスマートコミュニティを支えるスマートコミュニティを支えるスマートコミュニティを支えるITインフラインフラインフラインフラ”の地域での実証展開の地域での実証展開の地域での実証展開の地域での実証展開

技術とノウハウの蓄積技術とノウハウの蓄積技術とノウハウの蓄積技術とノウハウの蓄積××××人材育成、インキュベーション人材育成、インキュベーション人材育成、インキュベーション人材育成、インキュベーション

ITインフラ・ノウハウをグローバルに輸出インフラ・ノウハウをグローバルに輸出インフラ・ノウハウをグローバルに輸出インフラ・ノウハウをグローバルに輸出
ITインフラ・ノウハウをグローバルに輸出インフラ・ノウハウをグローバルに輸出インフラ・ノウハウをグローバルに輸出インフラ・ノウハウをグローバルに輸出

ソーシャルビジネスを軸にした持続性ある地域社会の創造的復興ソーシャルビジネスを軸にした持続性ある地域社会の創造的復興ソーシャルビジネスを軸にした持続性ある地域社会の創造的復興ソーシャルビジネスを軸にした持続性ある地域社会の創造的復興 ～～～～CSV（（（（Creating Shared Value ）～）～）～）～ソーシャルビジネスを軸にした持続性ある地域社会の創造的復興ソーシャルビジネスを軸にした持続性ある地域社会の創造的復興ソーシャルビジネスを軸にした持続性ある地域社会の創造的復興ソーシャルビジネスを軸にした持続性ある地域社会の創造的復興 ～～～～CSV（（（（Creating Shared Value ）～）～）～）～

盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型“学都学都学都学都”の実現の実現の実現の実現

留学生と日本人の異文化連携による創造活動留学生と日本人の異文化連携による創造活動留学生と日本人の異文化連携による創造活動留学生と日本人の異文化連携による創造活動

盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型盛んな創造活動、未来型“学都学都学都学都”の実現の実現の実現の実現

留学生と日本人の異文化連携による創造活動留学生と日本人の異文化連携による創造活動留学生と日本人の異文化連携による創造活動留学生と日本人の異文化連携による創造活動



２０１０年度農商工連携等人材育成事業（全国中小企業団体中央会への提案・採択補助事業）

とにかく実際のフィールドでの実践にとことんこだわって開催とにかく実際のフィールドでの実践にとことんこだわって開催とにかく実際のフィールドでの実践にとことんこだわって開催とにかく実際のフィールドでの実践にとことんこだわって開催 （生産者取材実習・販売実習・商談会実習）（生産者取材実習・販売実習・商談会実習）（生産者取材実習・販売実習・商談会実習）（生産者取材実習・販売実習・商談会実習）

・研修の中で指導しながら受講者の持つ商品やサービスの“商品カルテ”や“POP”、事業計画書を作成し活用
⇒研修終了後わずか半年で様々な連携・創造活動の事例が出現、更なる創造活動へとつながっている～⇒研修終了後わずか半年で様々な連携・創造活動の事例が出現、更なる創造活動へとつながっている～⇒研修終了後わずか半年で様々な連携・創造活動の事例が出現、更なる創造活動へとつながっている～⇒研修終了後わずか半年で様々な連携・創造活動の事例が出現、更なる創造活動へとつながっている～

（新しいことに取り組むことが（新しいことに取り組むことが（新しいことに取り組むことが（新しいことに取り組むことが“つらいつらいつらいつらい”からからからから“楽しい楽しい楽しい楽しい”にいつの間にか変わっている・・・）にいつの間にか変わっている・・・）にいつの間にか変わっている・・・）にいつの間にか変わっている・・・）

【参考事例１】 企画プロデュース×創造型人材育成の具体例

・異業種連携（新しい価値を生む力） ・地域資源の活用（独自性）

・グローバルな視野と経験（若さと活力・挑戦と失敗の経験）

震災復興とリンクした人材育成震災復興とリンクした人材育成震災復興とリンクした人材育成震災復興とリンクした人材育成

・ビジネスモデルの再構築・ビジネスモデルの再構築・ビジネスモデルの再構築・ビジネスモデルの再構築 ・他地域、海外市場の開拓・他地域、海外市場の開拓・他地域、海外市場の開拓・他地域、海外市場の開拓

・新商品／新サービスの開発・新商品／新サービスの開発・新商品／新サービスの開発・新商品／新サービスの開発 etc

小さくとも新しい一歩が地域企業の自信につながり、大きな成長の芽となる小さくとも新しい一歩が地域企業の自信につながり、大きな成長の芽となる小さくとも新しい一歩が地域企業の自信につながり、大きな成長の芽となる小さくとも新しい一歩が地域企業の自信につながり、大きな成長の芽となる

～地域企業の“前に踏み出す一歩”にしっかりとしたサポートとフォローを～

これからの産業支援に求められる力これからの産業支援に求められる力これからの産業支援に求められる力これからの産業支援に求められる力

地域産業の潜在能力を本音で引き出せる“プロデュース型の産業支援”

アイデアで違った視点から価値を見出すアイデアで違った視点から価値を見出すアイデアで違った視点から価値を見出すアイデアで違った視点から価値を見出す

・捨てられたものを価値あるものに・・・・捨てられたものを価値あるものに・・・・捨てられたものを価値あるものに・・・・捨てられたものを価値あるものに・・・

・既存商品を違う客層に・・・・既存商品を違う客層に・・・・既存商品を違う客層に・・・・既存商品を違う客層に・・・



みやぎのあられ（宮城県亘理町）みやぎのあられ（宮城県亘理町）みやぎのあられ（宮城県亘理町）みやぎのあられ（宮城県亘理町）××××丘のホテル（仙台市）丘のホテル（仙台市）丘のホテル（仙台市）丘のホテル（仙台市）

××××竹若（東京都・高級料亭）竹若（東京都・高級料亭）竹若（東京都・高級料亭）竹若（東京都・高級料亭）

【参考事例２】 東日本大震災後の産業復興支援の具体例

宿泊客の夜の“つまみ”
銀座OLの“高級おやつ”

仙台駅構内・地元百貨店その他

（宮城県の特産品お土産）

“地域発グローバル地域発グローバル地域発グローバル地域発グローバル”な視点でのプロデュースは高い付加価値を創出するな視点でのプロデュースは高い付加価値を創出するな視点でのプロデュースは高い付加価値を創出するな視点でのプロデュースは高い付加価値を創出する

