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関係省庁、関係団体において実施す
る事業について[概要説明資料]

平成２４年３月２８日



関係省庁において実施する事業について

関係省庁 事業項目 概要 実施時期関係省庁 事業項目 概要 実施時期

内閣官房
○各府省庁の震災関連情報を総合的
に集約した情報発信

発災以降、各府省庁の被災者支援情報や復興関連情報など
を総合的に集約し、首相官邸ホームページ（ex.復興サイト）や首
相官邸災害ツイッター等を活用して情報発信を行っているところ
であり、引き続き各府省庁と連携した総合的な情報発信に取り

平成２３年３月～
であり、引き続き各府省庁と連携した総合的な情報発信に取り
組む。

○第１４回ＩＡＣＩＳ国際会議の開催

日本学術会議、公益社団法人日本化学会の共同主催で、３７
か国参加のコロイドおよび界面科学に関する国際会議（３年毎
開催）を宮城県仙台市において開催する 参加人数は約1 000人

平成２４年５月１３日
１８日

○第 回 Ｃ Ｓ国際会議の開催
開催）を宮城県仙台市において開催する。参加人数は約1,000人
を予定。平成２３年６月２１日に閣議口頭了解済。

～１８日

○東日本大震災の知見 教訓共有の

東日本大震災から得られた知見や教訓、災害に強い強靭な社
会の構築に向けた取組を国際社会に向けて継続的に情報発信

内閣府
○東日本大震災の知見・教訓共有の
ための専門家会合（国際会議）開催

するため、各国実務レベルの行政官を対象とした専門家会合を
開催する（外務省主催の大規模自然災害に関するハイレベル国
際会議と共同開催を検討中）。

平成２４年度

食育＆復興支援をテーマに 第７回食育推進全国大会を横浜

○第７回食育推進全国大会の開催

食育＆復興支援をテーマに、第７回食育推進全国大会を横浜
市で開催し、東日本大震災の被災地の食文化の紹介等を行う
ブースの設置など被災地との食のつながりを実感するとともに、
食の大切さをあらためて考える内容とする。

平成２４年６月１６日、
１７日

東 本 災後 本 ジ 復を 被害拡

総務省 ○海外への情報発信強化

東日本大震災後の日本のイメージ回復を図り、風評被害拡大
を防止するため、ＮＨＫの子会社が、海外の外国人向けに、英語
で実施している我が国国際放送の拡充等により、海外への情報
発信を強化する。
あわせて 海外の放送事業者等と国内の放送事業者または番

・平成２４年１月末請
負業者決定、２月よ
り放送開始

あわせて、海外の放送事業者等と国内の放送事業者または番
組製作会社共同製作した映像コンテンツを通じて日本と海外双
方バランスの取れた視点を踏まえた正確な情報を海外に向けて
発信する。

・平成２５年３月迄
(繰越を予定)
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関係省庁 事業項目 概要 実施時期

関係省庁において実施する事業について

関係省庁 事業項目 概要 実施時期

○海外向けTVCMの制作・放映
風評被害を解消し、日本及び東北の魅力を海外に発信するた

めのCMを制作し、全世界で放映するとともに、在外公館や関係
自治体、関係機関のイベントやレセプション等で上映する。

平成２４年２月より全
世界で放映開始。

外務省

○映像を活用した海外発信
東北の復興等をテーマにした映像資料、著名人等を活用した

メッセージ映像等を作成し、在外公館での上映、海外のテレビ局
での放映の他、外務省HPで配信する。

平成２４年２月完成。

○在外公館での復興写真展
東北の復興状況や東北の美しい風景、文化財、観光地等の写

真データを作成し、在外公館における写真展開催の他、在外公
館HP掲載等により活用する。

平成２４年１月以降
実施。

○大規模自然災害に関するハイレベ
ル国際会議

東日本大震災をはじめとした近年の自然災害から防災に関す
る教訓を国際社会と共有する閣僚級会合を開催する。

平成２４年度

東日本大震災からの復旧・復興に資するため、学習の成果を

○全国生涯学習ネットワークフォーラ
ム

生かした「新しい公共」による社会づくりに取り組む行政、ＮＰＯ
等の団体、企業、大学等の人々が一堂に会する研究協議を実
施するとともに、それらのネットワーク形成を促進するフォーラム
を岩手県、宮城県及び福島県の３会場で開催予定。

