平成 30 年 5 月 28 日
東北ＩＭ連携協議会 会員

各位
東北ＩＭ連携協議会
代表幹事 柿崎博美

「東北ＩＭ連携協議会ワークショップ in 釜石」の開催のご案内
会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より、新産業創出に向けた活動に対し、敬意を表する次第です。
さて、この度、釜石市のご協力のもと標記事業を開催する運びとなりました。
つきましては、日々お忙しいとは存じますが、ご参加をお願いいたします。
また、会員の皆様の周辺関係機関や参画を模索している方へ周知頂き、ご参加頂きますよう、働
きかけをあわせてお願いいたします。
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「東北ＩＭ連携協議会ワークショップ in 釜石」
（
「東北ＩＭ連携協議会総会」も開催）
平成 30 年 6 月 28 日（木）〜29 日（金）
釜石情報交流センター 釜石ＰＩＴ
（岩手県釜石市大町 1-1-10 TEL：0193-27-8751）
1 部 東北ＩＭ連携協議会総会
2 部 ワークショップ in 釜石
東北ＩＭ連携協議会
東北経済産業局、
（一社）ＪＢＩＡ、
女性起業家等支援ネットワーク構築事業東北ブロック、
（公財）釜石・大槌地域産業育成センター
岩手県沿岸広域振興局、釜石市、大槌町、釜石商工会議所、大槌商工会、
（独）中小企業基盤整備機構東北支部、（一財）日本立地センター

東北ＩＭ連携協議会 幹事（開催地）
（公財）釜石・大槌地域産業育成センター 平野豊
TEL：0193-26-7555 FAX：0193-26-7557

東北ＩＭ連携協議会ワークショップ in 釜石
次

第

◆主 催：東北ＩＭ連携協議会
◆共 催：東北経済産業局、
（一社）ＪＢＩＡ、
（公財）釜石・大槌地域産業育成センター、
女性起業家等支援ネットワーク構築事業東北ブロック
◆後 援：岩手県沿岸広域振興局、釜石市、大槌町、釜石商工会議所、大槌商工会、
（独）中小企業基盤整備機構東北支部、
（一財）日本立地センター
◆会 場：釜石情報交流センター（釜石ＰＩＴ） 岩手県釜石市大町 1-1-10 TEL：0193-27-8751
◆日 時：平成 30 年６月 28 日（木） 13：00〜13：20 受付
13：20〜17：30 総会、ワークショップ
18：00〜20：00 交流会
６月 29 日（金） 9：30〜12：00 企業見学

＜詳細＞
６月 28 日（木） 東北ＩＭ連携協議会ワークショップ in 釜石
13：00〜受付
【１部】ＩＭ関係者（TAIM 会員） 参加費：1,000 円
13：20〜13：50
東北ＩＭ連携協議会 総会
【２部】ＩＭ関係者、自治体、大学、企業等（自由参加） 参加費：無料
14：00〜 開会 主催者・共催者・開催地あいさつ
東北ＩＭ連携協議会 代表幹事 柿崎 博美
東北経済産業局 地域経済部
釜石市 市長 野田 武則 氏
14：30〜 講演１ 「日本のＩＭ活動二つ目の岐路へ」
一般社団法人ＪＢＩＡ
会長 星野 敏 氏
講演２ 「釜石市の復興の取り組みと現状（仮題）」
釜石市復興推進本部
事務局長 熊谷 充善 氏
〜休憩（15：30〜 10 分間）〜
15：40〜 発表 「産業育成センターの取組（支援事例及び施設活用・課題等）」
（公財）釜石・大槌地域産業育成センター 専務理事 小笠原 順一 氏
※発表後、
「産業育成センターの施設有効活用」、
「ラグビーワールドカップ」、
「勝ち残る新産業創出」をキーワードに、３つのグループに分かれて意見交換。