～BOPによるインフラ輸出、１次産品のブランド化や海外輸出、異業種連携による新しいサービス付加価値の創生・・・ ～
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具体的な取組計画案

１．産業振興・雇用／生活・環境

（１）都市インフラモデル構築

（２）異業種連携による新しい価値創造

（３）産学連携による産業人材育成×地域企業再生

【補足】ソーシャルビジネスの持続性と地域社会への寄与

～Creating Shared Value～
（４）ー①持続性あるソーシャルビジネスの創出（地域社会の再生）

ー②持続性あるソーシャルビジネスの創出（教育・市民創発）

２．学校・教育

３．観光・交流

４．ITインフラ
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せんだいスマートコミュニティ研究モデル都市構築事業せんだいスマートコミュニティ研究モデル都市構築事業せんだいスマートコミュニティ研究モデル都市構築事業せんだいスマートコミュニティ研究モデル都市構築事業

※日本IBM・東北大学災害科学国際研究拠点、東北大学IIS研究センター その他との連携事業

学都仙台らしい学都仙台らしい学都仙台らしい学都仙台らしい”国際防災研究モデル都市国際防災研究モデル都市国際防災研究モデル都市国際防災研究モデル都市”を実現し、高度分野での雇用の創出や研究開発産業の誘致につなげる。を実現し、高度分野での雇用の創出や研究開発産業の誘致につなげる。を実現し、高度分野での雇用の創出や研究開発産業の誘致につなげる。を実現し、高度分野での雇用の創出や研究開発産業の誘致につなげる。

①①①①“テレワークオフィスセンターテレワークオフィスセンターテレワークオフィスセンターテレワークオフィスセンター”による緊急雇用創出事業による緊急雇用創出事業による緊急雇用創出事業による緊急雇用創出事業

内容：内容：内容：内容：

• 従来のコールセンター誘致施策に対し、“震災対応型の分散環境ノウハウ震災対応型の分散環境ノウハウ震災対応型の分散環境ノウハウ震災対応型の分散環境ノウハウ”の付加価値の付加価値の付加価値の付加価値をつけ、緊急誘致を図る。

• コールセンター誘致×人材育成の推進、緊急雇用を仙台で生み出し、東北域外への労働人口の流出を食い止める。

進め方：進め方：進め方：進め方：

・NAViS内に実証モデルセンターを構築、日本IBMや地域IT企業と共同で中央企業向け誘致コンサルティングを展開
・（財）仙台市産業振興事業団により、 小規模・零細企業や個人事業主のインターネット利活用による全国への

販路拡大等の新事業展開を側面支援する“地域産業復興支援コールセンター地域産業復興支援コールセンター地域産業復興支援コールセンター地域産業復興支援コールセンター”としてNAViSモデルセンターを活用

⇒ （財）仙台市産業振興事業団支援企業等の中小企業者やネットビジネス事業者等（電話窓口を自前で持つのが

難しい事業者）のニーズを踏まえたサービス展開を図り、その事業活動支援サービスとして展開

※具体例： 中小事業者の商品販売の電話注文窓口・取扱い件数に応じ少額の手数料を事業者から徴収

IT弱者の事業者のための付加機能として“ネット/メール注文のアナログ化”の仕組み導入も想定

②②②②“ソフトウェアインキュベーションセンターソフトウェアインキュベーションセンターソフトウェアインキュベーションセンターソフトウェアインキュベーションセンター”による研究開発・実証都市モデルの構築による研究開発・実証都市モデルの構築による研究開発・実証都市モデルの構築による研究開発・実証都市モデルの構築

内容：内容：内容：内容：

• 仙台を“国際防災研究拠点モデル都市”と位置づけ、その中で産学連携による研究開発・実証・都市づくりを実施
• 研究開発型地域産業及びその担い手人材の育成、他地域からの研究・開発型産業の誘致を展開

進め方：進め方：進め方：進め方：

• NAViS内にスマートコミュニティ・インキュベーションセンターを設立、東北大の最先端のシーズと地域フィールド東北大の最先端のシーズと地域フィールド東北大の最先端のシーズと地域フィールド東北大の最先端のシーズと地域フィールド

（商工・経済）、ものづくり企業／（商工・経済）、ものづくり企業／（商工・経済）、ものづくり企業／（商工・経済）、ものづくり企業／IT企業（研究・開発）を結びつけていく企業（研究・開発）を結びつけていく企業（研究・開発）を結びつけていく企業（研究・開発）を結びつけていく

⇒ （財）仙台市産業振興事業団と連携の上で、地域の異業種を連携させた実証都市モデルを形成

ものづくり・IT（インフラ）×商工業者×生産者
（→異業種連携による付加価値の共有・派生する新しい研究・開発シーズの事業化支援）

１－（１） 都市インフラモデル構築
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震災復興・地域産業の新しい経済循環モデル創出事業（販路開拓・産業クラスタ化）震災復興・地域産業の新しい経済循環モデル創出事業（販路開拓・産業クラスタ化）震災復興・地域産業の新しい経済循環モデル創出事業（販路開拓・産業クラスタ化）震災復興・地域産業の新しい経済循環モデル創出事業（販路開拓・産業クラスタ化）

地域経済が循環する仕組みを構築地域経済が循環する仕組みを構築地域経済が循環する仕組みを構築地域経済が循環する仕組みを構築

①①①① “仙台・東北仙台・東北仙台・東北仙台・東北 地域産品まるごと発掘・産業クラスタ化事業地域産品まるごと発掘・産業クラスタ化事業地域産品まるごと発掘・産業クラスタ化事業地域産品まるごと発掘・産業クラスタ化事業”

背背背背 景：景：景：景： ・（財）仙台市産業振興事業団共催“みやぎふるさとプラザ”販売会での首都圏顧客の反応
⇒⇒⇒⇒ 地域産品がまとまったカタログが欲しい地域産品がまとまったカタログが欲しい地域産品がまとまったカタログが欲しい地域産品がまとまったカタログが欲しい

