
○地方創生に関する「民の力」提案受付窓口で受け付けた提案一覧（公表可分） （敬称略）

氏名・団体名 提案名 提案の概要

渡辺　洋右
「仙台市の景観に及ぼす大気汚染状況をインターネット発
信するため，八木山地区に高解像度ライブカメラ設置及
び大気汚染度評価値の問題点」

　高感度ライブカメラを設置し環境映像とともに，大気汚染データ
を組み入れて発信することで，県民の環境意識の向上等を図る
（八木山地区に高解像度ライブカメラ設置等）。

東北観光経営調査研究所
永山　典嗣
新及び旧コミュニティセンターを政府の特区に当てはめる
新たな手法・方法にて付加し官民共同の活動拠点を創る
行為

　新と旧のコミセンを整備し，宮城県学校給食会の利用運営方法
を官民共同活動を採用し，大幅な活動範囲を広げ，活動変更が
容易な「住民の集合と活動が出来・非常時対処」が日常的に出来
て地域の活性化が増進する対策を考える。

諸星　豊 Made　ｉｎ　Ｍｉｙａｇｉから始まる地域活性化のご提案
　「ありがとう」キャンペーンの実施による宮城県ファンの構築す
る。

諸星　豊 Made　ｉｎ　Ｍｉｙａｇｉから始まる地域活性化のご提案

　「ありがとう」キャンペーンの実施による直販サイト等独自の
ホームページ開設により，消費者と生産者の架け橋として販売促
進及び活性化を狙い，効率の良い販売等でコスト削減と高収益
を実現する。

諸星　豊 Made　ｉｎ　Ｍｉｙａｇｉから始まる地域活性化のご提案

　どのような歌が求められているかを分析して楽曲づくりを行い，
老若男女に受け入れられる地域密着型タレント（グループ）（具体
例：Perfume)を創出する。
　これにより，若年層に希望を与え，活動の機会を提供し，地域
の活性化に資する。

ｉ企画
自社が意匠の権利を保有する介護用品を作成することに
よる被災地からの産業振興と雇用創出

　埋もれている特許等と当該権利等を利用して生産，販売を行う
会社をマッチングする仕組みを構築し，産業振興，雇用創出を図
る。

佐渡　一成 医師の処方を順守するコンタクトレンズ（CL）販売システム
　安全を第一に，価格や利便性にも配慮した，眼科医主導による
コンタクトレンズの販売システムへの支援を行う。

ＮＰＯ法人ＥＥＥＴ 「エコツーリズム」，「ジオツーリズム」の振興

　「エコツーリズム」あるいは地理・地形・地質に特化した「ジオ
ツーリズム」を企画し，日本人のみならず，外国人観光客にも，優
しさと厳しさを併せ持った東北地方の自然を体験してもらうため，
専門知識を持ったコーディネーターを育成する。
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氏名・団体名 提案名 提案の概要

大内　祐 『恋の街』構想

　少子化対策の一環として，恋人達に優しい街づくりを提唱し，恋
愛⇒結婚⇒出産⇒子育ての面でサポートする。また，仕事と家庭
の充実や夫婦で子育てをするための働き方と職場作りなどを地
域社会で行っていく事により，職場と家庭を充実させるための風
土を育てていく。

佐藤　金市 めかぶとわかめの茎を粉に加工する
　めかぶやわかめの茎を粉末にして，小麦の代わりとして使用
し，蕎麦を製品化する。

佐藤　金市 原発汚染土，汚染水の処理方法
　放射能汚染土，汚染水をモルタルに混合し，海岸沿いの堤防
の地下に埋めることで処理する。

相原　孝志
ごみ処理施設とのコンビナート工場立地
（ごみ処理施設から発生する温水利用による工場立地）

　亘理名取共立衛生処理組合が岩沼市内に建設中のごみ処理
施設から発生する温水利用して野菜や種苗・花卉を生産する工
場を隣接に立地させ，稲もみ殻，廃材活用によるバイオマス発
電・廃熱利用事業の実施するほか，飼料米による畜産と米作の
複合農業のための堆肥生産による循環型農業の各事業を運営
する事業会社を設立する。

