
平成25年度 復興支援員 取組事例集 

総務省地域力創造グループ  
人材力活性化・連携交流室 

１ 岩手県（宮古市) 

２ 岩手県（大船渡市①） 

３ 岩手県（大船渡市②） 

４ 岩手県（北上市） 

５ 岩手県（久慈市） 

６ 岩手県（陸前高田市①） 

７ 岩手県（陸前高田市②） 

８ 岩手県（陸前高田市③） 

９ 岩手県（陸前高田市④） 

１０ 岩手県（陸前高田市⑤） 

１１ 岩手県（釜石市） 

１２ 岩手県（葛巻町） 

１３ 岩手県（住田町①） 

１４ 岩手県（住田町②） 

１５ 岩手県（大槌町） 

１６ 岩手県（山田町①） 

１７ 岩手県（山田町②） 

１８ 岩手県（岩泉町） 

１９ 岩手県（田野畑村①） 

２０ 岩手県（田野畑村②） 

２１ 岩手県（軽米町） 

２２ 岩手県（野田村①） 

２３ 岩手県（野田村②） 

２４ 岩手県（九戸村） 

※迷惑メール防止のため、次ページ以降において、メールアドレスの「@（半角）」を「＠（全角）」とさせていただいております。 
※復興支援員の設置を行っている地方公共団体が作成したものを取りまとめています、詳細は各団体にお問い合わせください。 

２５ 岩手県（洋野町） 

２６ 宮城県（丸森町耕野地区） 

２７ 宮城県（丸森町筆甫地区） 

２８ 宮城県（気仙沼市①） 

２９ 宮城県（気仙沼市②） 

３０ 宮城県（気仙沼市③） 

３１ 宮城県（多賀城市） 

３２ 宮城県（仙台市） 

３３ 宮城県（石巻市石巻地区） 

３４ 宮城県（石巻市雄勝地区） 

３５ 宮城県（石巻市牡鹿地区） 

３６ 宮城県（石巻市北上地区） 

３７ 宮城県（石巻市中央地区） 

３８ 宮城県（東松島市①） 

３９ 宮城県（東松島市②） 

４０ 宮城県（南三陸町①） 

４１ 宮城県（南三陸町②） 

４２ 宮城県（石巻圏域） 

４３ 宮城県（女川町） 

４４ 福島県（田村市） 

４５ 福島県（双葉町） 

４６ 福島県（浪江町） 

４７ 長野県（下水内郡栄村） 



「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県宮古市 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（宮古市） 

事業実施主体 岩手県宮古市 

関係協力団体 三陸鉄道株式会社 

支援員数 1名 活動時期 平成25年1月～ 

活動地域 岩手県宮古市 

活動内容 

・三陸鉄道を活用した被災地内外の観光ツアーを企画開発。 
・三陸鉄道と連携した沿線企業との特産品開発。    
・各種イベントの記録写真撮影やポスター・チラシなど宣材制作。 
・地域情報発信。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://www.sanrikutetsudou.com 配属地域 

概要 
人口 57,575人 

高齢化率 31.82% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 1,259.89㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

517人 住宅被害 
（全壊） 

5,968戸 
電話番号 019-629-5194 

備考 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概要 被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

沿岸地域のお酒：チラシ こたつ列車：ポスター制作 子供向け企画列車運行：H25/7月〜9月 

■三陸鉄道概要 
 

 三陸鉄道株式会社 
  事業内容:鉄道事業 
      販売業など 
 営業路線: 
  北リアス線71km 
  南リアス線36.6km 
 
 北リアス線 
 島越−田野畑 10.5km  
 H26/4/6再開 
  
 南リアス線 15km 
 吉浜−釜石   
 H26/4/5再開 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県大船渡市 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（大船渡市①） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 一般社団法人大船渡市観光物産協会 

支援員数 1名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県大船渡市 

活動内容 

 ○ 被災地の観光再生に係る観光推進事業 
 ○ 地域素材の発見、情報収集整理、発信 
 ○ 震災語り部ガイドの会の運営業務 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://www.sanriku-ofunato.gr.jp 配属地域 

概要 
人口 38,912人 

高齢化率 32.08% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 323.30㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

340人 住宅被害 
（全壊） 

2,789戸 
電話番号 019-629-5194  

備考 大船渡市は岩手県県南の三陸気仙地区に位置する湾港
都市で、さんまの水揚げは本州一を誇っています。 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

IBC祭り（地元放送局イベント）にて 
大船渡市名産のさんまの炭火焼き提供 

大船渡市観光物産協会 
教育旅行誘致パンフレット 

椿の里・大船渡ガイドの
会 研修会運営 

大型客船入港行事 
会場設営など 

2 



「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県大船渡市 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（大船渡市②） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 ＮＰＯ法人 夢ネット大船渡 

支援員数 2名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県大船渡市 

活動内容 

○被災事業者再生支援、起業・創業支援 
  大船渡市起業支援室との連携の上、 
  起業相談、補助金申請補助、事業計画書の作成補助等。 
○地域情報発信 
  地域情報誌『復興ニュース』の制作、 
  気仙地域の仮設住宅や公共施設等に配布。 
  ＳＮＳやブログによる情報提供。 
○地域交流イベントの企画 
  イベントの企画・運営、営業補助。 
  他支援団体とのネットワークづくり。 
○仮設住宅入居者支援 
  仮設住宅にてお茶会や英語教室の実施、傾聴。 
 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://www.geocities.jp/npoyumenet/NPO.html 大船渡市 

地域概要 
人口 38,912人 

高齢化率 32.08% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 323,30㎢ 

担当者 千葉、齊藤 大船渡市の
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

340人 住宅被害 
（全壊） 

2,789戸 
電話番号 019-629-5194  

備考 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

三陸鉄道を活用した 
交流イベントの企画・運営 

地域情報誌「復興ニュース」 

3 

http://www.geocities.jp/npoyumenet/NPO.html


「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県北上市 ～  

事業名 
北上市地域・産業連携復興支援
員 

事業実施主体 岩手県北上市 

関係協力団体 バイヤーズ株式会社 

支援員数 １名 活動時期 平成25年7月～平成26年3月 

活動地域 岩手県北上市全域 

活動内容 

・北上市及び岩手県内の農林水産物の販路拡大のため、首都圏の料理人を連れて県内の農林水産物を
紹介し、取引につなげている。 
・首都圏及び県内でイベント等へ出店し、県内農産物をＰＲすることで、認知度の向上、販路拡大に取り組
んでいる。 
 
 

ホームページ http://www.city.kitakami.iwate.jp/index.html 配属地域 
概要 

人口 93,914人 
高齢化率 22.3％ 

問合せ
先 

所属 農林部農林企画課 面積 437.55㎞ 

担当者 島津 英樹 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

死亡者 ５人 住宅被害 
（全壊） 

全壊56戸 
（住居30戸） 電話番号 0197-72-8236（ダイヤルイン） 

備考 

北上市への避難者：531人（１月末現在） 
全壊…56件、大規模半壊…14件、半壊…509件、一部損
壊…2,024件と大きな被害を受ける。 
沿岸被災地仮設住宅運営支援事業、沿岸被災地健康見
守り支援事業を実施し、沿岸被災地を支援 

メールアドレス nouki@city.kitakami.iwate.jp 

概
要 

被災地を一体的に支援できるよう、地域資源の有効活用と地域間や産業間の連携による、新たな事業展開を推
進し、地域社会や地域産業の活性化を図るため、北上市地域・産業連携復興支援員を設置する。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県久慈市 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（久慈市） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 久慈商工会議所 

支援員数 1名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県久慈市 

活動内容 

○被災地の観光再生に係る観光推進業務 
  更なる交流の促進及び観光客誘致のため、新規交流イベント及び 
  新規交流事業の企画・実施。 
 
○地域素材の再発見、情報発信 
  地域住民が地域の良さを発見し、住民主体のまちづくり・ 
  地域づくり活動の促進となるよう、市民講座及び講演会等の開催。 
  WEB等を活用し、地域情報を発信。 
 
○地域の中心市街地活性化 
  地域内外の方が参加できる地域交流イベントを定期的に開催。 
  新しい観光交流スポットづくり。 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://kujicci-iwate.jp/ 配属地域 

概要 
人口 37,440人 

高齢化率 26.89% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 623.14㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

4人 住宅被害 
（全壊） 

355戸 
電話番号 019-629-5194  

備考 
津波遡上高約27ｍ（久喜漁港）、沿岸部住家・産業施設等
に甚大な被害。 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

地域交流イベント 
の様子 

市民講座の様子 

講演会の運営 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県陸前高田市 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（陸前高田市①） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 一般社団法人SAVE TAKATA 

支援員数 4名 活動時期 平成24年10月～ 

活動地域 岩手県陸前高田市 

活動内容 

・地域内外の復興支援協力団体のコーディネート、マッチング業務 
・教育イベントの主催 
・被災地のITスキル向上と就労支援を目的としたパソコン教室主催 
・在宅ワーク就業支援 
・被災事業者・新規事業者支援を目的としたウェブサイト開設 
・被災地へのUターンを目的とした高校キャリア教育 
・陸前高田市内の復興商店調査 
・市内マップ作成、地域住民への配布 
・地域情報発信 
・特産品開発、商店・街の活性化 
・観光資源を活用した地域活性イベントの企画、運営 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://savetakata.org/ 配属地域 

