
平成26年度 復興支援員 取組事例集 

総務省地域力創造グループ地域自立応援課  

１ 岩手県（宮古市①） 

２ 岩手県（宮古市②） 

３ 岩手県（大船渡市①） 

４ 岩手県（大船渡市②） 

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（陸前高田市⑥） 

１２ 岩手県（住田町） 

１３ 岩手県（大槌町） 

１４ 岩手県（山田町） 

１５ 岩手県（岩泉町） 

１６ 岩手県（田野畑村①） 

１７ 岩手県（田野畑村②） 

１８ 岩手県（軽米町） 

１９ 岩手県（野田村） 

２０ 岩手県（九戸村） 

２１ 岩手県（洋野町） 

２２ 岩手県大船渡市① 

２３ 岩手県大船渡市② 

２４ 岩手県大船渡市③ 

２５ 岩手県大船渡市④ 

２６ 岩手県北上市 

２７ 岩手県釜石市 

２８ 岩手県大槌町 

２９ 岩手県山田町 

３０ 宮城県（石巻市①） 

※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。 

３１ 宮城県（石巻市②） 

３２ 宮城県（石巻市③） 

３３ 宮城県（石巻市④） 

３４ 宮城県（石巻市⑤） 

３５ 宮城県（石巻市⑥） 

３６ 宮城県（女川町） 

３７ 宮城県（東松島市） 

３８ 宮城県（南三陸町①） 

３９ 宮城県（南三陸町②） 

４０ 宮城県（南三陸町③） 

４１ 宮城県（南三陸町④） 

４２ 宮城県（仙台市） 

４３ 宮城県石巻市 

４４ 宮城県気仙沼市① 

４５ 宮城県気仙沼市② 

４６ 宮城県気仙沼市③ 

４７ 宮城県気仙沼市④ 

４８ 宮城県多賀城市 

４９ 宮城県東松島市 

５０ 宮城県丸森町 

５１ 福島県 

５２ 福島県相馬市 

５３ 福島県田村市 

５４ 福島県伊達市 

５５ 福島県富岡町 

５６ 福島県大熊町 

５７ 福島県双葉町 

５８ 福島県浪江町 

５９ 長野県栄村 



「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①） 

事業実施主体 岩手県 

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・企画列車の企画開発。  
・三陸鉄道と連携した沿線企業等との特産品開発。 
・三陸鉄道の乗車促進及び観光客誘致を目的としたポスターなどの企画・制作。 
・地域情報発信（パンフレット・Webサイトの制作・構築など）。 

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

人口 57,459人 
高齢化率 32,37％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 1,259.89ｋ㎡ 

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。 

2014運行再開ポスター 2014夏の乗車促進ポスター 2014冬の乗車促進ポスター 
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「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②） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 三陸ジオパーク推進協議会 

支援員数 1名 活動時期 平成26年5月～ 

活動地域 岩手県沿岸部のジオパークエリア（13自治体） 

活動内容 

創造的復興のシンボルの一つである三陸ジオパークの推進にあたって、新たな視点や発想により下記の
ような取り組みを行っている。 
・三陸ジオパーク推進協議会事務局の運営及び企画実施 
・地域住民等に対する普及啓発 
・ジオガイドの養成及びネットワーク化 
・ジオツーリズムの推進 
・新たなジオサイトの調査 
・ガイドブック、パンフレット等の作成 
・地域コミュニティの再構築・活性化等の地域振興に係る活動 
 

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

人口 57,459人 
高齢化率 32,37％ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 1,259.89ｋ㎡ 

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。 
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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 
 ○ 震災語り部ガイドの会のサポート支援 
 ○ 観光客誘致に伴う資料・パンフ等の作成 
 ○ 碁石海岸キャンプ場を活用したイベント企画・運営 

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

概要 

人口 
38,896人 
(H26.12末現在) 高齢化率 

33.31％ 
(H26.12末現在) 

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） 

419人 
(H26.9末現在) 

住宅被害 
（全壊） 

2,789戸 
(H26.12末現在) 

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。 

大阪市旭区「城北公園フェア2014」にて 
「炭火焼きホタテ」の実演販売 

椿の里・大船渡ガイドの
会 研修会運営 

碁石海岸キャンプ場 
イベント使用者対応 

各地物産展において 
販売業務 
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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 岩手県気仙地域（大船渡市、陸前高田市、住田町） 

活動内容 

岩手県大船渡市を拠点に、起業・創業支援や地域情報誌『復興ニュース』制作、各種イベント企画・運営
などを行い、復興支援や地域振興に取り組んでいる。 
○起業・創業支援 
 ⇒大船渡市と連携のうえ起業者相談支援 
○情報発信 
 ⇒地域情報誌『復興ニュース』の制作、および気仙地域の仮設 
  住宅や公共施設などに配布、ＳＮＳやブログによる情報提供 
○イベント企画⇒イベントの企画・運営 
○被災者支援⇒仮設住宅にてお茶会や英語教室の実施、傾聴 
○その他⇒他支援団体とのネットワークづくりなど 

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 
38,896人 
(H26.12末現在) 高齢化率 

33.31％ 
(H26.12末現在) 

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） 

419人 
(H26.9末現在) 

住宅被害 
（全壊） 

2,789戸 
(H26.12末現在) 

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。 

三陸鉄道と連携した街コンイベント 
「いわてさんりく恋列車」を企画・運営 
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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、交流イベント及び交流事業の企画・実施。 
○地域素材の再発見・情報発信 
 地域資源を活用した新たな観光商品開発。また新たな情報発信のためのPR隊結成。  
○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の開催。新しい観光スポット作り。 
○近隣地域若者による連携・情報発信 
 県また振興局の主催する若者による会議への参加。近隣地域の仲間との連携事業の企画。 
 
 
 
 
 
 

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

人口 37,488人 
高齢化率 27.36% 

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） 
沿岸部住宅・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。 
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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 3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 

○ 農業を活用した地域活性化 
  ・地元農産物の6次化・ブランド化 
  ・担い手作りを目的とした大学生・若年無業者への就農体験提供 
○ ITを活用した支援 
  ・地元地域へのUターンを目的とした高校生向けIT教育・キャリア教育 
  ・陸前高田事業者マップの制作・ウェブサイト・スマートフォンアプリ運用 
  ・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・運用 
  ・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 
○ 若者の交流支援 
  ・被災地ボランティア・インターン・移住を希望する大学生交流事業運営 
 

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

概要 

人口 20,565人 
高齢化率 34.36% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 232.29km2 

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。 

高校でのキャリア教育の様子 

地元農産物「米崎りんご」 
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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 

住民主体の地域の思いが実現できるまちづくりに向けて行う、市民団体やNPOからの相談対応や地域サポート業務、情報
発信、各種講座開催、また、団体間のネットワークをつなぐ活動をしています。 
 

平成26年度は、特定地区における市民会議の開催、まちづくりコーディネーター育成講座の開催(全4回とフォローアップ講
座)、まちあるきの開催（地域の魅力や資源の再発見）、陸前高田市まちづくりプラットフォームの事務局業務をメインに、地
域訪問やファシリテーター派遣、中越視察、各種会議・研修参加などを行っています。 
 

