
市町名 記載内容

山元町
山元町震
災復興計
画

12月

６ 復興のポイントと方向性
（７）環境 ～環境に配慮し、自然エネルギーを活用したまち～
【復興のポイント】
地球温暖化防止のためのＣＯ2 排出削減が要請されていた中、原子力発電所の稼働停止の影響も加わり、より一層環境
に配慮したまちづくりへの転換が必要となっています。また、限りある資源を有効に活用するため、廃棄物の排出抑制や循
環型社会への転換が求められていた中、震災により大量のがれき等の災害廃棄物が発生し、これらの適正処理が課題と
なっております。さらには、福島第１原子力発電所の事故により、大気中に放出された放射性物質による環境汚染問題に
も取り組まなければならない状況となっております。
このような状況を踏まえて、本町では、太陽光などの再生可能エネルギーの導入促進と普及を行い、自然環境に配慮し
共存する、クリーンなまちづくりを目指します。
また、被災地における大量の廃棄物について、分別と再利用を図るなどの適正処理を推進し、ごみの減量化を図ります
放射線による環境汚染問題については、子供が安心して生活できる環境の確保を優先に、追加被ばく線量*が基準値以
下となることを目指し計画的に除染を実施していきます。
② 環境対策
【復旧期】

かに実施します。

要な対策を講じます。

町民の安全・安心を確保します。
【再生期】

づくりを進めます。

【発展期】

まちづくりを実現します。

活用を推進します。

亘理町
亘理町震
災復興計
画

12月

第１章　復興基本方針
３　将来都市像（まちづくり構想）　２）土地利用計画　⑦産業誘致・再生ゾーン
クリーンエネルギー事業など新たな産業の誘致や優良な農地の再生を図ります
４ 復興に向けた施策の展開　４）復興未来プロジェクト　⑤ひかり・エコ創生プロジェクト
再生可能エネルギー（メガソーラーなど）の導入によるエコタウンの推進 等

第２章　復興基本計画　２　主要施策及び事業
（２）「暮らしさすさ」と「亘理らしさ」があふれるまちづくり　５）環境リサイクルの推進
[施策の方向性]自然共生社会（生態系・生物多様性の保全と回復）、循環型社会、低炭素社会への取り組みを行い、持
続可能な地域社会の構築を図ります。
（３）「なりわい」と「にぎわい」のまちづくり　５）企業誘致の推進と元気な亘理の創造
[施策の方向性]再生可能エネルギーやメガソーラーを誘致し、クリーンエネルギー利用を推進します。

岩沼市

岩沼市震
災復興計
画マス
タープラ
ン

9月

２　基本理念　（４）時代を先取りした先進的復興モデル
・環境への配慮　・新エネルギーの活用

４　復興のためのリーディングプロジェクト　（２）津波からの安全なまちづくり
【復興に向けた基本方針】
④地区の意向を十分踏まえつつ、エコ・コンパクトシティの形成を基本とする集団移転等について検討を進めます。また、
必要に応じて、復興住宅整備等の検討も進めていきます。
（５）自然エネルギーを活用した先端モデル都市
【復興に向けた基本方針】
①沿岸部の 地区 については、多重防御である「千年希望の丘」整備を図り太陽光発電や風力発電などの自然エネル
ギーの生産拠点としての可能性を検討します。
②浸水被害を受けた農地については、塩害対策や地盤沈下対策等による農地の回復と農業の再生を図りつつ、農地とし
ての回復が難しい地区については、太陽光発電による自然エネルギーの生産拠点としての可能性を検討します。
③太陽光発電をはじめとする自然エネルギーを活用した自然共生都市として、スマートグリッドを活用したモデルタウンの構
築を検討します。

名取市
名取市震
災復興計
画

10月

基本計画編　第５章　復興を牽引する連携プロジェクト　復興を牽引する連携プロジェクト①　閖上と下増田のまち再生プロ
ジェクト
住み続けたい魅力あるまち
新たなエネルギー利用環境、町の安全・利便性をトータルに管理する地域情報ネットワークなど、時代を見据えて、住み続
けたいと感じるまちの魅力を創出していきます。

市町震災復興計画の状況
計画等名称

参考資料１ 
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市町名 記載内容

市町震災復興計画の状況
計画等名称

参考資料１ 

仙台市
仙台市震
災復興計
画

11月

Ⅰ　総論　２ 東日本大震災の総括
（２）エネルギー供給のあり方への警鐘
沿岸部の交通基盤や燃料基地が津波で壊滅的な被害を受け、発災後の数週間は、非常用動力源も含めたエネルギー
が極度に不足し、あらゆる都市機能の低下や復旧作業に支障が生じるなどの影響がありました。
さらに、沿岸の原子力発電所や火力発電所等の被災も相まって、日本全体の電力供給不足が現実化し、節電など生活
のあり方自体の見直しを迫られています。
今後のまちづくりにおいて、特定のエネルギー供給に過度に依存しないことに加え、非常時にも電力等の供給が可能な仕
組みを備えた都市システムの構築などの課題が明らかになりました。
安全性が高く持続性に優れ、温室効果ガス削減にも寄与するエネルギーの供給方法や、生活や住居、事業活動や建物
において実践的かつ先進的な省エネルギー方策を導入していくことが求められます。
３ 復興に向けて
（３）復興に向けた４つの方向性
犠牲となった方々の思いを忘れることなく、一日も早い復興を進めると同時に、震災で得た教訓を糧とした先駆的な取り組
みを進めながら、次の世代に伝えていくことは、私たちに課せられた重要な責務です。
このような責務を果たすため、東日本大震災の総括を踏まえながら、復興に向けて次の４つの方向性を重視して取り組み
ます。
②エネルギー課題等への対応
災害時においても最低限の都市機能を維持できるよう、エネルギー・燃料の確保や、ライフライン・エネルギー供給ルート
の多角化などに取り組みます。
また、発災後のライフラインや燃料供給が途絶した中での市民一人ひとりの体験を踏まえ、ライフスタイル・ビジネススタイ
ルを見直し、節電やごみ減量などの定着を図ることに加え、再生可能エネルギーの利活用など、新たな知見も取り入れた
先駆的な取り組みを進めます。

