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はじめに 
 
１．調査の目的 
本調査は、大規模災害からの復興において効果的な復興まちづくりを実現するにあたっ

ては、公共による取組みのみならず、住民をはじめとした民間の担い手によるまちづくり

の構想や計画づくり、合意形成、施設整備等の事業の実施、事業後の持続的なまちづくり

等が必要であるとの認識のもと、過去の災害復興におけるまちづくりの担い手の活動実態

や、東日本大震災の被災地復興におけるまちづくりの担い手の現状等を把握分析し、今後

の復興まちづくりにおける民間の担い手の役割や活用のあり方等について、検討を行うこ

とを目的とする。 

 

 
２．調査の視点 
①過去の災害復興におけるまちづくりの担い手に関する整理・分析 

過去の大規模災害からの復興まちづくりにおいて、担い手の役割・行動、その効果に

ついて情報収集を行い、復興まちづくりの場面、担い手の種類・特徴のほか、担い手の

役割・取組に対して有効な支援制度等について整理・分析を行った。 
 

②東日本大震災の被災地におけるまちづくりの担い手の把握・分析 

東日本大震災の被災地において、震災以前と震災以後のそれぞれにおける民間のまち

づくりの担い手が活動している実態等について調査把握を行い、復興まちづくりにおい

て果たしている役割等について整理・分析を行った。 
 
③復興まちづくりにおける地域の担い手に関する役割等の検討 

過去の災害事例並びに東日本大震災における民間の担い手の役割のほか、支援や活用

のあり方について検討を行った。 
 

 



 2

Ⅰ．過去の災害復興におけるまちづくりの担い手に関する整理・分析 
１．事例調査選定の視点と整理方針 

 東日本大震災は各地区において甚大な被害をもたらした。復興構想会議では、住民が

復興事業に主体的に参画すること、地域住民のニーズを尊重するため住民の意見を取

り纏め、行政に反映するシステム作りが不可欠であることが指摘されている。 
 そのような状況を踏まえ、東日本大震災における復興事業への住民参加への参考とす

べく、過去の災害復興におけるまちづくりの担い手の体制や具体的活動、活用した支

援等について既存文献調査及び関係者へのヒアリングによる調査を行った。 
 調査対象抽出に当たっては、今回の東日本大震災の災害内容（地震・津波等の複合災

害・二次災害）を考慮しつつ、復興過程において民間の担い手である地域団体、NPO
等が応急対応・避難仮設対応に必要な生活支援等のみならず長期的な展望の下、復興

まちづくり活動を行った事例を対象とし、過去の大規模災害の中から、地震・津波等

の複合災害・二次災害において住民団体が復興計画策定に関与した「北海道南西沖地

震」、住民が設置したまちづくり協議会等による復興活動を、高い専門性を有する支

援者のネットワークがきめ細かくサポートした「阪神・淡路大震災」、高齢化・過疎

化が進む被災地において、自律的な復興支援へ地域住民を促すべく住民に伴走する支

援制度である「地域復興支援員制度（新潟県中越地震）」を対象に、東日本大震災の

被災地における復興まちづくりの民間の担い手の活動への示唆となるよう効果・課題

等について整理した。 
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図表Ⅰ-1-1 過去の災害復興事例 
 
北海道南西沖地震（北海道奥尻島） 

 

特徴 
・発災前から存在した既存の任意団体を復興プロセスに応じて適宜体制・役割を変化させ、

復興まちづくりの担い手として機能 

担い手 ・奥尻の復興を考える会 

支援 ・北海道庁 

実施内容 ・復興計画案策定に関する業務全般 

効果 
・地域住民の意見集約のためアンケート調査を実施 

・当時の住民意向を最大限考慮した計画案を策定 

課題 
・過疎化、高齢化の視点の欠如 

・長期展望にたった復興まちづくりの担い手欠如 

 

阪神淡路大震災（兵庫県神戸市） 

 

特徴 
・ソーシャル・キャピタルが醸成していた地域でのまちづくり協議会等による活動 

・専門家・実務家を中心とした高い専門性を有する支援ネットワークの構築 

担い手 ・市内各地のまちづくり協議会、NPO 等 

支援 ・アドバイザー・コンサルタント派遣、HAR 基金等 

実施内容 ・まちづくり協議会による自律的な復興活動 

効果 ・住民・行政・専門家の協働の素地ができていたことから、迅速な対応が可能となった。 

課題 ・従来型の地縁組織との軋轢等が生じた地域もある 

 

地域復興支援員制度（新潟県中越地震（中越大震災）） 

 

特徴 ・地域住民の復興を支える「地域復興支援員｣制度の設置 

担い手 ・地域住民 

支援 
・地域復興支援員による住民(担い手）支援 

・復興デザインセンターによる復興支援員の支援 

実施内容 ・生活支援から復興支援へ 

効果 
・復興活動において住民が一方的に支援を受けるのではなく、自律的な活動に向けた意識の

醸成 

課題 ・時限的支援 
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２．過去の震災関連事例 
２－１．北海道南西沖地震 

奥尻の復興を考える会（北海道奥尻町青苗地区、任意団体）：発災前から存在した既存の任

意団体を復興プロセスに応じて適宜体制・役割を変化させ、復興まちづくりの担い手とし

て機能した。 

 

１．奥尻島概要 

（１）位置、地勢等 

 奥尻島は、北海道南西部の日本海

上に浮かぶ島である。島の全域が

花崗岩の段丘で形成され、やや三

角状をなし、その段丘を横切って

河川が流れるため滝が多い。東海

岸は比較的に平野部が多く、西海

岸は比較的に断崖が続き、多くの

住民が東海岸に居住している。主

な産業は漁業および観光であり、

交通アクセスとしては、奥尻空港

があるものの函館空港から 1往復
就航するのみであり、通常、江差

町との間に就航しているフェリー

が主な移動手段となっている。 
 

（２）人口と世帯 

 面積：142.98ｋ㎡ 
 人口：3,144人 
 世帯数：1,618世帯 
（平成 23年 10月末日住民基本台帳） 

 
 

２．北海道南西沖地震被災状況 

 平成 5年 7月 12日午後 10時 17分にマグニチュード 7.8と推定される地震が発生。
江差、小樽等では震度 5を記録。奥尻町の震度については島内に観測所がないため正
式な数値は不明であるが、震源地が近いため最低でも震度 5はあったものと推測され

図表Ⅰ-2-1-1 奥尻町 

奥尻町役場

松前
富里

米岡

奥尻空港 青苗湾
青苗

松江漁港 

初松前 青苗地区 

青苗岬

長浜 

藻内

赤石 

鳥頭川 

神威脇

湯浜

幌内

奥尻 

奥尻港 

球浦開拓 

滝ノ澗 

宮津 

海栗前 

勘太浜

稲穂

神威山

勝澗山

球島山 

球浦 
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ている1。 
 本地震は日本海で発生した地震としては最大規模のものであり、特に津波により被害

は甚大なものになった。津波は地震の 2～3分後に襲来。最大で 29ｍの高さに及ぶも
のであり、南端部の青苗・初松前、北端部の稲穂、西海岸の藻内などの集落は壊滅状

態となった。特に被害の大きかった青苗地区ではおよそ 14haが浸水し、青苗地区に
おける低地市街地の 76％に及んでいる。 
 青苗地区では２ヶ所から火災が発生。青苗地区における焼失区域は低地部分で焼損面

積約 1.9ha、焼失棟数は 189棟に及んだ。 
 本地震における最終的な人的被害は死者 202名（奥尻島内は 172名）、行方不明者 28
名（同 26名）となっている。（図表Ⅰ-2-1-2 参照） 

 
図表Ⅰ-2-1-2  奥尻町被害状況 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：奥尻町災害復興計画 

                                                  
1 奥尻町「奥尻町災害復興計画」（平成 7年 3月） 

項 目 件数 被害金額 
（千円） 項 目 件数 被害金額

（千円）
項 目 件数 被害金額

（千円）

死 者 172 河 川 水 道 2 66,821
行 方 不 明 26 海 岸 19 9,297,300 公 立 3 81,215
重 傷 50 砂防・急傾斜施設 11 25,300

病
院 個 人  

軽 傷 93 道 路 175 28,810,430 一般廃棄物処理施設 3 138,000

人

的

被

害 計 341 

 
道

工

事 橋 梁 3 53,000

衛

生

被

害 計 8 286,036
棟 数 437  小 計 208 12,186,030 商 業 107 1,228,290
世帯数 442 河 川 10 89,500 工 業 15 881,700全壊 
人 員 1,242 

3,909,200 
道 路 14 216,500 そ の 他 82 2,024,210

棟 数 88 橋 梁 1 80,000

商
工
被
害 計 204 4,134,200

世帯数 88 

市
町
村
工
事 小 計 25 386,000 小 学 校 5 888,183半壊 

人 員 276 
308,000 

港 湾 2 9,458,700 中 学 校 2 651,256
棟 数 827 漁 港 8 10,008,000 高 校 1 3,068
世帯数 1,126 空 港 1 66,437 その他文教施設 2 5,500一部 