・平成２４年１０月～
１１月に実施予定

文部科学省

○青少年教育施設を活用した国際交
流事業

東アジアを中心とした海外の青少年を日本に招き、青少年教育
施設を中核とし、関係機関と連携し、地域の特性を生かした自然
体験・スポーツ体験・文化体験等の機会を提供することにより、
日本に対する理解増進を図るとともに、招いた海外の青少年と
の国際交流体験を通じて 日本の青少年の国際的視野を醸成し

平成２４年度中
（時期未定）流事業 の国際交流体験を通じて、日本の青少年の国際的視野を醸成し、

東アジアの中核を担う次世代リーダーを養成する。
※公募により委託先を決定するため、必ずしも東北地域で開催
されるとは限らない

（時期未定）
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関係省庁 事業項目 概要 実施時期

関係省庁において実施する事業について

関係省庁 事業項目 概要 実施時期

○生活衛生 業組合及び 組合連合

生活衛生同業組合及び同組合連合会が実施する東北・北関
東への訪問につながる事業に対して国庫補助を行う。（同種事
業が行われるかどうか現段階では未定ではあるが、同種事業の
実施の呼びかけを行う予定）

厚生労働省

○生活衛生同業組合及び同組合連合
会に対する補助事業

実施の呼びかけを行う予定）
※昨年10月には山形県美容業生活衛生同業組合が、震災によ
り疲弊する地域経済の活性化と地域再生を図るべく、観光客及
び地域住民を対象とした「着付け体験」「舞子体験」「模擬結婚
式」等の着物を中心とする復興支援事業を行っているが、この復

平成２４年度

興支援事業に対して国庫補助を行っている。

○厚生労働省関連団体の東北・北関
東における会議等開催依頼

厚生労働省所管の団体に係る会議開催について、東北・北関
東を開催地とできないか、団体宛て検討を依頼する。

平成２４年３月第４週
～平成２５年３月第４
週週

○【農産物のＰＲ活動】
被災地農産物の消費拡大「食べて応
援しよう！」及び輸出回復プロモーショ

・被災地及び周辺地域の農産物等の消費拡大に関するＰＲ活動
の実施や農産物販売業者による被災地応援フェア等の自主的
取組を支援
・国際的イベント等の機会を活用した被災地の農産物のＰＲや海

・平成２４年１月より
・平成２５年３月迄

農林水産省

援しよう！」及び輸出回復プ モ ショ
ン

国際的イ ント等の機会を活用した被災地の農産物のＰＲや海
外の食番組の作成への支援を通じて被災地の魅力ある食材や
料理等を海外に紹介し、輸出の回復、観光客の誘致を支援

