
住民主体住民主体住民主体住民主体のののの復興活動復興活動復興活動復興活動によるによるによるによる地域創生地域創生地域創生地域創生をををを目指目指目指目指してしてしてして
～～～～ 参加型支援参加型支援参加型支援参加型支援「「「「復興応援隊復興応援隊復興応援隊復興応援隊」」」」のののの結成結成結成結成 ～～～～

H24.1H24.1H24.1H24.1月月月月 石巻市石巻市石巻市石巻市のののの水産加工場水産加工場水産加工場水産加工場でででで収穫収穫収穫収穫したしたしたした養殖養殖養殖養殖
ワカメのボイルワカメのボイルワカメのボイルワカメのボイル作業作業作業作業がががが始始始始まるまるまるまる（（（（石巻市提供石巻市提供石巻市提供石巻市提供））））

塩竈市塩竈市塩竈市塩竈市のののの集会所集会所集会所集会所でのボランティアによるふれあいでのボランティアによるふれあいでのボランティアによるふれあいでのボランティアによるふれあい活活活活
動動動動（（（（塩竈市提供塩竈市提供塩竈市提供塩竈市提供））））

宮宮宮宮 城城城城 県県県県
平平平平 成成成成 24 24 24 24 年年年年 ４４４４ 月月月月

いちごのいちごのいちごのいちごの栽培栽培栽培栽培（（（（亘理町提供亘理町提供亘理町提供亘理町提供））））
H24.2H24.2H24.2H24.2月月月月 名取市名取市名取市名取市のののの「「「「閖上閖上閖上閖上さいかいさいかいさいかいさいかい市場市場市場市場」」」」がががが仮仮仮仮
設店舗設店舗設店舗設店舗でオープンでオープンでオープンでオープン（（（（名取市提供名取市提供名取市提供名取市提供））））

H23.12H23.12H23.12H23.12月月月月 南三陸町南三陸町南三陸町南三陸町のののの「「「「伊里前福幸商店街伊里前福幸商店街伊里前福幸商店街伊里前福幸商店街」」」」がががが
仮設店舗仮設店舗仮設店舗仮設店舗でオープンでオープンでオープンでオープン （（（（南三陸町提供南三陸町提供南三陸町提供南三陸町提供））））



地震地震地震地震・・・・被害被害被害被害のののの状況状況状況状況
■■■■地震地震地震地震のののの状況状況状況状況（（（（気象庁発表気象庁発表気象庁発表気象庁発表））））

発生発生発生発生 平成23年3月11日(金)14時46分

震央地名震央地名震央地名震央地名・・・・深深深深ささささ・・・・規模規模規模規模 三陸沖（北緯38度06.2分・東経142度51.6分）・深さ24km・M9.0

各地各地各地各地のののの震度震度震度震度（（（（宮城県宮城県宮城県宮城県））））
７（栗原市）、６強（栗原市・石巻市・登米市・大崎市 等）、６弱（栗原市・登米
市・大崎市・岩沼市 等） 等

■■■■宮城県宮城県宮城県宮城県のののの地盤沈下地盤沈下地盤沈下地盤沈下のののの状況状況状況状況（（（（平成平成平成平成23年年年年4月月月月28日国土交通省発表日国土交通省発表日国土交通省発表日国土交通省発表））））

地盤沈下地盤沈下地盤沈下地盤沈下 石巻市渡波-78cm 、気仙沼市唐桑町-74cm 等

海抜海抜海抜海抜0m以下以下以下以下のののの面積面積面積面積 56k㎡ （3.4倍に増加）

大潮大潮大潮大潮のののの満潮位以下満潮位以下満潮位以下満潮位以下のののの面積面積面積面積 129k㎡ （1.9倍に増加）

過去最高潮位以下過去最高潮位以下過去最高潮位以下過去最高潮位以下のののの面積面積面積面積 216k㎡ （1.4倍に増加）

■■■■宮城県宮城県宮城県宮城県のののの津波津波津波津波のののの状況状況状況状況

■■■■宮城県宮城県宮城県宮城県のののの被害被害被害被害のののの状況状況状況状況（（（（平成平成平成平成24年年年年4月月月月6日現在日現在日現在日現在）））） ※※※※〔〔〔〔 〕〕〕〕はははは全国全国全国全国（（（（警察庁発表警察庁発表警察庁発表警察庁発表、、、、平成平成平成平成24年年年年4月月月月4日現在日現在日現在日現在））））