破損 
人 員 2,256 

694,500 

土

木

被

害 計 244 32,105,167

公
立
文
教
被
害 計 10 1,548,007

棟 数 47 沈没流出 421 3,037,900 社 会 教 育 施 設  
世帯数 47 破 損 170 313,986 公 立 3 4,550床上 

浸水 
人 員 148 

101,447 漁

船 計 591 3,351,886 法 人 1 6,770
棟 数 11 漁 港 施 設 

社
会
福

祉
施
設 計 4 11,320

世帯数 11 共同利用施設 49 1,122,921 私 立 学 校  床下 
浸水 

人 員 38 
3,300 

その他の施設 405 877,043 公共下水道  
棟 数 1,410 漁 具 （ 網 ） 938 950,525 そ の 他 2 15,897
世帯数 1,714 水 産 製 品 

そ

の

他 計 2 15,897

住

家

被

害 

計 
人 員 3,960 

5,016,477 
そ の 他 4 571,478

公共建物 9 178,996 

水

産

被

害 計 1,987 6,873,583
全壊 

その他 341 108,569 林 地 
公共建物   治山施設 

半壊 
その他 4 5,486 林 道 
公共建物 9 178,996 林 産 物 

非

住

家

被

害 計 
その他 345 114,055 そ の 他 

農地
(ha) 

田・畑   

道

有

林 

計 

田 44 18,098 林 地 48 15,422,000農作

物
(ha) 

畑 10 437 治山施設 8 312,000

農 業 用 施 設 14 188,000 林 道 2 11,658
共同利用施設 2 10,000 林 産 物 
営 農 施 設 84 98,400 そ の 他 2 66,300

 

そ の 他 4 9,376 

一

般

民

有

林 小 計 55 15,811,958

農

業

被

害 計 100 324,311 

林

業

被

害 計 55 15,811,388 被害金額（千円） 55,420,277
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３．奥尻町災害復興計画の策定体制及びスケジュール 

（１）奥尻町災害復興計画の策定体制   

 発災により、奥尻町役場は一時的に機能が停止し、発災後も応急対応に尽力する必要

があり、復興計画に係る専門的部署がなかったため、北海道庁が奥尻町災害復興計画

（以下、「復興計画」）の策定に全面的に携わっている。 
①北海道庁 

• 復興計画を策定するにあたり、北海道庁では、平成 5年 8月 9日に庁内横断調整組
織として「南西沖地震災害復興対策推進委員会」を設置。さらに、その下にまちづ

くり対策、水産業振興対策、生活支援対策を検討する３つのプロジェクトチームを

設置。 
• 平成 5年 8月 30日、大学の専門家による｢北海道南西沖地震災害復興計画（まちづ
くり）検討委員会｣並びに「北海道住宅都市都災害復興支援プロジェクトチーム」

を設置。（図表Ⅰ-2-1-3 参照） 
• また、国、奥尻町役場の中継役を担う総合窓口として「南西沖地震災害対策室」を

北海道庁企画振興部内に設置。 
 
②奥尻町役場 

• 奥尻町役場自体も甚大な被害を受けており、役場機能も被災者の生活支援を行うこ

とに集中されたが、平成 5年 10月 1日に北海道庁の職員派遣を受ける形で「災害
復興対策室」を設置。これを機に復興計画の策定にも着手できるようになった。 

 

図表Ⅰ-2-1-3 北海道南西沖地震災害復興計画（まちづくり）検討委員会 
氏名 機 関 ・ 職 名 

有江幹男 北海道工業大学・学長 

石山祐二 北海道大学・教授 

大垣直明 北海道工業大学・教授 

岸力 北海道工業大学・教授 

小林英嗣 北海道大学・助教授 

佐伯浩 北海道大学・教授 

柴田拓二 北海道工業大学・教授 

出典：奥尻町役場ヒアリング内容をもとに作成 

 

（２）奥尻町復興計画の策定スケジュール 

  平成 5年 9月 9日に、北海道庁が奥尻町に対し「全戸高台移転」「一部高台移転」「低
地部での市街地再生」3ケース2を素案として提示。その間、北海道庁と奥尻町で議論

を重ね、9月 24日には「全戸高台移転」並びに「一部高台移転」を奥尻町に土地利用
構想案として提示。この 2案を元に奥尻町議会では議論が行われた。 

                                                  
2農林水産政策研究所 小野智昭「北海道南西沖地震（奥尻島）からの復興経過と関連する研究成果 
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年 月 日 事    柄 

H5. 7.12 北海道南西沖地震発生 

8. 9 東西沖地震災害復興対策推進委員会 

 土地利用構想案件等 

9.24 土地利用構想案を奥尻町に提示 

9.30 奥尻町議会 

10.28 第 1 回住民説明会 

11.22 第 2 回住民説明会 

11.22 奥尻町議会 

  青苗地区一部高台移転案決定 

12. 3 具体的な復興計画素案作成 

12.19 奥尻町に復興計画素案提示 

12.20 奥尻町議会により、復興計画素案決定 

 漁業集落環境整備事業・防災集団移転促進

事業決定 

12.21 災害復興基金の創設 

H6. 1～3 住民対象の土地問題の話し合い 

6.13 漁業集落環境整備事業承認 

7 

8.19 

本格的な復興工事始まる 

防災集団移転促進事業承認 

出典：土木学会第51回年次学術講演会「災害復興計画の立案プロセスと

評価に関する研究」より一部加筆 

 上記案を元に青苗地区では全 7区を対象に住民説明会を２回実施。「一部高台移転」
案を前提として防潮堤の背後を盛土にする計画が提案されている。 
 12月 20日には奥尻町議会において北海道庁が主導的に策定した「復興計画素案」を
基本として復興計画を進めることのほか、事業手法として「漁業集落環境整備事業」

「防災集団移転促進事業」の活用を検討していくことが了承された。 
 議会の了承を得た後、被災住民を対象とした土地利用等についての協議が平成 6年 1
月～3月まで実施。事業手法として検討されていた「漁業集落環境整備事業」に関し
ては約３ヵ月後の平成 6年 6月 13日に国によって承認され、平成 6年 8月 19日には
「防災集団移転促進事業」が承認されている。これにより本格的な復興まちづくりに

向けての工事が始まることになり、平成 5年 7月 12日の発災から、それまでに費や
した時間は約 1年程度である。（図表Ⅰ-2-1-4 参照） 

 

図表Ⅰ-2-1-4 復興計画立案プロセス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4．災害復興における民間のまちづくりの担い手の実態・体制の把握 

（１）担い手「奥尻の復興を考える会」（青苗地区におけるまちづくり、任意団体） 

○団体概要 

• 発災から約 2ヶ月後の平成 5年 9月 25日に行政と被災住民を繋ぐ組織が必要であ
るとし、青苗地区における被災住民有志により「奥尻の復興を考える会」の準備発

足会を開催。平成 5年 10月 9日に設立総会を実施し正式に発足。 
• 構成メンバーは、最も甚大な被害を受けた青苗地区の 105世帯を中心とした被災住
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民であり、会長は地元企業の経営者。 
• なお、「奥尻の復興を考える会」の前身は発災の一年前である平成 4 年に観光活性
化、地域活性化の観点から青苗地区の漁協青年部や若手地元経営者等の有志により

設立されていた「南奥尻の活性化を考える会」である。 
 
○主な活動概要 

• 平成 5年 10月 28日には青苗地区の区毎に説明会を実施。当初、多くの被災住民が
「全戸高台移転」に賛同していたが、時間が経つにつれ「高台は不便である」「港

まで距離がある」等の理由により「一部高台移転」を支持する声が挙がるようにな

った。そこで「奥尻の復興を考える会」では、被災住民に対して平成 5 年 11 月 8
日～12日にかけアンケート調査を行っている。 

• その結果、半数近くは検討中との回答であったが、住民の約２割が一部移転を望む

との回答であった。アンケート結果は奥尻町役場にも伝えられ「一部高台移転」を

採用した。 
• さらに、「奥尻の復興を考える会」では奥尻町に、住宅整備の際には、家具や家財

の購入への助成も行うよう要請する等している。 
• 結果として高台には 188戸の団地を整備することとなった。 

（図表Ⅰ-2-1-5、図表Ⅰ-2-1-6 参照） 

 
図表Ⅰ-2-1-5 青苗地区街づくりアンケート結果 

アンケート 
（配布件数：288 件、回収件数：186 件、回収率：65％） 

■全戸移転：61 人（34％） 
■一部移転：42 人（22％） 
■検討中 ：85 人（43％） 

出典：奥尻町役場ヒアリング内容をもとに作成 
 

図表Ⅰ-2-1-6 青苗地区復興計画 
 

計画の考え方 
宅地計画数 

（高台） （下町） 

道による 

第１次案 

全戸移転 
・高台に一体型市街地整備 

・低地部に水産関連施設 
390 － 

一部移転 
・低地部に漁師まちを形成 

・防潮堤による安全確保 
300 90 

道による第 2次案 

・低地部に最大数の住宅整備 

・防潮堤による安全確保 

・道営住宅周辺の一般宅地を減少する 

175 226 

町復興計画案 ・道営住宅周辺の一般宅地は整備しない 188 180 

出典：南慎一・大柳佳紀（1998）「奥尻町青苗地区の復興まちづくり計画の策定」『1998 年度第
22 回日本都市計画学会学術論文集』（表-3 一部修正）  

 