Ⅱ　100万人の復興プロジェクト
７ 「持続的なエネルギー供給を可能にする」省エネ・新エネプロジェクト
新市街地形成が予定される地区において、民間資本との協働によりエコモデルタウン事業に取り組み、特定のエネルギー
に過度に依存せず、かつエネルギー効率の高い都市を目指すとともに、非常時にも安心な都市づくりを進めます。
多様なエネルギー源の確保を目指し、大規模太陽光発電事業等の誘致を推進するなど、次世代エネルギーの拠点づくり
を進めます。
【具体的な取り組み】
○エコモデルタウン
・非常時におけるエネルギー確保や特定のエネルギー源への依存度を低減させるため、関係機関と連携して再生可能エ
ネルギーや天然ガスを含めたエネルギー構成の最適化に取り組みます。
・非常時にとどまらず、平時においても高いエネルギー効率と経済性を両立するモデル的な取り組みを推進します。
・次世代電力計（スマートメーター）の導入や、それらの機器とICT（情報通信技術）を活用した各種サービスの開発を促進
します。
○次世代エネルギー研究・開発拠点づくり
・多様なエネルギー源の確保を目指し、大規模太陽光発電事業等の誘致の推進、藻類バイオマスの研究・開発支援な
ど、津波被害を受けた東部沿岸地域を中心に、次世代エネルギーの研究・開発拠点づくりを進めます。

Ⅳ　復興まちづくり
２ 「省エネ・新エネ」対応型まちづくり
・特定のエネルギーに過度に依存せず、かつエネルギー効率の高い都市を目指すとともに、災害時にも安心な都市づくり
を進めます。
・市民・企業等による環境負荷低減に向けた取り組みを促進します。
（１）エコモデルタウンの構築
今回の震災で、市民生活はもとより、持続的な都市経営を進める観点から、特定のエネルギー供給に過度に依存しないこ
とや非常時にも電力をはじめとするエネルギー供給を可能とする仕組みが備わっていること、安全性が高く持続性に優れ、
温室効果ガス削減にも寄与するエネルギー供給方法が採用されること、日常の暮らしや事業活動において実践的かつ先
進的な省エネルギー方策が実現されることなどの重要性を学びました。
これらの全市的な課題に市民や企業・行政が連携していち早く取り組むことが重要であることから、新たに市街地形成が予
定される地区を対象にエコモデルタウンとしての整備を促進し、全市における将来的な展開を目指して課題の洗い出しなど
を行います。
①非常時のエネルギーの自立性向上
・震災後、新たに市街地形成が予定される地区において、集中型電源から分散型・多重化電源への移行など、非常時に
あっても一定程度の持続的なエネルギー供給の確保を促進します。
・スマートグリッドをはじめとする各種技術の開発動向を見据え、非常時におけるバックアップ電源としての利用も期待される
電気自動車やプラグイン・ハイブリッド車なども含めて、一定の地域を対象としたエネルギーマネジメントシステムの導入可
能性について検討を進めます。
②エネルギー効率の向上
・再生可能エネルギーやコージェネレーションシステム、燃料電池などの分散型電源の導入を促進し、電力供給や電力生
成時に発生する熱の積極的な利用を図るとともに、蓄電・蓄熱技術等の併用も促進することにより、エネルギー供給の自
立性と総合的なエネルギー効率の向上を目指します。
・非常時にとどまらず、平時におけるエネルギー効率をはじめとする、省エネルギー水準の向上に取り組みます。
・復興公営住宅を対象に、再生可能エネルギーや都市ガスを用いたコージェネレーションのシステムなど、より高いエネル
ギー効率や経済性の向上が見込まれる技術について、先導的な導入を推進します。
・電力の使用状況等が可視化できる次世代電力計（スマートメーター）をはじめとする各種機器やICT（情報通信技術）を
用いた各種サービスの導入に向けた取り組みを進めます。
③全市的な取り組み
・既に発電事業を行っている清掃工場において、発電量や発電効率を高めるとともに、非常時の電力供給源となるよう、検
討を進めます。
・二酸化炭素排出量を大幅に抑制することができる電気自動車やプラグイン・ハイブリッド車など次世代自動車の普及を促
進します。
・避難所として想定される施設や大量の熱エネルギーの利用が見込まれる施設等を対象に、より高いエネルギー効率や
経済性の向上が見込まれる技術について、先導的な導入を推進します。
（２）環境負荷低減等に向けた取り組み
今回の震災におけるライフラインの途絶等の体験を踏まえ、節電などの省エネルギーやさまざまな環境負荷の低減、資源
循環の取り組みの重要性が再認識され、私たちの住まい方やビジネススタイルなどの見直しが求められています。
このような体験をした仙台から、新しい環境負荷低減等に向けた取り組みを発信していくことが重要です。
①環境負荷低減に向けた取り組み
・今回の震災で、広域にわたる沿岸部の火力発電所や原子力発電所が被災し、私たちの暮らしや経済活動に大きな影響
を及ぼす電力不足に直面していることから、日常の暮らしの中で、節電の重要性の周知やさまざまな節電の取り組みを推
奨するなど、市民啓発に努めます。
・今回の震災では、電力以外のエネルギー供給などについても、あらためてその大切さを認識させられたことから、家庭や
事業活動での省エネルギー・省資源化をさらに推進します。
②資源循環強化に向けた取り組み
・本市がこれまで市民と共に積極的に進めてきたごみ減量をはじめとする資源循環に向けた取り組みが、災害時にも大き
な効果を発揮することが明らかになったことから、今後、このような本市の先進性を一層強化しながら、市民と共にさらなる
資源循環への取り組みを強化、推進します。
（３）公共交通の利用促進
今回の震災では移動手段についても多くの点で課題が浮き彫りとなりました。ガソリン供給不足が長期化し、自家用車の使
用が著しい制約を受けた一方で、地下鉄やバスの早期の運行再開や自転車利用が注目されました。
本市では環境負荷の少ない公共交通を軸とした機能集約型都市への転換を進めていますが、エネルギー効率や環境配
慮の観点からも、今後、この取り組みを一層推進するとともに、利用者の視点に立った都市間高速バスも含めた公共交通
の利便性向上策や、自転車の利用環境の在り様についても検討の必要があります。
①利用促進環境の整備
・環境負荷の少ない公共交通の利便性向上・利用促進の観点から、地下鉄・路線バスにIC 乗車券の導入を進めるととも
に、モビリティマネジメント等の取り組みを推進します。
・公共交通の利便性が低い地域を対象に路線バスの維持を図るとともに、路線バスによる運行が難しい地区などにおいて
は、路線バスに代わる交通手段の導入に努めます。
・災害時にあっても貴重な移動手段として機能した都市間高速バスについては、その利便性向上を図るとともに、弾力的な
運行システムの形成を促進します。
・災害時において市民の重要な移動手段となる自転車の利用しやすいまちづくりに努めます。
②交通システムの省エネ化
・公共交通システムについては、さらなる省エネルギー化を進めるとともに、太陽光発電や天然ガスなど、環境により優しい
動力源の活用を進めます。
（４）省エネ等の促進に向けた連携の推進
今回の震災では複合的被害が数多く見られ、特定の関係者だけでは解決が困難である課題も少なくありません。
エネルギーや環境に関する諸問題については、需要者側と供給者側それぞれに多様な主体がかかわることから、その解
決のためには多くの関係者が連携していく仕組みを築くことが重要です。
①省エネ設備等の導入支援
・大学や専門家と連携して市民や企業向けの説明会・省エネ診断などを行い、太陽光発電をはじめとする再生可能エネ
ルギー設備等の導入や照明のLED化、省エネ・断熱改修など、省エネルギー設備等の導入を促進します。
・設備更新に際しては、太陽光発電設備やコージェネレーションシステムなど、経費節減と省エネルギーを両立させたシス
テムの導入が図られるよう、公的助成制度の活用にかかるワンストップの相談業務を行います。
②普及促進に向けた支援
・地元企業等が積極的に省エネルギー設備の普及促進に参加できるよう、ノウハウを持つ大学や業界団体等との連携を
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参考資料１ 

