
震災から10年 ～持続可能な未来へ
特別シンポジウム

主催／日本経済新聞社
共催／岩手日報社　福島民報社
後援／内閣府　復興庁　環境省
協賛／MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス　三菱地所
　　　サントリーホールディングス　住友商事　セブン＆アイ・ホールディングス　積水ハウス

日時 2021年 3月11日（木）10:00-16:50

P R O G R A M ※講演者・講演内容・タイムスケジュールは事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください｡

ご挨拶10:00--10:10
平沢 勝栄氏 復興大臣

1964年3月 　福島県立福島高校卒業
1968年4月 　東京大学法学部卒業後、警察庁入庁
1971年7月 　米デューク大大学院留学
1973年6月 　米デューク大大学院修士課程修了
1980年4月 　在英日本国大使館一等書記官
1985年4月 　内閣官房長官秘書官
1991年3月 　警視庁防犯部長
1992年8月 　岡山県警察本部長
1994年4月 　警察庁長官官房審議官、同年7月防衛庁長官官房　
　　　　　　　審議官。同年12月退官。
1996年10月 衆議院議員初当選（現在、当選8回）
2001年5月 　防衛庁長官政務官

2003年9月 　総務大臣政務官
2005年11月 衆議院拉致問題特別委員長（2014年再任）
2006年9月 　内閣府副大臣
2007年9月 　衆議院外務委員長
2010年9月 　自民党法務部会長
2011年10月 自民党副幹事長
2013年10月 自民党政務調査会会長代理
2014年9月 　自民党中央政治大学院学院長
2015年11月 自民党政治制度改革実行本部長
2016年9月 　自民党広報本部長（2019年再任）
2020年9月 　復興大臣・福島原発事故再生総括担当（菅内閣）

企業講演10:10--10:40
上野 真吾氏 住友商事 専務執行役員 資源・化学品事業部門長

1982年3月 　慶應義塾大学商学部卒業
1982年4月 　住友商事入社
2004年4月 　欧州住友商事（ロンドン）鋼管部門長 
2007年11月 油井管事業部長
2010年4月 　ヒューストン支店長 
2013年4月 　執行役員 エネルギー本部長

2016年4月 　常務執行役員
2018年4月 　専務執行役員 米州総支配人（ニューヨーク）
2019年4月 　現職
2021年4月 　副社長執行役員　金属事業部門長 兼 資源･
                    化学品事業部門長に就任予定。

中岩 勝氏 産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所 所長

1980年3月 　京都大学工学部卒
1980年4月 　工業技術院化学技術研究所入所
1988年3月　 工学博士（京都大学）
2001年4月　　独立行政法人産業技術総合研究所環境調和技術
　　　　　　　研究部門グループ長
2008年7月 　独立行政法人産業技術総合研究所環境化学技術研
　　　　　　　究部門長

2012年4月 　独立行政法人産業技術総合研究所環境・エネルギ
　　　　　　　ー分野副研究統括
2014年10月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
　　　　　　 発機構統括研究員
2017年4月 　国立研究開発法人産業技術総合研究所福島再生可
　　　　　　　能エネルギー研究所長

■パネリスト

パネルディスカッション10:40--11:40
「福島で創造する日本の新しいエネルギー社会」

内堀 雅雄氏 福島県知事

1964年生まれ。東京大学経済学部卒業。1986年自治省入省、
2001年総務省地方債課理事官から福島県生活環境部次長、生
活環境部長、企画調整部長、2006年副知事を経て、2014年
11月から福島県知事に就任。2018年10月再選。
東日本大震災、原発事故、令和元年東日本台風等や令和3年2

月福島県沖地震などの災害からの復旧・復興と福島ならではの
地方創生の実現、さらには新型コロナウイルスへの対応など、
直面する課題に果敢にチャレンジするとともに、広く国内外に
対し、福島復興の「光と影」の現状を積極的に発信するなど、
福島を未来へつなぐ取組を続けている。

■キーノートメッセージ



柏木 孝夫氏 東京工業大学 特命教授・名誉教授

1970年東京工業大学工学部卒業、1979年博士号取得。1980
～ 1981年米国商務省NBS招聘研究員。東京工業大学工学部
助教授を経て1988年東京農工大学工学部教授、1996年九州
大学教授を併任。2007年東京工業大学大学院教授・先進エネ
ルギー国際研究センター長、2012年特命教授、2013年東京
都市大学教授を併任。
経済産業省 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネ
ルギー分科会長（2013年～）、経済産業省「スマートコミュ