• 平成 5 年 12 月に入り、復興計画決定後、義援金配分を考える役割、一部移転地区
とそれ以外の地区とのまちづくりに関する調整機能の役割を果たす組織と変更し

ており、新たに町議会議員の方を会長に迎えている。 
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図表Ⅰ-2-1-7 担い手による復興まちづくりの関係者 
◆震災前から被災直後の担い手の変化 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
◆震災後の担い手と関係者の相関 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：ヒアリングを元に作成 

 

 

 

 

奥尻の復興を考える会 

青苗地区被災住民 

地元企業 

経済団体 

南奥尻の活性化を考える会

青苗地区青年部有志 

町議会議員有志 

青苗地区の活性化を目

的に平成4年（発災1

年前）に発足 

発災後 

 

役割・期待変化 

 

行政 

北海道庁 

南西沖地震災害対策室 
奥尻町 

災害復興対策室 

復興計画 

素案提示 提言 

支援 

 

復興計画素案 

支援者の調整 
北海道住宅都市災害復興

支援プロジェクトチーム 

奥尻の復興を考える会
北海道南西沖地震災害

復興計画（まちづくり）

検討委員会 

会長：会社経営者（現、

商工会長） 

目的：行政と被災者の

対応窓口 

中核メンバー 

青苗地区被災住民 

地元企業 

経済団体 

議会 

奥尻町議会 

対策特別委員

復興計画 

提案 

承認 

意見集約・提案 

奥尻の復興を考える会

会長：町議会議員 

目的：義援金配分、ま

ちづくりにおける地域

間調整 

復興計画策定後（会長変更） 

義援金配分 

復興関係事業調整 

＜凡例＞ 
：行政 

  ：担い手（前身） 

：担い手 

実線：実態 



 10

（２）時間軸でのまちづくり体制の構造の変化 

○立ち上げ期 

• 「南奥尻の活性化を考える会」が今後の活動方針や参画者の拡大を目指した組織づ

くりを行っている最中の地震であった。 
• 発災後、「南奥尻の活性化を考える会」のメンバーを中心に「奥尻の復興を考える

会」が組成。行政と被災住民を繋ぐ窓口機能を担う団体としての役割が期待される

ようになり、被災した 105世帯が参加することとなる「奥尻の復興を考える会」に
変更された。 

 

○立ち上げ以降 

• 「奥尻の復興を考える会」は、被災住民にアンケート調査を行う等し、住民と行政

を繋ぐ窓口機能としての役割を果たしてきたが、上述のように復興計画決定後は、

義援金配分を考える役割、一部移転地区とそれ以外の地区との被災住民間の復興ま

ちづくりに対する意識等の調整機能の役割を果たす組織へと変化した。 
• また、「奥尻の復興を考える会」の会長も「住民の声を行政に届けるパイプ役とし

て何度も町と話し合い、町も情報を隠さずに出した。互いの協力がスピーディな復

興につながった」「一定の役割を果たした」とし、会長の座を退き、町議会議員の

方が新たに会長職に就任。（旧会長は青苗町内会の活動に引き続き参画） 
 

○今後の展開 

• 現在、「奥尻の復興を考える会」では実質活動を行っていない。 
• 元来、「南奥尻の活性化を考える会」は観光活性化、地域活性化を検討する会であ

り、被災後そのミッションを換えただけであり、被災から五年後に完全復興を宣言

したものの、被災前のミッションを持って活動することはなかった。 
• 観光分野については、商工会、青年団等が独自に活動しているが奥尻町、北海道庁、

のほか、観光業者等がまちづくりに関するプロジェクト等で連携・展開している状

況にはない。 
 

（３）地域の担い手を取り巻く多様な関係者 

○「奥尻の復興を考える会」と行政との関係 

• 奥尻町役場としては被災者の生活支援業務を行うことに尽力する必要があった中

で、「奥尻の復興を考える会」は、住民の声を行政に届けるパイプ役として機能し、

さらには被災者への義援金配分の調整等も行っている。 
• また、青苗地区街づくりアンケート調査により住民意向の把握を行い、その結果を

奥尻町役場に報告するなど、両者が復興計画策定に向けて役割分担を行い、協働し

ている状況であった。 
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• なお、民間と町議会が近い状態（実質的な地域リーダーである会長は町議会議員と

して活躍している）であったため、「奥尻の復興を考える会」並びに奥尻町役場は

復興計画を町議会に上程するまでは苦労したとのことであるが、町議会の審議及び

決議はスムーズに進んだとしている。 
 

○「奥尻の復興を考える会」と外部支援機関との関係 

• 「奥尻の復興を考える会」が直接的に大学や研究機関等との外部支援機関とコンタ

クトをとることは行っていない。 
• 生活支援に関しては物資提供から心身サポートまで有償無償のボランティア団体

が押し寄せ一部の団体においては布教活動も行っていたことから支援を制限する

事態にもなったが、その調整は北海道庁が行っている。 
 

５．担い手の取組等に対する支援の把握 

（１）担い手の取り組みに関する支援ニーズ 

 「奥尻の復興を考える会」自体は外部支援機関と直接コンタクトを取っておらず、何

らかの支援をお願いする先としては奥尻町並びに北海道庁であったが、先述のとおり

奥尻町の行政職員の大半が被災者であることから実質的には北海道庁に一任したこ

とがスムーズな復興の展開に繋がったとされる。 
 「奥尻の復興を考える会」の会長が、被災者でもあるが、地域のリーダー的存在の方

であったため、被災住民間のコーディネート等は大変な労力が必要だったとされてお

り、会長をサポートするための何らかの外部支援が必要であったとしている。 
 土地利用に関しては復興計画に基づき事業を実施しており、住民福祉、産業振興等へ

の支援は、義援金、復興基金等より支出した。 
 

（２）支援等の具体例3 

 「奥尻の復興を考える会」自体に直接的に支援が行われることはなかったが、「奥尻

の復興を考える会」が関与した支援について記載する。 
①整備事業 

• 宅地等の整備に関しては「防災集団移転促進事業（国土庁）」「漁業集落環境整備事

業（水産庁）」を活用。奥尻町独自でも「まちづくり集落整備事業」を実施してい

る。 
• 移転先には町有地や国有地を含む土地に居住地区が新たに設置された。新しい居住

地区には区画整理事業ではなく、所有者から町が坪単価 2万円で買い上げ、新居住
者に同額で販売。 

                                                  
3この項目の情報の多くは、小野智昭「北海道南西沖地震（奥尻島）からの復興経過と関連する研究成果」

農林水産政策研究所に拠る。 
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• 居住地区を決める際には「奥尻の復興を考える会」が実施した青苗地区まちづくり

アンケート調査の結果が参考にされている。 
   
②義援金支援 

• 義援金の額は約 190 億円であり、被災者への直接配分額は 40 億円、災害復旧・防
災対策には 6億円、復興基金や後継者人材育成基金等へは 144億円が支出された。 

• 被災者の見舞金は人的被害者へは死亡者・行方不明者 1人に対して 300万円、住宅
全壊被災者へは 400万円、農漁商工業被害へは自己所有店舗・工場の全壊に 300万
円が支出された。 

• 「奥尻の復興を考える会」が一人当たりの義援金金額の算出等について調整を行っ

た。 
 
③復興基金 

• 義援金の 70％は復興基金の積立として支出。甚大な被害を受けた被災者の救済を図
り、地域住民の自立を支援するとともに、地域の総合的な復興に寄与することを目

的として設立。住民が住宅を新築する場合、復興基金から住宅取得費 700万円と家
具・家財購入費 150万円との 850万円が支払われ、合計 1,250万円が支給された。 

• 「奥尻の復興を考える会」が家具・家財購入費の必要性を提案し支給されることに

なった。 
 

６．文献等において指摘されている課題等 

 