【陸前高田まちづくり協働センター】 
≪HP≫http://rtmachikyodo.jimdo.com/   
≪ブログ≫http://blog.canpan.info/rikutakakyodo/ 
≪フェイスブック≫https://www.facebook.com/rtmachikyodo 

【陸前高田市まちづくりプラットフォーム】 
≪HP≫http://rikuzentakata-mpf.org/ 
≪フェイスブック≫https://www.facebook.com/rikuzentakata.mpf?fref=ts 

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

人口 20,565人 
高齢化率 34.36% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 232.29km2 

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。 
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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 1名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県陸前高田市及び住田町 

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」「コミュニティの新生・再生のサポート」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・様子、市内の復興状況、 
  連絡会の活動についての情報収集・発信及び広報 
  住民が活用できる情報の周知（発信） 
   主に「連絡会通信」の作成、Ｗｅｂでの情報発信。 
○住民や行政・関係各所等との連絡調整、 
  仮設住宅を含む地域全体を巻き込んだコミュニティ、 
  目的別コミュニティのサポート（地域力の底上げ） 
  住民同士の交流の場づくり（イベントの企画、他団体との協働）。 

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 20,565人 

高齢化率 34.36% 
面積 232.29㎢ 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  

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。 

公共施設を使った 
地域活性への取り組み 

住民への情報発信のひとコマ 

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、また、仮設住宅内及び退去住民宅を 
  訪問して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 、モビリアでの活動の水平展開 
 ・ 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 20,565人 
高齢化率 34.36% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 232.29k㎡ 

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。 
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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   
・Web等を活用した地域特産品PR 
 
 
 
 

 

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

概要 

人口 20,392人 
高齢化率 33.87% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 232.29km² 

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 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  ～ 岩手県陸前高田市 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（陸前高田市⑥） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 ＮＰＯ法人陸前高田市支援連絡協議会Ａｉｄ ＴＡＫＡＴＡ 

支援員数 1名 活動時期 平成26年5月～ 

活動地域 岩手県陸前高田市 

活動内容 

○ 災害ＦＭによる地域に密着した市民の方の為の放送事業 
 ・県内民放ラジオ「さんりく元気ラジオ」とのタイアップ番組の放送 
 ・再開した事業所やボランティアの活動紹介、仮設住宅入居者 
  への取材 
 ・市民による岩手の方言による「いわてのむかしばなし」の収録 
 ・市立図書館からおすすめの１冊の紹介の収録 
 ・暮らしの情報・市内イベント情報等の情報番組 
 ・市外 他県から高田にボランティアで来られている方々の活動 
  や被災地へ向けた思いを取材 
 ・地域関連イベントの司会（産業まつり、陸前高田在京人会など） 
 

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

概要 

人口 20,565人 
高齢化率 34.36% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 232.29㎢ 

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） 

3159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。 
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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） 

事業実施主体 岩手県 いわて定住・交流促進連絡協議会 

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 

被災の大きかった陸前高田市・大船渡市に隣接した住田町で、住田ふるさと体験協議会としてグリーン・
ツーリズムの推進、交流人口の拡大や特産品のＰＲ活動、住民や仮設住宅の方々とのコミュニティサポー
ト活動を行っている。 
 
 ●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 
 ●町の情報発信（ブログ・ＦＢ等） 
 ●特産品のＰＲ物販活動 
 ●仮設住宅入居者との米づくり等交流企画運営 
 ●地元マスコットキャラクターを活用した地域PR 
 ●外国人旅行者の受入れ体制づくり 

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 6,127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名 住宅被害 
（全壊） 

0 
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。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県上閉伊郡大槌町 ～  

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運営サポート 
 ・ 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、簡易宿泊施設の運営支援 
 ・ 防災セミナー等企画運営支援 
 
○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  
 ・ 復興まちづくりに関する情報発信 
 ・ 大槌まちづくり見学会の運営サポート  

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 12,563人 
高齢化率 33.3% 

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） 

1,284人 住宅被害 
（全壊・半壊） 

3,374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  ～ 岩手県下閉伊郡山田町 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（山田町） 

事業実施主体 岩手県 

関係協力団体 社会福祉法人山田町社会福祉協議会 

支援員数 1名 活動時期 平成25年4月～ 

活動地域 岩手県下閉伊郡山田町 

活動内容 

○各イベントの企画及び運営 
 「サマーチャレンジやまだ」 
  子供の遊び場創出 
 「３．１１ともしびのつどい」 
  地元主体の追悼式企画運営 
○思い出写真展業務 
  被災写真の返却、ボランティア養成 
○情報発信 
  ブログ・ＦＢ等 
○地域コミュニティ再生事業 
  生きがいづくり、自立支援等 

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

人口 16,700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 263.45k㎡ 

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） 

824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。 

3.11ともしびのつどい 

サマーチャレンジやまだ 

思い出写真展 

情報発信 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県下閉伊郡岩泉町 ～  

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 

移住してからの生活・活動において得た知識を活かしつつ、観光関係の業務に従事。主にイベント等の企
画運営支援などを実施。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 10,555人 
高齢化率 38.55％ 

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。 

物販・ＰＲイベント出張 
地域イベントのようす 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県下閉伊郡田野畑村～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（田野畑村①） 

事業実施主体 岩手県田野畑村 

関係協力団体 一般社団法人 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.tanohatamilk.com/ 配属地域 

概要 

人口 3,747人 
高齢化率 34.21% 

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 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。 

写真：田野畑村in川口銀座商店街イベントに 
    招かれ、村の食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  ～ 岩手県下閉伊郡田野畑村～  

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、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、地域おこしに取り組
んでいる。 
 
 ○ 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 
 
○ 教育旅行や観光客の誘致 
 活動 
 
○ 民泊など体験型観光の促進（「第11回全国ほんもの体験フォ 
 ーラムinいわて」での事例発表、体験ツアー実施等） 

ホームページ 
https://www.facebook.com/iwate.fukko.ouen 

https://www.tanohata-taiken.jp/ 
https://www.facebook.com/taikenmura.tanohata 

配属地域 
概要 

人口 3,747人 
高齢化率 34.21% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室 面積 156.19ｋ㎡ 

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 平成26年4月6日より、三陸鉄道北リアス線全線開通 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。 

サッパ船アテンドの様子 修学旅行誘致説明会 
（東京）での様子 

「全国ほんもの体験フォーラム 
inいわて」事例発表の様子 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県九戸郡軽米町 ～  

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 

軽米町の東日本大震災からの復興のため、被災地内外へのＰＲ、体験交流の促進、特産品の開発や、
農林畜産物の高付加価値化など、町の活性化に取り組んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
   近隣市町村へのＰＲ活動     関西の皆様へ郷土食提供      いわて銀河プラザでのＰＲ    特産品かっけの打ち合わせ 
   ＊ゆるキャラ（かるるん）      ＊伝統食列車第23号         ＊かるまいブランド        ＊農林畜産物の高付加価値化 