死者数死者数死者数死者数 10,152人
(関連死を含む)

〔15,856人〕

※※※※人的被害人的被害人的被害人的被害・・・・住家被害住家被害住家被害住家被害はははは全国全国全国全国のののの
約約約約６６６６割割割割にににに相当相当相当相当

行方不明者行方不明者行方不明者行方不明者 1,616人 〔3,084人〕

全壊全壊全壊全壊 84,633棟 〔129,489棟〕

半壊半壊半壊半壊 147,168棟 〔255,625棟〕

被害被害被害被害額額額額 9兆兆兆兆 904億円億円億円億円 〔約16兆9,000億円〕
平成24年4月10日現在、継続調査中
〔 〕は全国の被害額で、平成23年6月24日内

閣府推計
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■■■■宮城県宮城県宮城県宮城県のののの津波津波津波津波のののの状況状況状況状況

津波津波津波津波のののの高高高高ささささ
石巻市鮎川 8.6m 等（気象庁発表、津波計等による最大の高さ）

気仙沼市中島海岸、南三陸町志津川 21.6m 等（宮城県津波痕跡調査）

浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積
(平成平成平成平成23年年年年4月月月月18日国土地理院発表日国土地理院発表日国土地理院発表日国土地理院発表、、、、
〔〔〔〔 〕〕〕〕はははは6県県県県62市町村市町村市町村市町村のののの浸水面積合計浸水面積合計浸水面積合計浸水面積合計)

327k㎡ 〔561k㎡〕
※※※※浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積はははは６６６６県全体県全体県全体県全体のののの約約約約６６６６割割割割にににに
相当相当相当相当



自治体名自治体名自治体名自治体名 策定時期策定時期策定時期策定時期 計画期間計画期間計画期間計画期間 「「「「減災減災減災減災」」」」にににに関関関関わるわるわるわる事業事業事業事業

宮城県 H23年10月 H23～32 津波避難施設の整備など

沿
岸
沿
岸
沿
岸
沿
岸
15
市
町
市
町
市
町
市
町

仙台市 H23年11月 H23～27 多重防御、集団移転

石巻市 H23年12月 H23～32 集団移転

塩竈市 H23年12月 H23～32
防潮堤の整備、幹線道路に堤防機能を付与、
避難路の整備など

気仙沼市 H23年10月 H23～32
集団移転、避難ビルを併設した高層階への居
住

名取市 H23年10月 H23～29
集団移転、多重防御、高台避難場所の確保な
ど

多賀城市 H23年12月 H23～32 多重防御

岩沼市 H23年 8月 H23～29 多重防御、沿岸部に避難場所の確保など

東松島市 H23年12月 H23～32 多重防御、集団移転、避難場所等の確保

亘理町 H23年12月 H23～32 多重防御、集団移転

山元町 H23年12月 H23～30 多重防御

震災復興計画震災復興計画震災復興計画震災復興計画のののの策定状況策定状況策定状況策定状況・・・・復旧復旧復旧復旧・・・・復興事業費復興事業費復興事業費復興事業費 県は、平成23年10月に今後１０年間
における復興の道筋を示す「宮城県震
災復興計画」を策定した。
また、県内の19市町村では、平成23
年12月までに震災復興計画を策定した。
沿岸の市町では、災害に強いまちづく
りを目指して、住宅地の高台移転や多
重防御による大津波対策などを計画し
ている。
なお、今後１０年間の復旧・復興事業
費として、県・市町村あわせて約１２．８
兆円が必要であると見込んでいる。

■計画策定状況
沿岸部15市町（青）
内陸部4市町（橙）

山元町 H23年12月 H23～30 多重防御

松島町 H23年12月 H23～27 防潮堤のかさ上げ、避難路の強化など

七ヶ浜町 H23年11月 H23～32 多重防御

利府町 H23年12月 H23～28 避難場所の確保など

女川町 H23年 9月 H23～30 集団移転、避難場所・避難ビルなどの整備

南三陸町 H23年12月 H23～32 集団移転、避難路や避難施設の整備

内
陸
内
陸
内
陸
内
陸
４４４４
市
町
市
町
市
町
市
町

白石市 H23年 9月 H23～29

角田市 H23年 8月 H23～27

登米市 H23年12月 H23～27

大崎市 H23年10月 H23～29
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県・市町村をあわせた復旧・復興事業費総額は