 当初は、青苗地区住民の総意として「全戸高台移転」が支持されていたが、時がたつ

につれ、利便性の観点から「一部高台移転」を考慮した復興計画となっている。こう

した調整は「奥尻の復興を考える会」が住民アンケート、協議等を複数回重ねた結果

でてきた案であり、青苗地区住民が納得した形の復興計画を採択できたとしている。

しかしながら、現在、「奥尻の復興を考える会」は活動していない状況である。生活

再建から次へのステップとして産業振興、将来に亘る高齢化・過疎化対策が考えられ

たが、それらの調整・マネジメント組織としても継続しておけばと惜しむ声も聞かれ

る。 
 奥尻町では発災前から既に高齢化が深刻な問題とされていたが、発災後さらに高齢化

が進展したとしている。しかしながら住宅整備に関しては被災時をベースにした戸数

を算出しており、10年後、20年後の奥尻町のあり方を十分に見据えた計画にはなっ
ていたとは言いがたいとされている。現在、過疎化・高齢化がさらに進展し、被災時

と比べ約 1,000人が減少している。 
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２－２．阪神淡路大震災 
各地域におけるまちづくり協議会：震災前からのまちづくり協議会制度を活用し、住民に

よるまちづくり協議会を設立して自律的な復興まちづくりを推進。各協議会を高度な専門

性を有する支援者が強力にサポートし、行政との協働もスムーズに行われた。 

 

１．神戸市概要 

（１）位置、地勢等 

 神戸市は、東京から西へ約 500キロ
離れたところに位置する。国際港湾都

市としての性格を有し、天然の良港と

しての条件を生かして、古くから港町

としての歴史を歩み、港ともに発展し、

港を通じて海外からの文化を取り入

れ産業を興し、人を育ててきた。 

 六甲の山々、穏やかな瀬戸内海、起伏

のある変化に富んだ地形、温暖な気候

という自然条件に恵まれている。市の

中央に市域を南北に分断する六甲の

丘陵があり、北部地域は丘陵地域、西部地域は播磨平野の東部を形成している。旧市

街地を形成してきた都心部は六甲の丘陵地と瀬戸内海に挟まれた、奥域 2㎞から 4㎞、
東西 30㎞の細長い地域に存在している。この旧市街地が阪神・淡路大震災によって、
広範囲かつ大規模に被災した。 
 

（２）人口と世帯 

 面積：552.83ｋ㎡ 
 人口：3690,230 人 
 世帯数：1,544,755 世帯（平成 23年 12月 1日住民基本台帳） 

 

２．阪神・淡路大震災被災状況 

 平成 7年 1月 17日午前 5時 46分、「兵庫県南部地震」（以下、「阪神・淡路大震災」）
が発生。震源は兵庫県淡路市と神戸市の間の海上、深さ 16㎞を震央とする活断層で
あった。マグニチュードは 7.3、神戸市須磨区鷹取・長田区大橋・兵庫区大関・中央
区三宮・灘区六甲道・東灘区住吉、芦屋市芦屋駅付近、西宮市夙付近等のほぼ帯状の

地域や、宝塚市の一部及び淡路島の東北部の北淡町、一宮町、津名町の一部の地域に

おいて震度７を観測した。他、神戸、洲本で震度 6を、豊岡、彦根、京都で震度 5を、

図表Ⅰ-2-2-1 神戸市 
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大阪、姫路、和歌山などで震度 4を観測、東北から九州にかけて広い範囲で有感とな
った。 
 我が国における戦後初めての社会経済的な諸機能が高度に集積する大都市を直撃し

た直下型地震であり、死者 6,400余名、負傷者 4万 3,700余名に上る甚大な人的被害
をもたらした。さらに、各種の応急・復旧活動を迅速かつ的確に展開する行政機関等

の中枢機能が被災するとともに、交通路、港湾施設等のインフラ施設、水道、通信、

電気等ライフライン施設など各種の機能が著しく損壊した。住宅全壊が約 10.5万棟、
半壊は約 14.4万棟であった。 
 兵庫県全体では死者･行方不明者が 6,437人、被害総額が約 10兆円。うち神戸市では、
六甲山の南側の市街地を中心に広範囲かつ大規模に被災し、死者･行方不明者は 4,571
名、8万戸を超える住宅が喪失した。神戸の街が営々と築き上げてきた神戸港、高速
道路、橋梁、鉄道施設、ライフラインなどの都市基盤や、さらには産業基盤が甚大な

被害を受けた。この物的被害の総額は約 7兆円弱と見込まれている。 

図表Ⅰ-2-2-2 震度７の地域 

 
出典：神戸市『阪神･淡路大震災の概要及び復興』（平成 23年 1月） 

 
図表Ⅰ-2-2-3 阪神・淡路大震災における被害状況 

 
出典：太田敏一「阪神・淡路大震災からの神戸市の復興－計画策定とその実施」（平成 23年 9月） 
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図表Ⅰ-2-2-4 神戸市被災状況概要 
1.人的被害 

・死亡者4,571人（2000.1.11） 

・高齢者（60歳以上）が死亡者の約59% 

・家屋倒壊による死者多数（窒息・圧死が全体の約73%） 

2.都市機能の被害 

(1)建築物、構造物の被害 

・全壊67,421棟、半壊55,145棟（1995.12.22 現在） 

(2)火災による焼損 

・全焼6,965棟、半焼80棟、部分焼270棟、ぼや71棟 

・延べ焼損面積819,108㎡ 

・火災件数175件（震災とほぼ同時に54件発生） 

(3)交通ネットワークの寸断 

・阪神高速道路の倒壊（全線復旧：神戸線1996.9.30、湾岸線1995.9.1） 

・鉄道の寸断（復旧：JR在来線1995.4.1、神戸高速鉄道：大開駅1996.1.17） 

(4)港湾施設等の被害 

・コンテナバース、岸壁等がほとんど全て使用不能 

・港湾幹線道路の寸断 

・東部2～4工区、ポートアイランド等で液状化 

(5)ライフラインの寸断（応急復旧の完了、復旧に要した期間） 

・電気市内全域停止（1995.1.23、7日間） 

・電話約25%停止（1995.1.31、15日間） 

・水道市内ほぼ全域停止（1995.4.17、91日間） 

・ガス約80%停止（1995.4.11、85日間） 

3.神戸産業の被害 

(1)中小企業・地場産業 

・ケミカルシューズ約80%が全半壊または全半焼 

・清酒造50%以上の企業が全半壊 

(2)市場・商店街 

・旧市街地の商店街の約1/3、市場の約半数が甚大な被害 
出典：神戸市『阪神･淡路大震災の概要及び復興』（平成 23 年 1月） 

 
 
 

３．神戸市復興計画の策定体制及びスケジュール 

（１）神戸市復興計画の策定体制 

 神戸市では、平成 7年 1月 26日に神戸市震災復興本部総括局が設置され、ガイドラ
イン策定のために学識経験者（27名）と行政のみで構成される神戸市復興計画検討委
員会を設置した。 
 ガイドラインを受けて策定する神戸市復興計画の検討に際しては、「神戸市復興計画

審議会」を設置した。ステークホルダーの代表総勢 100名から構成され、約半数を市
民・事業者とした。 
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図表Ⅰ-2-2-5 神戸市復興計画策定体制 
 

 

出典：太田敏一「阪神・淡路大震災からの神戸市の復興－計画策定とその実施」 
（平成 23年 9月 13日）に加筆 

 

 

 

復興本部：全庁が入った組織 

総括局  ：事務局 
本部長 市町 

副本部長 助役（3 名） 

震災復興本部の構成 

総括局 

局長（兼務） 

次長 

調査課 

計画課 

市長室、企画庁政局、総務局、 

理財局、市民局、民政局、衛生局、

環境局、経済局、農政局、土木局、

下水道局、都市計画局、住宅局、

港湾局、開発局、区役所、消防局、

水道局、交通局、教育委員会 

本
部
員

※1995 年 2 月 15 日市議会で復興

本部設置の条例及び復興計画審議

会設置の条例を議決 

神戸市復興計画検討委員会 

＜ガイドライン策定＞ 

学識経験者（27 名）と行政のみで構成 

神戸市復興計画審議会 

＜復興計画策定＞ 

市民生活検討分科会 

都市基盤検討分科会 

安全都市基準検討分科会 

市民生活検討分科会 

都市活力検討分科会 

安全都市検討分科会 

分科会、委員会

には各局の職員

も参加 

 
学識経験者  40 名 

（ガイドライン策定時は 27名）

市会議員  6 名 

住民代表  25 名 

経済界代表  12 名 

労働界代表  6 名 

関係行政機関  8 名 

ステークホルダーの代表 
総勢 100 名 

（約半数が市民・事業者） 

学識経験者 40 

住民代表 25 

経済界 12 

労働界
12 

市界
12 

関係
行政
機関
8 

助
役
3 

※審議会と平行して、 

国、県との密接な協議 
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（２）神戸市復興計画の策定スケジュール 

