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総務省地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
※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。
※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」制度 取組事例 ～ 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

１

平成24年10月から、陸前高田市において岩手県より4名派遣（内1名は平成25年1月より派遣）、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、教育イベントの共催、主催、被災地のITスキル向上と就労支援、在宅ワーク説明会の実施、復興商店調査、市内マップ作成など復興に
資する事業を実施。
①復興支援員数 4名
②活動開始時期 平成24年10月～（3名）、平成25年1月～（1名）
③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、教育イベントの共催・主催、
被災地のITスキル向上と就労支援、在宅ワーク説明会の実施、復興商店調査、市内マップ作成など復興に資する事業を実施。
④活動の様子 下記のほか、SAVE TAKATAのホームページ内に記載。

村

URL
問合
せ先

http://savetakata.org/
所属

一般社団法人SAVE TAKATA

担当者

佐々木

電話番号

0192-47-3287

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

info＠savetakata.org

■配属地域概要
陸前高田市
人口：24,709人
面積：232.29k㎡
高齢化率：30.46％
被災状況：
人的被害（死亡者）：1,735人
(身元判明者＋死亡届出者数)
住宅被害（全壊）：3,159戸

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

いわて復興応援隊
（陸前高田市②）

２

～ 岩手県陸前高田市 ～

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

陸前高田まちづくり協働センターにおいて、市民の地域づくり活動の推進のため、復興支援情報・地域
づくり活動情報の提供や市民の交流サポート業務を行なっている。
① 復興支援員数 1名
② 活動開始時期 平成25年1月～
③ 活動内容
・市民活動・地域づくり活動の相談業務
・地域づくり、人材育成等の講座開催・運営
・地域情報発信

村

URL
問合
せ先

http://blog.canpan.info/rikutakakyodo/
所属

陸前高田まちづくり協働センター

担当者

黄川田

電話番号

0191-47-4776

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

rtkyodo＠gmail.com

■配属地域概要
陸前高田市
人口：24,709人
面積：232.29k㎡
高齢化率：30.46％
被災状況：
人的被害（死亡者）：1,735人
(身元判明者＋死亡者数)
住宅被害（全壊）： 3,159戸

３

「復興支援員」制度 取組事例 ～ 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

関係協力団体

三陸鉄道株式会社

津波により甚大な被害を被った沿岸地域を結ぶ三陸鉄道において、被災地域の住民流出が続くなど鉄道運行には厳
しい状況を踏まえて、新たなツアー企画、PBの開発、特産など地域とのコミュニケーションを図りながら情報発信を行
なっている。
① 復興支援員数：1名
② 活動開始時期：平成25年１月～
③ 活動内容：
・三陸鉄道を活用した被災地内外の観光ツアー企画開発。
・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。
村

H24.2.23撮影

URL
問合
せ先

H24.2.26撮影

準備中
所属

三陸鉄道株式会社

担当者

事業本部長 坂下

電話番号

0193-62-8900

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

■配属先地域概要
宮古市
人口：57,952人
面積：1,260k㎡
高齢化率：30.2%
被災状況：
人的被害（死亡者）：517人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：5,968戸

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

いわて復興応援隊
（岩泉町）

～ 岩手県岩泉町 ～

事業実施主体

岩手県

関係協力団体

岩泉町

４

岩泉町の観光事業の再生に向けて、日本三大鍾乳洞のひとつ「龍泉洞」以外の観光素材の掘り起こしと磨き上げを行い、地域内で周遊できるルート
化の企画を行っている。また、食をテーマとした新たな地域特産品開発推進にも従事し、「岩泉町」を全国に発信する業務を実施している。
平成２４年度は、「岩泉町」を知ることからスタート。「ひと」、「もの」、「ちり」と広い町を覚えるための作業がほとんどとなる。その中でも、商店街との連携
による活性化施策の話し合い、地域特産品開発のために㈱岩泉産業開発（町第三セクター）職員との連携を行いながら知識の向上と素材活用の検討を
行っている。
観光事業の再生の取り組みとして、本年度は基礎資料づくりを行った。人とのつながりを大事にし、広域事業にも積極的に参加し、広いネットワークの
構築に努め、自らがツアー案を造成できるように準備を行った。また、地域内外における岩泉町PRイベントにも参加した。
① 復興支援員数 １名
② 活動開始時期 平成24年10月～
③ 活動内容
・盛岡・八幡平広域観光圏事業担当（ファムツアー参加）
・岩泉観光素材集編纂（データ整理、現場写真撮影）
・ガイド力の向上（ガイド研修参加）
・商店街空き店舗を活用した観光素材の組み立て
・食材商品化研修会（地域特産品開発）
・イベント運営（龍コン（まちコン）、龍泉洞まつり等）
・取材対応（ラジオ、ＣＭ撮影、観光情報誌等）