12兆兆兆兆8,300億円億円億円億円（民間負担分を除く、現時点での見込み）



項目項目項目項目 取組状況取組状況取組状況取組状況

①①①①被災者支援被災者支援被災者支援被災者支援

・県内の避難所は全て解消し、仮設住宅約2万1千戸、民間賃貸借上住宅等約2万7千戸へ入居。
・「サポートセンター」を中心に仮設住宅入居者への見守り活動等で支援。
・被災者の心のケアに対応するため、「みやぎ心のケアセンター」を設置。
・民間賃貸借上住宅入居者に対して健康実態調査を実施。

②②②②災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物のののの
処理処理処理処理

・沿岸のがれきの発生量は約1,569万トン（被災３県の発生量の約7割）。県内４つのブロックで3年以
内（H26年3月まで）の処理完了を目指す。

・散乱したがれき類はほぼ撤去済みだが、家屋解体のがれき類の搬入完了は今年度末の見通し。
処理・処分したがれきの量は１２６万トンで、全体の約８．１％。（４月９日現在）

③③③③復興復興復興復興まちづくり・まちづくり・まちづくり・まちづくり・
住住住住まいづくりまいづくりまいづくりまいづくり

・ 「宮城県復興住宅計画」を策定。平成27年度までの５年間で約15,000戸の災害公営住宅を整備
予定。7市町で災害公営住宅の事業が開始している。
・災害に強いまちづくりに向けて集団移転事業や土地区画整理事業について検討中。

・「グループ補助金」制度を活用して、1,100者以上の被災企業が復旧に取り組む。

復興復興復興復興へのへのへのへの取組状況取組状況取組状況取組状況

④④④④商工業等商工業等商工業等商工業等のののの再再再再
建建建建

1,100

・二重ローン対策では「産業復興相談センター」で相談活動を実施し、3月末で1,200件以上の相談
実績。「産業復興機構」による債権買取は3月に5件の実績。

・「復興特区制度」を活用した民間投資の促進。県と市町村の共同申請のほか、市町村単独でも申
請。

⑤⑤⑤⑤農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの
再建再建再建再建

・農地の排水能力は震災前の約８割まで回復。約13,300haの農地のがれき処理の進捗率は約95％。
浸水した農地14,300haのうち、1,150haで除塩対策を実施。
・H23の水稲の作付け面積は66,400ha（前年比90％）、野菜の作付面積は8,593ha（前年比90％）。

・県内142漁港のうち、応急修繕が必要な104漁港の仮設工事は完了。被災前に稼働していた約１
万隻の漁船は約４割が復旧。震災後の魚市場の水揚げは約3割まで回復。

・地盤沈下は漁業活動に大きな支障となったが、応急工事で暫定的な水揚げが可能となった。国の
災害復旧事業で本格的な災害復旧工事を実施中。

⑥⑥⑥⑥雇用雇用雇用雇用のののの確保確保確保確保

・ピーク時には推定11万2千人の方々が失業や休業状態にあったが、現在は4万7千人程度にまで
減少。
・国からの交付金を活用した「緊急雇用創出事業」で緊急的な雇用を確保。

・産業復興支援策と連動して雇用面から支援を行う「事業復興型雇用創出事業」を活用して、より安
定した雇用の創出に努める。 4



地域の復興を支援する施策

○○○○支援支援支援支援にににに必要必要必要必要なななな要素要素要素要素

〈〈〈〈要素要素要素要素１１１１〉〉〉〉意欲的支援者機能意欲的支援者機能意欲的支援者機能意欲的支援者機能

住民主体の地域復興活動促進のために触媒としての役割を担う人材の育成と活動支援

〈〈〈〈要素要素要素要素２２２２〉〉〉〉総括的総括的総括的総括的アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス組織組織組織組織

多角的な視点から状況把握を行い，課題整理の上，新たな資源投入や関係者間調整などの行動

に移行できるシステムの構築

被災地域被災地域被災地域被災地域

○○○○ 地域地域地域地域のののの復興復興復興復興
・・・・地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ機能再生機能再生機能再生機能再生
・・・・地域地域地域地域のののの持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展

