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みんなで創る
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志を集め、それぞれの専門性や経済力を生かし、官民連携協働する支援のネット
ワークとして拡充して参りました。2011年 3 月11日、未曾有の大 震災をうけ、
『エコ復 興！』を掲げ、環境ビジネスで復 興を実現するために活動を広げて
参りました。
今 年、復 興 推 進委員会の『中間とりまとめ』が 復 興 庁より発 表されました。
新しい東北

17

の創造。子ども、高齢者、エネルギー、社会基盤、地域資源の

活用の５本柱で、日本が抱える課題を被災地東北の地で解決し、復興と共に
日本の経済力の基盤づくりをして行こうというものです。
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環境ニューディール
「新しい東北」
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連携事業として始まりました。それから７年、官民協働主催し、多様な主体の

『eco japan cup』のコンテストプラットフォームを活用し、被 災地内外の
情報を有機的に繋げていく
『REVIVE JAPAN CUP』
コンテストを実施しました。
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コンテストのプロセスを 通じ、事 業 マッチング 等を行います。官民 連 携

●

eco japan cup とは
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オールジャパンで 新しい東北 の実現を目指し、協働の環を広げ て行きたい

●

協賛広告
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と思います。

■パートナー・コンテスト
［企業賞］提供団体
東急グループ
PresentTree「Revive Japan」Project
■一般協賛団体
株式会社 I H I
株式会社 I H Iインフラシステム
住友スリーエム株式会社
住友林業株式会社
前田建設工業株式会社

■連携団体
認定NPO法人環境リレーションズ研究所
深瀬記念視覚芸術保存基金
株式会社ＵＲリンケージ
日本経済新聞社（エコプロダクツ展）
■協力団体
株式会社アークフィリア／CREATORS BANK
株式会社グラフィック
株式会社クレコ・ラボ
ブロードメディア・スタジオ株式会社
muzie

■ロゴマークデザイン
● eco japan cup公式ロゴ
永井一史

デザイナー、アートディレクター
株式会社HAKUHODO DESIGN 代表取締役社長

●

REVIVE JAPAN CUP公式ロゴ

Kinpro

アーティスト

●コンテストに関するお問い合わせ
運営事務局：

エコジャパンコミュニティL L P
〒121-0816 東京都足立区梅島3-3-19ECO DD FACTORY 2F

E-mail: ejc@eco-japan-cup.com

※本パンフレットに記載されている内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

復興庁

全国から「新しい東北」の創造に繋がる、
ビジネスプランの提案や、様々な取組みを募集します。

復 興 庁は、「新しい東 北」の創 造、復 興に資する有用なプラン、取 組を全 国 から募 集する「REVIVE JAPAN
CUP 2013」を開催し、優秀と認められる提案には、賞を授与いたします。

〈「新しい東北」の創造とは・・・〉
「新しい東北」の創造 とは、人口減少・高齢化・産業の空洞化といった課題を抱えたままの現状に単に復旧するので
はなく、震災復興の中でこれらの課題を解決し、我が国や世界のモデルとなる「創造と可能性ある未来社会」を全国に
先駆けて形成することを目指します。
具体的には、以下に掲げる 5 つの柱を中心としています。
① 元気で健やかな子どもの成長を見守る安心な社会
②「高齢者標準」による活力ある超高齢社会
③ 持続可能なエネルギー社会
④ 頑健で高い回復力を持った社会基盤の導入で先進する社会
⑤ 高い発信力を持った地域資源を活用する社会

なお、ご提案頂いたビジネスプランにつきましては、審査過程で事業化に向けたアドバイスをさせて頂き、また、優秀な
提案につきましてはビジネスマッチングに向けた支援等を行う予定です。
※
『REVIVE JAPAN CUP 2013』は、“エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト”『eco japan cup』のコンテストフォームの基盤を活用し、実施しています。

REVIVE JAPAN CUP コンテストは４部門８カテゴリー
ビ ジ ネ ス 部 門
カルチャー部門

復興ビジネス・ベンチャーオープン

個人事業者・NPOを含む中小企業・ベンチャー企業等からの“新しい東北”の創造による復興に資するビジネスプランを募集

デザイン

“新しい東北”の創造による復興に資する製品デザインなどの商用・実用デザインを募集

コミュニケーション

人と人、心と心をつなぎ、
「新しい東北」の創造による復興を促進させるコミュニケーションのアイデアを募集

アート

“新しい東北”の創造による復興に資する芸術を募集

ミュージック

被災地に力を与え“新しい東北”を創造する音楽を募集

ライフスタイル部門

復興チャレンジ!