多賀城市
多賀城市
震災復興
計画

12月

10 復興施策
【復興施策２】 既存産業の再興促進と立地支援の強化
◆復興基本事業３◆ エネルギー循環型都市に向けた環境整備
東日本大震災では、電力や水道といったライフラインの復旧に時間を要し、特に電力にあっては既存企業の早期再建を遅
らせる要因になりました。本市には、既存のエネルギー供給を行うガス事業所や石油精製所に加え、新たなエネルギー供
給源としての活用も見込まれる下水処理場も立地しています。
工場地帯をはじめとする本市の復興においては、大規模災害時にもエネルギーの供給停止を回避することが可能となる地
域を目指して、エネルギーが地域で生み出され、地域内で利用される循環型都市に向けた環境整備を推進・促進してい
きます。

七ヶ浜町

七ヶ浜町
震災復興
計画
[2011-
2020]
□前期基
本計画
[2011-
2015]

12月

[ 復興重点施策2] 町の文化を継承する美しい景観や街並み
　豊かな自然と調和した特徴ある景観や街並みを、本町に受け継がれてきた暮らしの文化として再興し、人間らしく生活す
ることのできる街とすまいの環境を創造します。
2.自然と調和した持続可能なまちづくり
　三方を海に囲まれ、豊かな緑がひろがる本町の自然と調和しつつ、幾世代にもわたって受け継がれていく持続可能な環
境を創造します。自然をおそれうやまい、自然の恵みを授かり、自然とふれあうことで自然の豊かさを実感し、あわせて、震
災によって発生したがれきの再資源化をはかることなどによって、ひとと自然にやさしいまちをめざします。
□持続可能なまち
・震災により発生したがれきを分別し資源として活用するほか、コンクリートくずなどは防災林などの盛土材として活用
・復興する住宅において、太陽光などのクリーンエネルギーの積極的な導入の推進や、街路灯にLED を導入するなど、街
や地域での活用を促進し、エコタウンを実現
□ひとと自然の共生
・人々が生活を営む居住拠点と、海や防災林、農地などを含む自然との共生により、持続可能な町土利用を促進
・気候や風土により長い歴史をかけて育まれた自然や生態系を、地域特性に応じて適切に保全し、自然の回復力を活か
しながら本町の恵まれた自然を再生
・本町の生物多様性を確保するため、有機的な緑地のネットワーク化等を通じて、ひとと自然の共生や環境負荷の小さい
緑豊かな街を形成

仙台市
(続き)