平成２５年３月迄

○【農産物等を活用した観光の促進】
次産業化 取組 地域ブ ド農産

・農林漁業者等が観光業者と連携する６次産業化推進計画の策
定に係る取組を支援 ・平成２４年１月より農林水産省

６次産業化の取組、地域ブランド農産
物等を活用した観光促進への支援

定に係る取組を支援
・農林漁業者等が観光業者と連携して、地域ブランド農産物等を
活用し、観光客を呼び込むための取組を支援

平成２４年１月より
・平成２５年３月迄

○【グリーン・ツーリズム】
・集落ぐるみのグリーン・ツーリズムや復興ツーリズムの交流促
進やインバウンドの推進 復興商品開発等のソフト面での取組

成 年
○【グリ ン ツ リズム】
グリーン・ツーリズム等推進に係る体
制・施設整備への支援

進やインバウンドの推進、復興商品開発等のソフト面での取組
や、直売所等地域間交流拠点施設の整備等のハード面での取
組を支援

・平成２４年１月より
・平成２５年３月迄

3



関係省庁 事業項目 概要 実施時期

関係省庁において実施する事業について

関係省庁 事業項目 概要 実施時期

○【グリーン・ツーリズム】
グリーン・ツーリズム等推進に係る体制・
施設整備への支援

・集落ぐるみのグリーン・ツーリズムや復興ツーリズムの交流
促進やインバウンドの推進、復興商品開発等のソフト面での取
組や、直売所等地域間交流拠点施設の整備等のハード面で
の取組を支援

・平成２４年１月より
・平成２５年３月迄

農林水産省
○【ボランティア活動】
農山漁村におけるボランティア活動の参
加促進への支援

都市住民、企業、NPO等国民各層が農山漁村を応援する取組
を促進するため、農山漁村のボランティアニーズとボランティア
希望者のニーズのマッチングに係る支援。

・平成２４年１月より
・平成２５年３月迄

○農山漁村振興に係る各種会議等の開 農山漁村振興に係る民間イベント等を東北地方で開催するこ 平成２４年４月より○農山漁村振興に係る各種会議等の開
催依頼

農山漁村振興に係る民間イベント等を東北地方で開催するこ
とについて検討を依頼（若干数）。

・平成２４年４月より
・平成２５年３月迄

○クール・ジャパン地域集客・

被災地県の国際競争力のある集客・交流産業を構築するた
め、広域的に幅広い関係者の参画を得て、地域・業種横断的

・交付決定日～平成
２４年３月３１日まで

○ク ル ジャパン地域集客
交流産業活性化支援事業

な総合的取組を推進することにより、新たな集客・交流産業の
創出や高付加価値化を通して集客・交流サービスの販路開拓
の基盤整備を支援する。

（※繰り越し手続きに
より２４年度に期間
延長も可能）

東日本大震災に際して、特に東北のイメージの毀損や対外
発信力の低下が懸念される 方 東北の被災地には 海外バ

経済産業省
○被災地の伝統工芸品等を
活用したクール・ジャパン海外展開事業

発信力の低下が懸念される一方、東北の被災地には、海外バ
イヤーからも注目されている伝統工芸品を中心とした文化財や
地場の食と和食器を組み合わせた食文化などに根ざした地域
産品が多数存在する。
被災地域の伝統工芸品等の分野において、販路開拓（テスト

・交付決定日～平成
２４年３月３１日まで
（※繰り越し手続きに
より２４年度に期間被災地域の伝統工芸品等の分野において、販路開拓（テスト

マーケティング、ビジネスマッチング等）を支援し、被災地域の
風評被害を払拭し、海外販路を拡大することで、被災地域の持
続的な復興・振興や地域経済の活性化を図る。

より２４年度に期間
延長も可能）

放射能汚染による風評被害への対策を講じ、日本ブランドの

○伝統的工芸品産業復興対策支援事業
復興を支援する。また、個々の指定産地、特に被災産地にお
いて、倒壊した設備の支援・原材料の確保や試作品製作等の
生産基盤確立、強化を行うとともに、伝産品等の需要開拓（展
示会開催等）、新商品開発等を補助する。

・交付決定日～平成
２５年３月３１日まで
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関係省庁 事業項目 概要 実施時期

関係省庁において実施する事業について

関係省庁 事業項目 概要 実施時期

環境省
○三陸復興国立公園（仮称）への再編
成を軸とした東北の豊かな自然環境を
活かした取組の推進

東北地方沿岸の復興を視野に、優れた自然地域を「三陸復興
国立公園（仮称）」に再編成し、防災上の配慮や森・里・海の連環
を重視しつつ、長距離海岸トレイルの新規整備の検討や、地域
の農林水産業と連携したエコツーリズムの推進等を図る

