
報道関係者各位 

「TOMODACHI ファミリーマート SDGs リーダーシッププログラム in 東北 

～東北から全国へ、そして世界へ～」 

 

＜ZOOM で取材可能＞ 

＜8/3（火）報道機関向け説明会 支援者・学生団体代表も参加＞ 

震災後 10 年目の東北における若者支援の現状共有および 

若者による社会課題解決を支援する新プログラムについて 
2021 年 7 月 2６日  

TOMODACHI ファミリーマート SDGs リーダーシッププログラム in 東北実行委員会 

（公財）米日カウンシルージャパン 

NPO 法人 ETIC. 

一般社団法人ワカツク 

株式会社ファミリーマート 

 

東日本大震災から 10 年という節目を迎え、復興の新たなステージに入った東北地方ですが岩手・宮城・福島の被災 3

県の、若い世代の域外流出が大きな課題としてとらえられており、あわせて、若者を対象にした支援も年々減少してきていま

す。 

持続可能な東北であるために、東北の基盤づくりを支え、課題解決に向けた歩みを確かなものにしたい社会起業家を育

てるプログラム「TOMODACHI ファミリーマート SDGs リーダーシッププログラム in 東北～東北から全国へ、そして世界へ

～」を開催いたします。 本プログラムは、東北を基盤として「何かを始めたい」という想いやアイデアを持つ全国の 18 歳以上

30 歳未満の 100 名を対象に、本年 8 月中旬から約 5 ヶ月間、オンラインで実施します。 

つきましては、本プログラムの実行委員会が、東北で実際に活動する学生団体を召喚し「東北における若者支援の現状」

と本プログラムの詳細をご紹介する報道機関向け説明会を 8 月 3 日（火）11 時より宮城県庁にて行います。ZOOM で

もご参加いただけますので、ぜひご取材ください。お申込後に ZOOM の URL をお送りします。 

 

【背景】 

震災を機に設立された「TOMODACHI イニシアチブ」は、東北の若者を対象とする教育プログラムを提供し、参加者のリ

ーダーシップや課題発見・解決能力を育成し、地域に貢献する若者を多く創出してきました。TOMODACHI イニシアチブの

ミッションに賛同、イニシアチブに参画している株式会社ファミリーマートの支援のもと、震災後 10 年を迎えた節目の年に、自

らの思いを東北の発展に寄与する事業として歩みを進め、東北に貢献できる人を育てることを目的に本プログラムを企画しま

した。同じように震災直後から東北の若者たちの支援を続けてきた、NPO 法人 ETIC.(エティック)および一般社団法人ワカ

ツクと共に「TOMODACHI ファミリーマート SDGs リーダーシッププログラム in 東北実行委員会」を形成、本プログラムを

通じて東北地域にインパクトを与える価値の創造を目指し、そして東北から世界へその姿を発信します。 

 

【現状】 

この 10 年間多くの若者が自らの意思で東北を訪れ、ボランティアやインターンとして現地の復興に寄与しました。中には、

東北に移住して活動を続ける人や、離れた場所から関わりを持ち続ける人も少なくありません。さらに、10 年前は小中学生

だった世代が大学生・社会人となり、課題先進地としての東北に可能性を見出す人も出てきました。また、東北出身で地元

の課題解決のために何か始めたいという人もいます。しかし、コロナ禍における移動制限によって、東北各地を巡って人脈を広

げたり、新しい行動を起こしたりすることが難しくなっています。そのような現状の中、最近、私たちのもとには以下のような声が

届いています。 



 復興させたい一念で社会課題解決のための活動を始めたが、壁にぶつかっていて苦しい。 

 震災直後に支援活動を通じて先輩たちが経験できたことが、自分たちの世代はできないもどかしさがある。 

 毎年多くの災害が起きるなかで、いつまでも「10 年前の津波被災地」と言い続けることに違和感を覚える。 

 課題に取り組みたいが、何から始めればよいか分からない、不安だ。 

本プログラムは、これまで何らかの形で被災３県と関わりを持ってきた若者たち及び、これから社会課題の解決に取り組み

たいと願う若者も含め、こうした悩みをぶつけ合い、今だからこそ応援しあう仲間つくりを目指し、支援致します。 

 

■報道機関向け説明会概要■ 

日 時： 8 月 3 日（火）11:00～12:00 

場 所： 宮城県庁記者クラブ（宮城県仙台市青葉区本町 3-８-１ 宮城県庁）、オンライン（ZOOM） 

内 容： １．東北の若者支援の現状について 

（NPO 法人 ETIC.、一般社団法人ワカツク、学生ボランティア団体 manaco） 

２．プログラムの趣旨・スケジュールについて 

３．主催団体・事務局のコメント（公益財団法人 米日カウンシルージャパン TOMODACHI イニシアチブ 事

務局長 津田順子ほか） 

４．共催企業のメッセージ（株式会社ファミリーマート サステナビリティ推進部ＣＳＲ推進グループ 

 マネジャー 大澤寛之） 

５．質疑応答 

 