概要 
人口 20,631人 

高齢化率 33.86％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 49.88km2 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,735人 住宅被害 
（全壊） 

3,159戸 
電話番号 019-629-5194 

備考 岩手県下最大の人的被害、市街地の広域的な津波被害 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp 

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

陸前高田復幸マップ 

地域の特産品「米崎りんご」 

パソコン教室の様子 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県陸前高田市 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（陸前高田市②） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 NPO法人レスパイトハウス・ハンズ 

支援員数 2名 活動時期 平成25年1月～ 

活動地域 岩手県陸前高田市 

活動内容 

地域の想いの実現に向けたサポート 
≪相談業務≫ 
市民活動に関する、設立・運営・広報等のアドバイス。 
≪情報発信≫ 
市民活動をしている方の情報発信のお手伝いや、助成金情報、団体情報の発信。 
≪各種講座開催≫ 
まちづくりに関して必要な講座の開催。 
※地域づくり研修や会議ファシリテーション研修など。 
≪地域サポート≫ 
活動したいけど場所がないという方へ、研修・交流の場を提供。 
 
【平成25年度の主な活動として】 
※陸前高田市の協力のもと、「陸前高田市あたらしいまちづくり市民会議」を開催。（http://rtmachikyodo.jimdo.com/） 
※認定特定非営利活動法人難民支援協会と協働で、陸前高田の新しいまちづくりのためのネットワーク組織「陸前高田市まちづくりプラットフォー

ム」の事務局として活動。（http://rikuzentakata-mpf.org/）   

ホームページ https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 配属地域 
概要 

人口 20,631人 
高齢化率 33.86％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 49.88km2 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,735人 住宅被害 
（全壊） 

3,159戸 
電話番号 019-629-5194 

備考 岩手県下最大の人的被害、市街地の広域的な津波被害 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp 

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

地域づくり市民活動の様子 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県陸前高田市 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（陸前高田市③） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 陸前高田市仮設住宅連絡会 

支援員数 2名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県陸前高田市 

活動内容 

連絡会事業の3本柱である「中間支援」「自治会サポート」「コミュニティの交流推進・新生のサポート」を基に、応援隊として
以下の活動等を行っています。 
・住民の動きや連絡会の活動についての情報収集・発信及び広報 
・住民や行政・関係各所等との連絡調整、住民交流イベント企画、主催 
 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
https://www.facebook.com/rikutakakasetsu 
http://ameblo.jp/rikutakakasetu 

配属地域 
概要 

人口 20,631人 
高齢化率 33.86％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 49.88km2 

担当者 千葉、齊藤  
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,735人 住宅被害 
（全壊） 

3,159戸 
電話番号 019-629-5194  

備考 岩手県下最大の人的被害、市街地の広域的な津波被害 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

住民による地域活動の様子 住民交流イベントの様子 広報誌「連絡会通信」 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県陸前高田市 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（陸前高田市④） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 ＮＰＯ法人陸前たがだ八起プロジェクト 

支援員数 1名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県陸前高田市 

活動内容 

○全戸訪問、お茶っこ会企画、見守り支援 
 ・ポスティングや戸別訪問、集会所などでのお茶っこ会や、 
 月１回生活支援員、社協、民生委員、市役所、警察などと住民 
 の情報共有の場を設け、仮設住宅の見守り支援を行っている。 
○住民の自発的な活動の協働企画・サポート（下記は一例） 
 ・モビリアクラブ（週１回）、主に高齢者の方対象 
 一緒に体操や運動を行う事で、コミュニケーションが図れると 
 ともに楽しく元気に健康改善を行い、介護予防を意識する。 
 ・畑プロジェクト（週１回、冬場は休み） 
 生業としていた畑を津波により失った方々が、「やりがい」を 
 見出すために、仮設内に畑を耕し、苗植え・収穫を行っている。 
○外部支援によるボランティアの受け入れ 
 ・外部支援の方と住民の方とがつながりを持てるようにサポート。 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://hakkiproject.com 配属地域 

概要 
人口 20,631人 

高齢化率 33.86％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 49.88km2 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,735人 住宅被害 
（全壊） 

3,159戸 
電話番号 019-629-5194 

備考 岩手県下最大の人的被害、市街地の広域的な津波被害 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp 

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

モビリアクラブ（高齢者対象の体操会）の様子 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県陸前高田市 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（陸前高田市⑤） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 陸前高田地域振興株式会社 

支援員数 1名 活動時期 平成25年4月〜 

活動地域 岩手県陸前高田市 

活動内容 

・特産品企画・開発（風評被害による交流人口減少にかかる対応） 
・地域特産品ラベル、POP、チラシ等デザイン 
・被災地の観光再生にかかる観光推進業務 
・地域素材の発見、情報収集、情報発信 
・物産フェア等各種イベント出店 
 
 
 
 
 
 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://rikutaka.jp/ 配属地域 

概要 
人口 20,631人 

高齢化率 33.86％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 49.88km2 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,735人  住宅被害 
（全壊） 

3,159戸 
電話番号 019-629-5194 

備考 岩手県下最大の人的被害、市街地の広域的な津波被害 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

陸前高田市内の物産センターにて 地酒のラベルをデザイン 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県釜石市 ～  

事業名 
釜石リージョナルコーディネー
ター（釜援隊）事業 

事業実施主体 岩手県釜石市 

関係協力団体 一般社団法人RCF復興支援チーム 

支援員数 13人 活動時期 平成25年4月1日～ 

活動地域 岩手県釜石市 

活動内容 

◆コミュニティ・まちづくり 
・仮設住宅の見守り ・自治組織の運営支援 
・市内NPOの連携強化 ・地域資源の利活用促進 etc 
◆産業 
・市内中小企業の連携強化  
・水産業の６次化推進 etc 
◆観光 
・グリーンツーリズムの企画推進 ・民泊推進 etc 
◆福祉 
・高齢者見守り体制のモデル構築 
・子育て環境の改善施策検討 etc 
◆マネジメント 
目標設定、情報共有、情報発信、市内外の団体間連携etc 

ホームページ 
http://kamaentai.org 
https://www.facebook.com/kamaentai 配属地域 

概要 
人口 36,940人 

高齢化率 34.7% 

問合せ
先 

所属 釜石市復興推進本部事務局 面積 441.43km² 

担当者 石井重成 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,040人 住宅被害 
（全壊） 

2957戸 
電話番号 0193-22-2111 

備考 メールアドレス ishii7000@city.kamaishi.iwate.jp 

概要 復興期における支援として、住民の身近な課題解決や住民間の合意形成を促すとともに、長期視点においては自立したまちづくり
を目指し、市内団体の組織強化や団体間の連携に取り組む。目標管理や情報共有を円滑に進めるため、マネジメント機能を内包し
た組織体制となっている点が特徴。 

活動の様子 釜援隊の立ち位置 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県葛巻町 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（葛巻町） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 平庭高原体験学習館 森のこだま館 

支援員数  1名 活動時期  平成25年2月～ 

活動地域  岩手県岩手郡葛巻町 

活動内容 

◆葛巻町平庭高原体験施設を拠点に、豊かな 
自然が生み出す地域の宝を内外に発信する 
活動の支援。 
 
◆被災地支援の一つとして、沿岸被災地で活動 
する応援隊等と連携し、仮設入居者等を葛巻町 
招き被災地と内陸地域の心の交流支援。 
 
◆観光客や子供達の学習体験（そば打ち、木工など）を、 
他地域で移動開催するなど提案型の支援活動を行っている。 
 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://morinokodamakan.in/ 配属地域 

概要 
人口 7,120人 

高齢化率 38.52% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 434.99K㎡ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

なし 住宅被害 
（全壊） 

なし 
電話番号 019-629-5194 

備考 風評被害により、農林畜産物・地域産業に大きな影響を受
けている。 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp 

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

ワイン工場案内 平庭高原の散策 

体験学習・そば打ち 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県気仙郡住田町 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（住田町①） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 住田町観光協会 

支援員数 1名 活動時期 平成24年10月～ 

活動地域 岩手県気仙郡住田町 

活動内容 

○ 着地型観光基盤整備の推進 
 ・子ども交流プロジェクトコーディネート 
 ・グリーンツーリズムの推進 
 ・交流人口拡大の為、視察目的の来客対応 
 ・町の若手有志によるイベントの企画・運営・スタッフ 
 ・町の行事企画・運営 
○ 地元特産品PR活動、物販活動 
 ・地元マスコットキャラクター作成企画・運営 
○ 地域情報発信 
 ・ホームページ作成、FBページ作成等 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://sumita-kankou.wix.com/sumita-kankou#! 配属地域 

概要 
人口 6,182人 

高齢化率 39.15％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 334.83㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