仙台市震
災復興計
画

11月

Ⅰ　総論　２ 東日本大震災の総括
（２）エネルギー供給のあり方への警鐘
沿岸部の交通基盤や燃料基地が津波で壊滅的な被害を受け、発災後の数週間は、非常用動力源も含めたエネルギー
が極度に不足し、あらゆる都市機能の低下や復旧作業に支障が生じるなどの影響がありました。
さらに、沿岸の原子力発電所や火力発電所等の被災も相まって、日本全体の電力供給不足が現実化し、節電など生活
のあり方自体の見直しを迫られています。
今後のまちづくりにおいて、特定のエネルギー供給に過度に依存しないことに加え、非常時にも電力等の供給が可能な仕
組みを備えた都市システムの構築などの課題が明らかになりました。
安全性が高く持続性に優れ、温室効果ガス削減にも寄与するエネルギーの供給方法や、生活や住居、事業活動や建物
において実践的かつ先進的な省エネルギー方策を導入していくことが求められます。
３ 復興に向けて
（３）復興に向けた４つの方向性
犠牲となった方々の思いを忘れることなく、一日も早い復興を進めると同時に、震災で得た教訓を糧とした先駆的な取り組
みを進めながら、次の世代に伝えていくことは、私たちに課せられた重要な責務です。
このような責務を果たすため、東日本大震災の総括を踏まえながら、復興に向けて次の４つの方向性を重視して取り組み
ます。
②エネルギー課題等への対応
災害時においても最低限の都市機能を維持できるよう、エネルギー・燃料の確保や、ライフライン・エネルギー供給ルート
の多角化などに取り組みます。
また、発災後のライフラインや燃料供給が途絶した中での市民一人ひとりの体験を踏まえ、ライフスタイル・ビジネススタイ
ルを見直し、節電やごみ減量などの定着を図ることに加え、再生可能エネルギーの利活用など、新たな知見も取り入れた
先駆的な取り組みを進めます。

Ⅱ　100万人の復興プロジェクト
７ 「持続的なエネルギー供給を可能にする」省エネ・新エネプロジェクト
新市街地形成が予定される地区において、民間資本との協働によりエコモデルタウン事業に取り組み、特定のエネルギー
に過度に依存せず、かつエネルギー効率の高い都市を目指すとともに、非常時にも安心な都市づくりを進めます。
多様なエネルギー源の確保を目指し、大規模太陽光発電事業等の誘致を推進するなど、次世代エネルギーの拠点づくり
を進めます。
【具体的な取り組み】
○エコモデルタウン
・非常時におけるエネルギー確保や特定のエネルギー源への依存度を低減させるため、関係機関と連携して再生可能エ
ネルギーや天然ガスを含めたエネルギー構成の最適化に取り組みます。
・非常時にとどまらず、平時においても高いエネルギー効率と経済性を両立するモデル的な取り組みを推進します。
・次世代電力計（スマートメーター）の導入や、それらの機器とICT（情報通信技術）を活用した各種サービスの開発を促進
します。
○次世代エネルギー研究・開発拠点づくり
・多様なエネルギー源の確保を目指し、大規模太陽光発電事業等の誘致の推進、藻類バイオマスの研究・開発支援な
ど、津波被害を受けた東部沿岸地域を中心に、次世代エネルギーの研究・開発拠点づくりを進めます。

Ⅳ　復興まちづくり
２ 「省エネ・新エネ」対応型まちづくり
・特定のエネルギーに過度に依存せず、かつエネルギー効率の高い都市を目指すとともに、災害時にも安心な都市づくり
を進めます。
・市民・企業等による環境負荷低減に向けた取り組みを促進します。
（１）エコモデルタウンの構築
今回の震災で、市民生活はもとより、持続的な都市経営を進める観点から、特定のエネルギー供給に過度に依存しないこ
とや非常時にも電力をはじめとするエネルギー供給を可能とする仕組みが備わっていること、安全性が高く持続性に優れ、
温室効果ガス削減にも寄与するエネルギー供給方法が採用されること、日常の暮らしや事業活動において実践的かつ先
進的な省エネルギー方策が実現されることなどの重要性を学びました。
これらの全市的な課題に市民や企業・行政が連携していち早く取り組むことが重要であることから、新たに市街地形成が予
定される地区を対象にエコモデルタウンとしての整備を促進し、全市における将来的な展開を目指して課題の洗い出しなど
を行います。
①非常時のエネルギーの自立性向上
・震災後、新たに市街地形成が予定される地区において、集中型電源から分散型・多重化電源への移行など、非常時に
あっても一定程度の持続的なエネルギー供給の確保を促進します。
・スマートグリッドをはじめとする各種技術の開発動向を見据え、非常時におけるバックアップ電源としての利用も期待される
電気自動車やプラグイン・ハイブリッド車なども含めて、一定の地域を対象としたエネルギーマネジメントシステムの導入可
能性について検討を進めます。
②エネルギー効率の向上
・再生可能エネルギーやコージェネレーションシステム、燃料電池などの分散型電源の導入を促進し、電力供給や電力生
成時に発生する熱の積極的な利用を図るとともに、蓄電・蓄熱技術等の併用も促進することにより、エネルギー供給の自
立性と総合的なエネルギー効率の向上を目指します。
・非常時にとどまらず、平時におけるエネルギー効率をはじめとする、省エネルギー水準の向上に取り組みます。
・復興公営住宅を対象に、再生可能エネルギーや都市ガスを用いたコージェネレーションのシステムなど、より高いエネル
ギー効率や経済性の向上が見込まれる技術について、先導的な導入を推進します。
・電力の使用状況等が可視化できる次世代電力計（スマートメーター）をはじめとする各種機器やICT（情報通信技術）を
用いた各種サービスの導入に向けた取り組みを進めます。
③全市的な取り組み
・既に発電事業を行っている清掃工場において、発電量や発電効率を高めるとともに、非常時の電力供給源となるよう、検
討を進めます。
・二酸化炭素排出量を大幅に抑制することができる電気自動車やプラグイン・ハイブリッド車など次世代自動車の普及を促
進します。
・避難所として想定される施設や大量の熱エネルギーの利用が見込まれる施設等を対象に、より高いエネルギー効率や
経済性の向上が見込まれる技術について、先導的な導入を推進します。
（２）環境負荷低減等に向けた取り組み
今回の震災におけるライフラインの途絶等の体験を踏まえ、節電などの省エネルギーやさまざまな環境負荷の低減、資源
循環の取り組みの重要性が再認識され、私たちの住まい方やビジネススタイルなどの見直しが求められています。
このような体験をした仙台から、新しい環境負荷低減等に向けた取り組みを発信していくことが重要です。
①環境負荷低減に向けた取り組み
・今回の震災で、広域にわたる沿岸部の火力発電所や原子力発電所が被災し、私たちの暮らしや経済活動に大きな影響
を及ぼす電力不足に直面していることから、日常の暮らしの中で、節電の重要性の周知やさまざまな節電の取り組みを推
奨するなど、市民啓発に努めます。
・今回の震災では、電力以外のエネルギー供給などについても、あらためてその大切さを認識させられたことから、家庭や
事業活動での省エネルギー・省資源化をさらに推進します。
②資源循環強化に向けた取り組み
・本市がこれまで市民と共に積極的に進めてきたごみ減量をはじめとする資源循環に向けた取り組みが、災害時にも大き
な効果を発揮することが明らかになったことから、今後、このような本市の先進性を一層強化しながら、市民と共にさらなる
資源循環への取り組みを強化、推進します。
（３）公共交通の利用促進
今回の震災では移動手段についても多くの点で課題が浮き彫りとなりました。ガソリン供給不足が長期化し、自家用車の使
用が著しい制約を受けた一方で、地下鉄やバスの早期の運行再開や自転車利用が注目されました。
本市では環境負荷の少ない公共交通を軸とした機能集約型都市への転換を進めていますが、エネルギー効率や環境配
慮の観点からも、今後、この取り組みを一層推進するとともに、利用者の視点に立った都市間高速バスも含めた公共交通
の利便性向上策や、自転車の利用環境の在り様についても検討の必要があります。
①利用促進環境の整備
・環境負荷の少ない公共交通の利便性向上・利用促進の観点から、地下鉄・路線バスにIC 乗車券の導入を進めるととも
に、モビリティマネジメント等の取り組みを推進します。
・公共交通の利便性が低い地域を対象に路線バスの維持を図るとともに、路線バスによる運行が難しい地区などにおいて
は、路線バスに代わる交通手段の導入に努めます。
・災害時にあっても貴重な移動手段として機能した都市間高速バスについては、その利便性向上を図るとともに、弾力的な
運行システムの形成を促進します。
・災害時において市民の重要な移動手段となる自転車の利用しやすいまちづくりに努めます。
②交通システムの省エネ化
・公共交通システムについては、さらなる省エネルギー化を進めるとともに、太陽光発電や天然ガスなど、環境により優しい
動力源の活用を進めます。
（４）省エネ等の促進に向けた連携の推進
今回の震災では複合的被害が数多く見られ、特定の関係者だけでは解決が困難である課題も少なくありません。
エネルギーや環境に関する諸問題については、需要者側と供給者側それぞれに多様な主体がかかわることから、その解
決のためには多くの関係者が連携していく仕組みを築くことが重要です。
①省エネ設備等の導入支援
・大学や専門家と連携して市民や企業向けの説明会・省エネ診断などを行い、太陽光発電をはじめとする再生可能エネ
ルギー設備等の導入や照明のLED化、省エネ・断熱改修など、省エネルギー設備等の導入を促進します。
・設備更新に際しては、太陽光発電設備やコージェネレーションシステムなど、経費節減と省エネルギーを両立させたシス
テムの導入が図られるよう、公的助成制度の活用にかかるワンストップの相談業務を行います。
②普及促進に向けた支援
・地元企業等が積極的に省エネルギー設備の普及促進に参加できるよう、ノウハウを持つ大学や業界団体等との連携を
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市町名 記載内容