■プログラム実施概要 

「TOMODACHI ファミリーマート SDGs リーダーシッププログラム in 東北～東北から全国へ、そして

世界へ～」 

●対象： 

・岩手県、宮城県、福島県の地域課題解決に取り組む意思のある 18 歳以上 30 歳未満の方 

・地域・社会課題の解決に資するソーシャルアクションを始めている、またはこれから始めたいと計画して

いる方 

●プログラム期間：2021 年 8 月～12 月 

●プログラム形式：原則オンライン 

●プログラムスケジュール： 

・「応援しあう東北アカデミー」：2021 年 8 月 12 日（木）・13 日（金）（2 日間） 

復興からさらなる挑戦に踏み出した東北を舞台に、SDGs をテーマに社会課題に取り組む意欲のある若者を

対象に、同地域を基盤とする先駆者や仲間と出会い、活動への志を高める。 

・「アクションコース」：2021 年 8 月～11 月  

メンターの支援を受けながら、それぞれの SDGs ソーシャルアクションの実践と振り返りを行い、並行して

それぞれの活動を発信し、仲間を巻き込み活動を広げる。 

・「応援しあう東北スペシャルライブ」：2021 年 12 月 9 日（木）予定 

地域社会に継続的な影響を残すソーシャルアクションや研修の学びなど、5 ヶ月間のプログラムの成果、研

修の学びを全国に向けて発表。その模様はライブ配信し、一般公開して視聴者が参加。 

●募集期間： 

・「応援しあう東北アカデミー」：2021 年 7 月 5 日（月）～8 月 12 日（木）申込受付中 

・「アクションコース」：2021 年 8 月 12 日（木）～8 月 22 日（日） 

＊応募方法は別途案内。2021 年 8 月 30 日（月） 選考結果通知 

●募集人数： 

・「応援しあう東北アカデミー」：100 名 

・「アクションコース」：50 名 

●応募方法：オンラインよりフォーム記入 



●プログラム概要図 

●WEB サイト・SNS 等  

・公式 WEB サイト 準備中 

・「応援しあう東北アカデミー」応募フォーム https://ouenshiau-tohoku-academy.peatix.com/ 

・Facebook ページ https://www.facebook.com/ouenshiautohoku/ 

・Twitter https://twitter.com/ouenshiautohoku 

・Instagram https://www.instagram.com/ouenshiautohoku/ 

 

主催：公益財団法人 米日カウンシルージャパン TOMODACHI イニシアチブ 

共催：株式会社ファミリーマート 

実施団体：TOMODACHI ファミリーマート SDGs リーダーシッププログラム in 東北 実行委員会 

（事務局：NPO 法人 ETIC. / 一般社団法人ワカツク） 

 

※ 「TOMODACHI イニシアチブ」について 

東日本大震災の復興支援から生まれ、教育、文化交流、リーダーシップといったプログラムを通して、日

米の次世代のリーダー育成を目指す米日カウンシルと在日米国大使館が主導する官民パートナーシップ

で、日本国政府の支援も受けています。日米関係の強化に深く関わり、互いの文化や国を理解し、より協

調的で繁栄した安全な世界への貢献と、そうした世界での成功に必要な、世界中で通用する技能と国際的

な視点を備えた日米の若いリーダーである「TOMODACHI 世代」の育成を目指しています。 

http://usjapantomodachi.org/ja/ 

 

※ 「株式会社ファミリーマート」について 

ファミリーマートは、今年創立 40 周年を迎えます。様々なきっかけでお客さまがさらにファミリーマー

ト店舗に足を運んでいただけるようになる（=ファミマる。）ために、本年は 40 周年に向けたチャレンジ

「40 のいいこと!?」に取り組んでまいります。これからも「あなたと、コンビに、ファミリーマート」の

もと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくては

ならない場所を目指してまいります。 2021 年は店頭募金「ファミリーマート夢の掛け橋募金」を通じ

て、お客様からお預かりした募金の一部とファミリーマートの企業寄付をもとに、東北の未来を創り、地

域の発展に貢献する人材づくりのプログラムを提供してまいります。 

 【ファミリーマート 40 周年は「40 のいいこと!?」】 

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2021_40th.html 

 

※ 「NPO 法人 ETIC.（エティック）」について 

1993 年設立。日本初の長期実践型インターンシップの事業化や若手社会起業家への創業支援を通じ、こ

れまで約 9,700 名の若者たちが変革・創造の現場に参加、1,600 名を超える起業家が輩出。その仕組み

を全国 70 の連携組織へ広げています。東日本大震災後は「震災復興リーダー支援プロジェクト」を実施。

東北のリーダーを支える「右腕プログラム」を立ち上げ、154 のプロジェクトに、262 名の右腕人材を派

遣。日米交流プログラムも実施しました。http://www.etic.or.jp/ 

https://ouenshiau-tohoku-academy.peatix.com/
https://www.facebook.com/ouenshiautohoku/
https://twitter.com/ouenshiautohoku
https://www.instagram.com/ouenshiautohoku/
http://usjapantomodachi.org/ja/
https://www.family.co.jp/campaign/spot/2021_40th.html
http://www.etic.or.jp/


 

※ 「一般社団法人ワカツク」について 

東日本大震災を契機として 2011 年に設立されました。地域を担う人材が挑戦を続けられる生態系の構築

を目指して、課題解決型人材の育成や若者が挑戦できる環境づくりに取り組んでおります。 

http://www.wakatsuku.jp/ 

 

※ 「学生ボランティア団体 manaco」について 

すべての子どもに寄り添うためのオンライン上の子どもの居場所を提供している宮城教育大学学生によ

るボランティア団体。2020 年春のコロナ禍による一斉休校措置を機に設立。活動を進めるうちに不登校、

障害、経済的理由など様々な理由で学校に行けない子どもたちと出会い、彼らを支えるために活動を継続。

オンライン上で、無料の学習支援、雑談や悩み相談のできるトークルーム運営、学生や社会人が教育につ

いて学ぶイベント開催などの活動を行なっています。 

http://manaco0501.com/ 

 

【取材申込み・お問合せ先】 

  電話番号     ：050-1743-8907 

メールアドレス ：tohoku.owen@etic.or.jp 

  担当      ：木村静（NPO 法人 ETIC.） 

 

http://www.wakatsuku.jp/
http://manaco0501.com/