生活の中での復興への取組みや暮らしの工夫、アイデアを広く募集

みんなで創る「新しい東北」復興まちづくり

多様な主体による地域活動で、まちを復興する実践を募集

ポ リ シ ー 部 門

「新しい東北」復興政策提言

復興を促進するための具体的な政策の提案を募集

全ての部門で、優秀と認められる提案に賞を授与します。

■応募のメリット ●専門家アドバイス（１者／60 分）

ビジネス部門復興ビジネス・ベンチャーオープン１次審査通過者は多様な専門家からアドバイスを受けることができます。

●公開プレゼンと展示 PR の機会

入 選者は、日本最大 級の展示会で公開プレゼンテーションや展示ＰＲの機会を得ることができます。
事業パートナーとの出会いの機会ともなります。

■受賞のメリット ●宣伝 効果

各部門全ての受賞者情報は、公式 HP・報告書等で 紹介され、取 組みが PR されます。

●交 流会への参加

各部門全ての受賞者は、交流会へ招待、事業パートナーのとの出会いの機会を得ることができます。

●アフターフォロー

技術連携、商品・製品開発、販 売促 進、支援者の紹介等の事業マッチングに向けた支援を行います。
具体的な支援 方法は、各 提 案内容に合わせてコーディネートします。
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●多様な主体による地域活動で、まちを復興する実践を募集
ライフスタイル部門
最終審査プレゼンテーション

みんなで創る
「新しい東北」復興まちづくり

応募総数 33 件

入選者一覧

2013 年 12 月 12 日

■『森のリポーター／あおば ECO アカデミー』

復興庁

［順不同］

特定非営利活動法人森ノオト

地域ぐるみの地球温暖化対策を進めるために、生活者自身が地域のエコ活動のリポーターになる
ための養成講座を開催している。情報の受益者から発信者になることで、まちづくりに主体的に関与
することができる。また、温暖化問題の専門家を招き連続講座を毎月開催。市民が学び、考え、共有し、
発表するフューチャーセッションを行い、講座後は実生活でのエコ行動までの道筋をメディアでフォロー
する仕組みを整えている。
※ eco japan cup ライフスタイル部門 みんなで創る “ エコまちづくり ” の入選は、前ページおよび上記の８件です。

※ REVIVE JAPAN CUP ライフスタイル部門 みんなで創る「新しい東北」復興まちづくりの入選は、下記の５件です。

■『ママの安心・子どもの笑顔

～原発問題に負けない精神力と人材を育てよう～』

特定非営利活動法人いわき緊急サポートセンター
複雑で多様化した現社会での子育ては、母親にとって重圧と負担をとなり孤立しやすい。
いわき市では、解決
の糸口が見えない原発問題と大勢の被災移住者の課題を更に抱えて、ストレスの蓄積と不安の長期化による
親子の心身の不調が社会問題となっている。
丁寧で専門的な家庭密着支援・地域の支援
（助け合い・支え合い）
、
安心できる生活を取り戻す為の知識習得・人材育成などを実施し、
公的機関と協働し真の復興促進をめざす。

■『公務員宿舎跡地リノベーションによる「自立型復興まちづくり」』

リノベーション復興まちづくり研究会

東日本大震災福島第一原発事故の被災者を対象とした「復興まちづくり」
。被災者の自立的な復興
を官民連携で支援し、実現を目指す提案。モデル地を特定して、官・民・地域の連携恊働の役割分担
とアクションプランを具体的に示すことで、迅速・確実な事業の実現を目指す。
さらに、モデル事業から実践手法を確立することで、類似地域にも展開し、被災者の主体的かつ自立
的な復興まちづくりを促進して早期復興へと繋げる。

■『木造応急仮設住宅活用による循環型復興分譲住宅まちづくりプロジェクト』

公益社団法人日本建築家協会 東北支部 福島地域会

福島県内で地域の施工者と建築家の協働により造られた木造応急仮設住宅は21地区約1200戸。
これらを「復興分譲住宅」として活用し永続的なまちづくりに発展させる提案。特徴は（1）分譲又は
定期借地権住宅（2）民間ディベロッパーによる土地購入・建設・分譲（3）現地含む近隣地区で用地募集
（4）仮設住宅のゴミ化を最小限とする計画（5）地域建築家の計画・まちづくり面、地域施工者の施工・
維持管理面での長期的協力（6）医療・教育・福祉など地域支援者の長期的協力

■『みんな笑顔の南三陸直売所「みなさん館」』

特定非営利活動法人夢未来南三陸

2012 年10月に震災復興支援のために宮城県南三陸町で開業した南三陸直売所「みなさん館」
。農業・
漁業・加工業に関わる被災した地元住民 70 名が携わり、共同運営を行っている。地域全体の生活再建
を目指し、携わる住民と雇用を増やし、地域内循環型の経済・生産活動の創出に貢献している。
運営組織母体の NPO 法人「夢未来南三陸」のもとで、南三陸町の地域住民が互いに支え合える体制
づくりを強化し、持続可能な地域共生コミュニティの構築を目指す。