 復興行政に関する首相の諮問機関として設置された阪神・淡路復興委員会4の提言によ

り、復興計画の立案は地元の県や市に委ねられた｡国の復興予算の概算要求時期との関

係もあり、平成 7年 7月末が計画策定期限と、わずか 6ヵ月で進められることとなった｡
そのため地元自治体では､日々の対策に追われながらの計画づくりが進められた｡ 
 神戸市では平成 7年 1月 26日に神戸市震災復興本部総括局が設置され、復興計画ガ
イドライン策定に向けて、2月 7日には第１回神戸市復興計画検討委員会を開催。３
分科会（①都市基盤検討分科会、②市民生活検討分科会、③安全都市基準検討分科会）

が設置され、延べ 14回の分科会及び委員会を開催。3月 27日には「神戸市復興ガイ
ドライン」を取りまとめた｡ 
 ガイドラインを受けて、神戸市復興計画策定に向けて、「神戸市復興計画審議会」を

設置、「市民生活」「都市活力」「安全都市」の３つの分科会により検討を行った。平

成 7年 6月 26日に神戸市復興計画審議会が取りまとめた「神戸市復興計画」を市長
に答申、6月 30日に「神戸市復興計画」が公表された。 

 
図表Ⅰ-2-2-6 神戸市復興計画の策定スケジュール 

出典：太田敏一「阪神・淡路大震災からの神戸市の復興－計画策定とその実施」 
（平成 23年 9月 13日） 

 

                                                  
4 政府（国）では、阪神・淡路地域の復興のための施策を早急に、かつ強力に進めるため、震災約 1か月
後の平成 7年 2月、「阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律」等により「阪神・淡路復
興対策本部」及び「阪神・淡路復興委員会」を設置、これらの組織によって関係行政機関の施策を総合

的に調整することとした。阪神・淡路復興委員会は、総理府本府組織令の一部改正及び阪神・淡路復興

委員会令の制定により平成 7年 2月 15日に設置。同委員会（委員長：下河辺淳 元国土事務次官）は兵
庫県知事及び神戸市長を含む 7名の委員及び 2名の特別顧問で構成され、平成 7年 10月 30日まで計 14
回開催（その他ヒアリングを 2回実施）、11の提言及び 3つの意見を取りまとめた。 

 
復興計画の策定スケジュール 
★1月 26日 神戸市震災復興本部総括局 設置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
★「神戸市復興計画審議会」（100 名）を設置 

    「市民生活」、「都市活力」、「安全都市」の 3 つの分科会 
 
☆6月 26日に復興計画審議会の最終的な答申を市長に手渡し 

    →6月末に「神戸市復興計画」を決定 

 ☆神戸市復興計画検討委員会を開催し、「復興計画ガイドライン」策定 
  メンバー 行政と学識経験者 27 名 
 ★2月 7日第 1回委員会 
  分科会設置 
    ①都市基盤検討分科会 
    ②市民生活検討分科会 
    ③安全都市基準検討分科会 
     延べ 14回の分科会、委員会を開催 
 ☆3月 27日「神戸市復興計画ガイドライン」発表 

START

ガイドライン 

復興計画の本編 
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（３）復興都市計画  

 神戸市は 1月 31日に「震災復興市街地・住宅緊急整備の基本方針」を発表、２月 1
日にその後決定される都市計画事業区域を中心に被災市街地での建築基準法第 84条
に基づく建築制限を実施した。 
 2月 16日にその後の市街地復興の基本的枠組みを示す「神戸市震災復興緊急整備条
例」を公布・施行。同条例に基づく震災復興促進区域（市街地復興対象。約 5,887ha）
を指定した。 
 復興都市計画について、2月 26日に特別立法「被災市街地復興特別措置法」の公布・
施行を行った。ここに法制度を中心とした計画の基本的枠組みが決定された。 
 3月 17日には被災市街地復興特別措置法による被災市街地復興推進地域（土地区画整
理事業：6地区、125ha、市街地再開発事業：2地区、26ha）の都市計画決定がなさ
れた。同時に住宅市街地総合整備事業の整備計画（8地区、824ha）の建設大臣承認
と神戸市震災復興緊急整備条例に基づく重点復興地域（24か所、1,225ha）の指定が
行われた。重点復興地域の指定基準は、①大規模な焼失区域や全半壊建物密集区域、

②震災前からの計画において副都心をはじめ拠点整備等が位置づけられている、③地

域住民によるまちづくり協議会などの活動が震災前から存在する地域とされた。 
 

図表Ⅰ-2-2-7 神戸市震災復興緊急整備条例による地域指定 

  
出典：神戸市『阪神･淡路大震災の概要及び復興』（平成 23年 1月） 

 
 震災から２ヶ月という短期間での都市計画決定は、早期復興に向けて必要な措置であ

った。しかし都市復興ビジョンの公表・説明が遅れ、住民、議会、マスコミ、専門家、

コンサルタント、ボランティア団体などへの説明・情報発信が不十分となり、結果と
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して住民から強い反発を受けることとなった。特に黒地地域5では、最初の都市計画決

定において「住民の意向を無視している」などの反発があり、自治体側は地権者の協

議で最初の決定の見直しもありうるという、二段階方式を採用することとなった。 
 具体的には、土地区画整理事業の都市計画決定は、３月 17日の段階では第一段階と
して行政が施行区域、幹線道路等骨格のみを決定し、区画道路や街区公園などは住民

との協議・合意を踏まえて第二段階で決定するという、二段階方式とした。第二段階

の都市計画や事業計画は、合意形成の早い地区では平成 7年末に、多くの地区では平
成 8年に決定された。 
 具体的なまちづくりの計画策定に際しては、神戸市ですでに制度が導入されていた

「まちづくり協議会」が大きな役割を果たすことになった。まちづくり協議会が地域

住民の検討・作成の担い手となり、まちづくり提案を策定。神戸市は、提案策定にあ

たり住民が自らの計画を策定するための支援として専門家を派遣（すまい・まちづく

り人材センター「アドバイザー・コンサルタント派遣制度」）したり、住民の質問に

答えるための現地相談所の設置やまちづくりニュースの発行など情報周知の仕組み

も構築・実施した。 
 

4．神戸市の災害復興における民間のまちづくりの担い手の実態・体制の概況 

（１）神戸市における「まちづくり協議会」の概要 

①神戸市地区計画及びまちづくり協定に関する条例 

• 神戸市では、震災前の昭和 56年 12月に、全国初のまちづくり条例である「神戸市
地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」を制定している。 

• 高度成長期の神戸市は、大都市への人口流入や活発な産業活動による用地ニーズに

応えるため、都市経営を行政デベロッパー方式で取り組んでいた。そのような状況

下で、昭和 40 年代より公害反対の住民運動が活発化し、住民参加によるまちづく
り活動への萌芽となった。まちづくり条例は、昭和 55年に創設された「地区計画」
制度に対応するため、また市民のコミュニティ活動をまちづくり活動に結実させる

ため、各地区の発意によるまちづくりを、市民との役割を明確にした上で行政が支

援する仕組みとして、制定された。 
 
②まちづくり協議会による復興まちづくりの概況 

• 震災後、神戸市ではまちづくり協議会が具体的な復興まちづくりを支えるシステム
                                                  
5 震災復興緊急整備条例による地域指定が行われた結果、その地域への公的事業の関与の程度に応じて、
「黒・灰色・白」地域と呼ぶようになった。 

黒地地域：重点復興地域のうち、公的支援の大きい土地区画整理事業・市街地再開発事業および地

区計画が都市計画決定された区域 
灰色区域：重点復興地域のうち、都市計画事業区域を除く区域。密集住宅市街地整備促進事業また

は住宅市街地総合整備事業のみが計画された区域 
白地地域：都市計画事業が計画されなかった震災復興促進区域（住民の自力再建が基本となる） 
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として重要視されることになった。震災復興市街地整備事業において、事業の決定

自体は行政が行ったが、具体的なまちづくりについては、まちづくり協議会で検討

を重ねまとめられた「まちづくり提案」に基づいて進められている。 
• 震災前は条例により認定されたまちづくり協議会は 12 地区であった（条例で認定
されていないものを含むと 22地区）。しかし震災後は住民主体のまちづくりの協議
会設立の動きが活発化し、100地区を越える地区で設立された。 

• まちづくり協議会の設置状況や活動状況を震災後の調査結果6等により整理すると

以下の通り。 
 協議会の活動区域：震災後３年目の調査によれば、神戸市震災復興緊急整備条例

（平成 7年 2月 16日施行）に基づき指定された「重点復興地域」に指定されて
いる地区が大半を占めている。 
 協議会発足の契機：震災前に発足している協議会では大半が“自主的な取り組み