村

復興誌「こころ通信」記事

URL
問合
せ先

準備中
所属

経済観光交流課

担当者

観光交流室主査 佐々木

電話番号

０１９４－２２－２１１１ 内線５４４

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

hisayuki.sasaki＠town.iwaizumi.iwate.jp

■配属地域概要
岩泉町
人口：10,773人
面積：992.92㎢
高齢化率：37.7％
被災状況：
人的被害（死亡者）：11人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：177戸

「復興支援員」制度 取組事例 ～ 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

㈱軽米町産業開発

５

軽米町の東日本大震災からの再生のため、被災地内外の体験交流事業促進、特産品開発など町の活性化に取り組んでいる。
① 復興支援員数
1名
② 活動開始時期 平成24年10月～
③ 活動内容 ・被災地内外の体験交流事業促進
・特産品開発（雑穀商品等）、観光推進（交流事業・情報発信）
・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）
・地域素材のルートマップ作成
④ 活動様子

村

URL

問合
せ先

https://www.facebook.com/karumaimati
https://twitter.com/Sanngyoukaihatu
所属

軽米町役場 総務課

担当者

平

電話番号

0195-46-2111（内線205）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

soumu＠town.karumai.iwate.jp

■配属地域概要
軽米町
人口：10,386 人
面積：245.74k㎡
高齢化率：32.7％
被災状況：
人的被害（死亡者）：なし
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：なし
備考：風評被害により地域産業に大きな影響
を受けている。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

いわて復興応援隊
（葛巻町）

～ 岩手県葛巻町 ～

６

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

葛巻町の東日本大震災からの再生のため、被災地内外の体験交流事業促進、観光再生にかかる体験学習事業の企画・開発、地域情報発信に取
り組んでいる。
① 復興支援員数 １名
② 活動開始時期 平成２５年２月～
③ 活動内容
・被災地内外の体験交流事業促進
・体験学習事業の企画・開催
・地域情報発信
④ 活動の様子

「森のこだま館」の様子

来訪した方々を暖かい暖炉でお出迎え

体験交流で完成した「さき織」

葛巻町の豊かな自然を活かした
「押し花体験学習」

URL
問合
せ先

「さき織」体験交流の様子

押し花体験学習の様子

http://morinokodamakan.in/
所属

平庭高原体験学習館森のこだま館

担当者

村上

電話番号

0195-66-2320

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

■配属地域概要
葛巻町
人口：7,678人
面積：434.99㎢
高齢化率：35.2％
被災状況：
人的被害（死亡者）：なし
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：なし
備考：風評被害などが地域産業に
大きな影を落としている。

村

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

いわて復興応援隊
（住田町）

７

～ 岩手県住田町 ～

事業実施主体

岩手県

関係協力団体

住田町観光協会

被災地域に隣接している住田町において、仮設住宅入居者と商品開発等のワークショップ等の支援を行うほか、地域資源の掘り起しと情報発信、
住民の手づくり活動による都市農村交流活動の企画運営など、被災者支援と着地型観光の体制整備に取り組んでいる。
①
②
③
④