市町震災復興計画の状況
計画等名称

参考資料１ 

塩竈市
塩竈市震
災復興計
画

12月

６ 復興基本計画
（２）安全な地域づくり
①災害に強いまちづくりの推進
■現状と課題
過去のチリ地震津波や発生が予想されている宮城県沖地震の津波に対応した防潮堤の整備が進められてきましたが、今
回の津波はこれらを上回る規模であり甚大な被害を受けています。
また、公共施設、一般住宅については耐震化の推進により建物に対する地震被害が最小限に抑制されましたが、地盤の
崩落により宅地等が被害を受けています。
電気やガス、水道などのライフラインや石油燃料などのエネルギーが長期間にわたって一時途絶え、復旧活動や市民生
活に大きな支障が発生しました。
４．ライフラインやエネルギーが途絶えた場合を想定した対応策の検討が必要となっています。
■復興の方向性
４．応急給水体制の強化や給水用資機材の整備、身近な非常用水源の確保に努めるとともに、地域特性を生かしたバイ
オマスエネルギーの導入を促進するなど、バックアップ体制の強化を図ります。

利府町
利府町震
災復興計
画

12月

第４章　目標ごとの震災復興基本計画
４－２　政策目標ごとの具体的な施策
政策目標３：「安全・安心なまちづくりの再構築」に関する施策
４ 環境に配慮したまちづくり
（１）施策の実現に向けた課題
今後のまちづくりにおける、積極的な自然エネルギーの導入と省エネルギーの推進
課題抽出の根拠となる事象（震災当時の状況・町の実情）
・長期間にわたる停電により町民の日常生活、産業・経済活動、行政業務などに影響を及ぼした。
・火力発電所や原子力発電所の被災により、電力が不足し、節電などによる生活の見直しを余儀なくされた。
（２）基本方針
震災からの復興にあたっては、これまで以上に資源を大切にし、環境への負荷を軽減するための配慮が必要です。また、
電力需要に配慮した省エネルギーへの取組みや自然エネルギーの有効活用について、多様な主体との連携を図りながら
検討します。
（３）「復旧・再生」から「発展」へのイメージ
『復旧・再生』公共施設の照明器具の取替えなどによる省エネルギーを図るとともに、自然エネルギーの有効活用について
検討します。
『 発 展 』公共施設における自然エネルギーの有効活用と併せた、災害時のエネルギーの確保について検討します。
（４）具体的な施策
① 自然エネルギーの有効利用 [復旧・再生期] [発展期]
避難施設としても利用される、小学校や中学校などの公共施設の災害時における電力の確保にも寄与するため、自然エ
ネルギーを活用する設備の導入を検討します。また、今後、新たに開発が行われる市街地については、積極的な自然エ
ネルギーの導入を促進します。
② 省エネルギーの推進 [復旧・再生期] [発展期]
公共施設の照明器具を省エネルギー設備に切り替えるなど、環境への負荷の低減を図ります。また、各家庭や事業所に
おける省エネルギーに向けた取組みを啓発します。