相原　孝志
ハイテク製造業の立ち上げ
（航空機関連製造業）

　自動車に続く，ハイテク製造業として，東北大学からの協力を
求め，航空機関連産業を立ち上げや，原発廃炉作業のための技
術開発のため，県や市においてロボットの研究開発と製造を請け
負う体制を東北大学や仙台高専との連携により整える。
　また，自律動作支援ロボットにより病院や介護施設などでの
サービス提供を行いうるようにするロボット特区を申請する。
　さらに，福島第一原子力発電所の廃炉には，新技術の開発や
工事用機器・資材などの開発製造が必要であり，そのための工
場を誘致する。

相原　孝志 空港アクセス線の延伸

　仙台空港アクセス線を延伸し，空港－玉浦－岩沼－仙台まで
の環状線を整備する。特区申請をして，そのために新規事業団
を設立する。
　なお，沿線に広域工業団地造成を計画する。

三浦　鉄也 駅周辺への無料駐車場の整備
　通勤やレジャーへの活用や仙台市内への車両の流入を抑える
ための駅周辺への無料駐車場を整備する。
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氏名・団体名 提案名 提案の概要

三浦　鉄也 自動車専用道の整備
　気仙沼から栗原，大崎市への自動車専用道，石巻市から大崎
市，山形県への自動車専用道を整備する。

三浦　鉄也 駅に近接する保育園等の整備 　子育て中の働く人のため，駅に近接する保育園等を整備する。

三浦　鉄也 インターネットの整備 　インターネットを整備することにより農林水産業の振興を図る。

三浦　鉄也 テーマパークの整備 　観光客の増加に資するテーマパークを整備する。

三浦　鉄也 介護保健施設等から駅周辺への通路の整備
　介護保健施設等から駅周辺へドーム状の通路を設置し，利用
者が楽に買い物ができるようにする。

三浦　鉄也 オートキャンプ場と釣り堀の整備
　オートキャンプ場と釣り堀の整備し，海，山，里において釣りを
目玉とする。

三浦　鉄也
介護施設でのレクレーションと介護人材としての高齢者の
活用

　介護施設でのレクレーションと介護人材としての高齢者を活用
する。

三浦　鉄也 ホテルや旅館，学校等を利用した移住
　ホテルや旅館，学校等を安価な住宅として供給し，移住を促進
する。

阿部　拓二 将監の｢沼と桜と歴史文化遺産｣を探索しよう。
　歴史的文化遺産である将監沼界隈を散策し，仙台近郊都市と
しての人の交流により，仙台全体の活性化を図る。

齋藤　明弘 仙山線レストラン列車
　仙山線に一日2，3回ぐらい地方の産品を活かした料理を提供
するレストラン電車を運行させ，仙台からも山形からも新幹線で
東京方面へ帰れる一筆書き周遊をする観光客の誘致を図る。

齋藤　明弘 仙台朝市の魅力アップ
　仙台朝市に｢どのように食べると美味しいかを紹介する店｣｢有
名シェフのレシピセットを売る店｣｢魚の料理教室｣を併設し，地
元，観光客，単身赴任者等にとって魅力ある市場にしていく。

齋藤　明弘 屋内シニア運動施設を中心部に創設
　平地で，公共交通機関で行ける中央部にシニアの憩いの施設
（グランドゴルフ場，屋内ゲートボール場など）を創設し，シニアが
健康に住みやすい街づくりを進める。
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氏名・団体名 提案名 提案の概要

齋藤　明弘 シニア・単身者向け百貨店の推進
　幅広い年代をターゲットとした百貨店ではなく，シニア・単身者
向けの百貨店をつくる。

齋藤　明弘 若者が踊れるスペースの創設
　若者が踊れたり，シニア層が体操を行ったりする場所を整備す
る。

齋藤　明弘 花見に訪れる方に満足を与え，訪問者を増やそう
　桜の名所への観光客に対して満足度を高めるための取組（訪
れることを勧めない桜の名所，観光地としないために）を進める。

齋藤　明弘 八木山動物園の魅力アップ
　八木山動物公園について，人が集まるよう魅力を高めるための
対策の提供する。

株式会社パソナ　パソナ仙台 UIJターンコンシェルジュの設置

　仕事情報や生活・地域情報等のUIJターンに関する総合的な情
報発信や県内企業とUIJターン希望者のマッチングを行うUIJター
ンコンシェルジュを設置し，UIJターン者数の増加を図る。
　　・仕事情報，生活情報の発信
　　・キャリアカウンセリング
　　・マッチング支援等