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 10,204人 
高齢化率 33.54% 

問合せ
先 

所属 岩手県政策地域部地域振興室  面積 245.74ｋ㎡ 

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  ～ 岩手県九戸郡野田村 ～  

事業名 
いわて復興応援隊 
（野田村） 

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 岩手県九戸郡野田村 

活動内容 

○特産品の企画・開発 
壊滅的な被害を受けた水産業の復旧に伴い 
ホタテやワカメなどの海の幸をはじめ 
のだ塩や山ぶどう、南部福来豚などの魅力ある 
特産品の活用・企画・開発等 
 
○田舎暮らし体験事業の推進 
人材交流を目的とした地域資源の発掘と情報発信 
 
○県内外に向けた地域情報の発信 
HPやブログ、Facebook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  配属地域 
概要 

人口 4,560人 
高齢化率 31.38% 

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。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県九戸郡九戸村～  

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 岩手県九戸郡九戸村 

活動内容 

 
○ 地域の特産品開発（風評被害に対する対応）  
 ・ 未利用地域資源（またたび）有効活用サポート 
 ・ 地域資源（やまなし）を活用した新商品開発サポート 

 
○ 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 配属地域 
概要 

人口 6,358人 高齢 
化率 

35.55% 

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。 



「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県九戸郡洋野町 ～  

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 

活動内容 

 洋野町の東日本大震災からの復興と振興を図る事を目的に、地域産業の復興に向けた農商工連携や体験交流・教育旅
行の推進、町の復興状況や行事・特産品などの情報発信に取り組んでいる。 

 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。 

 
 
 
 
 
 
 
      洋野エモーション             洋野町エコツアー             横須賀市中学校          町の魅力をブログで発信  
                            モニターツアー実施            震災学習受け入れ 

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 18,485人 
高齢化率 31.87% 

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  ～ 岩手県大船渡市 ～  

事業名 
大船渡市復興支援員 
（応急仮設住宅支援員） 

事業実施主体 岩手県大船渡市 

関係協力団体 株式会社 ジャパンクリエイト 

支援員数 69人 活動時期 平成26年4月～ 

活動地域 岩手県大船渡市内全域 

活動内容 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホームページ http://ofunatocity.jp/areaofunato.php  
配属地域 
概要 

人口 
38,896人 
(H26.12末現在) 高齢化率 

33.31％ 
(H26.12末現在) 

問合せ
先 

所属 大船渡市都市整備部住宅公園課 面積 323.30㎢ 

担当者 係長 佐藤二美 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

419人 
(H26.9末現在) 

住宅被害 
（全壊） 

2,789戸 
(H26.12末現在) 電話番号 0192-27-3111（内線329） 

メールアドレス ju-ko＠city.ofunato.iwate.jp 備考 建物用地の浸水面積が岩手県内最大。全壊・大規模半壊・半壊等
の被災住宅は約4割。特に市街地の商業地が壊滅的被害。 

概 
要 

大船渡市内の応急仮設住宅団地36カ所(平成26年12月末現在1,338戸)において、仮設住宅団地管理等の行政
事務サポート、入居者の見守りや相談対応のほか、団地内のコミュニティ活動支援等を行っている。 

応急仮設住宅に住む被災者の方々が快適な生活を送ることができるよう、日々の見守りとコミュニケーション醸成支援を
目的としたイベント等の開催や、自治会活動への協力を行っている。 

団地広報を作成・配布 

団地集会室で茶話会 

22 

http://ofunatocity.jp/areaofunato.php


「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県大船渡市 ～  

事業名 
大船渡市復興支援員 
（観光振興支援員） 

事業実施主体 岩手県大船渡市 

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 ９人 活動時期 平成26年4月～ 

活動地域 岩手県大船渡市内全域、首都圏はじめ岩手県内外 

活動内容 

○ 体験観光メニューの再構築及び教育旅行等の誘致  
○ 三陸鉄道南リアス線を活用した観光誘客 
○ 市内外での観光PR活動、旅行代理店への情報発信 
○ 観光地等の景観整備・損壊箇所の復旧  
 
 
 
 
 

ホームページ http://sanriku-ofunato.blogspot.jp/ 配属地域 
概要 

人口 
38,896人 
(H26.12末現在) 高齢化率 

33.31％ 
(H26.12末現在) 

問合せ
先 

所属 大船渡市商工港湾部商業観光課 面積 323.30㎢ 

担当者 課長補佐 佐藤淳 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

419人 
(H26.9末現在) 

住宅被害 
（全壊） 

2,789戸 
(H26.12末現在) 

電話番号 0192-27-3111（内線104） 

備考 建物用地の浸水面積が岩手県内最大。全壊・大規模半壊・半壊等
の被災住宅は約4割。特に市街地の商業地が壊滅的被害。 メールアドレス syo-kan＠city.ofunato.iwate.jp 

概
要 

震災後の観光産業再建のため、観光・物産情報の発信やPR、商品開発への支援、観光資源の調査・研究・活用、
地域ブランドづくりなど、観光振興の支援活動を行っている。 

碁石海岸インフォメーションセン
ターを拠点に市内観光案内 

首都圏等の観光物産
展企画運営支援 三陸鉄道企画

列車PR支援 

市内にある綾里物産観光セン
ターのイベント企画運営支援 

市PRキャラクターとともに市外イベントへ
出展して大船渡市の観光と物産をPR 
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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 
大船渡市復興支援員 
（在宅被災者等支援員） 

事業実施主体 大船渡市 

関係協力団体 公益財団法人 共生地域創造財団 

支援員数 ７人 活動時期 平成26年４月～ 

活動地域 岩手県大船渡市内全域 

活動内容 

【訪問活動】 
被災世帯に対する、生活調査、専門機関へのつなぎ、継続的な見守り訪問。 
【生活支援活動】 
生活が困難な方に対して伴走型支援を行う。 
各種公的支援制度へのつなぎ（義援金・支援金、介護保険サービスなど）、 
民間支援サービスへのつなぎ（物資・食料支援、法律相談、就労相談、 
住宅再建支援、コミュニティ形成、生きがいづくりなど）。 
【地域づくりサポート】 
地域住民が参加できるサロンやお茶会等を通じた地域のコミュニティづくりの 
サポート。 

ホームページ http://www.from-east.org/ 配属地域 
概要 

人口 
38,896人 
(H26.12末現在) 高齢化率 

33.1% 
(H26.12末現在) 

問合せ
先 

所属 大船渡市生活福祉部地域福祉課 面積 323.30 km2 

担当者 係長 平山求 

被災状況 
人的被害 

（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

419人 
(H26.9末現在) 

住宅被害 
（全壊） 

2789戸 
(H26.12末現在) 

電話番号 0192-27-3111(内線164) 

備考 建物用地の浸水面積が岩手県内最大。全壊・大規模半壊・半壊等
の被災住宅は約4割。特に市街地の商業地が壊滅的被害。 メールアドレス Fukushi＠city.ofunato.iwate.jp 