が必要になった”ためであるが、震災後に発足した協議会では“市から働きかけ

があった”、“市のまちづくり案が提示された”など発足の契機は多様であった。

なお、黒地地域では、最初の都市計画決定に「住民の意向を無視している」など

の反発があり、この際に、市の計画への反発をエネルギーに変えてまちづくり協

議会が結成された地域もあったという。一方、都市計画決定のない白地地域では

行政とのトラブルはなかったものの、地域でのまちづくりを進める強力な引き金

がなく、協議会発足などに時間がかかったり、休眠状態になったりした。 
 協議会の母体となった組織：震災前も震災後の協議会も自治会・町内会が中心で

あったが、震災前の協議会では各種団体連絡協議会が母体となった団体も目立っ

ている。比較的広域な新長田北地区や六甲道駅北地区等に見るように、複数協議

会とそれらの連合会といった組織形態もあれば、松本地区のように比較的小さい

区域で全地区を１協議会として活動を進めるケースもある7。 
 事業推進状況：地区の分類(黒地地域、灰色区域、白地地域)より、まちづくり協
議会による事業推進状況に差が見られた。都市計画事業が決定された地域におい

ては､まちづくり協議会活動や専門家による支援等も積極的に進められたが､「灰

色区域・白地地域」での活動は一部に限られた｡震災３年後（平成９年 12月）の
段階では、黒地地域での事業計画が都市計画決定した地区は 51.7％となった。一
方、同時期に灰色区域や白地地域ではまちづくり提案の作成までしか至っていな

い団体が大半であった。特に、共同建て替え等の進行状況は全般的に立ち遅れが

目立ち、共同建て替えが着工または竣工した地区は 20.7％に留まっていた。 
 ルールづくりの活動：まちづくり協定の締結や地区計画の素案作成等といったル

ールづくりの活動は、震災１年後では何も実施していない団体が目立っていたが、

                                                  
6 鈴木克彦「地域コミュニティが拓く個性ある都市環境の再生について─神戸市における『まちづくり協
議会』と住宅共同再建事業を事例に─」『政策科学』15－３（2008年 3月）に各種文献や事例より付記 

7 辻信一「松本地区コミュニティの担い手として」『季刊まちづくり no.5』学芸出版社（平成 16年 12月） 
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震災３年後では大半の団体が活動を進めており、地区計画等が認可された地区が

27.6％に達した。 
 神戸まちづくり協議会連絡会：土地区画整理事業における減歩率が地域によって

まちまちであり、地域間での不平等を回避するために各地区で連絡を取り合う必

要が生じていた。また各地区のリーダーの親睦を図り、心理的な負担を軽減する

ことも必要とされた。このように協議会相互の連携を図りながら復興まちづくり

活動を円滑に進めていく必要性が認知されたことから、日本建築学会近畿支部環

境保全部会からの呼びかけに応じた 17 地域の「まちづくり協議会」が発起人と

なり、平成 8年 7月 24日、まちづくり協議会のみによる自主的な団体である「神
戸まちづくり協議会連絡会」が 33 地域の参画を得て結成された。協議会間の情
報交流や個々の協議会だけでは対応できない課題に取り組むことを目的とした。

土地区画整理部会、都市再開発部会、住宅部会、福祉部会、経済部会、法制度・

組織部会等の専門部会が設けられ、各協議会が連携して事業推進のための活動が

展開された。 
 

（２）支援者のネットワークの形成と活動－「阪神大震災復興市民まちづくり支援ネット

ワーク」 

○結成の経緯 

• 震災 10日後の平成 7年１月 27日、復興に向けて立ち上がる市民によるまちづくり
を支援するネットワークとして、「阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワー

ク」が結成された。神戸市はまちづくり協議会制度が既に存在したこともあり、多

くのまちづくり関係者（専門家・地元を中心とした学識者）が地域のまちづくりに

関与していたという素地があった。このネットワークは、震災前から何らかの形で

関わりのあった被災地域をもう一度自らの手で復興させたいという思いを持った、

まちづくりプランナー、建築家、大学研究者等が電話と FAX で相互に連絡をとり
ながら結成されたものである。 

• 当初加わっていなかった専門家や、他の専門家ネットワーク等も加わっていき、専

門家中心のネットワークとして拡充していった。 
 
○ゆるやかなネットワーク 

• 「阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク」は設立当初から規約もない状

態でメンバーの人数さえ定かではなく、ゆるやかなネットワークとして存在し続け

て現在に至る。 
• ゆるやかなネットワークであることから、機関決定する必要がなく、個々の活動につ

いて震災復興の重要課題である「速度（スピード）」に対応することが可能となった。 
• ネットワークであるため、組織としての知見等の蓄積には繋がらないことから、活
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動の「継続」を重視した。 
 
○「阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク」の主要な活動内容 

• 定期的に情報交流や建て替え相談など様々な取り組みを行い、復興の推進に重要な

役割を果たした。 
• ５つの定常活動（資金マネジメント、活動プログラムの企画・運営、行政との連携・

窓口、情報収集・整理・発信、専門家間のネットワーク）と、複数のプロジェクト

を中心に実施している。 
 

図表Ⅰ-2-2-8 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク 

 
出典：小林郁雄「復興まちづくりの 10年」『季刊まちづくり no.5』学芸出版社 

（平成 16年 12月）に加筆 
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 資金マネジメント：平成７年９月、約 130人の発起人により、阪神・淡路ルネッ
サンス・ファンド（HAR 基金）を設立。純粋民間個人ベースの市民まちづくり
支援基金で、全国の企業、個人に協力を呼び掛けている。助成額は少ないが、多

種多様なまちづくり活動の初動期を支える役割を果たしている。被災地域のうち、

原則として都市計画決定された地区以外の広大な区域への援助が必要という問

題意識のもとに、都市計画決定された地区以外の復興まちづくりに取り組む様々

な地元組織の活動とそれに協力する様々な領域の専門家を助成対象としている。

一例をあげると、建て替えになるか修復になるか方針が明確でないため行政から

の資金が得られない被災マンションの、方針等検討業務などに活用された。 
 活動プロジェクト：復興過程に生じる様々な課題に対応すべく、都度プロジェク

トを立ち上げ、団体として派生していった。例えば「ガレキに花を咲かせましょ

う」という活動からランドスケープアーキテクトや造園業者、大学研究者、行政

関係者等、幅広い緑の専門家が集まって「ランドスケープ復興支援会議」（阪神

グリーンネット）を設置、全国各地からの花や緑の支援の窓口となり被災者に届

けたり、まちづくり協議会と連携して生け垣緑化やポケットパークづくりを実務

も含めて行ったりするなど、実践的な取り組みを行った。 

 行政との連携：こうべすまい・まちづくり人材センター（（財）神戸都市整備公

社）と連携し、専門家派遣事業等をサポートした。 
 情報共有：定期的にネットワークメンバーによる情報交流の会議を行っており、

行政の参加も得ながら復興まちづくりの共通課題への協同した取り組みを進め

た。参加メンバーはそれぞれ担当区域を受け持ち、専門的立場から復興市民まち

づくりへの様々な支援活動を行っている｡2 年目に入る段階では議論の重点を白
地地域に置く方針を決定し、情報交換に留まらず、白地地域でのまちづくり協議

会結成を支援するため地域に分かれて活動することになった。 
 情報発信：メディアで発信することを重視し、機関誌「きんもくせい」の発行を

続けた。 
 
（３）担い手の取り組みに対する支援等の制度的な枠組み 

 協議会活動を支援するために、まちづくり条例にもとづき一定の財政援助や技術的援

助などが行われる仕組みがある。 

 
神戸市まちづくり条例 

◆まちづくり協議会に係る助成等 

第 17 条 市長は、まちづくり協議会に対し、技術的援助を行い、又はその活動に要

する経費の一部を助成することができる。 

◆まちづくりに係る助成等 

第 18 条 市長は、前条に規定するもののほか，住民等のうち住み良いまちづくりの

推進のために必要な行為を行うと認める者に対し、技術的援助を行い、又はその行為

に要する経費の一部を助成し、若しくは融資することができる。 
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 具体的には、こうべすまい・まちづくりセンター（（財）神戸都市整備公社）が震災

を契機に設立した「すまい・まちづくり人材センター」が、（財）阪神・淡路大震災

復興基金からの補助金を活用し、専門家派遣、まちづくり活動助成等のまちづくり支

援事業やまちづくりに携わる人材育成事業を行っている。 
 財政援助 

• まちづくり協議会の活動費の一部を助成する「まちづくり活動助成」制度により、

活動経費（広報紙・パンフレット等の作成費、会場使用料、協議会運営事務費等）

の一部を助成。 
• 協議会の運営費は神戸市からの助成金で賄っている団体が大半であったが、助成金

は原則的に地域規模に準じて交付されており、20～30万円／年を交付されている協
議会が多かった。ただし、会費を徴収している地区は震災後の協議会ではほとんど

なく、運営費は神戸市からの助成金8のみで賄っており、十分な活動費が確保されて

いないのが実状であった9。 
 技術的援助：支援の段階別にアドバイザー派遣（一次派遣、二次派遣）、コンサルタ

ント派遣制度が用意されている。多くの協議会でこれらアドバイザー・コンサルタン

ト派遣制度が活用された。震災直後は専門家は手弁当で地域に入ることが多かったが、

本制度により派遣されることで専門家も報酬を得て活動することができた。 
① アドバイザー派遣制度（一次、二次） 
• 一次派遣：まちづくりの制度に関する講演や、建築物の共同化・協調化等に対する