支援支援支援支援

地域主体地域主体地域主体地域主体のののの復興復興復興復興へのへのへのへの取組取組取組取組

結結結結びつけるためのびつけるためのびつけるためのびつけるための「「「「しかけしかけしかけしかけ」」」」がががが必要必要必要必要 / 地域地域地域地域のののの匂匂匂匂いをいをいをいを肌肌肌肌でででで感感感感じてじてじてじて身近身近身近身近なななな存在存在存在存在にににに

• 地域創生の鍵は「外部」との共存関係の構築 5

外部外部外部外部＝＝＝＝人人人人 ・・・・ 機関機関機関機関 ・・・・ 地域地域地域地域 共存共存共存共存＝＝＝＝信頼信頼信頼信頼 ・・・・ 尊重尊重尊重尊重 ・・・・ 共助共助共助共助

に移行できるシステムの構築

〈〈〈〈要素要素要素要素３３３３〉〉〉〉地域課題支援機能地域課題支援機能地域課題支援機能地域課題支援機能

地域の活動のステップアップに向けて，プランづくりや実践活動を支援（モデル事業化）



支援に必要な要素の具体化

地域復興支援地域復興支援地域復興支援地域復興支援センターセンターセンターセンター

地域内

地域外
支援団体

連携

機能委託
・応援隊
サポート

住民住民住民住民
活動活動活動活動

地域内
支援団体

個別支援

連携・企画提案

機能委託
・応援隊派遣

6

宮城県宮城県宮城県宮城県

市市市市・・・・町町町町・・・・村村村村

地域内
支援団体
（企業・

NPO等）

地域創生支援地域創生支援地域創生支援地域創生支援チームチームチームチーム

応援隊派遣復興復興復興復興
プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

モデル地区への
濃密な支援

構成員 構成員

構成員

サポート
・アドバイザー

派遣
など

支援

連携

・労務管理
など

機能委託



地域創生までの復興支援プロセス
元気元気元気元気づくりづくりづくりづくり支援支援支援支援 絆絆絆絆づくりづくりづくりづくり支援支援支援支援 地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり支援支援支援支援

・資金的な支援より人的支援重視
・住民自身で動き出す雰囲気づくり

・人的支援に加えて活動に対する資金支援
・持続可能な長期的取組のベースづくり

活活活活

動動動動

目目目目

標標標標

ＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐ①①①①
きっかけづくりきっかけづくりきっかけづくりきっかけづくり

ＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐ②②②②
地域地域地域地域のののの再認識再認識再認識再認識

ＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐ③③③③
成功体験成功体験成功体験成功体験づくりづくりづくりづくり

ＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐ④④④④
方向性方向性方向性方向性のののの探求探求探求探求

ＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐ⑤⑤⑤⑤
活動実践活動実践活動実践活動実践・・・・発信発信発信発信
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復復復復
興興興興
応応応応
援援援援
隊隊隊隊
活活活活
動動動動

地地地地
域域域域
復復復復
興興興興
支支支支
援援援援

セセセセ
ンンンン
タタタタ
ーーーー
支支支支
援援援援

・地域への隊員の
認知

・地域住民との人
間関係の構築

・地域おこし意識
醸成

・地域活動・行事へ
の参加

・地域資源の拾い
上げ

・地域のキーパー
ソンとの対話
・地域の特長把握

・地域の声を具現化

・支援する立場からの提
案

・失敗事例を糧に成功
事例の積み重ね

・地域の意思統一を図り
結束

・継続的な地域課題の
解決に向けたビジョン
策定支援

・外部専門家を招いて
のワークショップ

・先進地域のノウハウ
注入

・ビジョンを実現す
るための足場固め

・地域の特長と方
向性を他地域に情
報発信

・他地域との交流
を通じてさらなる発
展

復興応援隊へのサポート活動（研修・助言），情報発信・広報活動

地域創生支援チームへの参画（モデル地区でのコーディネート役）

地域ビジョン策定支援・実践活動支援



〈〈〈〈要素要素要素要素１１１１〉〉〉〉

被災地の実情に応じた住民主体住民主体住民主体住民主体のののの地域活動地域活動地域活動地域活動（以下，「復興プロジェクト※」という。）
のののの推進推進推進推進をををを支援支援支援支援するため，復興に意欲的に取り組む人材を地域内外から公募し，「復
興応援隊」を結成する。