復興支援員数 １名
活動開始時期 平成２４年１０月～
活動内容 仮設住宅入居者のコミュニティビジネス推進・着地型観光基盤整備の推進・地域情報発信
活動の様子

仮設住宅入居者等を対象
とした草木染め等の商品開
発ワークショップ開催

地域資源の魅力について
再度掘り起し、新しい価値
を情報発信

住民ガイド等の人材育成の為、
先進地を視察し、住民ガイド
育成研修を開催

住田町産業まつりにおいて、
司会進行役サブを務める
村

都市農村交流企画
（アリスの不思議な文化祭）
の企画運営を行う

URL
問合
せ先

アリスの不思議な文化祭
の様子

地域の農産物を活用した
スイーツ開発研究会の様子

http://sumitakankou.blogspot.jp/
所属

住田町観光協会

担当者

佐々木

電話番号

０１９２－４６－２１１１

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

sumita-kankou＠aria.ocn.ne.jp

ブログ更新の他、住田町
観光協会ホームページを
作成中
■配属地域概要
住田町
人口：６２３７人
面積：３３４.８３㎢
高齢化率：３８％
被災状況：
人的被害（死亡者）：13人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：なし
備考：被災地に隣接している為、後方
支援の拠点となっている。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

いわて復興応援隊
（洋野町）

８

～ 岩手県洋野町 ～

事業実施主体

岩手県

関係協力団体

洋野町

洋野町の東日本大震災からの復興と振興を図ることを目的に、地域産業の復興に向けた農商工連携等の推進、
体験交流や教育旅行の推進、復興状況等の情報発信を行っている。
① 復興支援員数：２名
② 活動開始時期：平成24年10月～
③ 活動内容
・地域産業の復興に向けた農商工連携等の推進（異業種交流会への参加、企業訪問の実施）
・体験交流や教育旅行の推進（体験交流事業への参加や取材）
・復興状況等の情報発信（新たなブログの開設）
活動の様子

村

町内中学校の水産教室の取材

URL
問合
せ先

異業種交流会への参加

http://hironoiwate.blog.fc2.com/
所属

特定政策推進室

担当者

番沢

電話番号

0194-65-2102

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

banzawa328＠town.hirono.iwate.jp

■配属地域概要
洋野町
人口：18,784人
面積：303.2km
高齢化率：30.8％
被災状況：
人的被害（死亡者）：なし
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：10棟

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

いわて復興応援隊
（野田村）

９

～ 岩手県野田村 ～

事業実施主体

岩手県

関係協力団体

野田村

野田村の東日本大震災からの復興と振興を図ることを目的に、体験交流事業の促進、体験教育旅行等のプログラム企画開発、地域産業の復興に
向けた商店・町の活性化、特産品開発、地域の情報発信に取り組んでいる。
① 復興支援員数 2名
② 活動開始時期 平成24年10月～
③ 活動内容
○被災地内外の体験交流事業の促進、体験教育旅行
等のプログラムの企画開発、地域情報の発信に取り
組んでいる。（役場特定課題対策課配属）

○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）、地域情報の発信に取り
組んでいる。（役場産業振興課配属）

村

URL
問合
せ先

http://nodateiju.exblog.jp/
所属

野田村特定課題対策課

担当者

総括主査 小屋畑

電話番号

0194-78-2963

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

hiro-k＠vill.noda.iwate.jp

■配属地域概要
野田村
人口：4,612人
面積：80.84平方㎞
高齢化率：30.94％
被災状況：
人的被害（死亡者）：37人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：308戸
備考：村の中心部に甚大な被害

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

いわて復興応援隊
（九戸村）

～ 岩手県九戸村 ～

事業実施主体

岩手県

関係協力団体

㈱九戸村ふるさと振興公社

10

九戸村の東日本大震災からの再生のため、特に風評被害に対する対応として特産品開発促進販売、観光再生
にかかる観光推進業務に取り組んでいる。
① 復興支援員数 １名
② 活動開始時期 平成２４年１０月～
③ 活動内容 ・特産品開発促進販売等(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業務
④ 活動の様子