平成24年度

の農林水産業と連携したエコツーリズムの推進等を図る。

○防衛省ホームページからの東北地
域自衛隊イベント情報ヘのリンク

防衛省ホームページのトップ画面より陸海空自衛隊が東北地
域で行うイベント等のスケジュールのページへリンクを行い、広く
周知する。
また防衛省各機関のホ ムペ ジからもリンクを行うよう依頼

平成２４年４月～平
成２５年３月（予定）

防衛省

情
また防衛省各機関のホームページからもリンクを行うよう依頼

する。

定

○防衛省広報誌「ＭＡＭＯＲ」５月号（３
月２１日発売）で東北地域における自

防衛省広報誌「ＭＡＭＯＲ」５月号（３月２１日発売）で東北地区の
基地・駐屯地におけるイベントを紹介するとともに、岩手県、宮城平成２４年３月２１日月２１日発売）で東北地域における自

衛隊のイベントを特集
基地 駐屯地におけるイ ントを紹介するとともに、岩手県、宮城
県及び福島県の名産、観光地を紹介。

平成２４年３月２１日

○東北観光博の開催

東北地域への旅行需要の回復と新たな観光地づくりのモデル
構築を図るため、東北地域全体を観光の博覧会場と見立て、東

・平成２４年１月末プ
レ実施、３月より本格

○東北観光博の開催
構築を図るため、東北地域全体を観光の博覧会場と見立て、東
北観光博を実施し、地域や民間の様々な取組を連携させるとと
もに統一的な情報発信等を行う。

レ実施、 月より本格
実施
・平成２５年３月迄

○東北 北関東イ バウ ド再生緊急

被災３県訪問外国人に対する査証代免除措置（昨年１１月より
５年間）を契機に、震災後の外国人旅行者の落ち込みが大きい

平成 年 月 平
国土交通省

○東北・北関東インバウンド再生緊急
対策事業

５年間）を契機に、震災後の外国人旅行者の落ち込みが大きい
東北及び北関東の訪日需要の回復のため、海外主要市場にお
ける風評被害の払拭と当該地域の観光復興のPR等の緊急対策
を実施する。

平成２４年４月～平
成２５年３月まで

○国土交通省関連団体の東北・北関
東における会議等開催依頼

国土交通省所管の団体に係る会議開催について、東北・北関
東を開催地とできないか、団体宛て検討を依頼する（例えば会議
プログラムの一部として東北・北関東への旅行を盛り込む等）。

平成２４年３月第４週
～平成２５年３月第４
週
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関係団体において実施する事業について

関係団体 事業項目 概要 実施時期

○海洋研究開発機構のシンポ
ジウム「東日本大震災緊急調
査報告会」の開催

東日本大震災に関連して、これまでに（独）海洋研究開発機構が実施し
てきた緊急調査とその結果、およびこれらの結果を踏まえた今後の取り
組みと、今後どのような形で機構が社会に貢献できるのか、について社

平成24年4月
査報告会」の開催

会に発信する。

（独）国立青少年教育振興機
構が設置する国立青少年教育
施設のうち、以下の６施設
国立岩手山青少年交流の家

文部科学省
関係団体

・国立岩手山青少年交流の家
（岩手県岩手郡滝沢村）

・国立花山青少年自然の家
（宮城県栗原市）

・国立磐梯青少年交流の家

国立青少年教育施設は、豊かな自然環境と充実した研修設備を生かし
年間を通じて多くの青少年等に利用されている。研修設備として、グラウ

利用団体の受入は
通年で実施しており、
すでに予約が入って

（福島県耶麻郡猪苗代町）
・国立那須甲子青少年自然の家
（福島県西白河郡西郷村）

・国立赤城青少年交流の家
（群馬県前橋市）

ンドや体育館、研修室を有するほか、400名規模の宿泊に対応可能。
すでに予約が入って
いる可能性もある。

（群馬県前橋市）
・国立妙高青少年自然の家
（新潟県妙高市）

省

［現在の東北・北関東における開催予定・実績］
※全国麺類飲食業者福島大会：平成24年10月にいわき市で開催予定。

道 ポジ
厚生労働省
関係団体

○厚生労働省関連団体の東
北・北関東における会議等開
催

※東日本大震災上下水道シンポジウム：平成24年3月に仙台市で開催。
※都道府県生活衛生営業指導センター理事長会議：平成24年3月に福
島市で開催。
※（社）日本ダストコントロール協会通常総会：平成24年3月に仙台市で
開催