・緊急販売支援に協力した仙台市内の飲食・宿泊等業界からも同様の意見が寄せられている。

内内内内 容：容：容：容： ・・・・地域産品のカタログ化を通じ、支援等対象となる地域産品や事業者を発掘

・チャレンジ事業や人材育成など他事業も絡めていく中で農商工連携や異業種連携を進め、

新しい産業クラスタ形成につなげる

（仙台が東北の地域産業復興を牽引、地域内外にグローバルに発信・活用していく視点が大切）

・カタログは仙台市内の飲食店やホテル等で活用してもらうと共に、首都圏等の希望事業者等でも活用

・受発注は“各事業者へ直接”または“地域産業復興支援コールセンター”を通じて行う
・海外からの観光誘客等の交流活性化事業や地域物産展などでも活用

進め方：進め方：進め方：進め方： ・・・・（財）仙台市産業振興事業団やNAViS、その他関係機関の持つネットワークを駆使し、地域産
業

データベースとして継続的に育てていく

・ 印刷費相当分等の少額の掲載費を事業者から徴収することも想定

１－（２） 異業種連携による新しい価値創造 （その１）
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震災復興・地域産業の新しい経済循環モデル創出事業（震災復興・地域産業の新しい経済循環モデル創出事業（震災復興・地域産業の新しい経済循環モデル創出事業（震災復興・地域産業の新しい経済循環モデル創出事業（ITインフラ）インフラ）インフラ）インフラ）

地域経済やコミュニティが循環する仕組みを支える地域経済やコミュニティが循環する仕組みを支える地域経済やコミュニティが循環する仕組みを支える地域経済やコミュニティが循環する仕組みを支えるITインフラを構築インフラを構築インフラを構築インフラを構築

地域経済循環のためのクラウドサービス基盤整備地域経済循環のためのクラウドサービス基盤整備地域経済循環のためのクラウドサービス基盤整備地域経済循環のためのクラウドサービス基盤整備

内内内内 容：容：容：容： ・・・・ 地域中間流通（生産者・加工者⇒小売・サービス）をシームレスにつなぐITクラウド基盤の
実証実験を展開

・ 近隣各地の生産者と仙台市の流通・小売・サービス業の新しい中間流通の創造につなげる

（具体例としては今まで地元直売所にしか流れなかった規格外野菜の仙台市中心部飲食店で

の活用 など）

進め方：進め方：進め方：進め方：

NAViSにより地域IT企業やホテル旅館組合等と連携した基盤モデルを形成、将来的には“産業クラス
タ

化事業”と連携し、 （財）仙台市産業振興業団の支援対象である小売、飲食業など地域の従来型産
業全体のITサービス基盤として展開したい

１－（２）．異業種連携による新しい価値創造 （その２）

②②②② “首都圏・海外首都圏・海外首都圏・海外首都圏・海外 地域産品販売・販路開拓チャレンジ事業地域産品販売・販路開拓チャレンジ事業地域産品販売・販路開拓チャレンジ事業地域産品販売・販路開拓チャレンジ事業”
背背背背 景：景：景：景： ・・・・ （財）仙台市産業振興事業団共催“みやぎふるさとプラザ”販売会での出店事業者の反応

⇒実際に現場で売ることで様々な知見が得られた⇒実際に現場で売ることで様々な知見が得られた⇒実際に現場で売ることで様々な知見が得られた⇒実際に現場で売ることで様々な知見が得られた

内内内内 容：容：容：容： ・・・・ 首都圏（将来的には海外も）に対する自社商品等の販売実習支援

進め方：進め方：進め方：進め方： ・・・・販売実習を通じて、自社商品のブランディングや売り方など販路開拓の知見を得てもらうことが目的

・出店費は事業者負担、必要に応じて専門家の指導も盛り込む

・近い将来には観光復興事業に併せて、香港、台湾、タイ等を中心に諸外国でも展開

・将来的には支援対象事業者をクラスタ化し、異業種が連携した“体験・おみやげパッケージ”の開発、
共同での物産展の開催や国内外との観光・取引開拓等のプロデュース事業につなげる
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１－（３）．産学連携による産業人材育成×地域企業再生

震災復興・震災復興・震災復興・震災復興・SENDAIビジネススクールの開設ビジネススクールの開設ビジネススクールの開設ビジネススクールの開設

①震災復興を経営革新に！①震災復興を経営革新に！①震災復興を経営革新に！①震災復興を経営革新に！ 「「「「Sendai 産学連携産学連携産学連携産学連携MOT（技術経営）ビジネススクール」（技術経営）ビジネススクール」（技術経営）ビジネススクール」（技術経営）ビジネススクール」

対象：東北地域の中堅・中小企業（製造業、ITサービス業など研究・開発型事業）の新事業開拓を担う社員等
企業の実ビジネスの新規開拓を一緒に考えたい、大学院生、学部学生（東北大学・その他Sendai Scheme学生）

講師：東北大学情報科学研究科、東北イノベーションキャピタル、その他実務家講師

特徴：ビジネスゲームで経営感覚を養った上で、受講者企業をテーマとした研究・開発の新ビジネスプランを学生と一緒に策定・指導

を行い、グランプリで競う

②震災復興を経営革新に！②震災復興を経営革新に！②震災復興を経営革新に！②震災復興を経営革新に！ 「震災復興「震災復興「震災復興「震災復興 Sendai  地域資源活用型ビジネススクール」地域資源活用型ビジネススクール」地域資源活用型ビジネススクール」地域資源活用型ビジネススクール」

対象：東北地域の中堅・中小企業（流通・小売、サービス、医療・福祉などの地域中小企業）の新事業開拓を担う社員等

企業の実ビジネスの新規開拓を一緒に考えたい、大学院生、学部学生（東北大学・その他Sendai Scheme学生）
講師：東北大学経済学研究科（地域イノベーションセンター）、（財）仙台市産業振興事業団登録コンサルタント、その他実務家講師

特徴：地域資源（無形のものを含む）を活用しながら、海外も含めたグローバルなビジネスモデルの創生を担う人材育成が目標。

講座の中でビジネスプランを策定し、評価すると共に、その具体的な実行支援を行うことを想定。

⇒①と②は（財）仙台市産業振興事業団が主体となった中小企業支援策の一環としての推進を想定

“ビジネスプランコンテスト”は①と②を併せて公開・非公開にて行うことを計画
希望する受講者に対しては事業団の“開業コンサルパック”や“デザイン中小企業支援”等への誘導も行い、継続的な取組支援
と成果事例の早期創出を図る。