「岩手県二戸地域カシオペア連邦」モニター
ツアー九戸村＆二戸市歴史ロマンと穴場な
逸品めぐり」の様子

村

「第一回岩手県食の復興祭 in OSAKA」の様子

URL

問合
せ先

盛岡市アイーナで開催された商談会「盛岡マッチング広場」
にて試作品を披露

https://www.facebook.com/
※（株）九戸村ふるさと振興公社「道の駅おりつめ」「オドデ館」で検索して下さい。

所属

㈱九戸村ふるさと振興公社

担当者

支配人 滝谷

電話番号

0195-42-4400

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

htakiya＠odode.jp

■配属地域概要
九戸村
人口：6,507人
面積：134.05㎢
高齢化率：34.5％
被災状況：
人的被害（死亡者）：2人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：なし
備考：風評被害などが地域産業に大
きな影を落としている。

「復興支援員」制度 取組事例

石巻地区
復興応援隊設置事業

事業名

11

～ 宮城県石巻市 ～

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

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
① 復興支援員数 ： ３名

こどもサッカー教室

② 活動開始時期 ： 平成２４年８月～
③ 活動地域

： 石巻市全域

復興ステーション

④ 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。
○ 被災地域のこどもたちの心と身体の復興支援
・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 など
○ 被災者のふるさと復興支援
・復興ステーションの開設，運営によるコミュニティづくり支援
・復興イベント等の開催支援 など
○ こども元気プロジェクト復興イベントの開催
・地元プロスポーツ団体等と協力・連携した復興イベントの開催及び支援
・常設こども広場の開設支援 など

URL

問合
せ先

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

所属

宮城県震災復興・企画部地域復興支援課

担当者

末永

電話番号

０２２－２１１－２４２４

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

tisin2＠pref.miyagi.jp

■配属地域概要
石巻市
人口：151,263人
面積：555.78ｋ㎡
高齢化率：26.8％
被災状況：
人的被害（死亡者）：3,507人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：19,953棟
備考：海・山・川・島の自然と食材に恵ま
れた風土。平成17年4月1日に1市
6町が合併。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

石巻市雄勝地区
復興応援隊設置事業

～ 宮城県石巻市 ～

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
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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
①
②
③
④

復興支援員数 ： ３名
活動開始時期 ： 平成２４年６月～
活動地域
： 石巻市雄勝地区
活動内容

仮設住宅団地
「お茶っこ会」

復興イベント支援

「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
・観光客立ち寄り所の設立準備
・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

URL
問合
せ先

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

所属

宮城県震災復興・企画部地域復興支援課

担当者

末永

電話番号

０２２－２１１－２４２４

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

tisin2＠pref.miyagi.jp

など
■配属地域概要
石巻市（雄勝地区）※（）内は雄勝地区データ
人口：151,263人（2,711人）
面積：555.78ｋ㎡（46.09ｋ㎡）
高齢化率：26.8％（39.8％）
被災状況：
人的被害（死亡者）：166人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：1,173棟
備考：牡鹿半島の北側に位置しリアス
式海岸を有し，ホタテ，銀ザケ
等の水産業，国指定伝統的工
芸品「雄勝硯」等の産業が盛ん
な地域。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

石巻市牡鹿地区
復興応援隊設置事業

～ 宮城県石巻市 ～

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

13

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
① 復興支援員数 ： ４名

おしかのれん街一周年祭

② 活動開始時期 ： 平成２４年８月～
③ 活動地域

： 石巻市牡鹿地区

④ 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
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」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
・「がんばってっちゃ牡鹿」の定例会開催・運営支援，組織体制強化に向けた支援

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

「がんばってっちゃ牡鹿」定例会

○ 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

URL

問合
せ先

など

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

所属

宮城県震災復興・企画部地域復興支援課

担当者

末永

電話番号

０２２－２１１－２４２４

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

tisin2＠pref.miyagi.jp

■配属地域概要
石巻市（牡鹿地区）※（）内は牡鹿地区データ
人口：151,263人（3,559人）
面積：555.78k㎡（72.96k㎡）
高齢化率：26.8％（40,4％）
被災状況：
人的被害（死亡者）：82人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：921棟
備考：三陸特有のリアス式海岸を形成
し「鯨」の町として水産業が盛ん
な地域。平成25年には金華山黄
金山神社巳年大祭が開催される。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