概
要 

在宅被災世帯や支援の届きにくい世帯に対して、生活状況の把握を継続して行い、困窮世帯・孤立世帯を早期
に発見する。課題に対し関係団体との連携を円滑に進め、生活支援や交流機会創出等のサポートを行っている。 

見守り訪問 

生きがいづくり講座開催 
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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 
大船渡市復興支援員 
（市民活動支援員） 

事業実施主体 岩手県大船渡市 

関係協力団体 大船渡市市民活動支援協議会 

支援員数 ５人 活動時期 平成26年4月～ 

活動地域 岩手県大船渡市内全域 

活動内容 

【団体ネットワーク構築】 
市民活動団体や復興支援団体など各種団体との情報交換や、 
団体同士の協働推進に向けた情報整理、マッチング。 
【情報の見える化】 
団体情報の収集・見える化、助成金・セミナーなどの情報発信。 
ＦＢなどを活用した外部への大船渡情報の発信。 
【相談窓口対応】 
各種団体の困りごとや課題など解決に向けての常設窓口の設置。 
【交流・協働のサポート】 
各種団体等の交流会運営サポートや、市民参加型ワークショップの企画・運営。 
フリースペースの提供。 
【スキルアップ支援】 
市民活動を行なう上で必要とされる講座の開催。(リーダー育成、広報の仕方など) 

ホームページ http://ofunatocity.com/ 配属地域 
概要 

人口 
38,896人
（H26.12末現在） 高齢化率 

33.31％ 
（H26.12末現在） 

問合せ
先 

所属 大船渡市企画政策部企画調整課 面積 323.30 km2 

担当者 課長補佐 金野優子 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

419人 
（H26.9末現在） 

住宅被害 
（全壊） 

2,789戸 
(H26.12末現在) 

電話番号 0192-27-3111（内線214） 

備考 建物用地の浸水面積が岩手県内最大。全壊・大規模半壊・半壊等
の被災住宅は約4割。特に市街地の商業地が壊滅的被害。 メールアドレス Kikaku＠city.ofunato.iwate.jp 

概
要 

大船渡市市民活動支援センターを運営して、市民活動団体の活動促進に向けた情報収集や相談対応、市民参
加型ワークショップの企画・運営、市内各種団体のネットワーク強化、地域内外のさまざまな組織の協働事業の
コーディネートなど、協働のまちづくりを支援する活動を行っている。 

相談対応 

市民活動団体向け講座開催 
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「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26年4月～平成27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。 
・地域資源を活用する取組として、東京都江東区の江東こどもまつりへ雪を 
運搬し、雪を利用したイベントの企画運営を実施している。 
・ふるさと納税制度を活用した特産品ＰＲを企画し、事業化へつなげている。 
 
 

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

人口 
高齢化率 

問合せ
先 

所属 農林部農林企画課 面積 

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：526人（H26年12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。 

沿岸被災地の事務支援及び、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 14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 ・市内NPOの連携強化  
・仮設や復興公営住宅の自治組織の運営支援 etc 

◆産業 
・市内中小企業の連携強化 ・水産業の６次化推進 
・林業/漁業従事者の育成 etc 

◆観光 
・グリーンツーリズムの企画推進 ・民泊推進 
・ボランティア受け入れツアーの運営支援 etc 

◆福祉 
・子育て環境の改善施策検討 ・買物弱者対策 
・オンデマンドバスの実証実験支援 etc 

◆マネジメント 
隊員の業務管理、市内外への情報発信や団体間の連携etc 

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

概要 

人口 36,439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。 

買物弱者対策 子どもと地域の 
関わりづくり 

漁業ツアー企画 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県上閉伊郡大槌町 ～  

事業名 大槌町復興支援員配置事業 
事業実施主体 岩手県大槌町 

関係協力団体 株式会社ジャパンクリエイト 

支援員数 ８３名 活動時期 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

活動地域 岩手県上閉伊郡大槌町 

活動内容 

○１日に１回以上の団地内巡回を行い、住民への声掛け等により安否確認を行うとともに、異常を発見 
     した場合には、町福祉部門等の関係先へ速やかに連携を取っている。 
○団地に設置された集会所及び談話室を適切に管理することで、住民が気軽に利用でき、様々なコミュ 
  ニティ活動が行えるよう支援している。 
○支援員主催によるイベントの実施や、外部団体によるイベントを支援することで、住民の交流機会を積 
  極的に増やすよう努めている。 
 
 
 
 

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

人口 12,563人 
高齢化率 33.3% 

問合せ
先 

所属 岩手県大槌町民生部被災者支援室 面積 200.59㎢ 

担当者 田中 恭悦 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,284人 住宅被害 
（全壊） 

3,374戸 
電話番号 0193-42-8718 

備考 町内の応急仮設住宅団地 48団地 2,102戸 メールアドレス Hisaisyashien＠town.otsuchi.iwate.jp 

概
要 

応急仮設住宅住民の見守り支援の充実や団地内コミュニティの活性化を図ることを目的に、大槌町復興支援員
を配置し、被災者の暮らしの再建にかかる施策を推進するもの。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 岩手県山田町 ～  

事業名 やまだ復興応援隊 事業 
事業実施主体 岩手県山田町 

関係協力団体 一般社団法人RCF復興支援チーム 

概
要 

行政と住民及び町内外の団体・企業と連携しながら、復興への課題克服に向けた地域協力活動を展開すること
により、なりわいと観光の復興を加速させ、人口流出抑止及び交流人口拡大を実現し、地域コミュニティの維持・
地域活性化を図る。 

支援員数 4人 活動時期 平成26年6月1日〜 

活動地域 岩手県山田町 

活動内容 

◼◼商業関連 
-津波で流された中心市街地の再建計画および遂行支援 
 ・商業者、商工会、商業事業者組合、役場、その他関係機関の間での調整 
 ・商業者向けの復興計画内容の共有および再建計画の相談 
 ・仮設移転計画の際の商業者への説明および計画具体化の調整 

-仮設商店街の活性化に向けた仕掛けづくり 
 ・商店街一丸となったイベント・勉強会の企画、運営および報告 

◼◼観光関連 
-組織強化および事業化支援 
 ・観光協会の組織体系変更の対応支援 
 ・観光関連事業(ツアー・体験イベント等)の事業化に向けた検討 

◼◼物産関連 
-水産加工業者の課題分析や課題への対応策の実施支援 
 ・水産加工業者へのヒアリングおよび相談対応 
 ・商談会の計画・実施に向けた準備および報告 

ホームページ 
http://blog.livedoor.jp/yamada_fc/archives/1018414
924.html 配属地域 

概要 

人口 16,700◼人 

高齢化率 32.28% 

問合せ
先 

所属 山田町復興コーディネーター協議会 面積 263.45㎢ 

担当者 甲斐谷、若田 
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） 

2,762戸 
電話番号 0193−82−3111 (内線：220) 

メールアドレス Info＠yamada-fc.org 備考 街の中心部に甚大な被害 

●エコツーモニターツアー 

●ワークショップ 
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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。 
 