③③③③Sendai 農商工連携ビジネススクール（食・農分野）農商工連携ビジネススクール（食・農分野）農商工連携ビジネススクール（食・農分野）農商工連携ビジネススクール（食・農分野）

（※2011年度は全国中小企業団体中央会補助事業としてNAViS／マイティー千葉重が実施）
対象：“食”と“地域ブランド”を担う人材（農水産業生産者、加工業者、流通・販売業者、飲食・宿泊サービス業者、観光業者など）

講師：（有）マイティー千葉重（仙台市） その他地域内外の実務家等

特徴：講座を受講するだけでなく、受講者各自が講座の知見を活用した新商品・サービスや新連携開発を並行して行う。

講師陣や事務局は、自身の持つノウハウや全国ネットワークを駆使し受講者の取組を支援する

⇒前掲の「チャレンジ事業」や（財）仙台市産業振興事業団の“デザイン中小企業支援”と連携した推進を想定
（事業団職員の“企画運営委員会”参加、受講者発掘や支援の共同推進も想定）

ワークショップを通じ、実際のビジネスモデルを構築（新事業開拓ワークショップを通じ、実際のビジネスモデルを構築（新事業開拓ワークショップを通じ、実際のビジネスモデルを構築（新事業開拓ワークショップを通じ、実際のビジネスモデルを構築（新事業開拓××××人材育成）人材育成）人材育成）人材育成）

・中堅・中小企業の実際の研究・開発、商品・サービス等の開拓を人材育成の教材テーマとする

・産学連携による“地域の頭脳”や“他地域との連携資源”も活用、受講者による早期の具体的復興への取組を支援
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Creating Shared Value （（（（CSV）・・共益の創造（経済性と社会性の両立））・・共益の創造（経済性と社会性の両立））・・共益の創造（経済性と社会性の両立））・・共益の創造（経済性と社会性の両立）

社会課題の解決と企業の利益、競争力向上を両立させ、社会と企業の両方に価値を生み出す取り組み

・“経営戦略論”の第一人者である“M.Eポーター”により2011年度に提唱された新しい概念
・従来からの・従来からの・従来からの・従来からのCSRはははは“ボランティアボランティアボランティアボランティア”、、、、CSVはははは“ソーシャルビジネスソーシャルビジネスソーシャルビジネスソーシャルビジネス”と位置づけられる⇒と位置づけられる⇒と位置づけられる⇒と位置づけられる⇒NPO、社会起業家の成長・発展方向、社会起業家の成長・発展方向、社会起業家の成長・発展方向、社会起業家の成長・発展方向

出典：日経ビジネスオンライン2011年6月1日号

・BOP（Base of the Pyramid）
・途上国への社会インフラ展開

・先進国の少子高齢化問題への対応

環境・貧困・教育問題の解決

（CO2削減、識字率向上・・）

仙台・宮城・東北の復興を通じた新しい社会インフラ形成・東北発グローバルな展開仙台・宮城・東北の復興を通じた新しい社会インフラ形成・東北発グローバルな展開仙台・宮城・東北の復興を通じた新しい社会インフラ形成・東北発グローバルな展開仙台・宮城・東北の復興を通じた新しい社会インフラ形成・東北発グローバルな展開

～ソーシャルビジネスの創出・育成を震災復興・地域再生と結びつける～

【【【【地域資源地域資源地域資源地域資源】】】】

・・・・“食料生産基地、海山豊かな自然との共生食料生産基地、海山豊かな自然との共生食料生産基地、海山豊かな自然との共生食料生産基地、海山豊かな自然との共生

・１～３次産業の域内循環バリューチェーン・１～３次産業の域内循環バリューチェーン・１～３次産業の域内循環バリューチェーン・１～３次産業の域内循環バリューチェーン

【【【【人材資源人材資源人材資源人材資源】】】】

・１次～３次までの多彩な産業人材・１次～３次までの多彩な産業人材・１次～３次までの多彩な産業人材・１次～３次までの多彩な産業人材

盛んな盛んな盛んな盛んなNPO活動・多彩なコミュニティ人材活動・多彩なコミュニティ人材活動・多彩なコミュニティ人材活動・多彩なコミュニティ人材

・研究・開発型人材・留学生人材・研究・開発型人材・留学生人材・研究・開発型人材・留学生人材・研究・開発型人材・留学生人材

仙台・宮城・東北をフィールドとした社会課題の解決の実践仙台・宮城・東北をフィールドとした社会課題の解決の実践仙台・宮城・東北をフィールドとした社会課題の解決の実践仙台・宮城・東北をフィールドとした社会課題の解決の実践

持続可能なソーシャルビジネス・コミュニティビジネスの創出持続可能なソーシャルビジネス・コミュニティビジネスの創出持続可能なソーシャルビジネス・コミュニティビジネスの創出持続可能なソーシャルビジネス・コミュニティビジネスの創出

社会課題の解決をグ

ローバルな事業化へ

つなげる

【補足】ソーシャルビジネスの持続性と地域社会への寄与 ～Creating Shared Value～

【【【【震災によって浮かび上がった社会課題震災によって浮かび上がった社会課題震災によって浮かび上がった社会課題震災によって浮かび上がった社会課題】】】】

・１次産業の高齢化、新しい担い手確保・１次産業の高齢化、新しい担い手確保・１次産業の高齢化、新しい担い手確保・１次産業の高齢化、新しい担い手確保

・エネルギーの多様化、生活エネルギーの自給・エネルギーの多様化、生活エネルギーの自給・エネルギーの多様化、生活エネルギーの自給・エネルギーの多様化、生活エネルギーの自給

・コミュニケーション手段としての・コミュニケーション手段としての・コミュニケーション手段としての・コミュニケーション手段としてのITインフラ、そのインフラ、そのインフラ、そのインフラ、その

恩恵を受けられない情報弱者（デジタルデバイド）恩恵を受けられない情報弱者（デジタルデバイド）恩恵を受けられない情報弱者（デジタルデバイド）恩恵を受けられない情報弱者（デジタルデバイド）