13人 住宅被害 
（全壊） 

なし 
電話番号 019-629-5194 

備考 沿岸被災地に隣接しているため、後方支援の拠点のひと
つとなっている。 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

地元特産品PR イベント企画・運営 

イベント企画・運営 グリーンツーリズムの推進 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県気仙郡住田町～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（住田町②） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 住田ふるさと体験協議会 

支援員数 1名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県気仙郡住田町 

活動内容 

○ 仮設住宅入居者のコミュニティビジネス推進 
 ・仮設住宅入居者との米づくり等交流企画運営 
 ・町の行事の企画・運営 
 ・町民有志のイベント企画運営サポート 
 ・特産品のＰＲ物販活動 
○ 着地型観光基盤整備の推進 
 ・外国人旅行者の受入れ体制づくり 
○ 地域情報発信 
 ・町の情報発信（ブログ・ＦＢ等） 
 ・地元マスコットキャラクター作成・運営 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://sumita-kankou.wix.com/sumita-kankou# 配属地域 

概要 
人口 6,182人 

高齢化率 39.15％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 334.83㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

13人 住宅被害 
（全壊） 

なし 
電話番号 019-629-5194 

備考 沿岸被災地に隣接しているため、後方支援の拠点のひと
つとなっている。 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

特産品のPR 

米づくり交流企画 

特産品のPR 

イベント企画 
サポート 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県大槌町 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（大槌町） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 復興まちづくり大槌株式会社 

支援員数 1名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県上閉伊郡大槌町 

活動内容 

○被災した中心市街地の再生プロジェクト企画、 
 実施及び運営 
  ・復興関連事業の本格化に伴い不足している宿泊需要に対応 
   するため、簡易宿泊施設準備関連事業 
○地域情報発信 
  ・地域内外交流イベント、地域伝統 
   行事等の企画・運営 
  ・Ｗｅｂ等を活用した地域情報発信 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://otsuchi.co.jp/ 配属地域 

概要 
人口 12,892人 

高齢化率 31.53 % 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 200.59 km²  

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,281人 住宅被害 
（全壊・半壊） 

3,717戸 
電話番号 019-629-5194 

備考 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

Ｈ25.4月まちづくり 
会社スタート 

会議の様子 

地域伝統行事の 
企画・運営 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県下閉伊郡山田町 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（山田町①） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 山田町社会福祉協議会 

支援員数 2名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県下閉伊郡山田町 

活動内容 

○地域コミュニティ再生事業 
 地域コミュニティ再生のきっかけづくりとして、地域内外交流イベントの企画・運営。 
 
〇地域内外の復興支援協力団体の受入れ・マッチング・調整業務 
 ボランティアの方々の受入れと活動内容マッチング・調整。 
  
〇地元住民によるボランティア活動の啓発活動 
 平成25年8月に小学生対象、平成25年9月に高校生を対象とした、 
 ボランティア講座を開催。今後も継続的な実施を予定。 
 
〇津波被災写真の洗浄、返却及びデジタル化作業 
 津波により漂流した写真の洗浄・返却等のイベント企画・運営・実施。 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://yamadashakyo.blog.fc2.com/ 配属地域 

概要 

人口 17,099人 
高齢化率 32.28% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 263.45㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

816人 住宅被害 
（全壊） 

2,762戸 
電話番号 019-629-5194  

備考 街の中心部に甚大な被害 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

小学生向けボランティア講座 
の様子 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県下閉伊郡山田町 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（山田町②） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 山田町（水産商工課） 

支援員数 1名 活動時期 平成25年6月～ 

活動地域 岩手県下閉伊郡山田町 

活動内容 

⃝ 津波で流された中心市街地の再興計画の詳細検討および遂行支援 
 商業者、商工会、事業者組合、役場間の調整 
 商業者向けヒアリングおよびワークショップの実施 
 商業者向けの補助金の情報収集および必要に応じて該当者に 
情報提供 

 立地候補企業へのヒアリングの実施 
⃝ 仮設商店街の商業者の商売繁栄に向けた仕掛けづくり 
 100円商店街等の商店街一丸となったイベントの企画、運営および 
結果とりまとめ 

 仕掛けづくりに向けた各種補助金の申請および結果の報告 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://www.town.yamada.iwate.jp/ 配属地域 

概要 
人口 17,099人 

高齢化率 32.28% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 263.45㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

816人 住宅被害 
（全壊） 

2,762戸 
電話番号 019-629-5194  

備考 街の中心部に甚大な被害 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

商業者向け再興計画の検討のための
ワークショップの開催 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県岩泉町 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（岩泉町） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 岩泉町（経済観光交流課） 

支援員数 1名 活動時期 平成24年10月～ 

活動地域 岩手県下閉伊郡岩泉町 

活動内容 

2年目となる平成25年10月以降は、1年目で知り得た岩泉町の知識を活かしつつ、観光関係の業務に従
事。主にイベント等の備品製作、準備、運営スタッフ、イベント内容の改善案策定など。 
また、今後の活用に有用となるように観光素材資料を整理、新規作成も行っている。 
 
○ 被災地の観光再生にかかる観光推進業務 
○ 地域素材の発見、情報収集整理、発信 
    観光素材資料集作成、及び動画データ作成 
    イベント企画・運営、来町者の随行等 
 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://www.town.iwaizumi.iwate.jp/ 配属地域 

概要 
人口 10,690人 

高齢化率 38.59％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 992.92㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

11人 住宅被害 
（全壊） 

177戸 
電話番号 019-629-5194 

備考 

小本、中野、茂師、小成地区に津波被害 
 （津波痕跡高 20.2ｍ） 
 （浸水区域面積：小本地区・中野地区 約125ha、 
 茂師地区・小成地区 約6ha） 

メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

地域イベント司会の様子 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県田野畑村～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（田野畑村①） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 社団法人 田野畑村産業開発公社 

支援員数 1名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県下閉伊郡田野畑村 

活動内容 

○特産品開発、商店・街の活性化 
 ・地域素材を活用した特産品の企画・開発 
 ・物産展等イベント出展 
 ・地域素材・他地域特産品等のリサーチ 
 ・地域交流イベントの企画・運営 
○地域情報発信 
 ・Ｗｅｂ（ブログ、メールマガジン、facebook）を活用した 
  地域情報発信 
 ・その他、イベント等において、田野畑村の魅力について、 
  県内外に広く紹介  

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://www.rakuten.co.jp/tanohatamilk/ 配属地域 

概要 
人口 3,794人 

高齢化率 33.40％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 156.19㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

39人 住宅被害 
（全壊） 

225戸 
電話番号 019-629-5194  

備考 

風評被害により、農林畜産物・地域産業に大きな影響を受
けている。 
三陸鉄道北リアス線は現在田野畑～小本間で運休中。 
平成26年4月6日に全線開通予定。 

メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

田野畑村in川口銀座商店街イベントに 
 招かれ、村の魅力についてご紹介。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県田野畑村 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（田野畑村②） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 ＮＰＯ法人 体験村・たのはたネットワーク 

支援員数 1名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県下閉伊郡田野畑村 

活動内容 

田野畑村の東日本大震災からの復興を目指し、地域住民とともに、伝統芸能や文化を活用した観光商品の開発や情報発
信、サッパ船や津波語り部などの体験プログラムの利用観光客に対するアテンド業務や新たなジオツーリズムなどの観光
資源開発に携わりながら、地域活動に取り組んでいる。 
 
○被災地の観光再生にかかる観光推進業務 
  ・サッパ船アドベンチャーズや大津波語り部＆ガイド等、 
   体験プログラムのアテンド業務 
 
○地域素材の発見、情報収集、発信 
  ・地域住民と共に地域素材の発見 
  ・大津波語り部ガイド研修・各種研修会の企画・運営等 
  ・Ｗｅｂ等を活用した地域情報発信 
  ・地域内外交流人口拡大のため、教育旅行・観光客の誘致推進 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://www.tanohata-taiken.jp/ 配属地域 

概要 
人口 3,794人 

高齢化率 33.40％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 156.19㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

39人 住宅被害 
（全壊） 

225戸 
電話番号 019-629-5194  

備考 
三陸鉄道北リアス線は現在田野畑～小本間で運休中。 
平成26年4月6日に全線開通予定。 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

サッパ船乗船時の案内 エコツアー研修会の様子 

修学旅行誘致 
説明会の様子 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県軽米町 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（軽米町） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 軽米町（産業振興課）、株式会社軽米町産業開発 

支援員数 1名 活動時期 平成24年10月～ 

活動地域 岩手県九戸郡軽米町 

活動内容 

○ 被災地内外の体験交流事業促進 
○ 特産品開発、商店・街の活性化（風評被害による交流人口減少にかかる対応） 
 
 
 
 
 
 
 
   交流ツアーの様子             折爪岳記念植樹                  軽米町食文化               町イチ!村イチ!2014 
    首都圏の方々                       軽米小学校                 マイスター養成講座           東京国際フォーラム 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://www.town.karumai.iwate.jp 
https://www.facebook.com/karumaimati 

配属地域 
概要 

人口 10,267人 
高齢化率 33.00% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 245.74㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