松島町
松島町震
災復興計
画

12月

第４章 目標別の復興基本計画　目標１ 安全・安心の復旧・復興と創造的なまちづくり（都市基盤の復興）
（３）復興に向けた施策及び事業
土地利用
②環境に配慮した住宅地づくりの推進
省エネルギーへの取組みや太陽光等の再生可能エネルギーの活用等による災害に強いまちづくりのモデルとして、住環境
の整備を図ります。被災者の受け入れが可能な新たな住宅地の整備や、災害時におけるエネルギー確保の問題への対
応を目的とした環境配慮型の住宅づくりを誘導します。
【主な関連事業】
●災害に強いまちづくりモデル 【復興期】【創造期】
●環境配慮型住宅の復興支援 【復旧期】【復興期】【創造期】
自然環境保全・公害

③再生可能エネルギーの導入促進
災害時におけるエネルギー確保及び本町が有する自然環境に配慮した低環境負荷型のまちづくり形成に向けて、公共施
設や住宅等の民間施設を対象に、太陽光等の再生可能エネルギーの導入を図ります。
【主な関連事業】
●新エネルギー設備の導入 【復旧期】【復興期】【創造期】
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市町名 記載内容

市町震災復興計画の状況
計画等名称

参考資料１ 

第２章 分野別取組み
１．防災・減災による災害に強いまちづくり ～防災自立都市の形成～
（２）防災自立都市の形成
大規模震災では、ハード的な防災構築物とソフト的な減災機能を組み合わせた防災・減災体制を構築していく必要があり
ます。
また、東日本大震災では、食料等の物資調達もままならず、電気、通信、上下水道も長期間寸断し、ガソリン、灯油等の
燃料が欠乏しました。災害に強いライフラインを確保するとともに、食やエネルギーを自給できるシステムをつくり、「防災自
立都市」を目指します。さらに、東京都大田区や埼玉県東松山市と災害時相互応援協定を結んでいるように、内陸地域
等との災害支援ネットワークを広げ、互いに助け合う関係を構築していきます。
②エネルギー、食糧等の自給力向上
家庭・地区内での食糧備蓄を進めるほか、太陽光、風力、バイオマス(※光合成によって成長する草木類や、動物由来の
残さ・糞尿等)などの再生可能エネルギーを活用した自立分散型の電源を確保して、特に公共施設の停電のリスクを回避
します。将来的には、災害時の調達だけではなく、食糧、エネルギーを地域内供給できる仕組みをつくります。
【取組み項目】
○家庭、地域の備蓄体制の構築
・防災備蓄倉庫、備蓄品等の検証と見直し
・備蓄品配布ルートとルールの設定
・家庭備蓄の推進
・近隣、地区内での備蓄分担
○自立分散型エネルギー、食糧の地域内供給の仕組み構築
・公共施設の再生可能エネルギーの活用
・集落・地域レベルのエネルギー自給
・食の自給力(地域内供給力)の確保
○災害に強いライフラインの整備
・電気、上下水道、通信

３．生業の再生と多様な仕事を創るまちづくり
（２）企業誘致の促進と企業雇用の確保
市内企業および石巻市等の市外企業も被災したため、失業者が増加しています。雇用保険の給付期限を越えると、収入
がなくなる人も急増することから、緊急に雇用確保に取り組みます。これまでの企業誘致の実績を活かし、工業団地等へ
の企業誘致を促進します。
①企業誘致の促進と雇用の確保
これまでの企業誘致方針を見直し、震災後の企業誘致方針を打ち出します。例えば、食品関連企業、エネルギー関連企
業など、今後の東松島市の産業基盤の核となる業種に積極的に働きかけて誘致を促進し、企業雇用の確保を図ります。
また、それら企業を核に周辺の企業や大学・研究機関等との事業連携を実現します。
地元企業および誘致企業への、助成・支援メニューをデータベース化し、一元的な情報提供を行います。市外所在の企
業でも、東松島市民を雇用する企業に対しては、復旧金融支援を行うなど、企業雇用の拡大を図ります。
【取組み項目】
○企業誘致方針の見直しと誘致の促進
○食品・エネルギー関連企業誘致と大学・研究機関等との事業連携
○助成・支援メニューのデータベース化
○市内外の雇用企業への復旧金融支援制度の導入

４．持続可能な地域経済・社会を創るまちづくり
（１）持続可能な地域経済・社会の構築
この震災を契機として、環境と人間社会の経済・社会活動のバランスをとりながら、低負荷型で、質の高い暮らしを維持し
ていく「持続可能な地域社会・地域経済」を実現します。
そのため、今回の震災や原発事故で現れたエネルギーや環境問題を解決する方法として、自然環境に負荷をかけない再
生可能エネルギー・システムを確立します。これによって、災害に備えたエネルギーの自給化を図るとともに、新たな産業
の誘致、創出につなげていきます。
また、グローバル経済に翻弄されない、持続可能な地域経済の形として「地域循環型経済（※できるだけ地域内でカネ、
モノ、サービスをまかない合う経済）」を構築します。具体的には、地域の生産物を地域で消費する「地産地消」を進め、地
域の生業を地域で支える仕組みをつくります。
また、持続可能な地域社会に向けて、子ども、若者、女性や、高齢者、障害者など災害弱者を含む多様な主体が、社会
を構成する一員として生き生きと社会参加できる地域社会を目指します。
① 再生可能エネルギー産業の創出とエネルギー・システムの確立
環境保全への対応とともに、成長産業としての期待も大きい再生可能エネルギー産業の誘致に積極的に取組みます。特
に、沿岸部の跡地を利用した産業立地の可能性を検討します。また、災害に備えたエネルギー自給システムとして、公共
施設を中心に再生可能エネルギーの導入を進めるほか、普及促進を図るための啓発推進事業を積極的に展開していき
ます。
【取組み項目】
○再生可能エネルギー等の新産業創出
・メガソーラー発電等の誘致
・風力、バイオマス発電等の誘致
(※「バイオマス」 光合成によって成長する草木類や、動物由来の残さ・糞尿等)
○公共施設への再生可能エネルギー・システムの導入
・災害時にも対応可能なソーラー発電等システムの整備
○再生可能エネルギー導入促進地域等の指定
・スマートグリッド、スマートシティ化 (※「スマートグリッド」情報通信技術を活用することによって、電力の需要と供給を常時
最適化する、次世代の電力網)
・家庭導入の促進
○民間事業者の進出推進