・地域経済の循環の崩壊、バリューチェーン多様化、・地域経済の循環の崩壊、バリューチェーン多様化、・地域経済の循環の崩壊、バリューチェーン多様化、・地域経済の循環の崩壊、バリューチェーン多様化、

地域経済のグローバル化の必要性地域経済のグローバル化の必要性地域経済のグローバル化の必要性地域経済のグローバル化の必要性

【【【【仙台・宮城地域特有の社会課題仙台・宮城地域特有の社会課題仙台・宮城地域特有の社会課題仙台・宮城地域特有の社会課題】】】】

•学力後進県・深刻な人材の中央流出（宮城県出身の東北大生はわずか数％）学力後進県・深刻な人材の中央流出（宮城県出身の東北大生はわずか数％）学力後進県・深刻な人材の中央流出（宮城県出身の東北大生はわずか数％）学力後進県・深刻な人材の中央流出（宮城県出身の東北大生はわずか数％）

•東北他県からも流入・低い就職率（高等学校就職率東北他県からも流入・低い就職率（高等学校就職率東北他県からも流入・低い就職率（高等学校就職率東北他県からも流入・低い就職率（高等学校就職率87.6％％％％ 全国ワースト４）全国ワースト４）全国ワースト４）全国ワースト４）

•特色のないのが特色（震災前の国外での特色のないのが特色（震災前の国外での特色のないのが特色（震災前の国外での特色のないのが特色（震災前の国外での“仙台仙台仙台仙台”の知名度はほぼゼロ）の知名度はほぼゼロ）の知名度はほぼゼロ）の知名度はほぼゼロ）

•東北他県に比べてインパクトに欠ける乏しい観光資源（世界遺産はゼロ）東北他県に比べてインパクトに欠ける乏しい観光資源（世界遺産はゼロ）東北他県に比べてインパクトに欠ける乏しい観光資源（世界遺産はゼロ）東北他県に比べてインパクトに欠ける乏しい観光資源（世界遺産はゼロ）
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１－（４）ー①．持続性あるソーシャルビジネスの創出（地域社会の再生）

震災復興・異文化が共生した新しいふるさと交流・地域コミュニティ再生モデル事業震災復興・異文化が共生した新しいふるさと交流・地域コミュニティ再生モデル事業震災復興・異文化が共生した新しいふるさと交流・地域コミュニティ再生モデル事業震災復興・異文化が共生した新しいふるさと交流・地域コミュニティ再生モデル事業

地域の伝統や文化、自然と共生した心が豊かになれるふるさとづくり、観光振興を通じた新しい交流人口の開拓地域の伝統や文化、自然と共生した心が豊かになれるふるさとづくり、観光振興を通じた新しい交流人口の開拓地域の伝統や文化、自然と共生した心が豊かになれるふるさとづくり、観光振興を通じた新しい交流人口の開拓地域の伝統や文化、自然と共生した心が豊かになれるふるさとづくり、観光振興を通じた新しい交流人口の開拓

想定対象地域：気仙沼大島、塩竈浦戸諸島（桂島）（想定対象地域：気仙沼大島、塩竈浦戸諸島（桂島）（想定対象地域：気仙沼大島、塩竈浦戸諸島（桂島）（想定対象地域：気仙沼大島、塩竈浦戸諸島（桂島）（“観光観光観光観光”が地域産業の主軸となっている宮城県内の離島）が地域産業の主軸となっている宮城県内の離島）が地域産業の主軸となっている宮城県内の離島）が地域産業の主軸となっている宮城県内の離島）

内陸部の内陸部の内陸部の内陸部のNPOや農業生産者、企業、大学とも連携したソーシャルコミュニティ連携事業としての推進や農業生産者、企業、大学とも連携したソーシャルコミュニティ連携事業としての推進や農業生産者、企業、大学とも連携したソーシャルコミュニティ連携事業としての推進や農業生産者、企業、大学とも連携したソーシャルコミュニティ連携事業としての推進

内内内内 容：容：容：容：

・“日本の古き良きふるさと”が残る環境、地域コミュニティ復興の主軸である“新しい観光振興”による復興
・住民の“当たり前の日常”を観光資源化、島民と一体となった新しい体験型観光の開発と地域内外との連携を支援
・“島での体験型観光のギフト化、仙台や東京のお中元コーナーやスポーツ用品店、雑貨店での販促”など、これまで
なかったソーシャルビジネス共同でのグローバルな価値創造を推進

特特特特 色：色：色：色：

・これまでの・これまでの・これまでの・これまでの“出資主体（民間ファンド、国、自治体など）対１つの出資主体（民間ファンド、国、自治体など）対１つの出資主体（民間ファンド、国、自治体など）対１つの出資主体（民間ファンド、国、自治体など）対１つのNPO団体団体団体団体”という単一の支援ではなく、横連携が鍵。という単一の支援ではなく、横連携が鍵。という単一の支援ではなく、横連携が鍵。という単一の支援ではなく、横連携が鍵。

NPOやソーシャルビジネス事業者など現地関係者の“やりたいこと”（自主性）を尊重した上で、共通の課題や方向性
（ITの利活用、体験型観光を通じた観光客等による“勝手に廻る情報発信”、海外市場をターゲットにした誘客等）を
クラスタ化することによるスケールメリットや、大学や企業、内陸部のNPOや農業生産者との連携による全県的な
価値創造、知見の共有を狙っている点が特色

社会に提供する価値：社会に提供する価値：社会に提供する価値：社会に提供する価値：グローバルな交流・異文化共生による地域コミュニティの再生、観光交流活性化による“生活雇用”の創出

【取組内容の具体例】

・ふるさと島民制度の創設 ・地域の自然・環境資源を活用した生活エネルギーの自給モデル事業の推進

・島での“自給自足”体験 ・被災時の避難所生活の再現・体験

・津波体験や歴史のアーガイブ化、未来に伝える情報の蓄積とグローバルな交流

・島の農水産物を生かしたバーベキュー＆海水浴、・島の農水産物を生かしたバーベキュー＆海水浴、・島の農水産物を生かしたバーベキュー＆海水浴、・島の農水産物を生かしたバーベキュー＆海水浴、BBQ文化を持つ欧米からの体験型観光のグローバル誘客文化を持つ欧米からの体験型観光のグローバル誘客文化を持つ欧米からの体験型観光のグローバル誘客文化を持つ欧米からの体験型観光のグローバル誘客