ニティ関連システムフォーラム」委員（2009年～）、総合科
学技術会議 重要課題専門調査会専門委員（2013年～）ほか、
各種審議会委員を歴任。2003年～スタンフォード大学国際諮
問委員。日本機械学会フェロー、日本エネルギー学会会長（21
代）など。経済産業省 水素・燃料電池戦略協議会座長（2015
年～）。東京都再生可能エネルギー拡大検討会座長。2018年
内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第２期 エ
ネルギー ･環境分野プログラムディレクターに就任。

森 肇氏 住友商事 執行役員 エネルギー本部長

1988年3月 　　早稲田大学 政治経済学部 経済学科卒業
1988年4月 　　住友商事入社
1994年7月 　 フランス住友商事（パリ）
1996年5月 　 欧州住友商事（ロンドン）
2013年10月 　エネルギー開発部長
2014年11月 　Summit Discovery Resources（SDR）社長
　　　　　　　（ヒューストン）

2017年4月   理事 米州住友商事 米州総支配人補佐 
                    米州エネルギーグループ長 兼 SDR会長兼社長
2019年4月    理事 エネルギー本部長
2020年4月より現職

村木 美貴氏 千葉大学大学院 工学研究院 教授

横浜国立大学大学院工学研究科計画建設学専攻修了。三和総合
研究所、東京工業大学大学院社会理工学研究科助手、米国オレ
ゴン州立ポートランド州立大学客員研究員、千葉大学工学部助

教授、同大学院准教授を経て、2013年同大学院工学研究科（現、
工学研究院）教授、現在に至る。博士（工学）。社会資本整備
審議会、交通政策審議会、地方制度調査会等を歴任。

■コーディネーター

村井 嘉浩氏 宮城県知事

1960年大阪府豊中市生まれ。1984年防衛大学校（理工学専攻）
を卒業し、陸上自衛官に任官。陸上自衛隊東北方面航空隊（ヘ
リコプターパイロット）及び自衛隊宮城地方連絡部募集課にて
勤務。1992年自衛隊退職後に財団法人松下政経塾（第13期）

に入塾。1995年宮城県議会議員に当選。2005年まで宮城県
議会議員を3期勤め、同年宮城県知事選挙に出馬し当選。現在
4期目。

内堀 雅雄氏

企業講演11:40--12:10
原 典之氏 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス 取締役社長 グループCEO

1978年4月 大正海上火災保険入社
2008年4月 三井住友海上火災保険 執行役員 企業品質管理部長
2010年4月 常務執行役員 名古屋企業本部長 兼 名古屋企業本部 
                 損害サポート・イノベーション本部長
2012年4月 取締役 常務執行役員
2013年4月 取締役 専務執行役員

2015年4月 取締役 副社長執行役員
2016年4月 取締役社長 社長執行役員（現職）
　　　　　　MS&ADインシュアランス グループ ホールディ
　　　　　　ングス執行役員
2016年6月 同社 取締役執行役員
2020年6月 同社 取締役社長 社長執行役員（現職）

達増 拓也氏 岩手県知事

1964年、岩手県盛岡市生まれ、1988年、東京大学法学部卒
業後、外務省入省。1991年、米国ジョンズ・ホプキンス大学
国際研究高等大学院修了、その後、在シンガポール日本大使館
二等書記官、外務省国連局科学課、外務省大臣官房総務課課長
補佐等を歴任。1996年、衆議院議員（連続４期当選）予算委員、
憲法調査会委員、文部科学委員、財務金融委員、経済産業委員・

理事、商工委員・理事、安全保障委員・理事、外務委員、法務
委員・理事、青少年問題特（委）理事、災害対策特（委）理事
等を歴任。2007年４月より、岩手県知事（現在４期目）この間、
総務省顧問、地方行財政検討会議構成員、東日本大震災復興構
想会議委員、復興推進委員会委員を歴任。

リレーメッセージ13:00--14:00
「東北経済の復興と2030年の社会」



パネルディスカッション14:50--16:40

黙祷14:46

企業講演14:10--14:40
井上 成氏 三菱地所 エリアマネジメント企画部担当部長 大丸有SDGs ACT5運営委員長

1987年に三菱地所入社。1999年より4年間、経済協力開発
機構（OECD）パリ事務局に赴任。2003年より大手町・丸の内・
有楽町地区のまちづくりに関わり、今年で18年目を迎える。
その間、「エコッツェリア(2007)」「3×3 Lab Future（2017）」

