
第３回国連防災世界会議パブリックフォーラムイベント　次第（敬称略）
―　震災を経て強いまちづくりに挑む「産学公民」活動事例　－

総合司会　JASFA事業局　アークジャパン　代表　小山克博
開会　　　JASFA副会長挨拶　仙台高等専門学校副校長　内海康雄

第一部　基調講演＆パネルディスカッション
・基調講演「心に木を植える」 作家・ナチュラリスト　C.W.ニコル
・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシンボルに
作家・ナチュラリスト C.W.ニコル、東松島市教育長　工藤昌明、DACグループ代表　 石川和則、
コーディネーター   (株）KITABA　代表取締役　神長敬

第二部
・ポスターセッション(会場内に掲示されたポスターにて関係活動の説明）
・事例報告から参加者の提言へ
１．強いまちづくりに挑む「産学公民」活動事例
「防災・減災」シーズと応用事例
　1)　ハイブリッドスマートポールの配備　（株）馬渕工業所 環境事業部　寺野悠二
　2)　両面太陽光発電の応用例
小型蓄電システム　（有）トミタ　代表取締役　佐山廣和
農地シェア　（株）PVGSolutions　取締役 北海道支店長 垰本泰隆
　3)　コレクティブハウスの実証事例　 (株）KITABA
　4)　可搬型バイナリ発電システム　 (株）アドバンス理工　研究開発部　部長　遠藤聡
２．災害に強く、地域特性を活かすまちづくりへの提言
ワールドカフェ形式による「提言」の発信
・ポスターセッション（結果）、展示ポスター（結果）
議論からの提言のまとめ  まちのちから合同会社　代表社員　野村忠司
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ジャパン・レジリエンス・アワード(強
靭化大賞）優勝賞受賞
平成２７年３月１５日
http://www.resilience-jp.org/201503
15130000/
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開会挨拶　　
JASFA副会長　仙台高等専門学校
副校長　内海康雄
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会場：ＴＫＰ仙台（ＡＥＲ３０Ｆ）ホールＣ
2015/3/15（日）　14:00～
当日は晴天に恵まれ、盛況の内に
開催されました。
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基調講演：Ｃ・Ｗ・ニコル
日本の自然と子供たちを想うニコル
さまの暖かいお話しに感動しました。
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基調講演：Ｃ・Ｗ・ニコル
１００名定員でほぼ満席
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総合司会　JASFA事業局　小山克博
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基調講演：Ｃ・Ｗ・ニコル
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
DACグループ代表　石川和則、コー
ディネーター   (株）KITABA　代表取
締役　神長敬
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基調講演：Ｃ・Ｗ・ニコル
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
作家・ナチュラリスト C.W.ニコル、東
松島市教育長　工藤昌明、DACグル
ープ代表　 石川和則、コーディネー
ター   (株）KITABA　代表取締役　神
長敬
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
 (株）KITABA　代表取締役　神長敬
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
作家・ナチュラリスト C.W.ニコル、東
松島市教育長　工藤昌明
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
東松島市教育長　工藤昌明

2015年3月15日150315-jasfa-wcdrr-bpf-021.JPG

・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
DACグループ代表　石川和則、コー
ディネーター
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
東松島市教育長　工藤昌明

JASFA-第３回国連防災世界会議2015

※この資料は「e家カルテ」の報告書印刷機能で出力しています。6 24/



活動報告書 （一社）JASFA

2015年3月15日150315-jasfa-wcdrr-bpf-024.JPG

・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
DACグループ代表　石川和則、
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
まとめ
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・ポスターセッション
１．強いまちづくりに挑む「産学公民」
活動事例
「防災・減災」シーズと応用事例
1)　ハイブリッドスマートポールの配
備（株）馬渕工業所 環境事業部　寺
野修二
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・パネルディスカッション
東松島の「森の学校」を復興のシン
ボルに
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1)　ハイブリッドスマートポールの配
備
（株）馬渕工業所 環境事業部　寺野
悠二

2015年3月15日150315-jasfa-wcdrr-bpf-036.JPG

1)　ハイブリッドスマートポールの配
備
（株）馬渕工業所 環境事業部　寺野
悠二
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・ポスターセッション