なし 住宅被害 
（全壊） 

なし 
電話番号 019-629-5194 

備考 
風評被害により、農林畜産物・地域産業に大きな影響を受
けている。 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp 

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県野田村 ～  

事業名 
いわて復興応援隊  
（野田村①） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 野田村（特定課題対策課） 

支援員数 1名 活動時期 平成24年10月～ 

活動地域 岩手県九戸郡野田村 

活動内容 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://nodateiju.exblog.jp/ 配属地域 

概要 
人口 4,602人 

高齢化率 30.92％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 80.83㎢ 

担当者 千葉、齊藤  
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

37人 住宅被害 
（全壊） 

308戸 
電話番号 019-629-5194  

備考 村の中心部に甚大な被害 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp 

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

〇地域資源の発掘と情報発信、また体験交流事業促進のため、体験受入先の発掘及び交流ツ  
    アー企画・実施に携わる。25年11月には外部団体協力のもと企画した、野田村民がモデルの 
    ファッションショー「のだ村スマイルコレクション」を開催した。（野田村特定課題対策課配属） 

ツアー参加学生・スタッフと ファッションショー「のだ村スマイルコレクション」の様子 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県野田村 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（野田村②） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 野田村（産業振興課） 

支援員数 1名 活動時期 平成24年10月～ 

活動地域 岩手県野田村 

活動内容 

○ 特産品の企画・開発 
 被災から再建した塩工房で作る“のだ塩”やホタテ 
 などの海の幸をはじめ、山ぶどうや南部福豚など、 
 魅力ある特産品の活用・企画・開発等 
○ 商店・街の活性化 
 野田村でしか産出されない貴重なマリンローズの 
 原石を見ることができる“マリンローズパーク”等、 
 地域資源を活用した地域活性化等 
 ○ 県内外に向けた地域情報の発信 
 Facebook等を活用した地域情報発信 
 
 （野田村産業振興課配属） 

ホームページ https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 配属地域 
概要 

人口 4,602人 
高齢化率 30.92％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 80.84㎢ 

担当者 千葉、齊藤  
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

37人 住宅被害 
（全壊） 

308戸 
電話番号 019-629-5194  

備考 村の中心部に甚大な被害 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp 

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

。 

野田村観光物産館「ぱあぷる」にて 

野田村特産品のひとつ「山ぶどう」 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県九戸村 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（九戸村） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 株式会社九戸村ふるさと振興公社 

支援員数  1名 活動時期 平成24年10月～ 

活動地域 岩手県九戸村 

活動内容 

○ 地域の特産品開発（風評被害に対する対応） 
○ 被災地の観光再生にかかる観光推進 
   地域の特産品「あま茶」等を活用した特産品開発、観光推進 
   その他地域資源を活用した地域イベント企画・運営 
 
 
 
 
 
 
 
          

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
https://www.facebook.（オドデ館で検索下さい）   配属地域 

概要 
人口 6,436人 

高齢化率 34.84% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 134.05ｋ㎡ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

2人 住宅被害 
（全壊） 

なし 
電話番号 019-629-5194  

備考 風評被害により、農林畜産物・地域産業に大きな影響を受
けている。 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp  

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 

地域特産品「あま茶」の活用 首都圏における特産品PR 地域の健康づくり 
サポート企画・運営 地元テレビによる取材の様子 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県洋野町 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（洋野町） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 洋野町（特定政策推進室） 

支援員数 1名 活動時期 平成24年10月～ 

活動地域 岩手県九戸郡洋野町 （いわてけん くのへぐん ひろのちょう） 

活動内容 

町内の各種団体や、事業所への取材、町内の教育旅行実施時のサポート、教育旅行誘致説明会や町内
エコツーリズム事業への参加や稲作の実践をはじめ、町内の様々なことをブログを通して情報発信してい
る。講演会等では「地元の人が気付かない地元の素晴らしさ」を中心に伝えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
      稲作実践（稲刈り）        銀河プラザでの物産販売サポート           地元高校での復興講演会      町の魅力をブログで発信     

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 
http://hironoiwate.blog.fc2.com 配属地域 

概要 
人口 18,677人 

高齢化率 31.08％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 303.20㎢ 

担当者 千葉、齊藤 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

なし 住宅被害 
（全壊） 

57戸 
電話番号 019-629-5194 

備考 メールアドレス AB0007@pref.iwate.jp 

概
要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築及び地
域復興・活性化を図るため、県が市町村及び関係団体と連携して、県内外から人材を積極的に受け入れ、一定
期間、地域住民の活動支援に従事する。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県伊具郡丸森町 ～  

事業名 丸森町復興支援員（耕野地区） 
事業実施主体 宮城県丸森町 

関係協力団体 耕野振興会 

支援員数 １名 活動時期 平成２５年９月～平成２６年３月 

活動地域 宮城県丸森町耕野地区 

活動内容 

・耕野地区（復興支援員）ホームページ作成 
・丸森町耕野地区Facebookページ作成、更新 
・「花いっぱい事業」で桜・クリスマスローズの植樹 
・「耕野みまもり お便り隊」運用開始 
 （単身高齢者の家族へ、お年寄りの元気なようすを伝える） 
・地域間交流会実施（若者向け体験イベント 計３回実施） 
・耕野の知恵復活シリーズ「耕野のお母さんと作る！みそづくり」企画中 
・ザンビア支援・交流企画「ザンビア訪問団」 
 （ザンビアを７日間訪問し、今後の支援・交流について視察訪問） 

ホームページ http://www.town.marumori.miyagi.jp/ 配属地域 
概要 

人口 ７４７人 
高齢化率 ４１．６３％ 

問合せ
先 

所属 企画財政課 面積 １８．７７㎢ 

担当者 目黒知恵 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

４名 住宅被害 
（全壊） 

１棟 
電話番号 0224-72-3024 

備考 

東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、放射性物質が
本町にも広範囲に拡散し、町民生活における放射線被ばくによる健康
被害への不安や農林業をはじめとした風評被害等経済活動に大きな
影響がでている。 

メールアドレス kikaku@town.marumori.miyagi.jp 

概
要 

震災・放射能被害により落ち込んでいる地域の活性化のため、地域の魅力の発信、イベント開催、環境美化活
動、お年寄りの元気を広く伝える取り組み、若者が地域づくりに関わるしくみづくり、といった活動を行っている。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県丸森町～  

事業名 
丸森町復興支援員（筆甫地区） 
 

事業実施主体 宮城県丸森町 

関係協力団体 筆甫地区振興連絡協議会 

支援員数 １名 活動時期 平成２５年７月～平成２６年３月 

活動地域 宮城県丸森町筆甫地区 

活動内容 

震災後、放射能の影響により地区住民が物質的にも精神的にも 
ダメージを受け、なかなか前向きな気持ち･行動になれない状況 
から、一緒に進んでいけるきっかけになれるよう活動をしている。 
 
地区外から参加者を招き「へそ大根づくり体験・３回コース（大根 
種まき、収穫、へそ大根づくり）」のイベントを、地区住民と共に 
行っている。他にも地区内の高齢者への生活支援や地区の環境 
美化活動・心の復興活動の一環として地区内にガクアジサイや 
山桜などの花木を広げる活動を行っている。 

ホームページ http://www.town.marumori.miyagi.jp/ 配属地域 
概要 

人口 ６９８人 
高齢化率 ４１．８３％ 

問合せ
先 

所属 企画財政課 面積 ７４．０２㎢ 

担当者 目黒知恵 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

４人 住宅被害 
（全壊） 

１棟 
電話番号 0224-72-1024 

備考 

東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、放射性物質が
本町にも広範囲に拡散し、町民生活における放射線被ばくによる健康
被害への不安や農林業をはじめとした風評被害等経済活動に大きな
影響がでている。 

メールアドレス kikaku@town.marumori.miyagi.jp 

概
要 

東日本大震災にともなう福島第一原発事故の放射能汚染により被害を受けた地域コミュニティの再生に取り組
む。イベントを開催し地区外との交流を通して地域の復興に取り組むとともに、高齢者への見回り等の生活支援
を行い地域コミュニティの強化に取り組む。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県気仙沼市 ～  

事業名 自治会活動支援事業 
事業実施主体 宮城県気仙沼市 

関係協力団体 

支援員数 １０名 活動時期 平成２４年４月～ 

活動地域 宮城県気仙沼市及び岩手県一関市の一部 

活動内容 

○仮設住宅においてコミュニケーションの場である集会施設が，管理などの問題で十分に活用されていない組織もあること
から，仮設住宅代表者会議の中で「みんなで使う集会所について」というテーマでワークショップを開催し使用状況などにつ
いて情報交換を行った。 
 
○本市では独自に仮設自治会及び既存自治会に対し運営費補助金を交付してお 
り，地域支援員がその申請手続きの手伝いなどを行い申請を促すとともに，補助金 
の活用相談や受付業務を実施し自治組織の維持・活性化につなげている。 
 