石巻市北上地区
復興応援隊設置事業
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～ 宮城県石巻市 ～

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

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。
①
②
③
④

住宅再建に向けた
復興支援員数 ： ４名
住民勉強会
活動開始時期 ： 平成２４年１２月～
活動地域
： 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
・仮設住宅入居者等による営農，コミュニティビジネスに向けた支援 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（仮称：にっこりプロジェクト）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

URL

問合
せ先

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

所属

宮城県震災復興・企画部地域復興支援課

担当者

末永

電話番号

０２２－２１１－２４２４

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

tisin2＠pref.miyagi.jp

■配属地域概要
石巻市（北上地区）※（）内は北上地区データ
人口：151,263人（3,096人）
面積：555.78k㎡（ 60.98 k㎡）
高齢化率：26.8％（29.0％）
被災状況：
人的被害（死亡者）：199人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：535棟
備考：北上川の河口部に位置し，東部
はリアス式海岸を形成。水産業
はワカメ，コンブ等の養殖，農業
は稲作，畜産が盛んな地域。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

石巻市中央地区
復興応援隊設置事業
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～ 宮城県石巻市 ～

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

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
①
②
③
④

復興支援員数 ： ３名
活動開始時期 ： 平成２４年１２月～
活動地域
： 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。
○ 仮設住宅自治連合会等の地域団体の活動支援
・仮設住宅等の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

URL

問合
せ先

住民主体の街づくりサポート

仮設住宅自治連合会等の
活動支援

情報発信による地域間交流促進

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

所属

宮城県震災復興・企画部地域復興支援課

担当者

末永

電話番号

０２２－２１１－２４２４

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

tisin2＠pref.miyagi.jp

■配属地域概要
石巻市
人口：151,263人
面積：555.78ｋ㎡
高齢化率：26.8％
被災状況：
人的被害（死亡者）：3,507人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：19,953棟
備考：海・山・川・島の自然と食材に恵ま
れた風土。平成17年4月1日に1市
6町が合併。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

東松島地区
復興応援隊設置事業

～ 宮城県東松島市 ～

事業実施主体

宮城県

関係協力団体

東松島市

16

（受託団体）一般社団法人東松島復興協議会

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。
住宅再建に向けた

① 復興支援員数 ： ６名

住民勉強会

② 活動開始時期 ： 平成２４年７月～
③ 活動地域
： 東松島市全域
・西地区：宮戸・野蒜
・中地区：小野・大塩・矢本西
・東地区：大曲・赤井・矢本東）

仮設住宅団地
手芸教室

④ 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
○ 生業の再生と多様な仕事づくりへの支援 など

URL

問合
せ先

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

所属

宮城県震災復興・企画部地域復興支援課

担当者

菅野

電話番号

０２２－２１１－２４２４

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

tisin2＠pref.miyagi.jp

■配属地域概要
東松島市
人口：40,476人
面積：101.86ｋ㎡
高齢化率：23.5％
被災状況：
人的被害（死亡者）：1,132人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：5,499棟
備考：市の中心部を鳴瀬川，吉田川が流れ，
米作を中心とした農業，海苔，カキ等
を中心とした養殖漁業が盛んな地域。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

仙台市若林区
復興応援隊設置事業
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～ 宮城県仙台市 ～

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

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。
被災者の方々と

① 復興支援員数 ： ２名

「ものづくり会」

② 活動開始時期 ： 平成２４年１０月～
③ 活動地域

： 仙台市若林区
スポーツフェスティバル

④ 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 ： かつて住んでいた地域を後世に伝える「地域誌」の作成
○ お茶っこ飲み会事業 ： 被災者の方々に語らいの場・機会を提供し，コミュニティのケア維持に努めるとともに，
集団移転後の新しいコミュニティ形成に寄与する。
○ ネットワーク構築事業 ： ホームページの充実とネットワーク構築会議により参画団体間の
情報共有，全国へ向けた情報発信を積極的に行い，効果的な支援活動へ繋げる。
○ 復興イベントの開催 など

