
2021年 7月 3日［土］
12：00 - 18：30（予定）

みやぎボイス連絡協議会
主催 開催日時

せんだいメディアテーク１F
オープンスクエア＋ＺＯＯＭ会議室

開催場所

後援

問い合わせ先

公益社団法人日本建築家協会東北支部宮城地域会
一般社団法人みやぎ連携復興センター
宮城県災害復興支援士業連絡会
一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

（公社）日本建築家協会（JIA) 東北支部宮城地域会
仙台市青葉区一番町４－１－１仙台セントラルビル４F
電話：022-225-1120
e-mail：miyagi@jia-tohoku.org

朝日新聞仙台総局
毎日新聞仙台支局
産経新聞社東北総局
読売新聞東北総局
日本経済新聞仙台支局
　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　
　　　　
　　　　　　　
　　　　　　
　　　　
東北専門新聞連盟
建設新聞
七十七銀行
　　　  
新建築
              
仙台経済界

国土交通省東北地方整備局
厚生労働省東北厚生局
経済産業省東北経済産業局
復興庁宮城復興局
宮城県
仙台市
石巻市
東松島市
名取市
山元町
岩沼市
気仙沼市
女川町
七ヶ浜町
宮城県商工会議所連合会
仙台商工会議所
みやぎ復興住宅整備推進会議

（一社）宮城県建築士会
（一社）宮城県建築士事務所協会
（一財）宮城県建築住宅センター
（一社）日本建設業連合会東北支部
独立行政法人都市再生機構
国立研究開発法人建築研究所
独立行政法人住宅金融支援機構東北支店
仙台弁護士会
（公社）日本建築士会連合会
（一社）プレハブ建築協会
（公社）土木学会東北支部
（公社）日本測量協会東北支部
（公社）日本技術士会東北本部宮城県支部
（公社）都市住宅学会東北支部
（公社）日本都市計画学会東北支部

東北大学
東北大学災害科学国際研究所

東北学院大学災害ボランティアステーション
宮城大学
東北工業大学

東北学院大学

尚絅学院大学

ボイス

東日本大震災復興シンポジウム

2021

みやぎ
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

※一般の方はオンライン会議システム「ZOOM」に
よりご参加いただけます（参加費無料）。
　下記ＵＲＬ内の申込フォームにて必要事項をご
登録いただいた方に、後日オンライン会議参加
用の情報をお送りいたします。
　 https://www.jia-tohoku.org/archives/2931
※せんだいメディアテーク内の現地会場では
　ご参加頂けませんのでご注意ください。

　　　　

協力
日本NPO学会第23回研究大会実行委員会

（公財）地域創造基金さなぶり

（一社）日本建築学会東北支部

宮城学院女子大学

宮城教育大学
東北大学経済学研究科・震災復興研究センター

～東日本大震災から10＋1年目を迎えて、
　　　私たちは何を語ることができるのか～

申し込みフォームへは
こちら↓からもお入り頂けます

テーブル A
孤独死

テーブル B
なぜ地元で
復興検証が
出来ないのか？

テーブル C
防潮堤
と
くらし

テーブルＤ
高台移転
と
家族

　　
　

テーブルＥ
原発災害
と

社会的分断　　　　　
　　　　　

テーブルＦ

まちと暮らし

みやぎボイスはラウン
ドテーブル形式で東日
本大震災の復興に関す
る様々なテーマを論じ
合う場です。
復興に取り組み見守っ
てきた地域住民、行政
、支援者、事業者、専
門家が一堂に集い意見
交換を展開します。

今年も会場と遠方の登
壇者をオンラインで繋
ぎ、現地＆リモートで
の開催を試みます。

JIACPD　6単位
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みやぎボイス2021  趣意書

12:05 ラウンドテーブル 前半　スタート

15：05 休憩

18:25 閉会挨拶

18：30 閉会

プログラム
（プログラムは予定です。時間、テーマは変更することがあります。）

■開催場所

JIACPD　6単位

せんだいメディアテーク１Ｆオープンスクエア＋ＺＯＯＭ会議室

■開催日時
2021年7月3日［土］　12：00 - 18:30

■問い合わせ先
（公社）日本建築家協会（JIA) 東北支部宮城地域会
仙台市青葉区一番町４－１－１仙台セントラルビル４F
電話：022-225-1120
e-mail：miyagi@jia-tohoku.org