○ 被災地域のこどもたちの心と身体の健康支援 
  ・被災地域のこどもたちが抱えているストレスを軽減するための活動支援 
  ・こどもたちが元気になるための場として，自由に遊べる空間・時間の提供 
   （保育所・幼稚園・小学校・学童保育等） 
  ・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 １４９，８７４人 
高齢化率 ２８．５％ 

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 澤崎 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

３，５３７人 
住宅被害 
（全壊） 

２０，０３６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 

キッズイベント 

冊子「ではる」 
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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。 

 

○ 住民主導によるコミュニティ活性化支援 

  ・仮設住宅自治連合推進会等の事業企画等の活動支援 

  ・自治組織主導によるコミュニティ活性化を目的とした活動の側面支援 

  ・地域団体と行政・社会福祉協議会等の連携促進支援  など 
 
○ 住民主体の街づくりサポート 
  ・まちなか創生協議会を通した街づくり活動推進及び連携・情報共有支援 
  ・行政や有識者等との連携による震災記録の蓄積・展示及び防災事業の実施 
                                                 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WEBを通じた情報発信 
  ・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，調整及び情報発信   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 １４９，８７４人 
高齢化率 ２８．５％ 

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 澤崎 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

３，５３７人 
住宅被害 
（全壊） 

２０，０３６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 

（上）地域情報発信支援 

（右）街づくりサポート 

（左）仮設住宅自治連支援 
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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）ＮＰＯ法人雄勝まちづくり協会 

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 

  ・仮設商店街休憩所「オーリンクハウス」の運営支援 

  ・外部支援の仲介，取りまとめ，受け入れ調整  など 

○ 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 ２，２０９人 
高齢化率 ４５．９０％ 

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 

復興イベント（ツール・ド・東北など）の補助 
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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 ６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。 

○ 地域の復興及びまちづくり構想への提案や事業実施サポート 

  ・交流人口の増加による賑わいの創出，潜在的な観光資源の開発 

  ・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「牡鹿ふるさと通信」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 ３，１９６人 
高齢化率 

４３．２７％ 
 

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㎞2 

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 

牡鹿くじらまつり 
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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対応及び助言 など 

○ 元気なこどもが育つ地域づくり 

  ・子どもの遊びの場の提供，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 ２，７８２人 
高齢化率 ３２．９０％ 

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） 

２６８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 

北上植生散策会 北上の魅力発信 
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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 
 ・実行委員会の運営体制の見直し 
 ・人材を発掘，育成するためのプログラムの開発，調整，補助 
 ・ガイドブックの製作，配布等の広報活動や予約受付 
 ・ファンクラブ（会員）制度化，事業実績の蓄積・整理   など 
 
○「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 
 ・ママカフェ，ワークショップ等開催に伴う運営補助 
 ・「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 197,199人 
高齢化率 ２８．０％ 

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 澤崎 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

5,279人 
住宅被害 
（全壊） 

２８，４７５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 ７人 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-ouenntai.html 配属地域 

概要 

人口 ７，１２４人 
高齢化率 ３６．０１％ 

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 中村 
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１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 

復興イベントでの地域PR活動 
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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人 活動時期 平成２４年７月～ 

活動地域 宮城県東松島市 

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。 
 
○仮設住宅コミュ二ティの運営支援，仮設住宅と地域コミュ二ティの交流 
  連携支援 
○自治組織の再建支援 
○コミュ二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-ouenntai.html 配属地域 

概要 

人口 ４０，２０１人 
高齢化率 ２５．３％ 

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 １０１．８６㎢ 

担当者 中村 
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棟 
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１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 

被災地域でのお茶会 
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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 
  ・学びのプログラム及び震災アーカイブ企画及び運営事業 
  ・交流促進施設の活用促進企画及び運営事業（南三陸ポータルセンター） 
  ・交流人口拡大に向けた情報発信事業（ソーシャルネットワーク含む） 
  ・産業再生を目的とした地域イベントの企画及び運営事業（町外集客向け） 
  ・インフォメーションの管理及び運営事業 
 
○ その他南三陸地区の復興・地域活性化に必要とされる業務全般  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 
１４，１６９人 
（H26.12現在） 高齢化率 

３１．５６％ 
（H26.11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 １６３．７４ｋ㎡ 

担当者 澤崎 
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 

写真 クリスマスパーティーの様子 
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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 
 ・イベント開催の支援 
 ・ウェブによる情報発信の支援 
 ・支援団体との受入調整の支援  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 
１４，１６９人 
（H26.12現在） 高齢化率 

３１．５６％ 
（H26.11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 １６３．７４ｋ㎡ 

担当者 澤崎 
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 

写真 夏祭りイベント 
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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 
南三陸町志津川地区 
復興応援隊設置事業 

事業実施主体 宮城県 

関係協力団体 
南三陸町 
（受託団体）（一社）南三陸町復興推進ネットワーク 

支援員数 ３名 活動時期 平成２６年４月～ 

活動地域 宮城県南三陸町志津川地区 

活動内容 

 「南三陸町志津川地区復興応援隊」は南三陸町志津川地区の実情に応じた住民主体の地域活動（南三陸町志津川地区復興プロ
ジェクト「南三陸まちづくり担い手育成プロジェクト」） 
の実現に向けて以下の活動を行う。 
 
○ まちづくりに関する人材育成 
  ・まちづくりに資する会議の支援 
  ・まちづくりに資する研修・勉強会，イベントの支援 
 
○志津川地区の地域振興 
  ・志津川地区で開催される地域活動の支援 

  

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

概要 

人口 １４，１６９人 
高齢化率 

３１．５６％ 
(H26.11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 福士 
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。 

地域活動の支援（南三陸味わいナイト） 
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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 
南三陸町入谷地区 
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）（一社）南三陸研修センター 

支援員数 ２名 活動時期 平成２６年４月～ 

活動地域 宮城県南三陸町入谷地区 

活動内容 

 「南三陸地区復興応援隊」は南三陸町入谷地区の実情に応じた住民主体の地域活動（南三陸町入谷地区復興プロジェクト「つながる
里山振興プロジェクト」）の実現に向けて以下の活動を行う。 
○ 入谷地域を核とした学生・企業が集う地域づくり 
  ・研修プログラムの作成 
  ・森里海の連環をテーマとした教育活動の実施 
  ・地域ガイド等の人材育成 
○ 地域住民が集い学べる環境づくり 
  ・各種勉強会の開催 
  ・交流イベントの開催 
○ 将来の移住・交流を見据えた仕組みづくり 
  ・長期滞在型の生活体験及び交流事業の実施 
  ・入谷地区ならではの里山資本主義の研究 
○ 他の交流機関・施設（観光協会，ひころの里，さんさん館他）との連携 

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

概要 

人口 １４，１６９人 
高齢化率 

３１．５６％ 
(H26.11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 福士 
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。 

勉強会の開催 
（入谷を学ぶワークショップ） 
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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・活用し、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 １３３，９２２人 