・無料のクラウドサービス（・無料のクラウドサービス（・無料のクラウドサービス（・無料のクラウドサービス（Twitter 、、、、Facebook、、、、Googleなど）を活用した持続性あるコミュニティなど）を活用した持続性あるコミュニティなど）を活用した持続性あるコミュニティなど）を活用した持続性あるコミュニティITインフラの企画構築インフラの企画構築インフラの企画構築インフラの企画構築

・全国・海外で居ながらできる被災地復興支援ボランティア・全国・海外で居ながらできる被災地復興支援ボランティア・全国・海外で居ながらできる被災地復興支援ボランティア・全国・海外で居ながらできる被災地復興支援ボランティア“翻訳ボランディア翻訳ボランディア翻訳ボランディア翻訳ボランディア”の仕組みづくりの仕組みづくりの仕組みづくりの仕組みづくり

（翻訳ボランティアを通じた持続性あるグローバルな情報交流）（翻訳ボランティアを通じた持続性あるグローバルな情報交流）（翻訳ボランティアを通じた持続性あるグローバルな情報交流）（翻訳ボランティアを通じた持続性あるグローバルな情報交流）

民間ファンド等による支援があると望ましい民間ファンド等による支援があると望ましい民間ファンド等による支援があると望ましい民間ファンド等による支援があると望ましい

社会課題の解決と持続的成長（企業にもメリットのある社会課題の解決と持続的成長（企業にもメリットのある社会課題の解決と持続的成長（企業にもメリットのある社会課題の解決と持続的成長（企業にもメリットのある“CSV” ））））
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市民創発への取組（新しい価値を生み出す力）市民創発への取組（新しい価値を生み出す力）市民創発への取組（新しい価値を生み出す力）市民創発への取組（新しい価値を生み出す力）

明日の仙台・東北の発展を担う創造型のビジネス人材を発掘明日の仙台・東北の発展を担う創造型のビジネス人材を発掘明日の仙台・東北の発展を担う創造型のビジネス人材を発掘明日の仙台・東北の発展を担う創造型のビジネス人材を発掘

①有料①有料①有料①有料“レンタル学習室（勉強カフェ）レンタル学習室（勉強カフェ）レンタル学習室（勉強カフェ）レンタル学習室（勉強カフェ）”
・NAViSビルの柔軟で創造性ある雰囲気を活用
・首都圏で展開されている“勉強カフェhttp://benkyo-cafe.net/ のイメージ
・“場所貸し”の側面が強い既存のレンタルオフィスやインキュベーションルームではなく学習室形態とし、共通の目的
を持つ人同士の交流創発や新しい価値創造、業種や世代を越えた様々なネットワークの拡大を図っていく

・単なるスペース貸しではなく、勉強カフェのような、目標達成のための自律的な仕組みを組み込む

⇒（財）仙台市産業振興事業団等の支援機関による新たな支援先の掘り起こしにつなげていく⇒（財）仙台市産業振興事業団等の支援機関による新たな支援先の掘り起こしにつなげていく⇒（財）仙台市産業振興事業団等の支援機関による新たな支援先の掘り起こしにつなげていく⇒（財）仙台市産業振興事業団等の支援機関による新たな支援先の掘り起こしにつなげていく

②ビジネスラウンジの併設②ビジネスラウンジの併設②ビジネスラウンジの併設②ビジネスラウンジの併設

・WIFIが無料で使える情報発信・交流のビジネスラウンジを併設

・（財）仙台市産業振興事業団登録専門家やNAViS地元講師等を交えた短時間の交流会・情報交換会等も実施

１－（４）－②．持続性あるソーシャルビジネスの創出（教育・創発）

学力向上、就業力育成学力向上、就業力育成学力向上、就業力育成学力向上、就業力育成 ～～～～“学都仙台学都仙台学都仙台学都仙台”の潜在能力を高める～の潜在能力を高める～の潜在能力を高める～の潜在能力を高める～

仙台・宮城地域特有の大きな課題仙台・宮城地域特有の大きな課題仙台・宮城地域特有の大きな課題仙台・宮城地域特有の大きな課題“進学率・就職率問題進学率・就職率問題進学率・就職率問題進学率・就職率問題”の解決、の解決、の解決、の解決、NPOや大学・企業と連携した新しいソーシャルビジネスや大学・企業と連携した新しいソーシャルビジネスや大学・企業と連携した新しいソーシャルビジネスや大学・企業と連携した新しいソーシャルビジネス

①オープンワークショップ①オープンワークショップ①オープンワークショップ①オープンワークショップ 「社会人基礎力育成・評価」「社会人基礎力育成・評価」「社会人基礎力育成・評価」「社会人基礎力育成・評価」

対 象： 大学生・保護者（主に１年生～２年生）

狙 い： 大学入学時から社会人基礎力を意識した行動の積み重ねを行い、就業力の育成につなげる。

地域社会の中で保護者に対し、“企業が求める人材像”に対する正確な理解を醸成する
講 師： 大手企業、大学、NPOなど

②早期理系高度人材育成②早期理系高度人材育成②早期理系高度人材育成②早期理系高度人材育成 「数学塾」「数学塾」「数学塾」「数学塾」

対 象： 高校生、大学生

狙 い： 地域社会の明日を担う生徒に対し、“自分で考える力”の育成を行い、学力向上につなげる。
東北大学や大手企業技術者等の協力の下、受験数学ではなく、理系の基礎となる学問的数学を鍛錬。

集合論、抽象代数、論理数学、解析学（微分、積分）、微分方程式、確率論、未解決数学問題の紹介

（インドの数学教育を調べる）等を実施

倫理、道徳を含め、小手先の知識教育ではなく、文理バランスのとれた人間力を養うことが目的

講 師： 大手企業、大学など

大手電気・通信系企業の支援があると望ましい大手電気・通信系企業の支援があると望ましい大手電気・通信系企業の支援があると望ましい大手電気・通信系企業の支援があると望ましい

復興支援復興支援復興支援復興支援××××高度人材育成高度人材育成高度人材育成高度人材育成××××社会課題の解決社会課題の解決社会課題の解決社会課題の解決

（若年層人材の育成）（若年層人材の育成）（若年層人材の育成）（若年層人材の育成）
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震災復興に貢献！震災復興に貢献！震災復興に貢献！震災復興に貢献！ 産学産学産学産学××××地域連携型教育の展開地域連携型教育の展開地域連携型教育の展開地域連携型教育の展開