平成２４年３月第４週
～平成２５年３月第４
週

開催。
※全国中華料理業茨城大会：平成25年3月に水戸市で開催予定。
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関係団体 事業項目 概要 実施時期

関係団体において実施する事業について

○国土交通省関連団体の東
北・北関東における会議等開催

［現在の東北・北関東における開催予定・実績］
※第４回観光・まちづくり教育全国大会：平成24年7月1日に福島県郡

山市で開催予定。

平成２４年３月第４週
～平成２５年３月第４
週

○観光・交通事業者のＣＳＲ活
観光・交通事業者のＣＳＲ活動として実施している東北・北関東復興支

援に係るものについて 観光庁ＨＰにア プを行いＰＲを実施する方向で
平成２４年３月第４週

平成２５年３月第４
○観光 交通事業者のＣＳＲ活
動に係るＰＲ

援に係るものについて、観光庁ＨＰにアップを行いＰＲを実施する方向で
事業者と調整を進める。

～平成２５年３月第４
週

親子で旅行体験を共有することで、家族の絆を深くし、子どもたちの心を豊かにし、未来の日
本を元気にしていきたいというコンセプトで、平成23年９月初旬から観光庁が企画素案を提示
し民間企業に呼びかけ。
賛同企業で組織された「トラベル 運動」実行委員会を実施主体として 「ママと子どもで 平成２４年１月上旬

○トラベルmama運動
賛同企業で組織された「トラベルmama運動」実行委員会を実施主体として、「ママと子どもで

一緒にでかけよう！」と掲げた「トラベルmama運動」が官民連携により始動。（観光庁は後援
名義で参画し、調整や助言等の側面支援を実施。）
新潟での運動スタートを皮切りに、今後は東日本大震災の被災地である東北6県（青森・岩
手・宮城・秋田・山形・福島）の観光需要の活性化にも繋がるよう、各県の協力により、ツアー
イベントも随時開催予定。

平成２４年１月上旬
プレ実施、３月末より
本格実施

国土交通省
関係団体

ジ く ま

スキー・スノーボード等のスノーアクティビティは、参加者の年齢が上がるにつれ参加率が低
下するという特徴があり、若年層・初心者層の強化と、長期参加の動機付けが業界・地域共
通の課題。
スキーエリアを訪れる若者を増やし、今後長きにわたってスキーエリアを再活性化させる目

的でじゃらんリサーチセンターと協力し、自治体・民間企業に呼びかけ官民連携で始動。（観
光庁は調整や助言 ＰＲ協力等の側面支援で参画 ） 賛同ゲレンデのオー

○雪マジ１９（＋ふくしま１９）
光庁は調整や助言、ＰＲ協力等の側面支援で参画。）
国内93カ所のスキー場と連携して、2011年度中19歳（1992年4月2日～1993年4月1日生まれ）
のリフト券代を無料に。最も重要なエントリー層である19歳層を対象にスキー場来訪のきっか
けを与え、スキーエリアの中長期での集客増・再活性化を目指す。
（※ふくしま１９：スキーリゾートふくしま創造会議が、福島県内２０ゲレンデが連携して19歳無
料＋福島ならではのおもてなしを行う事業）