「「「「復興応援隊復興応援隊復興応援隊復興応援隊」」」」はははは，，，，被災地域被災地域被災地域被災地域のののの復興復興復興復興プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた活動活動活動活動をををを行行行行うううう。。。。

※※※※復興復興復興復興プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの例示例示例示例示

「「「「復興応援隊復興応援隊復興応援隊復興応援隊」」」」のののの結成結成結成結成
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※※※※復興復興復興復興プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの例示例示例示例示

・住民主体住民主体住民主体住民主体のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり（地域の絆づくり，地域の活性化）

・産業振興産業振興産業振興産業振興やややや観光振興観光振興観光振興観光振興（コミュニティビジネスの創出，仕事おこし）

・伝統文化行事伝統文化行事伝統文化行事伝統文化行事のののの再開再開再開再開（伝統文化の継承，お祭りの復活）

・子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援（遊び場の確保，学習支援）

・福祉福祉福祉福祉のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり

地域事情やニーズに応じて真に必要な復興プロジェクトを設定



取取取取 組組組組 のののの スススス キキキキ ーーーー ムムムム

宮宮宮宮城城城城県県県県

復興応援隊員復興応援隊員復興応援隊員復興応援隊員

連絡連絡連絡連絡・・・・調整調整調整調整

連携連携連携連携

労務管理労務管理労務管理労務管理・・・・指示等指示等指示等指示等

業務委託業務委託業務委託業務委託
受受受受 託託託託 者者者者
（（（（企業企業企業企業・・・・団体団体団体団体））））

・業務委託期間は原則３年間（毎年度更新）
・復興応援隊員の雇用期間も原則３年間（ 〃 ）
・隊員数は２～３人程度
・平成２４年度はモデル事業として７カ所程度を
想定

震災復興震災復興震災復興震災復興にににに意欲的意欲的意欲的意欲的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ志志志志のあるのあるのあるのある人人人人

連携連携連携連携

「「「「復興応援隊復興応援隊復興応援隊復興応援隊」」」」のスキームのスキームのスキームのスキーム
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市市市市町町町町村村村村

地地地地 域域域域 住住住住 民民民民

ボランティアボランティアボランティアボランティア

支援支援支援支援

支援支援支援支援

ＮＮＮＮ ＰＰＰＰ ＯＯＯＯ
復興復興復興復興
プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

企画立案企画立案企画立案企画立案

事業終了後事業終了後事業終了後事業終了後もももも
地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに
関関関関わることをわることをわることをわることを期待期待期待期待

連携連携連携連携

実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた活動活動活動活動

連携連携連携連携

実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた活動活動活動活動



「「「「復興応援隊復興応援隊復興応援隊復興応援隊」」」」のののの流流流流れれれれ

１１１１ 復興復興復興復興プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの策定策定策定策定

２２２２ 復興応援隊復興応援隊復興応援隊復興応援隊のののの設置設置設置設置

取取取取 組組組組 のののの フフフフ ロロロロ ーーーー

・被災市町村は，被災者の生活支援やコミュニティ再構築支援，観光を含めた地域産業振興など，地
域の実情に応じて必要とされる取組を「復興プロジェクト」として策定。

・県は，復興応援隊員の雇用の受け皿となる企業・団体と業務委託契約を締結。
・受託者は，事業要望被災市町村に隊員を派遣（被災市町村内か隣接市町村への居住が必須）。
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３３３３ 復興復興復興復興プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの実行実行実行実行

・受託者は，事業要望被災市町村に隊員を派遣（被災市町村内か隣接市町村への居住が必須）。
・隊員は，市町村の支援のもと，地域への「目配り」として，地域の巡回，状況把握等を行う。

・隊員は，市町村と協力し，住民とともに，復興プロジェクトの実現に向けて活動。
（※復興プロジェクトの例：地域産業の活性化，歴史・伝統文化の継承，共助地域社会の実現など）

住民主体住民主体住民主体住民主体のののの復興活動復興活動復興活動復興活動 ・・・・ 震災復興震災復興震災復興震災復興にににに意欲的意欲的意欲的意欲的なななな人材人材人材人材のののの育成育成育成育成