○災害公営住宅入居の仮申込みに伴い，提出漏れ等も予想されることから，担当 
課による勉強会を開催し，支援団体などと連携して提出を促すチラシを作成し配布 
するとともに，理解が難しい高齢者などを対象に全仮設住宅において書き方の手 
伝いを行った。 

ホームページ 配属地域 
概要 

人口 
68,367人
(H26.1末現在) 高齢化率 

31.92% 
（H25.3末現在） 

問合せ
先 

所属 震災復興・企画部地域づくり推進課 面積 333.38㎢ 

担当者 主幹兼地域づくり推進係長 熊谷啓三 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,037人
(H26.1.14現在) 

住宅被害 
（全壊） 

8,483棟 
電話番号 0226-22-3409 

備考 
津波浸水面積18.65㎢（5.6%），焼失面積2.48㎢（0.7%） 
※（ ）は市域面積に対する割合 メールアドレス chiiki@city.kesennuma.lg.jp 

概
要 

既存自治会や仮設住宅自治会の運営支援等を行う「地域支援員」を配置し，住民同士が互いに支えあう地域づ
くりに取り組み，自治組織の維持・活性化につながる活動を展開している。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県気仙沼市 ～  

事業名 担い手育成支援事業 
事業実施主体 宮城県気仙沼市 

関係協力団体 

支援員数 ２名 活動時期 平成２５年４月～ 

活動地域 宮城県気仙沼市 

活動内容 

○若い世代の企画支援プロジェクト 
まちづくりの事例について勉強会を開き，まちづくり企画を考えるための一助とすることを目的に，地域の若者がまちづくりについて考え，
自由にアイディアを出し合う場として「まちづくり懇談会」を開催した。 
○地域の魅力再発見プロジェクト 
地元住民と県外出身者が一緒にまちを歩き，地域の生活文化に目を向け 
ながら，地域の魅力を再発見していくことを通して，自分のまちに誇りを持 
ち，これからのまちづくりを考える一助としていただくことを目的に，「まち歩き 
活動」を開催した。 
○地域コミュニティに関する勉強会 
気仙沼で活躍されている地元の方々を講師に，地元の若者を対象に講話 
をいただき，地域の若者が「地域に対する想い」を学ぶことを目的とし，ま 
た，参加者の地域に対する想いを共有することにより，若者が地域づくりに 
関わるきっかけづくりを行った。 

ホームページ 配属地域 
概要 

人口 
68,386人 
(H26.1末現在) 高齢化率 

31.92% 
（H25.3末現在） 

問合せ
先 

所属 震災復興・企画部地域づくり推進課 面積 333.38㎢ 

担当者 主幹兼地域づくり推進係長 熊谷啓三 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,037人 
(H26.1.14現在) 

住宅被害 
（全壊） 

8,483棟 
電話番号 0226-22-3409 

備考 
津波浸水面積18.65㎢（5.6%），焼失面積2.48㎢（0.7%） 
※（ ）は市域面積に対する割合 メールアドレス chiiki@city.kesennuma.lg.jp 

概
要 

震災前には，まちづくりに参加，参画の少なかった若い世代が，震災を契機としてまちづくりに関わる事例が増え
ている。こうした意欲ある若い世代が交流・議論する機会をつくるとともに，具体的な実践活動のサポートを通じ
てまちづくりの担い手の育成と，担い手としての意識の醸成と参画機会の創出を図る。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県気仙沼市 ～  

事業名 震災復興支援チーム 
事業実施主体 気仙沼市 

関係協力団体 

支援員数 ５名 活動時期 平成25年２月～ 

活動地域 宮城県気仙沼市 

活動内容 

○リアス観光創造プラットフォームの運営支援 
 ・気仙沼市観光戦略を具現化するため，観光メニュー開発 
  等への情報収集，アドバイス等を行う。 
○気仙沼水産資源活用研究会の運営 
 ・地域の水産加工会社等と連携し，地域資源の高度利用の 
  ための共同研究，商品開発等を行う。 
○人材育成道場の運営 
 ・「経営未来塾」等の運営 
  第１期：平成25年４月～10月 塾生16人 
  第２期：平成26年２月～   塾生20人 
 
 このほか，震災復興・企画部，産業部と連携し，「産業」， 
「まち」，「人」づくりの企画を行っている。 

ホームページ 準備中 配属地域 
概要 

人口 
68,367人 
(H26.1末現在) 高齢化率 

31.92％ 
(H25.3末現在) 

問合せ
先 

所属 気仙沼市震災復興・企画部 震災復興・企画課 面積 333.38㎢ 

担当者 震災復興・企画係 主査 菊池奈穂子 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,037人 
(H26.1.14現在) 

住宅被害 
（全壊） 

8,483棟 
電話番号 0226-22-3408 

備考 メールアドレス k-kikaku@city.kesennuma.lg.jp 

概
要 

気仙沼市の産業の創造的復興を目指すための取り組みとして，産業復興・まちづくり支援における企画
業務及び人材育成道場の運営等の各種事業を行っている。様々な課題や問題に対し，地域の方々と共通
認識をもち，一緒にその解決に取り組むことで，より強固な地域コミュニティの再生につなげる。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県多賀城市 ～  

事業名 被災自治会・町内会再生事業 
事業実施主体 多賀城市 

関係協力団体 一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム 

支援員数 ２名 活動時期 平成２４年８月１日～ 

活動地域 多賀城市 

活動内容 

ホームページ 準備中 配属地域 
概要 

人口 62,234人 
高齢化率 20.7% 

問合せ
先 

所属 多賀城市総務部地域コミュニティ課 面積 19.65k㎡ 

担当者 市民活動推進係 主事 石山和彦 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

154人 住宅被害 
（全壊） 

1,746戸 
電話番号 022-368-1141（内線252） 

備考 
津波の高さ約4.6メートル 
市域の約33.7%（桜木、八幡、大代、鶴ヶ谷地区）が浸水 メールアドレス simin-power@city.tagajo.miyagi.jp 

概
要 

住民自治の視点からの復興促進と、市が行う各種復興事業の円滑化を目的として、東日本大震災により甚大な
被害を受けた地域に対し地域支援員を派遣し、住民自治活動の側面支援を行う。平成２４年度・平成２５年度は、
特に被害の大きかった桜木地区（４町内会）を中心に活動。 

桜木４区それぞれの、地域
の取組や復興状況を１枚の
紙に「見える化」。広報支援
で地域をつなぐ。 

地域会合への参加を通じ
た住民との対話や、まちあ
るき等により、地域課題や
資源を掘り起こす。 

被災地域住民の「何とかし
たい」思いに寄り添い、地
域活動や組織運営に関す
るアドバイスを随時実施。 

発災直後は地域の集まり
すら開けなかった桜木地
区において、全ての地区
で夏祭りや敬老会が復活。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県仙台市 ～  

事業名 
仙台市若林区 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
仙台市 
（受託団体）ＮＰＯ法人子ども育成支援協会 

支援員数 ３名 活動時期 平成２４年１０月～ 

活動地域 宮城県仙台市若林区 

活動内容 

 「仙台市若林区復興応援隊」は仙台市若林区の実情に応じた住民主体の地域活動（仙台市若林区復興プロジェクト「“つながり”を生
かした地域コミュニティ再生」）の実現に向けて以下の活動を行う。 
○ ふるさと継承事業 
   集団移転などにより、かつて住んでいた「ふるさと」を失ってしまうことから、その記憶・生活 
  ・地域を後世に伝える地域誌「ふたつの郷」を作成し、歴史を紡いでいく。 
○ サロン・交流事業 
   語らいの場・集える場・機会の提供を行い、コミュニティのケアや維持に努める。プレハブ 
  仮設から復興公営住宅への移行期の新しいコミュニティ形成にも寄与していくとともに、 
  プレハブ仮設に残り住む方々のコミュニティーケアに重点を置き、サロン・交流会メンバー 
  の連携を図り実施していく。 
○ ネットワーク構築・情報発信事業 
   ホームページの充実とネットワーク構築会議（定期会議含む）により、六郷・七郷コミネット 
  参画団体間の情報共有、全国に向けての情報発信を積極的に行い、ネットワークの輪を 
  広げ効果的な支援活動に繋げていく。 
○ 復興イベントの開催 など 

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtu
kou-ouentai.html 配属地域 

概要 

人口 １３２，３５５人 
高齢化率 

２０．１％ 
（仙台市全体） 面積 ５０．６９㎢ 

問合せ
先 

所属 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 

担当者 荒井 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

３３８人 
（若林区内） 

住宅被害 
（全壊） 

６，６８４棟 
（若林区内） 

電話番号 ０２２－２１１－２４２４ 

備考  被害状況は東日本大震災における本市の被害状況等
（第89 報）平成24 年3 月6 日現在 メールアドレス tisin2＠pref.miyagi.jp 

概
要 

 震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村及び関
係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定期間，
地域住民の活動支援に従事する 

若林区復興情報セミナー 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県石巻市 ～  

事業名 
石巻地区 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
石巻市 
（受託団体）ＮＰＯ法人石巻スポーツ振興サポートセンター 