17：20〜 事務連絡（見学の説明など）
17：30
閉 会
18：00〜 交流会開催（会費：5,000 円）
※交流会会場は、ホテルサンルート釜石になります。（徒歩 2 分程度）

６月 29 日（金） 企業見学（予定） ※釜石市マイクロバスを利用
9：10
ホテルサンルート釜石前 集合・出発
9：30〜
新日鐵住金株式会社 釜石製鐵所
（釜石市鈴子町 23-15）
11：00〜
鉄の歴史館 ※入館料：500 円
（釜石市大平町 3-12-7）
12：30〜
昼食 宝来館 昼食代：2,000 円（予定）
（釜石市鵜住居町 20-93-18）
13：45
釜石駅 解散（途中、ホテルサンルート釜石前で下車可能）

（公財）釜石・大槌地域産業育成センター 行き
（FAX：０１９３−２６−７５５７、E-Mail hirano@ikusei.or.jp）

「東北ＩＭ連携協議会総会・ワークショップ in 釜石」
出欠確認票

１

機関等名称

２

参加者

１）氏名：
総会：

２）氏名：
総会：

３）氏名：
総会：
※１
※２
※３
※４
※５

３

ＷＳ：

所属・役職：
交流会：

ＷＳ：

所属・役職：
交流会：

ＷＳ：

所属・役職：
交流会：

見学：

メール：
宿泊：

見学：

メール：
宿泊：

見学：

メール：
宿泊：

各行事の出席は「○」
、欠席は「×」、と記入下さい。
総会は、ＩＭ協議会関係者のみ。なお、協議会会費 1,000 円を徴収いたします。
ワークショップの参加はオープンとし、参加費は無料です。
交流会は、参加費 5,000 円です。
宿泊は、ホテルサンルート釜石、釜石ベイシティホテルを各 15 室確保しております。
希望される場合は、宿泊に「○」及び喫煙または禁煙を、ご自身で手配する場合は、
「×」を記入して下さい。
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氏

名
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●周辺地図（yahoo 地図）

●会場（釜石情報交流センター 釜石 PIT）までのアクセス
＜飛行機＞
◎いわて花巻空港から
【ＪＲ】釜石線新花巻空港駅までタクシー約 15 分 → 釜石線新花巻駅から釜石駅まで各駅
停車 115 分（快速の場合 100 分） → 釜石駅からタクシー5 分
【自動車】105 分（釜石自動車道利用）
＜鉄道＞
◎ＪＲ東北新幹線新花巻駅から
【自動車】90 分（釜石自動車道利用）
【ＪＲ】釜石線新花巻駅から釜石駅まで各駅停車 115 分（快速「はまゆり」の場合は 100 分）
→ 釜石駅からタクシー5 分
＜自動車＞
【遠野方面 国道 283 号（仙人峠道路）】釜石西 IC から約 25 分
【大船渡方面 国道 45 号（三陸自動車道）
】吉浜 IC より約 30 分
【宮古方面 国道 45 号（三陸自動車道）】釜石両石 IC より約 10 分

●ＪＲ時刻
釜石線（下り列車 釜石行き）
①盛岡 8：39 発 → 新花巻 9：19 発 → 釜石 10：48 着（快速はまゆり 1 号）
②花巻 9：56 発 → 新花巻 10：09 発 → 釜石 11：58 着（普通）
③盛岡 11：43 発 → 新花巻 12：24 発 → 釜石 13：55 着（快速はまゆり 3 号）
※東京 7：16 発の新幹線乗車で②、
③は開始時間に間に合いません。
釜石線（上り列車 花巻、盛岡行き）
①釜石 8：30 発 → 新花巻 10：00 発 → 盛岡 10：41 着（快速はまゆり 2 号）
②釜石 10：11 発 → 新花巻 11：51 発 → 盛岡 12：30 着（快速はまゆり 4 号）
③釜石 14：18 発 → 新花巻 15：58 発 → 盛岡 16：40 着（快速はまゆり 6 号）
※29 日の見学会参加者は③