地域復興支援地域復興支援地域復興支援地域復興支援センターのセンターのセンターのセンターの設置設置設置設置
○○○○背景背景背景背景

広域かつ多岐にわたる復興に向けた取り組みへの支援の必要性

・東日本大震災では県内全域が被災し，被災状況も地域により異なる。
・被災地域での復興に向けた取組内容やスピード感は多種多様
・被災者から必要とされる支援内容も地域により異なり，また時間の経過に
伴い変化

〈〈〈〈要素要素要素要素２２２２〉〉〉〉
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伴い変化
・震災復興に携わる地域住民，行政，ＮＰＯ，ボランティア，企業等のそれ
ぞれの立場により目的や活動内容が異なり，調整を要する場面あり

○○○○目的目的目的目的

多角的な視点から状況把握を行い，課題整理の上，新たな資源投入や関
係者間調整などの行動に移行できるシステムを構築

・被災者支援策の充足度や復興活動の進捗状況を広域的に捉えて俯瞰し，現
状分析を客観的に行った上で課題を整理し，必要とされる対応策を提案

・様々な主体と均等な距離を保ち，相互理解を得られるよう働きかけるクッ
ション的な役割

・被災地域の実情に応じた狭いエリアでの特定目的の支援も実施



○○○○位置位置位置位置づけづけづけづけ
被災地域の立場で判断し，提案できる機関

・行政と被災者及び支援団体との間を取り持つ第四の中立的な立場で客観的な
判断のもと復興に必要な施策を企画提案

地域復興支援地域復興支援地域復興支援地域復興支援センターのセンターのセンターのセンターの設置設置設置設置

被災者被災者被災者被災者
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行 政 支援団体

地域復興支援地域復興支援地域復興支援地域復興支援センターセンターセンターセンター

支援

連携

要望 支援
提案機能



総務省総務省総務省総務省ホームページよりホームページよりホームページよりホームページより
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「「「「復興支援員復興支援員復興支援員復興支援員」」」」制度制度制度制度をををを活用活用活用活用したしたしたした被災地被災地被災地被災地のののの地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり支援策全体支援策全体支援策全体支援策全体イメージイメージイメージイメージ

宮宮宮宮 城城城城 県県県県

ＢＢＢＢ 市市市市ＡＡＡＡ 市市市市 ＣＣＣＣ 町町町町

ａａａａ地区地区地区地区 ＣＣＣＣ地区地区地区地区 ｄｄｄｄ地区地区地区地区 ｅｅｅｅ地区地区地区地区 ｆｆｆｆ地区地区地区地区 ｇｇｇｇ地区地区地区地区 ｈｈｈｈ地区地区地区地区 ｉｉｉｉ地区地区地区地区 ｊｊｊｊ地区地区地区地区 ＫＫＫＫ地区地区地区地区

ＤＤＤＤ 市市市市 ＥＥＥＥ 町町町町

復興応援隊復興応援隊復興応援隊復興応援隊

復興支援員制度復興支援員制度復興支援員制度復興支援員制度

ｂｂｂｂ地区地区地区地区

総総総総 務務務務 省省省省

支
援

支
援

支
援

支
援

支
援

支
援

支
援

支
援

支
援

支
援

支
援

まちづくり 観光 漁業再生 伝統
文化

コミュニティビジネス教育 福祉 環境

市民団体市民団体市民団体市民団体 ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ

福祉系団体福祉系団体福祉系団体福祉系団体

行政行政行政行政

ボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体 産業系団体産業系団体産業系団体産業系団体 試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関

コーディネートコーディネートコーディネートコーディネート団体団体団体団体

地域復興支援地域復興支援地域復興支援地域復興支援センターセンターセンターセンター

サポートサポートサポートサポート
（（（（研修研修研修研修・・・・助言等助言等助言等助言等））））

外部外部外部外部アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー
派遣派遣派遣派遣

外部外部外部外部アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー
派遣派遣派遣派遣
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地域創生支援地域創生支援地域創生支援地域創生支援チームのチームのチームのチームの設置設置設置設置
東日本大震災により被災した地域で，新たな再生を図ろうとする動きを直接支援