高齢化率 
２０．７％ 
（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 福士 
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 石巻市産業復興支援員 
事業実施主体 石巻市（６次産業化・地産地消推進センター） 

関係協力団体 東北農都共生総合研究所（センター事業受託者） 

支援員数 ７名 活動時期 平成２６年１０月１日～ 

活動地域 宮城県石巻市内 

活動内容 

ホームページ http://www.city.ishinomaki.lg.jp/ 配属地域 
概要 

人口 149,687人 
高齢化率 27.40％ 

問合せ
先 

所属 石巻市産業部商工課 面積 555.78ｋ㎡ 

担当者 三浦 晃 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

3,601人 住宅被害 
（全壊） 

20,036戸 
電話番号 0225-95-1111（内線3525） 

備考 ・浸水面積 73k㎡（市内13.2%/平野部約30%が浸水） 
・最大避難者数 50,758人 ・最大避難所数 259箇所 メールアドレス Iscommerce＠city.ishinomaki.lg.jp 

概
要 

東日本大震災による甚大な被害のあった本市において、復興基本計画の理念のひとつとして掲げる「産業・経済
の再生」を目指す石巻市６次産業化・地産地消推進センターの円滑な業務運営を図り、もって産業振興を通じた
地域コミュニティ支援を推進する。 

石巻市産業復興支援員は、石巻市６次産業化・地産地
消推進センターにおいて行う下記業務に従事する。 

• 中央二丁目１１番地区における市街地再開発事業
商業施設整備に関する各種マネジメント業務 

• 地域ブランドづくりやプロモーションの支援業務 

• 国、県その他公共的団体からの補助等を受けてい
るプロジェクト事業を行う団体等へのサポート支援
業務 

• 上記業務のほか、地域の実情に応じた６次産業化
を推進するための積極的な地域協力活動 
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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 気仙沼市 

関係協力団体 

支援員数 11名 活動時期 平成２４年４月～ 

活動地域 気仙沼市内及び一関市の一部 

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 
 
 

ホームページ 準備中 配属地域 
概要 

人口 67,602人 
高齢化率 33.9％ 

問合せ
先 

所属 震災復興・企画部地域づくり推進課 面積 333.38k㎡ 

担当者 主査 神谷 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,042人 住宅被害 
（全壊） 

16,459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。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。 

仮設住宅自治組織訪問の様子 
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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 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 気仙沼市内 

活動内容 

○地域コミュニティに関する勉強会の開催 
○まち歩きの実施 
○まちづくり懇談会・交流会の開催 
 

ホームページ 準備中 配属地域 
概要 

人口 67,602人 
高齢化率 33.9％ 

問合せ
先 

所属 震災復興・企画部地域づくり推進課 面積 333.38k㎡ 

担当者 主査 神谷 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,042人 住宅被害 
（全壊） 

16,459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育成を行う。まちづくりの担い手としての意識の醸成と参画機会の創出を図る。 

勉強会の様子 
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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 ７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～８月 塾生19人 
    第３期：平成26年10月～   塾生16人 
○震災復興に資する企業・団体の提案と地域ニーズをマッチングさせ，気仙沼市の 
 住みよさの改善と創造に繋がるプロジェクトの企画・立案・事業化を支援する。 

ホームページ 準備中 配属地域 
概要 

人口 67,602人 
高齢化率 33.9％ 

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 333.41㎢ 

担当者 震災復興・企画係 主事 松井  
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,042人 住宅被害 
（全壊） 

16,459棟 
電話番号 0226-22-6600 

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 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。 

【震災復興支援チーム活動写真】 
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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 地場産業再生支援事業 
事業実施主体 宮城県気仙沼市 

関係協力団体 

支援員数 ５名 活動時期 平成26年8月～平成27年3月 

活動地域 宮城県気仙沼市 

活動内容 
・気仙沼市物産振興協会における全市的なネットショップの運営・販売支援 
・株式会社気仙沼市産業センターにおける「海の市」のプロモーション支援 

ホームページ 
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kesennu-
market/ 配属地域 

概要 

人口 67,602人 
高齢化率 33.9％ 

問合せ
先 

所属 産業部商工課 面積 333.38k㎡ 

担当者 主幹 平田 智幸 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

1,042人 住宅被害 
（全壊） 

16,459棟 
電話番号 0226-22-6600 

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 S-bussan＠city.kesennuma.lg.jp 

概
要 

震災後、市外への避難や就労の場が失われ人口が流出し高齢化が加速していることから、若者の定住に向け
た雇用の場を確保するため、地場産業の再生により持続可能な地域コミュニティの構築を図る。 

47 



「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人 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 62,437人 
高齢化率 21.4% 

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 副主幹 千葉明宏 
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251） 

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２６年度は、特に被害が
大きく、また災害公営住宅の立地地区でもある桜木地区（４町内会）を中心に活動。 

日常的に、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
課題や資源の掘り起こしを行い、それを支
援員だよりとして定期的に発信。 

桜木地区の災害公営住宅が平成26年10
月から入居開始となったため、地域の町
内会とともに交流会を開催して、住宅入
居者や地域住民間の交流を図る。 

被災地区の地域活動や組織運営
に関するアドバイスや支援も随時
実施し、住民自治活動の側面支援
を継続。 
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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２６年４月～平成２７年３月 

活動地域 宮城県東松島市大曲・赤井・牛網・野蒜・矢本地区等 

活動内容 

①集団移転団地整備協議会の会合に参加及び支援することにより情報を収集 
して、地域主催のお茶会に参加し、住民ニーズの把握と移転先に関する情報 
発信をした。 
②新たに建設された災害公営住宅の入居者同士や、住宅を受け入れた地域 
住民のコミュニティを形成するために、入居者アンケートを実施や講演会を 
開催し今後のコミュニティづくりを検討した。 
③子育て世代の若い女性の考えをまちづくりに反映するために、「ママサロン」 
を主催し身近な題材のワークショップ 
を行った。また、イベントでコミュニティ 
カフェを設置し同世代の母親達や、 
その地域住民との交流を促進した。 

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

人口 40,201人 
高齢化率 

２５．３％ 
（H27.1現在） 

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 市民協働課協働推進班 八木 
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 内線1282 

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 

震災からの復興に向け、新たに集団移転団地や災害公営住宅が整備されている。地域内または既存の地域との新しいコ
ミュニティが形成されるが、市民主体のまちづくりに必要なコミュニティ形成支援を行うために、まちづくりの話し合い支援、
情報周知や住民同士のつながり形成、新しいコミュニティの主体的活動の後方支援を行っている。 

49 

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


「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 
事業実施主体 宮城県丸森町 

関係協力団体 丸森町耕野振興会 

支援員数 １名 活動時期 平成２５年９月～平成２７年３月 

活動地域 宮城県丸森町耕野地区 

活動内容 

 
    地域オリジナルのキャラクターの作成を支援し、地域の広告塔として活用。 
    地域住民が有志でキャラクターグッズ（スタンプ、ストラップなど）を作成。 
 
    地域体験ツアーの実施。（稲刈りや干し柿づくり体験、ツリーハウス整備など） 
    参加した学生ボランティア等と地区民との交流が生まれた。 
     
    月に１～２回、単身高齢者世帯へ訪問し、家族へレポートを郵送や 
    メールで報告する『耕野みまもりお便り隊』を実施。 
    訪問の際、昔話から地域の歴史、しきたりなど学ぶこともあり、 
    高齢者と若者の交流の参考にも。 