アドバイスを行い、地域住民がまちづくりについて勉強する手伝いを行う。 
• 二次派遣：すまい・まちづくりをより具体的にしていくために、地域住民の意見、

要望を取りまとめていく勉強会の手伝いやルールづくり・ものづくりに向けた合意

形成等を支援する。 
② コンサルタント派遣制度 
• まちづくり協議会等に対して、まちづくり方針や構想・計画の作成、建築物の共同

化・協調化等の基本計画や事業計画の作成などを支援する。 
• 各種事業の支援制度紹介や申請手続きの手助け等もコンサルタントが行った（例え

ば共同再建の優良建築物等整備事業の補助金申請等）。 
 

                                                  
8 兵庫県においては、兵庫県における「ひょうご都市まちづくりセンター」の設置と「復興まちづくり支
援事業」の創設により専門家派遣や活動助成が実施され、復興まちづくりにおける住民の合意形成、復

興事業の推進に効果的に機能した。基金事業で弾力的な運用が可能であったことから、既存の補助制度

では対応できない部分を補う制度として、復興推進地域に比較して支援施策が不足していた「白地地域」

において、建物の共同化、協調化による再建や、被災マンション再建の推進に大いに寄与した。（出典：

土井幸平「検証テーマ『復興のまちづくりにおける取り組み』」兵庫県『復興 10年総括検証・提言報告』
（平成 17年 3月） 

9 鈴木克彦「地域コミュニティが拓く個性ある都市環境の再生について─神戸市における『まちづくり協
議会』と住宅共同再建事業を事例に─」『政策科学』15－３（2008年 3月） 
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図表Ⅰ-2-2-9 まちづくり専門家派遣･まちづくり活動助成の推移 

 
出典：すまい・まちづくり人材センターホームページ 

 
 

• 登録専門家の属性（専門性）は、コンサルタント、弁護士、司法書士、公認会計士・

税理士、不動産鑑定士、大学教員、土地家屋調査士等。 
• 派遣の種類（目的）は、建築物の共同化、マンション建替、コーポラティブ住宅、

面的まちづくり計画、道路整備型住宅再建10（原則震災復興促進区域での事業に限

定）。 
• アドバイザー・コンサルタントの派遣地区数は平成 12 年の段階では 256 地区。う
ち着工・竣工が 165 地区、継続中 49 地区、事業化に至らなかったもの（戸建て再

                                                  
10 区画整理に似た手法で、セットバック・将来的な道路幅確保により住宅再建を促進する。 
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建を決断したもの等）が 42 地区。派遣件数は、同一地区にアドバイザー、コンサ
ルタントが複数回入るため 532件に上る11。 

 

５．文献等において指摘されている効果と課題等 

 本項では、土井幸平氏による兵庫県『復興 10年総括検証・提言報告』（平成 17年 3
月）における「検証テーマ『復興のまちづくりにおける取り組み』」での総括をもと

に、震災後 10年目で指摘された復興過程における効果（先導的な取り組み、仕組み）
及び課題について取りまとめた。 

 
（１）復興過程における先導的な取り組み、仕組み 

ア 「まちづくり協議会」による住民主体の復興まちづくりの進展 

• 前述の通り、復興まちづくりにおいては旧来型の自治会ではなく、「まちづくり協

議会」が重要な役割を果たした。専門家の支援を得て法律や制度等の正確な情報提

供、情報公開を徹底し、ニュースの発行等も行い、役員のねばり強い活動等により

まちづくり提案をまとめ、住民の合意形成や復興事業の推進に大きく貢献し、復興

まちづくりを住民主体で促進させる原動力になった。 
 
イ 専門家派遣等の「復興まちづくり支援事業」の効果 

• 兵庫県における「ひょうご都市まちづくりセンター」の設置と「復興まちづくり支

援事業」の創設により専門家派遣や活動助成が実施され、復興まちづくりにおける

住民の合意形成、復興事業の推進に効果的に機能した。神戸市における「こうべす

まい・まちづくりセンター」も同様の役割を果たした。 
 
ウ 「まちづくり基本条例」の制定と「まちづくり支援事業」の創設による全県での住

民主体のまちづくりの推進 

• 前述の通り神戸市においてはまちづくり条例が被災前より制定され、「まちづくり

支援事業」が実施された。神戸市と同様に、兵庫県も「まちづくり基本条例」を平

成 11 年３月に制定し、条例に基づく「まちづくり支援事業」により、全県で住民
主体のまちづくり支援を開始、平成 11年度から 15年度までに県下 52市町で 473
件の「まちづくり支援事業」を活用した住民主体のまちづくり活動の取り組みが広

がった。さらに生野町や宝塚市などにおいては、住民主体のまちづくりを推進する

ため、新たに「まちづくり基本条例」を制定することとなった。 
 
エ “まちづくり”“まちづくり協議会”の全国的普及 

• 復興まちづくりにおいて展開された住民主体のまちづくり活動により、“まちづく

                                                  
11阪神・淡路まちづくり支援機構ホームページ東京シンポジウム議事録（平成 12年） 
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り”“まちづくり協議会”の用語、概念が全国的に認知され、この時代の社会のあ

り方に新しい切り口を開いた。 
 
（２）実現出来なかった課題とその原因 

ア 被災直後における住民と行政の対立、住民の合意形成に時間を要した 

• 震災前の都市基盤が未整備な状態への復元を防止し、面的整備事業を早急に実施し

てまちの復興を促進するため、震災の２ヶ月後の３月１７日に緊急復興事業の都市

計画決定が行われた。避難生活を強いられる中で充分な住民合意の成立を待たず行

われ、混乱を生じた地区も多数あった。 
• しかし、震災前から再開発準備組合等のまちづくりの取り組みがあった地区では、

早い時期に再開発事業実施の方向性を確認できた地区もあった。 
• 平素からの住民のまちづくりに対する取り組みや経験、知識が不足していたこと、

また行政も都市計画マスタープラン等のまちづくり方針を地域住民に充分周知し

てこなかったことなどが混乱の原因といえる。 
 
イ 「白地地域」におけるまちづくり活動の低調 

• いわゆる「白地地域」と呼ばれる都市計画事業や住環境整備系制度の適用などがな

い地域は、被災市街地の８～９割を占めたが、この「白地地域」においては、まち

づくり協議会を立ち上げるなどの活動は低調であった。低調の原因は復興推進地域

に比較して行政のまちづくり支援策が乏しく、住民の自力再建に任されたためであ

った。 
• このような地域では、宅地が狭小とか、道路への接道条件を満たしていないなどの

問題、建設資金や権利関係の問題等の理由により再建が停滞し、更地のまま放置さ

れている宅地が市街地に残存し、地域の活性化や賑わいづくりの上で課題とされて

いる。 
 
ウ 復興まちづくり協議会から平常時まちづくり協議会への移行の低調 

• 復興のまちづくり協議会は、復興まちづくり事業の推進を主たる目的としていたた

め、復興事業が収束に向かうに従いその役割を終えたとして解散する協議会も出て

きている。 
• 復興のまちづくり協議会と平常時のまちづくり協議会の性格は異なるものの、防犯

や福祉、景観やコミュニティ形成等の地域全体で取り組むべきまちづくりの課題は、

広がり深まりつつある。復興まちづくりの推進組織を平常時のまちづくり協議会に

円滑に移行させることが課題である。 
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エ 市町におけるまちづくり活動支援制度の未整備 

• ひょうご都市まちづくりセンターの「復興まちづくり支援事業」を活用する中で、

住民のまちづくり活動を支援する制度を整備する市町も増加した。また、これらを

受けて、県内の５３市町においては「まちづくり協議会」と呼べる団体が、平成１

５年度末で約２９０団体と増加している。 
• しかし、県下の約半数の市町においては、「復興まちづくり支援事業」の活用もな

く、また、住民のまちづくり活動を支援する取り組みもない状況であり、平素から

の住民主体のまちづくりを推進する上で課題となっている。 
 

６．個別地区の活動にみる災害復興における民間のまちづくりの担い手の実態・体制 

 神戸市ではまちづくり協議会が中心となって復興まちづくりを進めていったが、担い

手の実態や属性、体制などは個別性が強い。 
 事業を行う黒地地域では、被災前からのまちづくり協議会の活用や、行政主導などに

よるまちづくり協議会の新設により、住民の意見を取りまとめて計画策定を行った。

この場合、自治体等もとの地縁組織をベースにまちづくり協議会が設置されていった。 
 一方灰色区域、白地地域などではまちづくり協議会の設立に時間がかかったり、設立

に至らないケースも少なくなかった。 
 

（１）野田北部まちづくり協議会～野田北ふるさとネット（黒地地域（区画整理事業区域）

のまちづくり協議会） 

①担い手：野田北部まちづくり協議会 

○団体概要 

• 平成５年１月、震災前に野田北部まちづくり協議会が発足。 
• 構成員は自治会、婦人会、老人会、子ども会役員、民生委員、市政懇談会委員。 
• 発足時の主たる目的はＪＲ鷹取駅南東部の鷹取商店街活性化、密集市街地整備であ