賛同ゲレンデのオ
プン期間

○みなとオアシス全国協議会を
福島県いわき市（小名浜港）で
開催

平成23年度の第3回みなとオアシス全国協議会（主催：(社)ウォーター
フロント開発協会）にて、次回協議会を小名浜港（いわき市）で開催する
ことが決定された。

平成24年秋

○みなとオアシスSea級グルメ
全国大会を福島県いわき市（小
名浜港）で開催

各地のみなとオアシスの名産物を使った食べ物を楽しんでもらう「第2
回みなとオアシスSea級グルメ全国大会」を小名浜港（いわき市）で開催
予定。

平成24年秋
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関係団体 事業項目 概要 実施時期

関係団体において実施する事業について

○（独）航海訓練所 練習船「青
雲丸」の一般公開の開催

東北地域（青森港）において海事広報活動の一環として、練習船「青
雲丸」の一般公開を実施し、船舶の運航設備の見学、実際に機械の運
転及び船員の仕事を体験する企画を実施し、将来の海事分野の人材
確保を図るものである。

平成２４年８月下旬
から9月上旬の青森
港

○日韓鉄道協力会議 日英鉄○日韓鉄道協力会議、日英鉄
道協力会議、日印鉄道実務者
会議等の東北地方での開催

鉄道行政に関する日韓、日英、日印など政府間の会議について、東
北地方での開催に向けて検討を行う。

平成２４年 夏～秋

○「がんばろう！東北 復興応
東北のローカル鉄道各社において、イベント列車「がんばろう！東北

復興応援列車（仮称）」を運行させ 広域からの集客を図るとともに 鉄
平成２４年４月（予

○「がんばろう！東北 復興応
援列車（仮称）」の運行

復興応援列車（仮称）」を運行させ、広域からの集客を図るとともに、鉄
道復興に向けた機運を醸成する（主催；東北鉄道協会傘下の鉄道事業
者）

定）の山形鉄道を皮
切りに順次開催予定

○東北の鉄道 震災復興ＰＲイ
恒例の「鉄道フェスティバルｉｎ東北」において、鉄道の復旧状況を示す

パネル展示、三陸鉄道グッズ販売・応援メッセージ受付など「震災復興 平成２４年１０月
国土交通省
関係団体

○東北の鉄道 震災復興ＰＲイ
ベント

ネル展示、三陸鉄道グッズ販売 応援メッセ ジ受付など 震災復興
ＰＲコーナー」を設置。（主催；東北地区「鉄道の日」実行委員会、場所；
仙台市内）

平成２４年１０月
（予定）

○がんばろう 東北の鉄道！
震災前の列車の勇姿、被災状況、復興へ向け奮闘する姿を伝える写

真展 リレ 方式で東北ロ カル線の駅等を巡回 （主催 東北鉄道協
平成２４年度（随時）○がんばろう 東北の鉄道！

リレー写真展
真展。リレー方式で東北ローカル線の駅等を巡回。（主催；東北鉄道協
会、鉄道事業者・関係団体）

平成２４年度（随時）
（平成２３年６月～）

○相互送客事業（東北ローカル
風評被害や自粛ムード等で観光客が落ち込んでいる東北のローカル

鉄道が連携した企画旅行「相互送客事業」の実施（Ａ鉄道の沿線住民を平成２４年度（随時）○相互送客事業（東北 カル
線復興支援企画）

鉄道が連携した企画旅行 相互送客事業」の実施（Ａ鉄道の沿線住民を
募って、Ｂ鉄道を訪問・乗車するツアーの造成）（主催；東北鉄道協会傘
下の鉄道事業者）

平成２４年度（随時）
（平成１９年度～）

○三陸鉄道復興シンポジウム
平成２６年春の三陸鉄道全線開業に向け、鉄道と地域の活性化、沿

線まちづくり、観光客の誘致など、三陸鉄道と沿線地域の復興を促進す
平成２４年秋（予定）

○三陸鉄道復興シンポジウム
（仮称）

線まちづくり、観光客の誘致など、三陸鉄道と沿線地域の復興を促進す
るイベントを検討中（主催；東北運輸局、鉄道・運輸機構、場所；三陸鉄
道沿線）

平成２４年秋（予定）
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