JASFA-第３回国連防災世界会議2015

※この資料は「e家カルテ」の報告書印刷機能で出力しています。10 24/



活動報告書 （一社）JASFA

2015年3月15日150315-jasfa-wcdrr-bpf-039.JPG

2)　両面太陽光発電の応用例
小型蓄電システム
（有）トミタ　代表取締役　佐山廣和
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2)　両面太陽光発電の応用例
小型蓄電システム
（有）トミタ　代表取締役　佐山廣和
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2)　両面太陽光発電の応用例
農地シェア　　
（株）PVGSolutions　取締役 北海道
支店長 垰本泰隆
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4) 可搬型バイナリ発電システム
(株）アドバンス理工　研究開発部　
部長　遠藤聡
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3)　コレクティブハウスの実証事例
 (株）KITABA
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4) 可搬型バイナリ発電システム
 (株）アドバンス理工　研究開発部　
部長　遠藤聡
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展示ポスター（結果）
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展示ポスター（結果）
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展示ポスター（結果）

JASFA-第３回国連防災世界会議2015

※この資料は「e家カルテ」の報告書印刷機能で出力しています。13 24/



活動報告書 （一社）JASFA

2015年3月15日150315-jasfa-wcdrr-bpf-050.JPG

展示ポスター（結果）
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展示ポスター（結果）
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展示ポスター（結果）

JASFA-第３回国連防災世界会議2015

※この資料は「e家カルテ」の報告書印刷機能で出力しています。14 24/



活動報告書 （一社）JASFA

2015年3月15日150315-jasfa-wcdrr-bpf-053.JPG

ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信

2015年3月15日150315-jasfa-wcdrr-bpf-051.JPG

ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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議論からの提言のまとめ  まちのち
から合同会社　代表社員　野村忠司
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閉会　感謝の意を込めて  JASFA代
表理事　小野寿光
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ワールドカフェ形式による「提言」の
発信
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2015年3月17日IMG_5314.JPG

【会場】TKP ガーデンシティ仙台勾当
台　ホール３　仙台市青葉区国分町3
丁目6-1
【定員】 100 名（申し込み不要）
【主催】独立行政法人　国立高等専
門学校機構　仙台高等専門学校

2015年3月17日IMG_5335.JPG

第２部　18:20 ～ 19:20　パネルディ
スカッション
　「地域における防災のための連携
と教育」　
ファシリテーター　内海康雄（仙台高
等専門学校　副校長）
パネリスト
坂口大洋（仙台高等専門学校　教
授）　
小野寿光（㈱馬渕工業所　代表取締
役）　　　　　　
織田敦史（名取市役所震災復興部　
技術主幹）　　　
酒井俊史（仙台高等専門学校専攻
科1 年）　　　　　
岩原春香（仙台高等専門学校本科5 
年）

2015年3月17日IMG_5313.JPG

第3回 国連防災世界会議 パブリック
フォーラム 内
～高等専門学校機構における防災
教育と復興まちづくり支援の実践～
【日時】2015 年3月17日（火）　 17:30
～19:30（開場　17:00）
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2015年3月18日DSC_5043.JPG

せんだいメディアテーク６F　ブース展
示
3月14日(土)～18日(水) 10：00～20：
00
株式会社シンクネットプロ　マネージ
ャー　武田慎平

2015年3月18日DSC_5064.JPG

せんだいメディアテーク６F　ブース展
示
3月14日(土)～18日(水) 10：00～20：
00
株式会社シンクネットプロ　代表取締
役　野村忠司

2015年3月18日DSC_5050.JPG

せんだいメディアテーク６F　ブース展
示
3月14日(土)～18日(水) 10：00～20：
00
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2015年3月18日DSC_5072.JPG

せんだいメディアテーク６F　コミュニ
ティスペース仙台
日時：3/18（水）　16:15～16:45　（３０
分）
プレゼン　JASFA事業局　就労支援
担当　小野 伸之

2015年3月18日DSC_5070.JPG

せんだいメディアテーク６F　コミュニ
ティスペース仙台
日時：3/18（水）　16:15～16:45　（３０
分）
プレゼン　JASFA事業局　就労支援
担当　小野 伸之
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