「有楽町micro FOOD & IDEA MARKET（2020）」はじめ、
新施設9件の企画・開発・運営を主導。現在、新事業創造部、
エリアマネジメント企画部、有楽町街づくり推進室、エコッツ
ェリア協会理事を兼務している。

石本 めぐみ氏 ウィメンズアイ 代表理事

若年女性リーダー育成研修「グラスルーツ・アカデミー東北」
主宰、慶應義塾大学SFC研究所上席所員、JWLIフェロー。
GE Capital Japan、新生銀行グループ勤務を経て、東日本大
震災後に退職。2011年4月に災害ボランティアとして宮城県
三陸沿岸部へ。その後、市民ボランティア団体の現地女性支援
チームリーダーとして南三陸町、登米市を拠点に避難所や仮設
住宅等の支援に携わる。2011年6月、ウィメンズアイを設立。
被災地の女性が直面する課題に地元女性と取り組む。2015年

国連防災世界会議のプレイベント「国際地域女性アカデミー 
in Tohoku」を10カ国の女性リーダーと南三陸町で開催する
など、地方の女性とグローバルをつなげる活動を継続的に行う。
また、日本の地方各地で、SDGs5や女性視点のまちづくりの
アドバイザー、コンサルティング、研修、調査などに取り組む。
東京大学大学院「人間の安全保障」プログラム修士。同博士課
程在学中。

石渡 賢大氏 日本カーシェアリング協会 ソーシャルカーサポート事業部　事業部長

千葉県茂原市出身、1990年生まれ。慶應義塾大学文学部を卒
業後、災害時に役に立てる仕事をと思い、2012年よりあいお
いニッセイ同和損保に就職。交通事故の保険金支払と営業に従
事した。東日本大震災以降、日本カーシェアリング協会が行っ
ていた支援に共感し、2017年に保険会社を退職後、宮城県石

巻市の地域おこし協力隊として、協会に参画。協力隊の任期満
了後、同協会に入社し活動を続ける。担当領域はファンドレイ
ジングや、寄付車を活用した災害支援、伝承活動や生活困窮者
支援、損害保険募集業務。 准認定ファンドレイザー・社会貢
献教育ファシリテーター。

横田 純子氏 素材広場 理事長

会津若松市生まれ、会津若松市在住
1994年　リクルート国内旅行事業部（じゃらん）勤務
2005年　リクルート退社
　  同年　つむぎ企画として独立（宿・観光の企画・コンサル）
2009年　特定非営利活動法人素材広場設立 理事長に就任（現
　　　　　在に至る）
　  同年　農林水産省「地産地消の仕事人」選定
2011年　内閣府「地域活性化伝道師」選定
2011年　内閣府「女性のチャレンジ賞 特別部門賞」受賞
2012年　経済産業省“日本の未来“応援会議～小さな企業が
　　　　　日本を変える～ メンバー
2012年　福島県立テクノアカデミー会津 観光プロデュース 
　　　　　学科 非常勤講師

2013年　福島学院大学 情報ビジネス課「地域創造論」非常勤
　　　　　講師
2014年　福島県PTA連合会 母親代表理事（2年間）
2015年　公益財団法人福島県農業振興公社 理事就任（現在
　　　　　に至る） 
2017年　第二回 ふくしま地産地消大賞 知事賞受賞
2018年　公益財団法人尾瀬保護財団 理事就任（現在に至る） 
2019年　総務省情報通信審議会 委員就任（現在に至る）
2021年　総務省ふるさとづくり大賞（団体表彰）受賞
※食と観光を結び付け、人を通して地産地消を推進する事業を展
開。カタログ作成・素材の情報発信・受発注・宿企画等を行う。

「市民力で切り開く東北の未来」

伊藤 雅人氏  マルゴト陸前高田 代表理事／陸前高田市 まちづくり戦略アドバイザー

2004年4月　陸前高田市内、知的障がい者更生施設　愛育会　　　
　　　　　　　ひかみの園勤務
2011年3月　宮城県気仙沼市　児童施設に転職、実習中に東　　　　
　　　　　　 日本大震災により、職場を流される東日本大震
　　　　　　 災以降、陸前高田市災害ボランティアセンター
　　　　　　　のマッチング班として活動
2011年9月　NPO法人P@CT（パクト）設立
2013年1月　陸前高田市復興サポートステーション事業（市　　　　
　　　　　　　委託）開始