■プログラム予定

2021年6月時点での所属、肩書を掲載しています。

みやぎボイス2021　登壇予定者

（順不同・敬称略）

みやぎボイス連絡協議会　代表　渡邉 宏

田中　正人 追手門学院大学

藤井　博志 関西学院大学

宇佐美　久夫 閖上まちづくり協議会・民生委員

田上　琢磨 石巻じちれん

関本　英恵 『9人に聞く借上復興住宅』著者

白川　由利枝 仙台市シルバー人材センター

佐藤　翔輔 東北大学災害科学国際研究所

天羽　誠二 徳島県技術士会

堀井　秀知 弁護士・防災士（徳島）

坂東　淳 徳島県危機管理環境部

川島　秀一 東北大学災害科学国際研究所

矢ヶ崎　大洋 兵庫県立大学

阿部　晃成 雄勝町の雄勝地区を考える会

浅見　雅之 神戸まちづくり研究所

石原　明子 熊本大学

吉川　晃司 気仙沼八日町まちづくり

澤田　雅浩

みやぎボイス2021のテーマは、
『東日本大震災から10＋1年目を迎えて、私たちは何を語ることができるのか？』です。

大震災から10年が経ち、これまで各分野で災害と復興について議論が展開されてきました。その結果、東日本大震災にとどまらず
過去の災害から未来への備えまで、多くの記録と課題解決と提言が重層化して、次世代に伝える知見となりつつあります。

昨年、8回目のみやぎボイス2020では、震災10年目を見据えて『復興検証の検証を望む声』をテーマに、「検証」について議論を
展開しました。今回のみやぎボイス2021では、その議論を継承展開して、これまでの分野ごとの検証から「分野横断的検証」、
原発災害を「社会的分断の視点から検証」、そして自然科学分野が多い東日本大震災の検証から「復興まちづくりでの多分野検証」
をテーブルのテーマに、議論を深めたいと考えています。

みやぎボイス2021での多彩な「語り」から、価値観の共有とそれぞれの立場と現場での課題解決につなげたいと思います。

そしてその成果を報告書として社会に発信し、復興まちづくりの今とこれからの姿を共有します。

昨年同様に新型コロナウイルス感染症対策を講じ、せんだいメディアテークの会場と遠隔リモートで「創発的ラウンドテーブル」
を構築します。

今年も、参画とご支援をお願いいたします。

12:00 　　開会・趣旨説明

中村　哲也 共栄大学

坂口　奈央 日本学術振興会PD

阿部　俊彦 立命館大学 

三浦　友幸 プロジェクトリアス

磯田　弦 東北大学准教授

高橋　真由美 南三陸観光バス

我妻　和樹 映画監督

後藤　一磨 復興みなさん会

饗庭　伸 東京都立大学

三部　佳英 元宮城県庁

※一般の方はオンライン会議システム「ZOOM」によりご参加いただけます（参加費無料）。
下記ＵＲＬ内の申込フォームにて必要事項をご登録いただいた方に、後日オンライン会
議参加用の情報をお送りいたします。
https://www.jia-tohoku.org/archives/2931

※メディアテーク内の現地会場ではご参加頂けませんのでご注意ください。

安井　鷹之介 アーティスト

井若　和久 徳島大学 人と地域共創センター

菊池　遼 日本福祉大学

本間　照雄 地域福祉研究所
×

15:25 ラウンドテーブル 後半　スタート

14：50 ラウンドテーブル前半総括

18:10 ラウンドテーブル後半総括

遠州　尋美 みやぎ震災復興センター

近藤　民代 神戸大学

高橋　鉄男 河北新報社

姥浦　道生 東北大学大学院工学研究科

佐藤　潤也 南三陸まちづくり未来

高橋　吏佳 南三陸町社会福祉協議会

MALY Elizabeth

阿部　由紀 石巻市社会福祉協議会

野崎　隆一

東北大学災害科学国際研究所

兵庫県立大学

神戸まちづくり研究所
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