し，現場のニーズを復興支援策へ結びつけるため「地域創生支援チーム」を結成す
る。

○○○○目的目的目的目的
被災した地域において，住民自らが主体となり，地域資源を活かした，新たな再

生を図ろうとする動きについて，地域ビジョンづくりや実践活動を支援する。

○○○○支援内容支援内容支援内容支援内容

〈〈〈〈要素要素要素要素３３３３〉〉〉〉
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地域地域地域地域ビジョンビジョンビジョンビジョン
づくりづくりづくりづくり

実実実実 践践践践 活活活活 動動動動

普普普普 及及及及 活活活活 動動動動

・現地駐在の人的支援（復興応援隊）
・地域資源の掘り起こし
・事業提案
・情報提供（事例紹介）

・技術的支援
・活動費助成（復興応援隊，既存事業）
・地区リーダーの養成

・取組状況を他地域へ紹介



地域創生支援地域創生支援地域創生支援地域創生支援チームのチームのチームのチームの設置設置設置設置
○○○○支援支援支援支援チームのチームのチームのチームの構成構成構成構成

地区ごとに，下記の所属職員により５～６名で構成。
・ 関係市町村（担当課）
・ 県（地域復興支援課）
・ 地域復興支援センター

※チームチームチームチーム内内内内のルールのルールのルールのルール
・活動の主役主役主役主役はははは地域住民地域住民地域住民地域住民〔動きやすい環境づくり重視〕
・お互いの立場を理解 〔批判批判批判批判しないしないしないしない，対立しない〕
・できることからやる 〔無理せず積積積積みみみみ重重重重ねるねるねるねる〕
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○○○○地区地区地区地区のののの設定設定設定設定
復興応援隊設置事業実施地区から，市町村の推薦により設定

被災地域住民被災地域住民被災地域住民被災地域住民
プランづくり
実践活動

支援支援支援支援チームチームチームチーム
技術支援
活動助成

支援団体支援団体支援団体支援団体
住民と行政を

つなぐ

被
災
地
域

被
災
地
域

被
災
地
域

被
災
地
域
に
お
け
る

に
お
け
る

に
お
け
る

に
お
け
る

《《《《
宮
城
宮
城
宮
城
宮
城
モ
デ
ル

モ
デ
ル

モ
デ
ル

モ
デ
ル
》》》》
のののの
実
現
実
現
実
現
実
現



被災被災被災被災自治体自治体自治体自治体にににに対対対対しししし
与与与与えられるえられるえられるえられる によりによりによりにより

財財財財源源源源 権権権権限限限限

復旧・復興には、
着実着実着実着実にににに、、、、地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じてじてじてじて柔軟柔軟柔軟柔軟にににに、、、、
そして、スピーディスピーディスピーディスピーディにににに 対応していくことが求められる。 復興復興復興復興がががが遅遅遅遅れると・・・れると・・・れると・・・れると・・・

人口人口人口人口のののの流出流出流出流出やややや
地域地域地域地域コミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティの崩壊崩壊崩壊崩壊

のののの危険性危険性危険性危険性

新新新新しいしいしいしい制度設計制度設計制度設計制度設計やややや思思思思いいいい切切切切ったったったった手法手法手法手法

総力総力総力総力をををを結集結集結集結集したしたしたした
復興復興復興復興大学

市町村

企業

県民
団体 ＮＰＯ等

国
県

東北の復興で 日本経済の再生を！

新新新新しいしいしいしい制度設計制度設計制度設計制度設計やややや思思思思いいいい切切切切ったったったった手法手法手法手法
（（（（特区制度特区制度特区制度特区制度・・・・規制緩和等規制緩和等規制緩和等規制緩和等））））
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再生再生再生再生 発展発展発展発展
ふるさとふるさとふるさとふるさと宮城宮城宮城宮城のののの
再生再生再生再生とさらなるとさらなるとさらなるとさらなる発展発展発展発展



震災から一年が過ぎ、これまで復旧・復興の取組

を進めてこられたのは、国内外の皆様からの温かい
御支援のおかげです。
みやぎの再生とさらなる発展に向けて全力で取り

組んでまいりますので、引き続き御支援・御協力をよ
ろしくお願いします。ろしくお願いします。
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気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼みなとまつりみなとまつりみなとまつりみなとまつり 松島松島松島松島のののの島島島島々（々（々（々（大高森大高森大高森大高森からからからから））））