東和山考会　代表　及川　尚吾 森林資源の有効活用法
　森林資源の有効活用のため，赤松から松油を採取する。松油
を採取した後の残材を利用して火力発電の燃料にする事業

宮城県地域復興再生企業組合
安定的な廃油調達と，新開発のAPS廃油精製装置及び
燃焼効率を高めたリサイクルバイオ燃料等による売電事
業

　バイオマス発電による売電事業を安定的な廃油調達力と新開
発のAPS廃油精製装置及び超高率永久磁石式発電機と制御装
置により高収益を図るもの。

株式会社パラマウント
古民家ルネッサンス
古民家の再生・移築，そして街づくり

　跡継ぎが不在の古民家を引き継ぎ，商業施設や遊休地等に移
築してカフェやレストランとして再生する。
　また，古民家の改修，再生等を推進するため，歴史的建築物に
特化した審査会を創設し，建築基準法の適用を除外や旅館業
法，消防法等の規制の特例を受ける「古民家特区」を創設する。

村上　のぼり 果実や魚類（青魚），ホヤの皮の活用
　かきの皮，リンゴの皮，バナナの皮，サトウキビの滓，ホヤの皮
を活用して食品化粧品，石けんや紙おむつ，ローソク，繊維など
に加工する。
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氏名・団体名 提案名 提案の概要

有限会社サンケイ農産 政府の農家所得の倍増について
　土地改良区が徴収する水利費を軽減し，水利，運営，メンテナ
ンスを市役所が担うことで，農家所得を引き上げる。

農業生産法人有限会社ヒーロー
取締役事業本部長　小野寺　文夫

世界に翔たく，リアス南三陸交流人口200万人達成　イケ
イケプロジェクト

　南三陸町が本来の地域力を取り戻すため，対外に魅力を発信
し，”人の流れ”と”物の流れ”を創造していく。
・天空の祈りリアス南三陸湾内ライトアップ構想
・南三陸町を知ってもらうプロモーション
・南三陸町の食等を体験，消費してもらい，その土地へ行きたくな
るような仕掛け
・南三陸町の魅力を体験できるイベントを設ける。

株式会社メルサ 地方共創ビレッジ連携コンソーシアム構想

　企業・団体・自治体が連携し，fecebookグループ｢ビレッジ交流｣
による就活支援，起業家育成，事業承継支援などを行う。
　人材育成という点にスポットをあて，SNSを活用し，「事業承継」
「起業家育成」「就活」というテーマのもと，多彩な事業を企画展
開することで中小企業の存続と発展を支援し，宮城県内地域経
済の活性化を目指す。

60代　女性
クオリティー・オブ・ライフ心豊かな施設での生活。介護さ
れる人・介護する人の心の健康を大切な要素として。

　従来より少し着眼点を変え，「人生の大切な時間の過ごし方，ク
オリティ・オブ・ライフ - 人生の満足度」に焦点をあて，ほんの少
しの工夫により，施設の住空間（建物・庭等）を心癒やされる場所
に変え，満足度の向上に繋げていく提案

みやぎ仙南ABC 宮城しあわせソーシャル・ファーム

　被災者や弱者と言われる人が安心して暮らせる住まいとして
シェアハウス,グループホーム等を建設し,働くことを条件として普
通の生活をするために食,住,衣を提供する「宮城しあわせソー
シャルファーム」を整備する。

木村　豊子 伊達なシニア・ファッションライフの支援

　高齢化社会における団塊世代（特に男性）にネクタイを外してか
ら，今までの生活と違ったおしゃれ・ライフスタイルを楽しみつつ，
社会参加や地域貢献をして，活き活きと笑顔で生活をエンジョイ
し，地域社会の元気・コミュニケｰションの輪を広げる。
　県内「衣（アパレル）」業界の連携と組織化の推進・育成の支援
強化。
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氏名・団体名 提案名 提案の概要