東松島市
復興まち
づくり計画

東松島市 12月
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市町名 記載内容

市町震災復興計画の状況
計画等名称

参考資料１ 

第１章 震災による被災状況と復興への課題　２ 復興への課題　（９）新しいエネルギー政策への転換
■ 被災状況

的にも新たなエネルギー施策の転換への流れが大きくなっています。
■ 復興への課題
自然エネルギーの活用や新エネルギー施策の検討が必要

第２章 復興の基本的な考え方　６ まちづくり施策大綱
施策大綱1 みんなで築く災害に強いまちづくり（防災、地域コミュニティ、減災都市基盤）
減災まちづくりの推進　新エネルギー等の活用　新エネルギー等の活用による環境に配慮した災害に強いまちづくりの推進
市民の生活再建を図るため、地域の実情にあわせた災害に強い都市基盤を整備するとともに、災害時の被害を最小限に
する減災の考え方に基づき、津波防護施設を組みあわせた多重防御により、津波被害の軽減を図ります。また、新エネル
ギー等を導入し、環境にも配慮した災害に強いまちづくりを推進します。
施策大綱４ 未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる（教育、子育て、新産業創出）
企業誘致と新産業の創出　新エネルギー等関連産業の集積　新エネルギー等関連産業の集積
産業用地のほとんどが被害を受けたことから、既存企業への復旧支援とともに、浸水区域外へ産業用地の整備を推進し、
企業誘致による産業の活性化に取り組みます。また、農林水産業の６次産業化を積極的に展開するとともに、震災復興特
区を活用した、新産業の育成や新規創業のしやすい環境の整備を推進します。さらには、産学官の協働により、新エネル
ギーや循環型エネルギーの導入を実現し、新エネルギー等関連産業の集積を推進します。

第３章 施策の展開　施策大綱１ みんなで築く災害に強いまちづくり
３ 減災まちづくりの推進　（３）新エネルギー等の活用
課題と方向性　世界的にエネルギーの枯渇、地球環境問題や地球温暖化などがますます深刻化していますが、震災から
の復旧・復興に取り組んでいく上で、エネルギー消費の効率化のみならず、新エネルギー等の導入及び普及が求められて
います。本震災後に生じたエネルギー供給の遮断は、早期の復旧作業等に当たっての阻害要因のひとつでもあったことか
ら、災害に強いまちづくりを進めていくためには、新エネルギーの活用も必要となっています。他都市に先駆けて、本市に適
合する新エネルギー等を導入し、環境にも配慮した災害に強いまちづくりを推進します。
■施策の体系　新エネルギー等の活用-新エネルギー等の活用による環境に配慮した災害に強いまちづくりの推進
■施策の展開
◆新エネルギー等の活用による環境に配慮した災害に強いまちづくりの推進

合する新エネルギー等の導入を促進します。

築し、大幅な二酸化炭素排出量が削減できるスマートコミュニティの構築など、モデル的な事業を実施し、活用地域の拡
充に取り組みます。
【主な取組】（施策・事業、実施主体、実施時期）
　石巻復興協働プロジェクト協議会の設置　市　復旧期
　スマートコミュニティ推進事業 　市、大学、民間　復旧期 再生期 発展期

施策大綱４ 未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
２ 企業誘致と新産業の創出　（２）新エネルギー等関連産業の集積
課題と方向性
世界的にエネルギーの枯渇、地球環境問題や地球温暖化などがますます深刻化していますが、震災からの復旧・復興に
取り組んでいく上で、エネルギー消費の効率化のみならず、新エネルギー等の導入及び普及が求められています。
新エネルギーや循環型エネルギーの導入及び普及は、新産業として経済成長の主要な役割を担い、雇用の創出や地域
経済への貢献も期待されることから、その関連産業の集積などに取り組みます。
■施策の体系　新エネルギー等関連産業の集積－新エネルギー等関連産業の集積
■施策の展開
◆新エネルギー等関連産業の集積

興に向け、産学官の協働組織である「石巻復興協働プロジェクト協議会」を設置し、連携体制の確立を図るとともに、新エ
ネルギー等関連産業の集積に努めます。

【主な取組】（施策・事業、実施主体、実施時期）
　石巻復興協働プロジェクト事業　市、大学、民間　復旧期 再生期 発展期
　マリンバイオマス推進事業 　市、民間　復旧期 再生期 発展期
　新エネルギー等関連施設誘致事業　県、市　復旧期 再生期 発展期

第５章 重点プロジェクト　６ 石巻さきがけプロジェクト

す。

主な事業　事業内容　実施主体　実施時期
スマートコミュニティ推進事業　太陽光、バイオマスエネルギー等の導入に係る課題整理を行い、先進的なエネルギー利
用・管理の仕組みを構築し、モデル地区に活用　市、大学、民間　Ｈ24～Ｈ32
植物工場推進事業　ＩＣＴを活用した植物工場を誘致し、先進的な農業を推進　市、民間　Ｈ24～Ｈ32
マリンバイオマス推進事業　微細藻類の機能性物質を活用した医薬品、バイオ燃料等を生産する企業を誘致し、産業を
活性化　市、民間　H24～H32