支援員数 ３名 活動時期 平成２４年８月～ 

活動地域 宮城県石巻市全域 

活動内容 

 「石巻地区復興応援隊」は石巻地区の実情に応じた住民主体の地域活動（石巻地区復興プロジェクト「元気なこどもたち
の育成とにぎわいある故郷づくり」）の実現に向けて以下の活動を行う。 
 
○ こども元気プロジェクト（被災地域のこどもたちの心と身体の健康支援）の実施 
  ・被災を経験したこどもたちが抱えている不安を取り除くための活動支援 
  ・次世代を担うこどもたちが頑張る意志を持つために自由に遊べる空間の確保対策 
  ・スポーツ観戦や各種アスリートと協力・連携した交流イベントの開催及び支援 
  ・常設こども広場の運営支援  など 
 
○ 被災者への自立支援とまちなか復興支援 
  ・復興ステーション運営によるコミュニティづくり支援と各種情報発信 
  ・地域住民等で行う各種イベントへの開催支援  など 

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtu
kou-ouentai.html 配属地域 

概要 
人口 １５０，８７９人 

高齢化率 ２７．８％ 

問合せ
先 

所属 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 面積 ５５５．７８㎢ 

担当者 末永 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

３，５１８人 住宅被害 
（全壊） 

１９，９７４棟 
電話番号 ０２２－２１１－２４２４ 

備考  津波により中心市街地全域が浸水。市内の被災住家数
は震災前全住家数の７６．６％を占める。 メールアドレス tisin2＠pref.miyagi.jp 

概
要 

 震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村及び関
係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定期間，
地域住民の活動支援に従事する 

（左）出前
サッカー教室 

（上）プロ野球選手との
交流イベント 

（左）復興ステーション 

33 

http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtukou-ouentai.html
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtukou-ouentai.html
mailto:tisin2@pref.miyagi.jp
mailto:tisin2@pref.miyagi.jp
mailto:tisin2@pref.miyagi.jp


「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県石巻市 ～  

事業名 
石巻市雄勝地区 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
石巻市 
（受託団体）雄勝硯生産販売協同組合 

支援員数 ４名 活動時期 平成２４年６月～ 

活動地域 宮城県石巻市雄勝地区 

活動内容 

 「石巻市雄勝地区復興応援隊」は石巻市雄勝地区の実情に応じた住民主体の地域活動（石巻市雄勝地区復興プロジェク

ト「地域が主役の元気なまちの創造」）の実現に向けて以下の活動を行う。 

○ 雄勝地区震災復興まちづくり協議会の活動補助 

  ・地域産業の復興に向けた関係機関との連絡調整 

  ・「月刊おがつ」編集，配布，ホームページによる情報提供  など 

○ まちづくりプロジェクト委員会の活動補助 

  ・観光客立ち寄り所「オーリンクハウス」の運営支援 

  ・まちづくりプロジェクト委員会が受ける支援等の調整業務  など 

○ 上記まちづくり協議会，雄勝地区仮設商店街などとの連携による復興イベントの運営支援  など 

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtu
kou-ouentai.html 配属地域 

概要 
人口 ２，４１６人 

高齢化率 ４３．５０％ 

問合せ
先 

所属 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 面積 ４６．１㎢ 

担当者 末永 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

２３６人 住宅被害 
（全壊） 

１，３０４戸 
電話番号 ０２２－２１１－２４２４ 

備考  大地震・大津波による壊滅的な被害。多くの住民が未だ
に地区外で避難生活を送っている。 メールアドレス tisin2＠pref.miyagi.jp 

概
要 

 震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村及び関
係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定期間，
地域住民の活動支援に従事する 

（上）観光客立ち寄り所 
   運営支援 
（左）イベント開催支援 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県石巻市 ～  

事業名 
石巻市牡鹿地区 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
石巻市 
（受託団体）ＮＰＯ法人キャンパー 

支援員数 ５名 活動時期 平成２４年８月～ 

活動地域 宮城県石巻市牡鹿地区 

活動内容 

 「石巻市牡鹿地区復興応援隊」は石巻市牡鹿地区の実情に応じた住民主体の地域活動（石巻市牡鹿地区復興プロジェク

ト「地域の思いを具現化するまちづくり」）の実現に向けて以下の活動を行う。 

○ 復興まちづくり団体「がんばってっちゃ牡鹿」やまちづくり協議会の活動支援 

  ・おしかのれん街を中心とした賑わい創出，牡鹿地区の観光資源の開発 

  ・まちづくり協議会事務局の運営支援  など 

○ 牡鹿地区内での祭り・イベント等の定期的な開催 

  ・地区住民，地区外への避難住民及び観光客等の交流イベント開催支援 

○ 牡鹿地区の復興経緯等の情報発信業務 

  ・月刊「おしか通信」編集，配布，ホームページによる情報提供  など 

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtu
kou-ouentai.html 配属地域 

概要 
人口 ３，３７３人 

高齢化率 ４２．４５％ 

問合せ
先 

所属 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 面積 ７２．９９㎢ 

担当者 末永 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

１１４人 住宅被害 
（全壊） 

９１９戸 
電話番号 ０２２－２１１－２４２４ 

備考 
 地区内の17集落が壊滅的な被害を受け、中心である鮎
川地区では公共施設等が被災。 メールアドレス tisin2＠pref.miyagi.jp 

概
要 

 震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村及び関
係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定期間，
地域住民の活動支援に従事する 

復興グルメF-1大会 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県石巻市 ～  

事業名 
石巻市北上地区 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
石巻市 
（受託団体）ＮＰＯ法人パルシック 

支援員数 ５名 活動時期 平成２４年１２月～ 

活動地域 宮城県石巻市北上地区 

活動内容 

 「石巻市北上地区復興応援隊」は石巻市北上地区の実情に応じた住民主体の地域活動（石巻市北上地区復興プロジェ
クト「自然とともに生きる 新古里（にっこり）」）の実現に向けて以下の活動を行う。 

○ 北上地区の生活再建支援 

  ・被災者の住宅再建に向けた相談会等の運営支援 

  ・被災住民による地域産業を活かしたコミュニティビジネス支援  など 

○ 元気なこどもが育つ地域づくり 

  ・こどもの遊びの場の提供 

  ・小・中学校の長期休業期間の学習支援  など 

○ 北上地域の活性化支援 

  ・石巻市北上地域まちづくり委員会に設置する分科会における 

   地域づくり事業提案・実行・運営支援 

  ・北上地区内での祭り・イベントなどの定期的な開催，運営支援 

  ・北上地域の復興経緯の情報発信  など 

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtu
kou-ouentai.html 配属地域 

概要 
人口 ２，９７１人 

高齢化率 ３１．６０％ 

問合せ
先 

所属 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 面積 ６０．９８㎢ 

担当者 末永 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

２１１人 住宅被害 
（全壊） 

５４６世帯 
電話番号 ０２２－２１１－２４２４ 

備考  地区内の全世帯の約半数、街の中心部であった支所が
全壊、主要産業である農業、漁業が甚大な被害を受ける。 メールアドレス tisin2＠pref.miyagi.jp 

概
要 

 震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村及び関
係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定期間，
地域住民の活動支援に従事する 

（右）住宅再建に 
向けたWS 

（左）子どものあそび場
提供 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県石巻市 ～  

事業名 
石巻市中央地区 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
石巻市 
（受託団体）一般社団法人みらいサポート石巻 

支援員数 ８名 活動時期 平成２４年１２月～ 

活動地域 宮城県石巻市中心市街地等 

活動内容 

 「石巻市中央地区復興応援隊」は石巻市中央地区の実情に応じた住民主体の地域活動（石巻市中央地区復興プロジェク

ト「住民主導による地域コミュニティの活性化と市街地のまちなか創生」）の実現に向けて以下の活動を行う。 

○ 仮設住宅コミュニティの活性化 

  ・自治組織主導によるコミュニティ活性化に向けた各種事業企画及び運営支援 
  ・自治会，世話人会をつなぐための仮設住宅団地訪問，情報共有促進 
  ・自治連合会組織の基盤強化に向けた側面支援  など 
○ 住民主体の街づくりサポート 
  ・まちなか創生協議会の活動内容等の住民周知・情報共有化支援 
  ・中心市街地の再開発事業実現化に向けた住民団体活動の支援  など 
○ 情報発信による地域間交流促進 
  ・復興状況や地域イベントのインターネットを通じた情報発信 
  ・まちづくり関係団体と協働したプロジェクトやイベント企画 
  ・石巻観光協会ＷＥＢサイト等による地域情報発信支援 
  ・震災伝承の語り部事業の受付，調整，情報発信   など 

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtu
kou-ouentai.html 配属地域 

概要 
人口 １５０，８７９人 

高齢化率 ２７．８％ 

問合せ
先 

所属 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 面積 ５５５．７８㎢ 

担当者 末永 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

３，５１８人 住宅被害 
（全壊） 

１９，９７４棟 
電話番号 ０２２－２１１－２４２４ 

備考  津波により中心市街地全域が浸水。市内の被災住家数
は震災前全住家数の７６．６％を占める。 メールアドレス tisin2＠pref.miyagi.jp 

概
要 

 震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村及び関
係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定期間，
地域住民の活動支援に従事する 