2014年7月　まるごと陸前高田協議会設立
2016年4月　一般社団法人マルゴト陸前高田設立、理事就任
2018年4月　一般社団法人マルゴト陸前高田、代表理事就任
2019年1月　陸前高田市、まちづくり戦略アドバイザー就任
　　　12月 　岩手県eスポーツ連合 常務理事就任
2020年1月　東北株式会社 顧問就任
　　　　6月　一般社団法人トナリノ 理事就任
　　　　7月　三陸花火競技大会実行委員会 副委員長就任

■パネリスト



小林 章浩氏 サントリーホールディングス コーポレートサステナビリティ推進本部 CSR推進部長

1987年早稲田大学商学部卒業、同年、サントリー入社。酒類
の営業および企画部門、SCM本部での物流部門を経て、エコ
戦略部（当時）にてグループ全体の環境活動推進を担当。その

後、コーポレートコミュニケーション業務に従事、2018年よ
り現職。

真船 幸夫氏 ヨークベニマル 代表取締役社長

1980年3月 早稲田大学 社会科学部 卒業
1980年3月 ヨークベニマル 入社
2003年2月 販売事業部長
2004年5月 取締役執行役員 販売事業部長
2006年5月 取締役常務執行役員 販売事業部長
2009年5月 取締役専務執行役員 販売事業部長
2011年2月 取締役専務執行役員 営業本部長 兼 構造改革推進
　　　　　　室長
2012年2月 取締役専務執行役員 営業本部長 兼 作業改善推進

　　　　　　室長
2012年5月 取締役副社長 執行役員副社長 営業本部長 兼 作業
　　　　　　改善推進室長
2013年2月 取締役副社長 執行役員副社長 営業本部長
2015年3月 代表取締役社長 兼 最高執行責任者（COO）兼 
　　　　　　営業本部長
2016年5月 代表取締役社長 兼 営業本部長（現任）
2018年5月 セブン＆アイ・ホールディングス 常務執行役員　　　
　　　　　　（現任）

蟹江 憲史氏 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授

慶應義塾大学SFC研究所×SDG・ラボ代表、国連大学サステ
イナビリティ高等研究所（UNU-IAS）非常勤教授。北九州市
立大学助教授、東京工業大学大学院社会理工学研究科准教授を
経て、2015年より現職。
専門は国際関係論、地球システム・ガバナンス。国連における
SDGs策定に、構想段階から参画。SDGs研究の第一人者であ
り、研究と実践の両立を図っている。

日本政府SDGs推進本部円卓会議構成員、内閣府地方創生推進
事務局自治体SDGs推進評価・調査検討会委員などを務める。
近著に「SDGs（持続可能な開発目標）」中公新書（2020年
8月刊行）がある。
国連Global Sustainable Development Report（GSDR）の
2023年版執筆の独立科学者15人に選ばれている。
博士（政策・メディア）。

■コーディネーター

阿部 俊則氏 積水ハウス 代表取締役会長

1975年3月   東北学院大学 文学部史学科 卒業
　　　  4月   積水ハウス 入社
2003年2月   東北営業本部長
2004年4月   執行役員 東北営業本部長
2005年2月   執行役員 東京営業本部長
            5月   常務執行役員 東京営業本部長

2006年4月  取締役 常務執行役員 首都圏本部長 兼 東京営業
　　　　　　 本部長
2007年5月  取締役 専務執行役員 首都圏 担当、経営企画部長
2008年4月  代表取締役社長 兼 ＣＯＯ
2018年2月  　代表取締役会長（現職）
2018年6月  　（一社）住宅生産団体連合会長就任

クロージング講演16:40--16:50

森永 卓氏 三井住友海上火災保険（MS&ADインシュアランスグループ）仙台支店長

1990年3月 　中央大学理工学部卒業
       　　4月　 住友海上火災保険 入社
2001年10月 　三井住友海上火災保険 関西本部
             　　　大阪北支店 梅田営業第二課 課長代理
2005年4月 　東京企業第二本部 企業営業第三部 第二課 課長

2007年4月 　北海道本部 札幌支店 法人営業第二課長
2013年4月 　東京企業第一本部 総合営業第四部 第三課長
2015年4月 　営業企画部 部長 兼 ＭＳ福山 代表取締役社長
2017年4月 　北海道本部 北海道支店長
2019年4月 　東北本部 仙台支店長（現職）