URL

問合
せ先

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

所属

宮城県震災復興・企画部地域復興支援課

担当者

荒井

電話番号

０２２－２１１－２４２４

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

tisin2＠pref.miyagi.jp

■配属地域概要
仙台市若林区
人口：129,130人
面積：50.69ｋ㎡
高齢化率：23.5％
被災状況：
人的被害（死亡者）：904人（仙台市全体）
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：30,005棟（仙台市全体）
備考：仙台市の東部～東南部に位置し，太平
洋に面する。区北部には東北の流通拠
点である卸町，東南部には広大な農地
が広がる六郷・七郷地区を有する。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

南三陸地区
復興応援隊設置事業

～ 宮城県南三陸町 ～

事業実施主体

宮城県

関係協力団体

南三陸町
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（受託団体）株式会社ゆいネット

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。

①
②
③
④

復興イベント運営支援
復興支援員数 ： ３名
活動開始時期 ： 平成２４年１０月～
活動地域
： 宮城県南三陸町内
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

URL

問合
せ先

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

所属

宮城県震災復興・企画部地域復興支援課

担当者

荒井

電話番号

０２２－２１１－２４２４

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

tisin2＠pref.miyagi.jp

■配属地域概要
南三陸町
人口：15,170人
面積：163.74ｋ㎡
高齢化率：28.9％
被災状況：
人的被害（死亡者）：617人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：3,143棟
備考：東を太平洋，三方を 山々に囲まれた
自然豊かな町。基幹産業は水産業で，
近年は観光振興にも力を入れている。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

東松島市復興まちづくり
推進員導入事業

～ 宮城県東松島市 ～
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事業実施主体

東松島市

関係協力団体

東北圏地域づくりコンソーシアム

東松島市では、東日本大震災からの復興に向けて、移転元住民が主体となった協議会、移転住民による集団移転促進協議会、移転先住民による
移転まちづくり整備協議会が立ち上げられ、市民主体のまちづくりに動き出している。｢復興まちづくり推進員｣は、現地再建に向けた移転元住民が主
体となった協議会の支援、また、移転に関わる協議会やそれらの活動や他主体との連携・協働を支援している。
① 復興支援員数：３名
② 活動開始時期：平成25年1月～
③ 活動内容：東松島市の被災地の地域コミュニティ再生・復興まちづくり計画の推進に関わる業務。
・被災された住民の方々との懇談・住民の方々によるコミュニティ活動のサポート・住民の方々によるまちづくり活動（まちづくり協議会等）のサポート
・住民のまちづくり活動と他主体との連携・協働のサポート及びコーディネート
・人材育成と指導：地域づくりのリーダー的存在、頼られる人になれるよう、東北圏地域づくりコンソーシアム
の支援リーダーを中心に推進員をサポートします。

URL

問合せ先

http://hmms0311fm.da-te.jp/c20552.html
所属

東松島市 復興政策部 市民協働課

担当者

市民協働課長 小山

電話番号

0225-82-1111

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

kyodo＠city.higashimatsushima.miyagi.jp

■配属地域概要
東松島市
人口：40,476人
面積：101.86ｋ㎡
高齢化率：23.5％
被災状況：
人的被害（死亡者）：1,105人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：5,499戸
備考：市の中心部を鳴瀬川，吉田川
が流れ，米作を中心とした農
業，海苔，カキ等を中心とした
養殖漁業が盛んな地域。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

自治会活動支援事業

～ 宮城県気仙沼市 ～

事業実施主体
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気仙沼市

関係協力団体

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。住民同士が互いに支え合う地域づくり
に取り組み、コミュニティの維持・振興を図る。
取組概要
① 復興支援員数
９名
② 活動開始時期
平成２４年４月～
③ 活動内容
○地域コミュニティの支援
○地域の維持・活性化に係る活動
○地域の情報収集及び情報提供
活動の様子