菅原　光雄 県立宮城大学の水産学部　気仙沼市に新設を
　”斜陽のまち”を希望の光が輝く”ふるさと”に創生するための”
起死回生”の策として，また，海に生きる”水産みやぎ”の創生の
最優先の対象として，宮城大学に水産学部を新設する。

有限会社ECOプロジェクト 林業における具体的な成長戦略

　小中径木間伐材が主材料の枡組工法で，
１　復興住宅特区を設け，１千万円以下で供給できる復興住宅の
建築
２　５年後には新築着工戸数が－41.6％になり，日本市場だけで
は「ジリ貧」。新しいマーケットをアセアン諸国の中間所得層に求
め，木造住宅を輸出する。

株式会社福田結晶技術研究所
東北ものづくりセンター（仮称）の設立及び「新しい東北」
先導モデル事業による実証

　エレクトロニクスを支える単結晶づくりの分野では，東北はシリ
コン，水晶，GaAs等様々な結晶で世界をリードしているが，産学
官の開発，実用化プロジェクト等による技術移転では製品化に
至っていない例が多いため，産学官共同開発でものづくりの製品
事業化をより効果的に加速するため「（仮称）東北ものづくりセン
ター」を設立し，世界に先駆けて，最先端結晶材料・技術開発を
行い，各種製品を生み出し，みやぎクリスタルバレー構築のため
の「新しい東北」先導モデル事業として実証する。
「（仮称）東北ものづくりセンター」では，
・　結晶製品のマーケティング・用途開発
・　量産時に使用する結晶サイズでの量産技術確立
・　技術移転後のアフターケアを行う。

東日本電信電話株式会社 ICTを活用した地方創生モデル

　ICTの活用により，魅力あふれる地方を創生し，新たな人の流
れを形成することによる人口減少の克服及び安定した雇用を実
現し，夢や希望の持てる安心安全，快適な暮らしの実現に貢献
する。
　①福祉（見守り）・防犯，②福祉（予防医療），③買物支援・まち
づくり，④子育て支援，⑤着地型観光，⑥周遊型観光，⑦テレ
ワーク，⑧まちづくり
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氏名・団体名 提案名 提案の概要

みやぎ奨学金問題ネットワーク 給付型奨学金制度及び奨学金相談窓口の設置

　民間企業等からの資金も受け入れる「みやぎ若者の夢支援基
金」を創設し，卒業後の県内就職を要件とする給付型の奨学金を
支給するほか，公的な第三者が奨学金の返済や借り入れなどに
関する相談に応じる「奨学金相談窓口」を設置する。

一般社団法人パーソナルサポートセンター 亡くなるまでワーク・ファーストの実現
　働ける高齢者に対して，生涯にわたる収入や生きがいを生み
出すため，働く場と高齢者のマッチングや，医療や介護に依存せ
ず生涯現役を続けられる社会を創出する。

伊達　洋子 放射性汚染物質の処理
　放射性物質を無害化し，処分場が不要とするため，民間（ガイ
ア㈱，オーミック工業㈱）技術を用いる。

株式会社トラストメディカル 視覚障害者の雇用促進

　視覚障害者雇用の推進を目的としたイベントの実施，視覚障害
者用機器等を整備した労働環境の実例のデモンストレーション，
視覚障害者の人材育成を行うほか，就労を希望する視覚障害者
を就労支援を行う機関へ繋げる。

全世界童話の森 全世界童話の森の開設
　国際連合児童憲章，世界各国の児童憲章の周知と，世界の児
童文化促進基本構想を実現するため，「全世界童話の森」を整備
する。

公益財団法人地域創造基金さなぶり 市民参加と組織基盤の強化によるまちづくりの推進

　まちづくりの推進を図る組織に対し，事業実行力としての資金
提供とともに，事業実施（地域会議，経験共有の機会，経営力向
上講座，専門家派遣）を通じて，組織基盤の強化を図り，暮らし
やすいまちを創出する。

農業生産法人　株式会社高森農園
オフグリッド化農業用ハウス併設シェアハウスによる高収
益里山農業

　高効率ヒートポンプと建築足場用パイプを活用した高強度農業
ハウスで，再生可能エネルギーを最大限に用い，エネルギーコス
トを大幅に削減した通年農産物を生産する高収益農業の確立す
るほか，スマート電化住宅の採用により，災害時の食住環境の
自立と，農業従業者の可処分所得の増加を図る。
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氏名・団体名 提案名 提案の概要