学生の活動先を地域フィールドとし、学生の活動先を地域フィールドとし、学生の活動先を地域フィールドとし、学生の活動先を地域フィールドとし、“学都仙台学都仙台学都仙台学都仙台”らしさを発揮らしさを発揮らしさを発揮らしさを発揮

①震災復興に貢献！①震災復興に貢献！①震災復興に貢献！①震災復興に貢献！ 東北大学東北大学東北大学東北大学 産学産学産学産学××××地域連携グローバル人材育成プログラム地域連携グローバル人材育成プログラム地域連携グローバル人材育成プログラム地域連携グローバル人材育成プログラム

（（（（※※※※2011年度は経済産業省予算を活用）年度は経済産業省予算を活用）年度は経済産業省予算を活用）年度は経済産業省予算を活用）

対象：東北大電気・情報系大学院留学生・日本人学生，仙台圏他大学の学生

講師企業：地元／中央のIT・エレクトロニクス系企業
内容：被災地復興のITシステムの企画設計を行う中で、復興支援と学生の育成を行う産学連携教育
（※２０１１年度は宮城県気仙沼市・大島地区のコミュニティ情報センター、仙台市内の“仮設住宅見守り支援システム”を計画）

②震災復興に貢献！②震災復興に貢献！②震災復興に貢献！②震災復興に貢献！ せんだい学生技術ボランティアプログラムせんだい学生技術ボランティアプログラムせんだい学生技術ボランティアプログラムせんだい学生技術ボランティアプログラム （（（（※※※※2011年度の予算は未定）年度の予算は未定）年度の予算は未定）年度の予算は未定）

対象：東北学院大学工学部（電気情報工学科） その他

講師企業：中央大手電気系企業または地域IT企業を予定
内容：商店街等を実証フィールドとし、技術で社会貢献を行う中で地域活性化と学生の育成を行う産学連携教育

※実際の研究・開発体験を通じて、学生のグローバルな視野と高いモチベーションを育成。地域フィールドでの実証実験を取り入れる

ことにより、新連携、異業種連携のきっかけづくりにもつなげる。

※※※※宮城県、仙台市や（財）仙台市産業振興事業団など自治体及びその関連機関の復興支援事業として推進宮城県、仙台市や（財）仙台市産業振興事業団など自治体及びその関連機関の復興支援事業として推進宮城県、仙台市や（財）仙台市産業振興事業団など自治体及びその関連機関の復興支援事業として推進宮城県、仙台市や（財）仙台市産業振興事業団など自治体及びその関連機関の復興支援事業として推進

“地域の教育力地域の教育力地域の教育力地域の教育力”による創造型人材育成・学力向上の展開による創造型人材育成・学力向上の展開による創造型人材育成・学力向上の展開による創造型人材育成・学力向上の展開

中高生に対して中高生に対して中高生に対して中高生に対して“自ら考える力自ら考える力自ら考える力自ら考える力”を養うきっかけづくりを行い、地域全体としての学力向上を図る。を養うきっかけづくりを行い、地域全体としての学力向上を図る。を養うきっかけづくりを行い、地域全体としての学力向上を図る。を養うきっかけづくりを行い、地域全体としての学力向上を図る。

①社会人利活用・創造育成教育①社会人利活用・創造育成教育①社会人利活用・創造育成教育①社会人利活用・創造育成教育 （（（（※※※※2011年度の予算は未定）年度の予算は未定）年度の予算は未定）年度の予算は未定）

対象：中学校、高等学校（普通科・理数科） 講師：地域企業，NPO, 学習塾，大学院生・大学教員など
内容：地域企業やNPO等の持つテーマを題材に、その原理やプロセスを考え、読解力や思考力を高める対話型出前授業

②「みやぎデジタルアカデミー」出前授業②「みやぎデジタルアカデミー」出前授業②「みやぎデジタルアカデミー」出前授業②「みやぎデジタルアカデミー」出前授業 （（（（※※※※2011年度からは（社）宮城県情報サービス産業協会が中心となり自立）年度からは（社）宮城県情報サービス産業協会が中心となり自立）年度からは（社）宮城県情報サービス産業協会が中心となり自立）年度からは（社）宮城県情報サービス産業協会が中心となり自立）

対象：中学校、高等学校（普通科・理数科及び商業・工業高校の情報系学科など）

講師：地域企業の技術者（（社）宮城県情報サービス産業協会企業など）

内容：数学や理科と社会を支える技術を結びつけ、教科学習を行う意味を理解し学力向上につなげる授業

※均質的な仕事で安定志向の“有名企業や公務員”だけでなく、“キラリと光る企業”も含めて実務を俯瞰したキャリアを積むことが
将来につながること、大企業も含めて社会全体がそうした“キャリアの積める人材”を求めていることをしっかりと理解してもらう。

２．学校・教育

大手電気・通信系企業の支援があると望ましい大手電気・通信系企業の支援があると望ましい大手電気・通信系企業の支援があると望ましい大手電気・通信系企業の支援があると望ましい

復興支援復興支援復興支援復興支援××××高度人材育成高度人材育成高度人材育成高度人材育成××××社会課題の解決社会課題の解決社会課題の解決社会課題の解決

（グローバル人材の育成）（グローバル人材の育成）（グローバル人材の育成）（グローバル人材の育成）
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クールジャパンクールジャパンクールジャパンクールジャパン 仙台・東北仙台・東北仙台・東北仙台・東北 国際産業観光パッケージの推進国際産業観光パッケージの推進国際産業観光パッケージの推進国際産業観光パッケージの推進

“かっこいいかっこいいかっこいいかっこいい”日本の衣食住文化日本の衣食住文化日本の衣食住文化日本の衣食住文化

次世代型観光の促進による内外からの観光客誘致と地域産業クラスタ化・グローバル展開を両立次世代型観光の促進による内外からの観光客誘致と地域産業クラスタ化・グローバル展開を両立次世代型観光の促進による内外からの観光客誘致と地域産業クラスタ化・グローバル展開を両立次世代型観光の促進による内外からの観光客誘致と地域産業クラスタ化・グローバル展開を両立