（左）仮設住宅 
自治連支援 

（上）街づくり 
サポート 

（右）地域情報 
発信支援 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県東松島市 ～  

事業名 
東松島地区 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
東松島市 
（受託団体）一般社団法人東松島復興協議会 

支援員数 ８名 活動時期 平成２４年７月～ 

活動地域 宮城県東松島市全域 

活動内容 

 「東松島地区復興応援隊」は東松島地区の実情に応じた住民主体の地域活動（東松島地区復興プロジェクト「市民協働

のまちづくりの再生」）の実現に向けて以下の活動を行う。 

○ 仮設住宅コミュニティの運営支援， 

   仮設住宅と地域コミュニティの交流，連携支援  

○ 自治組織の再建支援 

○ コミュニティ支援体制確立に向けた支援 

○ 海岸部から内陸部への集団移転者への支援 

○ 生業の再生と多様な仕事づくりへの支援 など 

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtu
kou-ouentai.html 配属地域 

概要 
人口 40,192人（H26.2) 

高齢化率 
24.4%
（H26.2) 

問合せ
先 

所属 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 面積 １０１．８６㎢ 

担当者 菅野 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

１，１３４人 住宅被害 
（全壊） 

5,512戸 
電話番号 ０２２－２１１－２４２４ 

備考 
津波浸水面積３７ｋ㎡（３６％） 
建物用地１２ｋ㎡のうち８K㎡浸水（６５％） メールアドレス tisin2＠pref.miyagi.jp 

概
要 

 震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村及び関
係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定期間，
地域住民の活動支援に従事する 

矢本運動公園応急仮設
住宅集会所でのお茶会
＆アンチエイジング講習 
（2013年9月19日） 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県東松島市 ～  

事業名 
東松島市復興まちづくり推進員
活動支援事業 

事業実施主体 東松島市 

関係協力団体 一般社団法人 東北圏地域づくりコンソーシアム 

支援員数 ４名 活動時期 平成２５年４月～平成２６年３月 

活動地域 宮城県東松島市大曲・赤井・牛網・矢本地区等 

活動内容 

①地域課題に基づく復興に向けた学び場として、幅広い世代の復興 
まちづくりへの参加を促すため、子育てサロン「ママサロン」を主催し 
た。また「ぼくとわたしの復興計画」事業を支援し子ども達と保護者、 
世代間の交流を通じコミュニティ活性化をした。 
②まちづくり整備協議会へ参加し防災集団移転や災害公営住宅の 
進捗状況等の情報を収集し、地域住民と情報共有を行った。 
③住民交流のため、仮設住宅でのお茶会の運営支援や地域コミュ 
ニティ活動として実施されている親子ふれ合い広場をサポートした。 

ホームページ http://hmms0311fm.da-te.jp/c20552.html 配属地域 
概要 

人口 40,192人（H26.2) 

高齢化率 24.4%(H26.2) 

問合せ
先 

所属 東松島市復興政策部市民協働課 面積 101.86ｋ㎡ 

担当者 市民協働課長 小山 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,134名 住宅被害 
（全壊） 

5,512戸 

電話番号 0225-82-1111 

備考 
津波浸水面積３７ｋ㎡（３６％） 
建物用地１２ｋ㎡のうち８K㎡浸水（６５％） メールアドレス kyodo@city.higashimatsushima.miyagi.jp 

概
要 

東松島市復興まちづくり計画に基づき、地域力の維持活性化及び東日本大震災からの地域コミュニティ再構築
を図るため、東松島市復興まちづくり推進員を設置し復興まちづくりに関する学びや集いの場づくり、移転者によ
るまちづくり整備協議会支援、地域コミュニティ活性化に向けた活動支援を行っている。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県南三陸町 ～  

事業名 
南三陸地区 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
南三陸町 
（受託団体）株式会社ゆいネット 

支援員数 ６名 活動時期 平成２４年１０月～ 

活動地域 宮城県南三陸町全域 

活動内容 

 「南三陸地区復興応援隊」は南三陸地区の実情に応じた住民主体の地域活動（南三陸地区復興プロ
ジェクト「住民参加による観光のまちづくり」）の実現に向けて以下の活動を行う。 
 
○ 交流促進事業補助 
  ・語り部ツアー及び被災地視察受け入れコーディネート 
  ・体験型観光メニューの整備（新たな観光資源の調査） 
○ 商店街を軸とした地域振興事業の補助 
  ・地域振興イベントの企画，運営 
  ・商店街活性化のための企画，運営 
  ・町の歴史と震災の記録整備 
○ 地域情報発信支援 

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtu
kou-ouentai.html 配属地域 

概要 
人口 １４，６４３人 

高齢化率 
３０．４％ 
(H25.12現在) 

問合せ
先 

所属 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 面積 １６３．７４㎢ 

担当者 荒井 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

７４３人 住宅被害 
（全壊） 

３，１４２戸 
電話番号 ０２２－２１１－２４２４ 

備考  津波により町全体に甚大な被害。４８地域に５８の仮設住
宅団地，計２，１９５戸が建設。 メールアドレス tisin2＠pref.miyagi.jp 

概
要 

 震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村及び関
係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定期間，
地域住民の活動支援に従事する 

地域イベント開催支援 
（福興市） 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県南三陸町 ～  

事業名 
南三陸町伊里前地区 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
南三陸町 
（受託団体）南三陸商工会 

支援員数 ２名 活動時期 平成２５年１１月～ 

活動地域 南三陸町伊里前地区 

活動内容 

 「南三陸町伊里前地区復興応援隊」は南三陸町伊里前地区の実情に応じた住民主体の地域活動（南三陸町伊里前地区
復興プロジェクト「商店街を核としたまちづくり」）の実現に向けて以下の活動を行う。 
 
○ 仮設商店街の活性化支援 
 ・イベント開催支援 
 ・ウェブによる情報発信支援 
 ・支援団体との受入調整支援 など 
○ 新しい商店街形成に向けた計画策定支援 
 ・商店街関係者等との情報交換及び意見集約の支援 
 ・伊里前まちづくり協議会と連携したコミュニティ事業の支援 など 
○ 地域行事の企画・運営支援 
 ・地域行事の支援 
 ・仮設商店街の維持管理の支援 など 

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtu
kou-ouentai.html 配属地域 

概要 
人口 １４，６４３人 

高齢化率 
３０．４％ 
(H25.12現在) 

問合せ
先 

所属 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 面積 １６３．７４㎢ 

担当者 荒井 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

７４３人 住宅被害 
（全壊） 

３，１４２戸 
電話番号 ０２２－２１１－２４２４ 

備考  津波により町全体に甚大な被害。４８地域に５８の仮設住
宅団地，計２，１９５戸が建設。 メールアドレス tisin2＠pref.miyagi.jp 

概
要 

 震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村及び関
係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定期間，
地域住民の活動支援に従事する 

地域イベント 
開催支援 

（しろうおまつり） 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県石巻市 ～  

事業名 
石巻圏域 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
石巻市 
（受託団体）ＮＰＯ法人石巻復興支援ネットワーク 

支援員数 ６名 活動時期 平成２５年４月～ 

活動地域 宮城県石巻圏域（石巻市，女川町，東松島市） 

活動内容 

 「石巻圏域復興応援隊」は石巻圏域（石巻市，女川町，東松島市）の実情に応じた住民主体の地域活動（石巻圏域復興プロジェクト
「住民主体の復興まちづくりと支えあいの社会基盤づくり」）の実現に向けて以下の活動を行う。 
 
○「石巻に恋しちゃった」実行委員会の活動支援 
 ・実行委員会の立ち上げに向けた関係機関との調整業務 
 ・人材を発掘，育成するためのプログラムの開発，調整，補助業務 
 ・ガイドブックの製作，配布等の広報活動や予約受付等の事務局業務 
 ・ファンクラブ（会員）制度化，事業実績の蓄積・整理補助業務 
○「石巻に恋しちゃった」との相乗効果が見込める他事業の支援及び連携調整 
 ・女性育成スクール，ママカフェ，ワークショップ等開催に伴う運営補助業務 
 ・「石巻に恋しちゃった」との連携を促進するための事業間の連携・調整業務 
 ・ブログ，ＳＮＳ等による情報発信業務 
 ・既存事業や新規事業の立案，運営等の調整業務   など 

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtu
kou-ouentai.html 配属地域 

概要 
人口 １９８，５３２人 

高齢化率 ２７．２％ 

問合せ
先 

所属 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 面積 ７２３．４４㎢ 

担当者 末永 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

５，４７６人 住宅被害 
（全壊） 

２８，４１０棟 
電話番号 ０２２－２１１－２４２４ 

備考  東日本大震災による甚大な被害を受け，住宅の全壊率
は３割を超え，津波による浸水区域は１１３㎢におよぶ。 メールアドレス tisin2＠pref.miyagi.jp 

概
要 

 震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村及び関
係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定期間，
地域住民の活動支援に従事する 

「石巻に恋しちゃった」体験プログラム 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 宮城県女川町 ～  