仙台商工会議所
仙台・宮城へのインバウンド拡大の中核となるコンテンツ
（仙台初売り）の磨き上げ

　「仙台初売り」を地元に根ざした商慣習からショッピンツーリズム
による国内外からの誘客コンテンツとして，中長期的な視点で育
み，国内観光とインバウンドの両輪による当地域における冬季観
光の振興に寄与していく。なおかつ，「仙台初売り」の来訪者が県
内の観光資源や年末年始ならではの行事等を周遊する仕組み
づくりを県及び県内各自治体と協力しながら展開する。

株式会社プロジェクト地域活性 「伝統工芸の産業化」による地域振興

　「白石和紙」をはじめとした県内の伝統工芸品を活用した地域
振興を目指し，産学官連携と農商工連携により，新しい用途やデ
ザインの検討・開発による新規需要の創出や，海外輸出を視野
に入れた商品の検討・既存商品のブラッシュアップ等，新たなビ
ジネスモデルを構築する。併せて，後継者の育成，技術の保存
伝承を進める。

株式会社三井住友銀行公共・金融法人部 カルチャーマガジン等を活用したインバウンド観光施策
　カルチャーマガジン「Japan　Walker」で宮城の観光情報を発信。
併せて，デジタルコンテンツやイベントで台湾人等に向け観光プ
ロモーションを展開する。

株式会社三井住友銀行公共・金融法人部 「仕事旅行」をコンテンツとした観光・雇用対策
　地元ものづくり企業や特徴ある商店での職業体験をコンテンツ
とした「仕事旅行」を企画し，地元に埋もれた観光資源を発掘する
ほか，地元企業の後継者対策や雇用創出に繋げる。

株式会社近畿日本ツーリストMICE事業部
スマートツーリズム
「スマートグラス」×「AR（拡張現実）」

　ウェアラブル端末（スマートグラス）とAR（拡張現実）を活用した
ツアーの展開により外国人観光客の誘客強化を図る。

一般社団法人ＲＣＦ復興支援チーム
みやぎFCV普及促進協議会サポートプロジェクト「宮城×
水素×産業創造」

　みやぎＦＣＶ普及促進協議会をサポートする関係省庁，市町
村，交通関連企業，水素関連企業，大学等研究機関による宮城
水素社会モデル研究官民連携サポートチームを設置し，住宅・商
業施設，移動・物流，農業，観光等の観点から，まとづくり全体に
水素エネルギーを活用する取組の調査及び実証実験を推進す
る。
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氏名・団体名 提案名 提案の概要

株式会社電通総務局社会貢献部
他県との差別化が可能な国際ブランドMIYAGI創生～東南
アジア攻略による富県策～

　インドネシア人イスラム教徒をメインターゲットとし，数ある宗教
の中で最もハードルが高いハラル対応の多文化ダイバシティ観
光都市宮城を構築し，世界中の人々に楽しんでいただけるおもて
なしを実現する。

株式会社電通総務局社会貢献部 体験価値創造を通じた観光復興の実現2016～2019

　旅慣れた観光客が，沿岸部の人々の魅力を知り，彼らに会うた
めに（多少不便であるが）沿岸部まで足を伸ばしてみたいと思わ
せる宮城の旅の提案を行うほか，地元沿岸部の人々を巻き込
み，旅行者への人的な魅力（縁）で来訪者数を高めるプラット
フォームを構築する。

株式会社電通総務局社会貢献部
地方創生の起爆剤となる全国への戦略的な情報発信を
前提とした観光拠点の再開発プロジェクト

　観光集客施設のリノベーション過程を全国展開可能なテレビ局
とタイアップして番組化し，宮城県に全国から観光客が訪れるた
めのプロモーション事業を展開する。

株式会社電通総務局社会貢献部
県内販路開拓の課題を有する事業者支援を目的とするダ
イレクトマーケティング事業

　県内での販路開拓に課題を持つ企業に対し，ダイレクトレスポ
ンス展開から広告キャンペーンプランニングの構想開始など，売
上につながる施策の全てをワンストップで提供する。

9/9