■『「復旧から復興へ、そして地域おこしへ」

一般社団法人ReRoots

～仙台市若林区の津波被災農地と農村の再生～』

東日本大震災の津波により、甚大な被害を受けた仙台市若林区の農業に着目し、農業と農村の再生、復興を
目指した取組み。
コンセプトは
「復旧から復興、そして地域おこしへ」
。
第一段階の
「復旧」
では、全国からボランティア
を募集して農地のガレキ撤去等を行ってきた。
第二段階の
「復興」
では、本格営農再開の後押しと景観や文化など、
農村の多様な魅力を引き出す取り組みを行う。第三段階の「地域おこし」
では、農業における後継者不足問題や
農村の過疎化・限界集落化を解決するため、
地域の魅力を用いながら豊かな農村を創り上げることを目指している。
19

●復興を促進するための具体的な政策の提案を募集
ポリシー部門

応募総数 28 件

「新しい東北」復興政策提言

最終審査プレゼンテーション

入選者一覧

2013 年 12 月 13 日

復興庁

［順不同］

■『再生可能エネルギーを活用した

農業再生による復興モデルの実現』

一般社団法人えこえね南相馬研究機構

一千余年の馬文化をもち、震災の被災地でもある南相馬市に位置する再
エネの里を地域資源（馬文化）
、再生可能エネルギー、農業再生、森林再生、
除染、教育、人材育成、交流、ファンドなど自然とエネルギーを大きなテーマ
とした学びの里に発展させることで真の復興のモデルを提示する。これまで
関連団体と協力して培って来た馬と人との調和を目指した体験活動、農業
再生、森林再生等以下に示す事業を再エネの里において実施することで
内外の人的交流を進め、今も避難している方々に対して故郷の魅力を再提示
し、東北の新しい復興のモデル作りに挑戦したいと考えている。

■『被災地における社会的孤立防止

ソーシャルファームの導入』
NPO法人フェアトレード東北 代表 布施

龍一

農地を利用したソーシャルファーム（Social Farm : SF）を有効活用した、
被災地における社会的孤立を防止するための提案。SFとは、社会的困窮
者が農業を通じて、さまざまな人・モノ・地域と関わり社会性を獲得しなが
らコミュニティを形成し社会復帰を図る仕組みである。現在、宮城県石巻市
と沖縄県糸満市で SFを行っており、
石巻市での SF は今年度の新しい取組み。
この仕組みをパッケージ化し、制度として他地域でも実施することで、被災地
の自殺減少、社会保障費の削減等を目指す政策を提言する。

■『新しいスタイルの環境パートナーシップによる
「循環型復興分譲住宅まちづくり」
』

辺見 美津男

本提言の主旨は、官民連携の協力体制を構築した上、地域力を結集して、
応急仮設住宅活用型の「復興分譲住宅」によるまちづくりを実現しようと
するものである。
本政策は、1. 体制づくり・基本方針作成 2. モデルケースに沿う具体構想
の提案 3. 官・民・地域連携体制モデルの提案 4. 全国発信・情報交換・
ステップアップ の構成からなるまちづくり実現構想である。

■『除染仮置き場・中間貯蔵施設の緑化が生み出す
地域雇用と低炭素社会実現の基盤整備』

松本 功

セシウムを吸収しない植物と袋を用いた工法で仮置場を緑化し、汚染
土壌を中間貯蔵施設に移動させる際に、この緑化袋も一緒に移設して中間
貯蔵施設の緑化として再利用を図る。この緑化に使用する植物、土壌、袋の
生産拠点を東北に設け、地域雇用を生み出すと共に、地域企業による緑化
工事、人材教育・環境教育を行い東北自立復興の手助けを行うものである。

■『福島の子どもたちとママパパのための
元気の拠点づくり』

特定非営利活動法人元気になろう福島
福島の子どもたちに希望あふれる未来を提供できるよう、子どもたちとそ
の父母を応援する地域の仕組み作りの提案。
①子ども向け県外保養事業
②保養事業寄付集め
③親子で参加県内保養事業
④親子で参加企画定期開催
⑤親子で参加、体験農園作業

行動目標

福島の子どもたちに希望あふれる未来を提供できるよう、
子どもたちとその父母を応援する地域の仕組みを作ります。

4 つのメイン事業を通して実現させます。
①子ども向け県外保養事業
②保養事業寄付集め
③親子で参加県内保養事業
④親子で参加企画定期開催
・乳幼児と一緒に音楽会
・相談会
・体験農園
・その他

こんな成果を期待しています。
①子どもたちが定期的に一定期間、放射線
量の少ない場所で生活し、将来への健康
不安を低減させる。
②全国が力を合わせて、将来にわたる放射線
被害への心配を取り除く。
③ふるさとから離れて暮らす子育て世代の
元気拠点を田村市内に設置し、情報発信
基地とする。
④子育て世代に新たな環境で新しい人生を
歩みだしてもらう。
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