※※※※各産業復興支援事業や異業種連携事業において発掘した地域産品や地域企業、特徴的な地域サービスそのものを各産業復興支援事業や異業種連携事業において発掘した地域産品や地域企業、特徴的な地域サービスそのものを各産業復興支援事業や異業種連携事業において発掘した地域産品や地域企業、特徴的な地域サービスそのものを各産業復興支援事業や異業種連携事業において発掘した地域産品や地域企業、特徴的な地域サービスそのものを

観光資源化、観光資源化、観光資源化、観光資源化、１次産業主体の仙台・東北の特性を生かした１次産業主体の仙台・東北の特性を生かした１次産業主体の仙台・東北の特性を生かした１次産業主体の仙台・東北の特性を生かした“仙台・東北発グローバル仙台・東北発グローバル仙台・東北発グローバル仙台・東北発グローバル”な産業観光パッケージを展開な産業観光パッケージを展開な産業観光パッケージを展開な産業観光パッケージを展開

①仙台・東北の産業観光開発・推進事業①仙台・東北の産業観光開発・推進事業①仙台・東北の産業観光開発・推進事業①仙台・東北の産業観光開発・推進事業

異業種が連携した“新しい価値の創造”、それを武器にした“国内外からの誘客”、“交流拡大”
・旅館・ホテル・ゲストハウス ・特産品等の加工・販売業者 ・自然環境保護NPO
・１次産業（農林水産） ・2次産業（製造・加工） ・3次産業（サービス） など

想定内容：・被災地復興ボランティア ・自然環境保護ボランティア ・収穫体験

・健康／理美容体験（例：アジアの観光客に仙台の美容院で日本流行の髪型にしてもらう、など）

・東北や仙台の地元食・文化・都市体験

（例：異業種が連携した体験観光パッケージの開発や多言語パンフレット作成など）

・異業種の地域産品が連携した“お土産パッケージ”の展開（共同での販売、全国・海外への展開 など）

（メニュー化、パッケージ化を図り、旅行代理店や観光協会等と連携し売り込む）

②②②②Sendai-Tohoku Package Project の推進の推進の推進の推進

ターゲット：アジアや他地域に競争相手のない欧米等、海外からの誘客促進も検討。

内容：仙台市近辺の都市型施設（買い物等）と東北の周辺各県の地域資源を結びつけ、“短期間で日本らしさが
丸ごと体験できる”観光メニュー開発による誘客を図る。同時に被災地復興を世界に発信。
例：湯殿山修験体験×世界遺産平泉見学×気仙沼復興応援観光×仙台市内電器店での買い物 など

⇒観光振興系の団体や観光庁などが進める国際観光PRなどの際に“各種体験”や“お土産パッケージ”の
活用を図り、地域産業クラスタとしての観光・物産の振興と国際化を図る。

３．観光交流



29

スマートコミュニティ・みやぎ農業復興モデル事業スマートコミュニティ・みやぎ農業復興モデル事業スマートコミュニティ・みやぎ農業復興モデル事業スマートコミュニティ・みやぎ農業復興モデル事業

土日休める土日休める土日休める土日休める“植物工場植物工場植物工場植物工場”、若者の新しい就職先としての、若者の新しい就職先としての、若者の新しい就職先としての、若者の新しい就職先としての“農業農業農業農業”、それを実現する、それを実現する、それを実現する、それを実現する“ICT インフラ基盤インフラ基盤インフラ基盤インフラ基盤”

内容：

・津波で被災した農業生産法人等の復興を、近代的な“植物工場”で行い、東北の農業生産の革新と雇用創造を行う
・ICT（情報通信技術）を利活用したスマート農業を推進、農業生産技術やデータ、コストを“可視化”
・メガソーラーによる生産電力の自給も併せて推進（産業におけるメガソーラー利活用モデル）

進め方：

・津波で農地が壊滅するなど、ビジネスモデル転換を余儀なくされている農業生産法人の復興支援策として展開・津波で農地が壊滅するなど、ビジネスモデル転換を余儀なくされている農業生産法人の復興支援策として展開・津波で農地が壊滅するなど、ビジネスモデル転換を余儀なくされている農業生産法人の復興支援策として展開・津波で農地が壊滅するなど、ビジネスモデル転換を余儀なくされている農業生産法人の復興支援策として展開

・農商工連携プロデュースや人材育成、流通クラウド等の農林水産業の６次化の取組と連携しながら推進

～農業生産品の付加価値化、新商品開発、販路開拓、クラウド基盤による中間流通（流通へのICT利活用）～

⇒農林水産業の次世代型６次化産業モデルの創出⇒農林水産業の次世代型６次化産業モデルの創出⇒農林水産業の次世代型６次化産業モデルの創出⇒農林水産業の次世代型６次化産業モデルの創出

グローバル企業と連携したグローバル企業と連携したグローバル企業と連携したグローバル企業と連携したICTインフラ関連ビジネスの創出、途上国へのグローバル輸出へインフラ関連ビジネスの創出、途上国へのグローバル輸出へインフラ関連ビジネスの創出、途上国へのグローバル輸出へインフラ関連ビジネスの創出、途上国へのグローバル輸出へ

４．ITインフラ

せんだい・とうほくせんだい・とうほくせんだい・とうほくせんだい・とうほくICTスマートコミュニティの推進スマートコミュニティの推進スマートコミュニティの推進スマートコミュニティの推進

産業復興やその他各取組の中で最先端の産業復興やその他各取組の中で最先端の産業復興やその他各取組の中で最先端の産業復興やその他各取組の中で最先端のICTを活用する中で次世代スマートコミュニティを実現を活用する中で次世代スマートコミュニティを実現を活用する中で次世代スマートコミュニティを実現を活用する中で次世代スマートコミュニティを実現

⇒各取組の中に⇒各取組の中に⇒各取組の中に⇒各取組の中にICTを活用、復興インフラとしてのを活用、復興インフラとしてのを活用、復興インフラとしてのを活用、復興インフラとしてのICT
・クラウド時代の“作らないIT” 、ITアーキテクトやコンサルタントの育成と異業種交流による実証の推進
・SNSなど最新ツールのコミュニティインフラとしての利活用（防災・情報交流）