ホームページ 
耕野地区HP http://marumorikoya.lolipop.jp/ 
FB  https://www.facebook.com/marumori.koya 配属地域 

概要 

人口 ７４４人 
高齢化率 ４２．６１% 

問合せ
先 

所属 宮城県丸森町企画財政課 面積 １８．７７㎢ 

担当者 安達 
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戸 
電話番号 0224-72-3024 

備考 
震災後、福島県との境に位置する本町では、原発事故へ
の対応や風評被害等が課題。以前に増し過疎化・高齢化
に拍車がかかっている。 

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

概
要 

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の再構築を図るため、丸森町復興支援員を設置
し、自治組織の運営支援や地域の魅力発信、若者が地域活動に関わるための仕組み作り等のコミュニティ活性
化に向けた活動を中心に展開している。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 福島県 ～  

事業名 福島県復興支援（専門）員 
事業実施主体 福島県 

関係協力団体 （一社）ふくしま連携復興センター ほか10団体 

支援員数 ４１名 活動時期 平成２６年３月１日～ 

活動地域 福島県全域、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県 

活動内容 

①復興支援専門員 
・地域と支援員の潤滑油として調整役を担う。 
・現場で活動する支援員のスキルアップやネットワーク構築、 
 連携強化を目的に研修会の開催や全体の情報発信に取り組んでいる。 
 
②復興支援員（県内５市町村へ配置） 
・被災地ツアーの受入や特産品の開発、地域の情報発信。 
・復興まちづくり会社の運営、新設される商業施設への専門的助言等。 
 
③復興支援員（県外４都県へ配置） 
・避難者への戸別訪問や交流会の開催によるコミュニティ構築。 
・自治体、団体、支援員、避難者等の連携調整や支援活動。 

ホームページ 
http://fukushimafukkououentai.jp/ 
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/ 配属地域 

概要 

人口 1,933,753人 
高齢化率 28.0％ 

問合せ
先 

所属 福島県企画調整部地域振興課 面積 13,782㎢ 

担当者 長谷部 貴一 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

3,522人 住宅被害 
（全壊） 

21,246棟 
電話番号 024-521-7114 

メールアドレス Tiikishinkou＠pref.fukushima.lg.jp 備考 

概
要 

①現地で働く復興支援員のサポートや復興関連施策の企画立案等 
②被災地域のまちづくりや地域おこし活動等（観光振興や特産品開発、帰還促進に向けた条件整備等） 
③県外へ避難する県民のコミュニティ構築や戸別訪問等相談対応等 

専門員と支援員に
よるミーティング 

小学生と地域の宝
（資源）探し活動 

地域住民との 
ワークショップ 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 福島県相馬市 ～  

事業名 相馬市復興支援員事業 
事業実施主体 福島県相馬市 

関係協力団体 相馬双葉漁業協同組合 

支援員数  ２名 活動時期 ①平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
②平成２６年１２月１日～平成２７年３月３１日 

活動地域  福島県相馬市 

活動内容      

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

人口 35,977人 
高齢化率 27.8％ 

問合せ
先 

所属 相馬市 企画政策課 面積 197.67㎢ 

担当者 青田 規秀 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

458人 住宅被害 
（全壊） 

1,097棟 
電話番号 0244-37-2132 

備考 メールアドレス K-kikaku＠city.soma.fukushima.jp 

概
要 

相馬市の復興事業を加速化させるとともに、よりきめ細やかな事業を実施していくため、平成２６年４月より、相
馬市復興支援員を設置し、相馬市の観光交流人口拡大のための観光PR活動や、本市の基幹産業である水産業
の復興へ向けた活動の支援を実施する。 

【現状】原発事故の影響により、試験操業のみ 
    で、本格操業が再開されていない。 
【活動内容】 
・水産物の放射線量自主検査を実施 
・風評被害払拭へ向けたＰＲ活動の実施 

【現状】震災により県立自然公園 
    松川浦が甚大な被害を受け、 
    観光客数が減少 
 
【活動内容】 
  ・被災地視察ツアーの受け入れ 
   調整、観光案内 
  ・相馬市の新たな観光資源を 
   活用したＰＲ 
    （スポーツ・ツーリズムの推進） 

①震災から復興した新たな相馬市の観光交流人口 
拡大へ向けた活動 

②水産業再開への活動 

観光協会とともに相馬野馬追で武者が 
着用する陣羽織を着てＰＲ活動 水揚げされた魚を捌き、小さなブ

ロックにしてから検査機器で測定 
測定された数値のチェック・風評 
被害払拭へ向けた情報発信準備 
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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27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 

応援隊は地域の声を聴き、話し合うことで問題を解決する活動を行ってきました。住民が困っていることで
は、担い手の不足や高齢化、コミュニケーションの不足、必要な情報が届きにくいなどがありました。これ
らは、ボランティアの募集や農作業の支援、交流会の場を設けたり、かわら版を発行したりすることなどで、
住民をサポートしてきました。 

交流人口の増加や地域の魅力再発見、住民の自信回復など、「地域力」が向上する活動に今後も務めて
いきます。 

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

人口 37,833人 
高齢化率 30.2% 

問合せ
先 

所属 田村市 総務部 企画課 面積 458.30㎢ 

担当者 齋藤、箭内 
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） 

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  ～ 福島県伊達市 ～  

事業名 伊達市復興支援員 
事業実施主体 福島県伊達市 

関係協力団体 一般社団法人 りょうぜん振興公社 

支援員数 １名 活動時期 平成26年９月～ 

活動地域 伊達市霊山地域 

活動内容 

〇 復興に向けた地域コミュニティの支援 
〇 地域振興のための支援 など 

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

人口 8,108人 
高齢化率 34.7％ 

問合せ
先 

所属 市長直轄総合政策課 面積 87.33ｋ㎡ 

担当者 中村 謙太郎 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

－ 住宅被害 
（全壊） 

１戸 
電話番号 024-575-1142 

備考 
原発事故による特定避難勧奨地点の指定を受けた。 
  避難者54名（霊山地域）（Ｈ26.4現在） メールアドレス Seisaku＠city.date.fukushima.jp 

概
要 

東日本大震災に伴う原発事故で被害のあった伊達市霊山地域の復興・再生のためには、地域コミュニティなど
の地域課題の解決に向けた人材面での支援が必要であり、伊達市復興支援員を設置する。 

地域おこし協力隊との体験ツアー 交流施設リーフレット作成 

交流施設イベント 6次化商品開発・販売支援 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 福島県富岡町～  