URL
問合
せ先

準備中
所属

震災復興・企画部 地域づくり推進課

担当者

主幹兼地域づくり推進係長 熊谷

電話番号

０２２６-２２-３４０９

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

chiiki＠city.kesennuma.lg.jp

■配属地域概要
気仙沼市
人口：69,089人
面積：333.38㎢
高齢化率：31.9％
被災状況：
人的被害（死亡者）：1,041人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：16,456棟
備考：県の北東端に位置する水産と
観光のまち

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

震災復興支援チーム

～ 宮城県気仙沼市 ～

事業実施主体
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３

気仙沼市

関係協力団体

平成２５年２月から、気仙沼市の産業の創造的復興を目指すための取り組みを開始。今後は「実践行動型人材育成道場による人づくり」により、観光
振興や産業振興などを図る新たなまちづくりを見据えたリーダーの発掘、育成に取り組み、各種事業を進める中で課題や問題に対し、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。
取組概要
① 復興支援員数
② 活動開始時期
③ 活動内容
④ 活動の様子

２名
平成２５年２月～
平成２５年４月の道場開設を目指し、地域の事業者との打合せ等の活動を行った。

URL
問合
せ先

準備中
所属

震災復興・企画部 震災復興・企画課

担当者

震災復興・企画係 主査 菊池

電話番号

０２２６－２２－３４０８

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

k-kikaku＠city.kesennuma.lg.jp

■配属地域概要
気仙沼市
人口：69,089人
面積：333.38㎢
高齢化率：31.9％
被災状況：
人的被害（死亡者）：1,041人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：16,456棟
備考：県の北東端に位置する水
産と観光のまち。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

被災自治会・町内会再生
事業
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～ 宮城県多賀城市 ～

事業実施主体

多賀城市

関係協力団体

復興まちづくり推進協議会

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
を受けた地域において、住民自治活動の側面支援を行う。
①復興支援員数：２名
②活動開始時期：平成２４年８月～
※実施体制：地域支援員の資質向上のための研修や戦略設定等の活動支援を、地域づくり有識者により構成される復興まちづくり推進協議会に委託
③主な活動内容
・地区の会合への参加等による住民との対話を通じた地域課題の調査
・地域資源（人・モノ・場所）の掘り起こし
・話し合いの場づくり、情報支援、外部市民活動団体等とのネットワーキング等によるコミュニティ活動支援
※平成２４年度の取組概要
・対象地域の各種会合への参加による地域支援員の認知向上
・地域内での取り組みや出来事の「見える化」による情報支援
・地域課題の調査・分析
※平成２５年度以降の展望
・まちあるきや参加型講座開催等による話し合いの場づくり
・情報支援の継続による被災町内会同士の連携促進
・各種復興事業に伴う地域課題に関する住民学習会の側面支援
・その他、町内会事業への協力等による地域のつながりづくり支援

URL
問合
せ先

準備中
所属

多賀城市総務部地域コミュニティ課

担当者

市民活動推進係 主事 石山

電話番号

０２２－３６８－１１４１（内線２５２）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

simin-power＠city.tagajo.miyagi.jp

■配属地域概要
多賀城市
人口：61,978人
面積：19.65k㎡
高齢化率：19.2％
被災状況：浸水面積 約662ha
人的被害（死亡者）：154人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：1,746世帯
備考：中心部を砂押川が流れ、東
部や北部には史蹟が点在し、南部
の平野には工場地帯を形成、西部
の平野は田畑が広がっている。

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

復興支援員導入事業
（県外避難者支援）
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～ 福島県浪江町 ～

事業実施主体

福島県浪江町

関係協力団体

東北活性化研究センター ほか

東日本大震災並びに東京電力福島第一原子力発電所の事故によって３割超の町民が福島県外に避難。避難が長期化する中で、県外に避難した
町民の孤立化や浪江町行政機能との遠隔化による行政からの情報・サービスの低下が懸念される。このような状況を踏まえ、県外避難者同士・避難
者と役場をつなぐことを従事。

④主な活動内容
①復興支援員数：6名
・避難町民宅の訪問
（山形県3名、千葉県3名）
・交流や話し合いの場づくり
②活動開始：平成24年8月～
・コミュニティ活動の支援
③活動地域：千葉県、山形県
・避難町民と役場との連絡調整
・各種情報収集と提供
・活動地域への被災地情報発信