石巻市
石巻市震
災復興基
本計画

12月
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市町名 記載内容

市町震災復興計画の状況
計画等名称

参考資料１ 

女川町
女川町復
興計画

9月

第４章 復興基本計画
１．安心・安全な港町づくり《防災》　（６）自立型エネルギーの整備
方針
○ 本震災では、長期停電により通信機能等の障害が災害対応に支障をきたしました。特に集落が点在する本町では、自
立型をめざしたエネルギーの確保が必須であり、ライフライン機能の二重化という観点でも整備を図ります。
復興基本計画【中長期対策】
① 自立型エネルギーの確保
・ 復興により新たに形成される居住区、離半島部の集落等を対象に自立型エネルギー確保、風力発電、太陽光発電、廃
棄物熱利用等の自然エネルギーの導入を進めます。
・ 町は、町民や事業所等に対して積極的に自然エネルギーの導入に向けた普及啓発を行います。
② 公共施設等への新エネルギーの導入
・ 役場や病院など公共施設の機能が、震災時や非常時においても維持されるように、自立型をめざしたエネルギーの導
入を図ります。

２．港町産業の再生と発展《産業》　（４）新たな雇用の創出
方針
○ 町は、震災により新たに発生する事業を活用し町民の積極雇用を推進し雇用を確保するとともに、復興過程において
持続的な雇用につながる新たな産業、地域づくりを推進します。
○また、雇用に併せて地元資機材等を積極的に活用、調達することで地域経済の活性化を図っていきます。
復興基本計画【中長期対策】
④ 地場産業・資源を生かす企業誘致等の検討
・ 本町の復興を促進し、町の地場産業・資源を生かす事業のあり方の検討のうえに、若者を含む地元雇用を生み出す企
業誘致の推進を行います。
・ 職場の喪失のために、他市町村に避難している町民の本町での就労の場を創出するとともに、新規移住を可能としうる
事業を検討します。
・ 自立型エネルギー、自然エネルギー導入に資する産業を検討します。

南三陸町
南三陸町
震災復興
計画

12月

第５章 復興事業計画
目標１ 安心して暮らし続けられるまちづくり
（1）命を守る土地利用への転換　⑥災害に強いライフラインの整備
電気や水道、通信などのライフラインの整備は、町民生活の基幹であるため、早急に本格的な復旧を図るとともに、今後、
災害時も寸断しないように強化を図ります。また、万が一、寸断した場合における代替手段についても、自然エネルギー等
の活用など、確保に努めます。
【主な事業】
●エネルギー等供給複層化の推進 平成23 年度～

目標２ 自然と共生するまちづくり
（2）エコタウンへの挑戦　①自然環境と調和した住環境整備
恵まれた自然環境との共生を図り、そこに暮らす町民が愛着を持てる住まい・まちづくりを進めます。また、地場産材を活用
した復興住宅モデルを奨励し、南三陸らしい街並み形成に配慮していきます。環境整備では、水の確保や生垣の整備、計
画的な市民農園や公園整備等により、身近に自然との触れ合える環境づくりに配慮するとともに、送配電網のスマートグ
リッド化や、自然エネルギーによる地域熱供給の導入など、利便性と省エネを兼ね備えた魅力ある住空間の形成を目指し
ていきます。
②再生可能エネルギーの導入促進
公共施設や復興住宅における太陽光や太陽熱、木質バイオマスといった自然エネルギー等を活用したエネルギー供給及
び利用技術の導入を図り、地域全体での電力や動力の自給を目指します。
③廃棄物の減量とリサイクルの推進
ごみの減量化を推進し、リサイクルにも積極的に取り組み、環境負荷の少ない生活スタイルの確立を推進します。
【主な事業】
●緑地公園復旧整備事業 平成28 年度～
●産直木造公営住宅整備の推進 平成25 年度～
●自然エネルギー等導入の推進（太陽光発電等） 平成25 年度～

7



市町名 記載内容

市町震災復興計画の状況
計画等名称

参考資料１ 

気仙沼市
気仙沼市
震災復興
計画

10月

第3章　計画の柱と取組方向
４　地域をさわやかに…自然環境の復元・保全と環境未来都市（スマートシティ）の実現
送電施設が大きな被害を受け、長期間にわたり停電が発生するとともに、エネルギー関連事業所の多くが被災し、石油・
ガスの供給が停止した今回の震災では、避難所生活をはじめとする市民生活や復旧活動にも大きな影響が生じ、原子力
発電所の被災は、遠く離れた地域にも影響を与えています・
また、震災を通じ、自然にあらがうことなく地球を大切にし、自然を生かして生活することの大切さを学びました。かけがえの
ない自然や環境を次代に引き継ぐため、持続可能な循環型社会形成に向けた取組を進めていくことが求められています。
津波により失った沿岸部の自然環境や景観の復元を図り、後世に継承していくため、水や大気環境などの維持と保全に努
めるとともに、供給電力のみに頼った仕組みを見直し、再生可能エネルギーの活用など、環境未来都市（スマートシティ）の
構築をめざします。
●本市震災復興を実現する重点事業一覧
以下は、「気仙沼市震災復興計画」で本志震災復興を実現する重点事業（第5章参照）として位置づける事業の一覧で
す。右の欄に☆が付記されているものは、気仙沼市震災復興市民委員会の提言と併せ、プロジェクト案として提案されたも
のを示しており、☆印が付記されている重点事業は、市民委員会からの提言に関連するものであることを示しています。
No.150　公共施設CO2排出削減対策
No.151　新エネルギー設備導入支援
No.152　太陽光発電導入促進
No.153　集団移転地エコ化
No.154　省エネルギー・コスト削減実践支援
No.155　エコタウン・環境未来都市（スマートシティ）　☆気仙沼市再生エネルギー導入プロジェクト構想策定
No.156　船舶用陸電施設の整備
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