事業名 富岡町県外避難者支援事業 
事業実施主体 福島県富岡町 

関係協力団体 一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会 

支援員数 ４名 活動時期 平成２７年１月２０日 ～ 

活動地域 埼玉県さいたま市を拠点とし避難町民がいる全市町村 

活動内容 

○平成２７年１月２０日に活動を開始し、下記活動を予定している。 
・ 県外へ避難している町民の戸別訪問 
・ イベント等の企画及び実施 
・ 町民と地域住民とのネットワークづくり 
・町の行事に参加を促す「町民ふるさとバス」の運行 
・ ホームページや広報紙の作成 等 
 

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

人口 15,263人 
高齢化率 22.73％ 

問合せ
先 

所属 生活支援課避難生活支援係 面積 68.47k㎡ 

担当者 佐藤 教宏 

被災状況 
人的被害 

（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

310人 
（死亡認定者＋
死亡届出者） 

住宅被害 
（全壊） 

370戸 
電話番号 024-983-9031 

備考 メールアドレス tom0900-002＠tomioka-town.jp 

概
要 

東日本大震災及び東京電力（株）福島第一原子力発電所事故により、全町民が全国各地で長期にわたり避難生活を余儀なくされ
ている中、避難先で町民が孤立してしまうことのないよう「復興支援員」を配置し、町民のコミュニティ機能の維持・再生や生活支援
及び住民の活動支援を行うことを目的とする。 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 福島県大熊町 ～  

事業名 大熊町復興支援員 
事業実施主体 福島県大熊町 

関係協力団体 
一般社団法人ＲＣＦ復興支援チーム 
公益社団法人助けあいジャパン 

支援員数 13名 活動時期 平成２６年４月～ 

活動地域 福島県内及び関東地方 

活動内容 

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

人口 10,841人 
高齢化率 23.8％ 

問合せ
先 

所属 生活支援課 面積 78.70k㎡ 

担当者 永井 誠 
被災状況 

人的被害 
（死亡者：身元判
明者＋死亡認定者） 

123人 住宅被害 
（全壊） 

54戸 
電話番号 0242-26-3844 

備考 メールアドレス Seikatushien＠town.okuma.fukushima.jp 

概
要 

町民や子どもたちの絆を再構築等を図ることを目的に、避難者コミュニティおよび教育コミュニティの立ち上げ、
活動を支援している。また、町民のニーズに応じた情報を分かりやすく速やかに提供するため、タブレット等を活
用した情報発信を行っている。 

○避難先で近くに避難している町民を知りたい、合い
たい等のニーズを受け、交流会などを通じて、各地に
避難している町民同士をつなぎ、避難先での町民コ
ミュニティの立ち上げおよび活動を支援している。 

○学校と地域、企業、ＮＰＯ等との連携を支援し、学習
支援ばかりではなく、子どもたちの絆など、心をつなぐ
支援も行っている。 

○タブレットや町ホームページでの動画配信など、情
報提供に加え、町民によるイベントなどの様子を伝え
ることによりふるさとを感じてもらう活動をしている。 
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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 １０名 活動時期 平成２５年８月～ 

活動地域 福島県全域、埼玉県を中心とした関東圏 

活動内容 

■コミュニティ支援 
①コミュニティ情報整理 【課題を知る】ヒアリング、関係構築等 

②キーパーソン発掘 【人・団体を知る】キーパーソンのサポート等 

③コミュニティ立上げ 【やる気スイッチON! 共通体験の創出】 
・キーパーソンのサポート/必要な関係機関との連携サポート 
・仕組み作りのサポート等 

④コミュニティ応援 【つなげる・伴走・方法やコツの移植】 
・地域、世代、テーマ間をつなげる/伴走しコミュニティの力を引き出す/情報共有等 

■広報支援 
①町政広報 ・町政報告、議会など、町政に関わる情報制作とその広報 

②住民広報 ・町民活動に関わる情報制作とその広報/ ・手続きや復興情報など、生活に関わる情報制作とその広報 

③外部広報 ・伝統文化など、町の持つ観光資源などの情報制作とその広報 

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

概要 

人口 6,321人(住基) 
高齢化率 29.8% 

問合せ
先 

所属 復興推進課 面積 51.42K㎡ 

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） 

148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 

福島県内外に避難中の双葉町民の、避難先でのコミュニティの維持・発展の為、いわき市、郡山市、埼玉県加須
市に拠点を置き、コミュニティの立上げから自立につながる支援や避難先地域との交流を促進する活動などを展
開している。また、広報支援として、町と協働し情報伝達の仕組みづくり・運用サポートをしている。 

コミュニティ情報紙 
「ふたばのわ」 

活動風景 
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「復興支援員制度」 活用事例  ～ 浪江町 ～  

事業名 浪江町復興支援員事業 
事業実施主体 福島県浪江町 

関係協力団体 東北活性化研修センター 他 

支援員数 ３０名 活動時期 平成２４年８月１日～ 

活動地域 宮城／山形／茨城／埼玉／千葉／神奈川／群馬／静岡／京都／福岡 

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） 

519人 住宅被害 
（全壊） 

651戸 
電話番号 0243-62-0305 

備考 県内避難者約14,636名 県外避難者名6,401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１０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 

全国１０府県中間支援組織 

連携 

【事業体制図】 【事業概要】 

①復興支援員数：３０名 

 （宮城２名・山形３名・茨城４名・埼玉４
名・千葉４名・神奈川３名・群馬４名・静
岡２名・京都２名・福岡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 

推進会議の様子 

浪江町復興支援員（３０名） 
 
 

連携 

連携 

連携 

情報発信 

交流会の様子 
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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 ３名 活動時期 平成２５年１１月～ 

活動地域 長野県下水内郡栄村 

活動内容 
 
 

ホームページ http://sakae-syakyo.jp/ 
配属地域 
概要 

人口 2,130人 
高齢化率 47.1% 

問合せ
先 

所属 栄村役場総務課 
面積 271.51㎢ 

担当者 上倉 久佳 
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戸 
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 
一時孤立した。 メールアドレス kikaku_zaisei＠vill.sakae.nagano.jp 

概
要 

地域内外からの人材として、地域住民の支援、コミュニティの活性化支援、ならびに集落維持活動を行いつつ、
地域の問題解決と価値の創造を協働によって推進し、住民主体の復興につなげていく。 

○社会福祉協議会として 
・高齢者世帯への安心・安全施策支援 
・高齢者対象のコミュニティ行事開催支援 
・子育て支援活動／婚活支援活動 
 
○総合サポートセンターとして 
・主に村内被災者や集落からの相談対応 
・村内外ボランティア活動の支援 
・ボランティア活動のコーディネートと協働 

○復興支援活動として 
・集落維持活動（水路普請、除雪など） 
・伝統行事への参加／伝統文化の調査 
・村内をより明るく楽しい雰囲気にする活動 
・地域資源の発掘・振興（販売促進） 
・観光支援／移住・交流支援 
・農業、ならびに村内事業者支援 など 

集落の伝統行事（夏祭）に参加 

地域の自然を生かし 
若者交流会を企画 

除雪支援活動は 
豪雪地ならでは 

蕎
麦
の
脱
穀
を
手
伝
う 
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