URL

問合
せ先

山形県
二本松市
浪江町

http://blog.yamagata-npo-volunteer.net/~amill2/cat33/ （山形県）
http://blog.canpan.info/namiesienchiba/ （千葉県）

所属

生活支援課 避難生活支援係

担当者

鎌田

電話番号

0243-62-0123

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

namie19010＠town.namie.lg.jp

■配属地域概要
浪江町
人口：21,170人（うち県外避難者6,589人）
面積：223.1k㎡
高齢化率：25.81%
被災状況：
人的被害（死亡者）：182名
（死亡認定者＋死亡届出者数）

※役場行政機能を二本松市に移転中

千葉県
住宅被害（全壊）：644戸
備考：山形県への避難者：247人
千葉県への避難者：591人

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

復興支援員導入事業（津波被災地復
興に関する合意形成等支援事業）

～ 福島県浪江町 ～
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事業実施主体

福島県浪江町

関係協力団体

ＲＣＦ、ＮＰＯ法人ＥＴＩＣ、ふくしま連携復興センター

浪江町においては、東日本大震災による大津波の影響により、沿岸部に位置する集落では多くの方が亡くなり、住居などが全て流失する等、壊滅
的な被害を受けた。津波被災地復興のために、町内における事業展開が求められている一方で、原子力発電所事故により、町民は町外（県内外）へ
避難を余儀なくされている状況。
このような状況を踏まえて、復興支援員は、町内における事業を円滑に実施するために、町外に避難した住民を含めた住民との協議・合意形成業
務に従事。
①
②
③
③

復興支援員数 １名
活動期間 平成２４年１１月～
活動地域 二本松市（役場機能を二本松市に移行中）
主な活動内容
・津波被災地復興に係る各種実施施策の住民合意形成支援業務
・各種施策のスケジュール管理、調整業務
・地質、測量業務等に関する専門的アドバイス
現在検討している津波被災
地の土地利用のイメージ→

URL
問合
せ先

準備中
所属

復興推進課 まちづくり整備係

担当者

金山

電話番号

0243-62-4731

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

namie12020＠town.namie.lg.jp

津波被災者を対象にした
アンケート集計結果
（平成２４年１２月実施）

二本松市
浪江町

※役場行政機能を二本松市に移転中

■配属地域概要
浪江町
人口：21,170人（うち県外避難者6,589人）
面積：223.1k㎡
高齢化率：25.81%
被災状況：
人的被害（死亡者）：182名
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：644戸
備考：山形県への避難者：247人
千葉県への避難者：591人

「復興支援員」制度 取組事例
事業名

コミュニティ推進事業
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～ 福島県富岡町 ～
富岡町

事業実施主体
関係協力団体

東日本大震災・福島第１原子力発電所事故によって、各地に離散し避難生活を過ごしている住民を対象に富岡町が主体となりサロンを設
け、地域コミュニティの維持推進を行っております。
①
②
③
③

復興支援員数
３名
活動開始時期 平成２４年９月～
活動地域 福島市・郡山市・いわき市
活動内容 東日本大震災及び原子力災害により被災し、避難生活をおくる町民に町の施策や生活支援情報の提供と町民のコミュニティの
維持と再生を図るため、富岡町コミュニティ支援施設（さくらサロン（福島市内）・ふくしま絆カフェ（郡山市内）・ いわき平サロン・
いわき四倉サロン・いわき玉露サロン）の管理運営を行う。

⇒ サロンにおける活動の様子

福島市

郡山市

URL
問合
せ先

準備中
所属

生活支援課 避難生活支援係

担当者

主査 遠藤

電話番号

0120-336-466

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

tomioka.seikatsushien＠gmail.com

■配属地域概要
富岡町
人口：１６，００１人
面積：６８．４７K㎡
高齢化率：２１．３１％
被災状況：
人的被害（死亡者）：200人
（死亡認定者＋死亡届出者数）
住宅被害（全壊）：120棟
備考：警戒区域

富岡町
いわき市