事業名 
女川地区 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
女川町 
（受託団体）復幸まちづくり女川合同会社 

支援員数 ３名 活動時期 平成２５年７月～ 

活動地域 宮城県女川町 

活動内容 

 「女川地区復興応援隊」は女川地区の実情に応じた住民主体の地域活動（女川地区復興プロジェクト「女川ブラ
ンドの復幸による観光まちづくり」）の実現に向けて以下の活動を行う。 
 
○女川ブランド創造発信復幸支援 
 ・女川町の水産加工品等の新規開発及びウェブによる情報発信のための 
  資源調査，連携調整，ウェブサイト作成・運営支援 
○観光まちづくり事業復幸支援 
 ・全天候対応可能な体験型観光事業実施支援 
 ・観光まちづくり事業等の復興プロジェクト達成に資する事業支援 
 ・水産業体験事業の実施支援及び町内外各種イベントの企画・運営支援 
 ・町内外の関係事業者・機関との連携調整支援 など 

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/futtu
kou-ouentai.html 配属地域 

概要 
人口 ７，４６１人 

高齢化率 ３４．３％ 

問合せ
先 

所属 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 面積 ６５．８０㎢ 

担当者 菅野 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

８２４人 住宅被害 
（全壊） 

２，９２４棟 
電話番号 ０２２－２１１－２４２４ 

備考  町内の大半の市街地，離半島部の集落が津波により壊
滅的な被害を受けた。 メールアドレス tisin2＠pref.miyagi.jp 

概
要 

 震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村及び関
係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定期間，
地域住民の活動支援に従事する 

H26.1.11 水産業体験事業 
（女川港にて） 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 福島県田村市 ～  

事業名 田村市復興応援隊 
事業実施主体 福島県田村市 

関係協力団体 特定非営利活動法人コースター 

支援員数 9名（平成26年3月現在） 活動時期 平成25年7月1日～ 

活動地域 田村市（主に都路町） 

活動内容 

１．訪問活動 
都路町の全戸を訪問し、日々の困りごとや要望などの声を市役所に届けたり、 
応援隊のコーディネートによりボランティアの協力を得て支援することもあります。 
また、高齢者のひとり住まい宅に定期訪問を行い、安否確認をしています。 
 
２.各ニーズへの取組み 
地域の祭りや行事の再開を支援するほか、住民の方の課題に ついて「一緒に」 
考え、解決する ことにより成功体験を積み重ねる活動を行っています。 
 

３．支援者間連携調整 
市役所や各支援機関と定期的に会議を持つほか、県内外のボランティア組織や 
支援団体に支援の要請を行い、住民の方の要望に応えられる体制を整えています。 

ホームページ ブログ：http://ameblo.jp/tamuraouentai/ 配属地域 
概要 

人口 40,023人 
高齢化率 29,29% 

問合せ
先 

所属 田村市 総務部 企画課 面積 458.30㎢ 

担当者 菅野 （かんの） 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

9人 住宅被害 
（全壊） 

19戸 
電話番号 0247-81-2135 

備考 メールアドレス kikaku@city.tamura.lg.jp 

概
要 

田村市復興応援隊は、平成 25 年 7 月から福島県田村市の委託により、田村市都路町の住民の支援を中心に、
田村市全域の復興支援活動を行っています。避難生活が続く「都路町」の再生と活性化を考え、「住民自身 によ
る問題の解決」を支援する活動を行っています。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 福島県双葉町 ～  

事業名 双葉町復興支援員 
事業実施主体 福島県双葉町 

関係協力団体 一般社団法人RCF復興支援チーム 

支援員数 ６人 活動時期 平成２５年８月～ 

活動地域 福島県全域 

活動内容 

ホームページ http://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/ 配属地域 
概要 

人口 6,442人(住基) 
高齢化率 28.7% 

問合せ
先 

所属 復興推進課 面積 51.40K㎡ 

担当者 西牧 孝幸 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

119人 住宅被害 
（全壊） 

95棟 
（避難指示区域につ
き詳細調査不能） 電話番号 0246-84-5203 

備考 メールアドレス fukko@town.futaba.fukushima.jp 

概
要 

福島県内に避難中の双葉町町民の生活の支援の為、復興支援員を設置し、郡山市といわき市を中心に、自治
会の支援やコミュニティの場づくり、避難先地域との交流を促進する活動を展開している。また、役場の行政情報
の発信や町民同士のつながりの活性化のため、広報活動を強化している。 

○避難先の町民の状況やニーズを把握するため、自治会や支援
団体等々の聞き取り調査を実施している。また、いわき市、南相
馬市等でコミュニティサロンや交流の場作りに向けた準備をすす
めている。 
○避難者が必要な情報を容易に入手することできるよう、役場等
のfacebookやHPの開設・運用を支援している。 
○避難先のイベント・活動を町民へ紹介し、コミュニティを維持・再
生するため、「ふたばのわ」を毎月発行し、全町民へ配布している。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 福島県浪江町 ～  

事業名 浪江町復興支援員事業 
事業実施主体 浪江町 

関係協力団体 東北活性化研修センター 他 

支援員数 １５名 活動時期 平成２４年８月１日～ 

活動地域 福島県／山形県／千葉県／新潟県／埼玉県／京都府 

活動内容 

ホームページ http://www.town.namie.fukushima.jp/ 配属地域 
概要 

人口 19,373人（住基） 
高齢化率 28.2% 

問合せ
先 

所属 生活支援課 避難生活支援係 面積 223.1K㎡ 

担当者 鎌田 典太朗 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

403名 住宅被害 
（全壊） 

633戸 
電話番号 ０２４３－６２－０３０５ 

備考 県内避難者約14,600名 県外避難者名6,400名 
（山形218名・千葉578名・新潟508名・埼玉739名・京都36名） メールアドレス namie19010@town.namie.lg.jp 

概
要 

浪江町では『浪江町復興支援員』を全国６府県に配置し、各地の支援団体にご協力いただきながら全国に避難し
ている浪江町民の想いに寄り添った形のサポートを行っております。個別訪問・つながる場づくり・各地域での情
報発信の３つを中心に、１人ひとりの暮らしの再建に向け、協働型復興事業を全国に繰り広げています。 

○浪 江 町 
○中間支援組織 

○事業アドバイザ－ ○復興支援員 

山形・支援組織 
 

千葉・支援組織 
 

埼玉・支援組織 
 

新潟・支援組織 
 

京都・支援組織 
 

支援員 

連携 

【事業体制図】 【事業概要】 

①復興支援員数：１５名 
 （福島県２名・山形県３名・千葉県３名・
新潟県２名・埼玉県３名・京都府２名） 
②活動開始 
 平成２４年８月１日（一部） 
③主な活動 
 ・避難先浪江町民個別訪問 
 ・つながる場づくり ・情報発信 
 
浪江町復興支援員全体研修会 
『浪江町復興支援員推進会議』へ参加 

交流会の様子 

推進会議の様子 
情報発信 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 長野県下水内郡栄村 ～  

事業名 栄村復興支援員 
事業実施主体 長野県下水内郡栄村 

関係協力団体 社会福祉法人栄村社会福祉協議会 

支援員数 1名 活動時期 平成２５年１１月～平成２６年３月（最長３年まで延長可能） 

活動地域 長野県 下水内郡 栄村 

活動内容 

ホームページ 
http://www.sakaefukushi.com/ 
https://www.facebook.com/re.sakae 配属地域 

概要 

人口 2,155人 
高齢化率 46.6% 

問
合
せ
先 

所属 栄村役場総務課 面積 271.51㎢ 

担当者 山口 陽輔 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

3人 
（震災関連死者数） 

住宅被害 
（全壊） 

33棟 
電話番号 0269-87-3111 

備考 
最大避難者数1,787人、雪崩等により3地区の 
331人が一時孤立 メールアドレス kikaku_zaisei@vill.sakae.nagano.jp 

概
要 

地域内外の人材から復興支援員を配置し、コミュニティの活性化支援、集落維持活動支援及び高齢者支援を 
行いつつ、地域の問題解決と価値の創造を推進して、住民主体の復興につなげていく。 

高
齢
者
を
対
象
と
し
た

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
に
よ

る
「お
茶
会
」の
支
援
。 

地域の維持活動（除雪等）やイベントに参加。 

・生活支援ボランティア推進のための体制づくり（準備）と活動団体等の支援 
・（社会福祉協議会を通じた）独居、高齢者世帯への安心・安全施策事業推進支援 
・（社会福祉協議会事業を通じた）高齢者向けコミュニティ（お茶会等）運営支援 
・集落、コミュニティごとの話し合いの場への参加と、村外からの視点よる意見交換 
・婚活イベントや子育て支援のためのイベント実施支援、同活動のプラン作り支援 
・地域資源（観光・特産品等）の発掘、 
 農林業への振興に係る情報集め、 
 住民との話し合い 
・村外の先行事例の収集、実施者や 
 との団体との交流活動 
・集落の維持活動に係る活動 
 （草刈、除雪等の共同作業参加） 
                     など 
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