平成２８年度
第 ３ 回

①

「新しい東北」復興・創生顕彰等 顕彰式
「企業による復興事業事例」の顕彰式

「新しい東北」復興・創生顕彰等 顕彰式
「新しい東北」復興・創生顕彰等 顕彰式では、被災地で進む「新しい東北」の
実現に向けて、大きな貢献をされている個人及び団体を顕彰しました。選定委員で
ある藤沢 烈氏（一般社団法人RCF 代表理事）からの挨拶に続き、復興・創生顕彰
の個人部門として３件を、団体部門として７件の皆様をそれぞれ顕彰しました。
□ 「新しい東北」復興・創生顕彰 被顕彰者の皆様

□ 選定委員

一般社団法人
RCF代表理事
藤沢 烈 氏

□ 「新しい東北」復興・創生顕彰 個人部門 被顕彰者の皆様（3件）

寺崎 幸季 氏
（岩手県立釜石高等学校3年）

小松 洋介 氏
（特定非営利活動法人アスヘノキボウ 代表理事）

渡辺 正 氏
（合同会社かわうち屋 職務執行者）

□ 「新しい東北」復興・創生顕彰 団体部門 被顕彰者の皆様（7件）

特定非営利活動法人wiz
（理事/COO 黒沢 惟人 氏）

一般社団法人
マルゴト陸前高田

一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン

株式会社小高ワーカーズベース

（事務局長 長谷川 琢也 氏）

（代表取締役 和田 智行 氏）

（代表理事 大久保 光男 氏）

「高校生が伝えるふくしま
食べる通信」編集部

特定非営利活動法人
TATAKIAGE Japan

（福島高校3年生 三澤 由佳 氏）

（理事長 松本 丈 氏）

□ 会場の様子

グーグル合同会社
（代表取締役
ピーター・フィッツジェラルド 氏）

被顕彰者の詳細については「新しい東北」復興・創生顕彰及び「新しい東北」復興功績顕彰
選定結果発表のホームページもご覧ください
（https://newtohoku.secure.force.com/kenshou/）

つづいて「新しい東北」復興功績顕彰として、集中復興期間5年間に「新しい
東北」の実現に向けて、大きな貢献をされた10件の皆様をそれぞれ顕彰しまし
た。
□ 「新しい東北」復興功績顕彰 被顕彰者の皆様

□ 「新しい東北」復興功績顕彰 被顕彰者の皆様（10件）

釜石リージョナル
コーディネーター協議会
（統括マネジメント
二宮 雄岳 氏）

髙橋 博之 氏

一般社団法人
石巻じちれん

（東北食べる通信（特定非営利
活動法人東北開墾））
（代理 阿部 正幸 氏）

（会長 増田 敬 氏）

特定非営利活動法人
かーちゃんの力
・プロジェクトふくしま

特定非営利活動法人
3.11被災者を支援する
いわき連絡協議会

（理事 渡邊 とみ子 氏）

（理事長 長谷川 秀雄 氏）

引地 恵 氏
（一般社団法人WATALIS
・株式会社WATALIS）

宮城県多賀城高等学校
（2年 木村 千恵 氏）

ツール・ド・東北2016
実行委員会（株式会社河北
新報社・ヤフー株式会社）

（株式会社河北新報社
常務取締役 中山 晴久 氏）

公益財団法人
地域創造基金さなぶり

公益社団法人
日本栄養士会

（副理事長 笹氣 光祚 氏） （常務理事 下浦 佳之 氏）

□ 被顕彰者 代表スピーチ
被顕彰者を代表して「新しい東北」復興・創生顕彰・個人部門に選定され
た岩手県立釜石高等学校の寺崎 幸季氏からスピーチが行われました。寺崎氏
は「選定いただきありがとうございます。被災した自分を支えてくれた全国
の方々のおかげと思い、これからも「新しい東北」の創造のため日々精進し
頑張っていきたいです。」と述べられました。
また、「新しい東北」復興功績顕彰に選定されたツール・ド・東北2016
実行委員会・ヤフー株式会社 上級執行役員 コーポレート統括本部長の本間
浩輔氏からは、「今後も震災を風化させないために、被災地に来ること・感
じていくことを大切にしていきたい。今回の受賞は大会運営に大きなエール
をいただきました。」とスピーチされました。
また、会場入り口付近には、「新しい東北」復興・創生顕彰等の概要と被顕
彰者の紹介パネルを展示しました。

寺崎 幸季 氏
（岩手県立釜石高等学
校3年）

本間 浩輔 氏
（ヤフー株式会社 上級
執行役員 コーポレート統
括本部長）

被顕彰者の詳細については「新しい東北」復興・創生顕彰及び「新しい東北」復興功績顕彰
選定結果発表のホームページもご覧ください
（https://newtohoku.secure.force.com/kenshou/）

「企業による復興事業事例」の顕彰式
「企業による復興事業事例」の顕彰式では、被災地の事業者による新たな挑戦や課題の克服の取組の中から、特に産業
復興のモデルとなることが期待される事例を顕彰しました。選定委員長である大滝 精一氏（東北大学大学院 経済学研究科
教授）からの挨拶に続き、平成28年度に発行した「産業復興事例30選 東北発私たちの挑戦」の事例集掲載企業から選定さ
れた６社の紹介と顕彰を行いました。
□ 選定委員長

□ 「新しい東北」復興功績顕彰 被顕彰者の皆様

東北大学大学院
経済学研究科
教授

大滝 精一 氏

□ 「企業による復興事業事例」 被顕彰者の皆様（6件）

株式会社大力水産
（岩手県大船渡市）

おかし工房木村屋
（岩手県陸前高田市）

株式会社ラポールヘア・グループ
（宮城県石巻市）

代表取締役社長 及川 剛 氏

代表 木村 昌之 氏

代表取締役社長 早瀬 渉 氏

株式会社オノデラコーポレーション
コーヒー事業部
（宮城県気仙沼市）

ガッチ株式会社
（福島県西白河郡西郷町）

株式会社いわき遠野らぱん
（福島県いわき市）

代表取締役社長 松永 武士 氏

代表取締役社長 平子 佳廣 氏
（代理 取締役 佐川 繁子 氏）

代表取締役社長 小野寺 忠夫 氏
（代理 専務取締役 小野寺 靖忠 氏）

□ 会場の様子

□ 被顕彰者 代表スピーチ
被顕彰者を代表して、株式会社ラポー
ルヘア・グループ 代表取締役社長の早瀬
渉氏から「企業が本業を通じて復興の課
題解決に取り組む時代であると感じてい
る。今後も復興に貢献していきたいと思
います。」とのスピーチが行われました。
こちらも会場入り口付近に「企業によ
る復興事業事例」顕彰等の概要と被顕彰
者の紹介パネルを展示しました。

早瀬 渉 氏

（株式ラポールヘア・グループ 代表取締役社長）

～ご協力・ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました～
お問合わせ
お問合わせ

※当交流会の事務局運営については、株式会社JTBコーポレートセールスが受託しております。

新しい東北

検索

「新しい東北」交流会事務局（株式会社JTBコーポレートセールス 東京中央支店内） 担当 西田、安海（あずみ）
E-mail:nt-info@bwt.jtb.jp
WEBサイト: http://www.newtohoku.org/
TEL: 03-6737-9292 （平日9:30~17:30) ※土曜、日曜、祝日 は休業となります。Facebook: https://www.facebook.com/newtohoku

主催：

官民連携推進協議会（事務局：復興庁）