った。 
• 野田北部まちづくり協議会を含む地域の各種団体のネットワーク「野田北ふるさと

ネット」結成以降は、その中核組織となってまちづくり活動を継続している。 
 
②時間軸でのまちづくり体制の構造の変化 

◆震災直後～平成 11年３月（復興まちづくり） 

• 震災直後の平成７年１月、野田北部地区においてまちづくり協議会中心に「復興対

策本部」を立ち上げた。全焼や全半壊で住民の 7割が被害に遭い、死傷者も多数出
た中で、まちづくり協議会を中心にメンバーが集まった。震災前からの活動の経験

により、地域におけるまちづくり組織の足固めができていた。自治会もしっかりし

た地域であり、まちづくり協議会の活動地域と自治会の範囲が同じであったことも、

その後の展開をスムーズにした。 
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• 震災前、まちづくり協議会ができる前から、この地域に個人的に関与していたまち

づくりコンサルタントが、住民と行政とのパイプ役になった。 
• 外部の支援者がそれぞれの専門性を活かした側面支援の役割を担った。専門家や大

学は計画策定支援を、ボランティアグループはイベント等の支援を、ドキュメンタ

リー撮影チームは震災から復興への記録等を行った。 

 
◆平成 11年３月以降～平成 13年（復興から平常時への移行期） 

• 復興まちづくりから平常時のまちづくりへの移行にあたり、まちづくり体制を整

理・再構築した時期である。 
• 復興コミュニティ祭や復興住宅の完成など、初期の復興まちづくり、ハード系事業

が一段落しつつあった平成 11 年 3 月以降、復興という大きなテーマのもとにつな
がっていた協議会、自治会ほか各組織の役割分担を明確にする時期となった。この

ことは平常期のまちづくりへの転換のために必要不可欠なことであったが、まちの

ビジョンや個人のモチベーションの乖離につながり、各活動は活発なものの、まち

づくり全体としてはやや閉塞感が生まれていた。 
• また、この時期、プロジェクトや行政施策に対応した組織やグループが乱立し、以

前から形だけ存在していた地域組織の再編や行政の組織改編と相まって、地域運営

を創造的に進めていくには非常に複雑な体制となっていた。 
• これらの課題に対し、神戸市の新たな施策として打ち出された「コンパクトタウン

12」検討のモデル地区に指定された平成 11年秋以降、行政のキーマンの呼びかけに
より始められた検討会議「ふるさとづくり検討会」に再び各組織のメンバーが結集

し、まちづくりのビジョンを醸成する場となった。 
 
◆平成 14年～（野田北ふるさとネット結成後） 

• 震災後、まちづくり協議会が前面に出て動いていた。自治会等各々の団体はそれな

りに活動しているが、相互の連携が取れていなかった。そこで組織間が連携して活

動をすることが必要という問題意識があった。 
• 「ふるさとづくり検討会」での協議を踏まえ、参加していた地域の各団体のリーダ

ーが集まって、ハード面のみならずソフト面も見据えて平常時のまちづくりの枠組

みを作ろうということになった。 
• これらの問題意識を踏まえ、平成 14年 4月、コンパクトタウンの活動組織として、
「野田北ふるさとネット」発足。各種事業・イベント等で担当・役割分担する自治

会、婦人会、子ども会、老人会、企業、個人、ＮＰＯの情報交換の場とした。各会

                                                  
12平成 10年から神戸市で、新しいまちづくりの考え方として「コンパクトタウンづくり」という概念が生
じた。神戸市におけるコンパクトタウンの定義は、「住民が『わがまち』と認識できる範囲で、住民が主

体となり、地域の様々な課題を、地域の個性を活かしながら、総合的に解決に取り組んでいくまち」で

あった。 



 31

を連携することで、煩雑になりがちな人事や連絡網を簡略化し、「野田北部のまち

づくり」という明確な目的意識をもった集まりとして結成することにした。まちづ

くり協議会とは違って、オープンで活動範囲も自由度があるため、ある種の漠然と

した組織体質を持ちながらも着実にコミュニティの形成を目指した。 
• 各組織間に明確な契約関係などは存在せず、ゆるやかなネットワークとなっている。

テーマごとに部会を設置し、様々な課題や行事に対しては連携しながらプロジェク

トごとに参加者を募る形をとっている。 
 
②行政や支援者との関係 

• 神戸市との関係が密であったことが復興が早く進んだ理由の一つであった。震災前

からあったまちづくり協議会活動を通して既に神戸市と協働の関係がつくられつ

つあり、震災後の区画整理や地区計画において更なる信頼関係を結ぶことができた。

一人一人の住人が納得ゆくまで行政と直接話ができるように、まちづくり協議会は

行政との関係向上に努め、まちづくり協議会の会議には必ず役所が参加し、行政担

当者が変わっても新担当・旧担当者ともつながりを絶やさずに持つことでネットワ

ークを拡大している。 
• まちづくり協議会前から関与しているコンサルタントによる専門的な支援が有効

に機能した。特に行政と住民の間に立って、行政用語・専門用語を住民に適切に翻

訳することに果たした役割は大きかった。 
図表Ⅰ-2-2-10 関係者の相関図 

◎震災直後～平成 11年３月（復興まちづくり） 

※「鷹取東復興まちづくり協議会」：震災復興土地区画整理事業（8.5ha）推進のため、地域住民等約
300人により平成 7年 7月 2日に設立。野田北部地区では海運町 2・3丁目が地区指定を受けてい
たため「鷹取東復興まちづくり協議会」に参加。平成 7年 9月 13日に神戸市と区画整理事業に対
する事業決定を締結している。 
※「鷹取救援基地」：震災後、神戸市長田区・鷹取教会がボランティア基地として稼動していたとき

の呼称で、NPO法人たかとりコミュニティセンターの前身。 

神戸市

a.大国公園管理会

b.浪松老人憩いの家
管理運営委員会

自治会

婦人会

子供会

老人会

復興対策本部

c.野田北部
まちづくり協議会

区役所

鷹取救援基地

専門家

ボランティア 大学

d.鷹取東復興
まちづくり協議会

資金 資金 資金

連携

情報提供・
資金

住民と行政のパイプ
役として支援

情報共有
・連携

情報提供・支援支援

構成員

野田北部地区

情報提供
・資金
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◎平成 11年３月以降～平成 13年（復興から平常時への移行期） 

※「ふるさとづくり検討会」は地域の各団体の有志が参加。 

 

◎平成 14年～（野田北ふるさとネット結成後） 

自治会

婦人会

子供会

長寿会

i．ふれあいのまちづくり
協議会 f. NPO法人たかとりコミュニティ

センター（TCC）

野田北部を記録する会

神戸市役所（本庁）

環境局

区役所

街なみ環境
整備事業

社会福祉
協議会

生活復興
県民ネット

リーフ
グリーン NPO NPO NPO

行政

セクター

活動助成 条例による
活動助成

人的支援
助成

ふれあい喫茶運営

非営利セクター

助成

助成

助成

助成

■部会活動
・カンガエールサークル（企画立案）
・ヤッテミールサークル（実行部隊）
・かわら版編集会議

民間
セクター

j.神戸長田コンベンション協議会 北区大沢町 八鹿町岩崎地区 企業 財団など

助成
助成

提携提携 交流交流

市民参画推進局

c.野田北部
まちづくり協議会

h.野田北ふるさとネット

g.エコタウン野田北
サークル

助成 助成 助成 助成

構成員

k.ミニヤード協会

専門家

相談役

 
出典：真野洋介「協議会組織からひらかれたまちづくりのアリーナへの展開 長田区・野田北ふ

るさとネットの取り組み」『季刊まちづくり no.5』学芸出版社（平成 16年 12月）を元
に作成 

※現在の野田北ふるさとネットの構成メンバー 

神戸市
区役所

社会福祉協議会
震災復興基金 環境局

b.浪松老人憩いの家
管理運営委員会

自治会

婦人会

子供会

老人会

c.野田北部
まちづくり協議会

e.海運コミュニティプラザ
運営委員会

g.エコタウンのだきた
サークル

ふるさとづくり
検討会

NPO

NPO

専門家

住民と行政の
パイプ役として
支援

野田北部地区

資金 資金 資金

a.大国公園管理会

情報提供・
資金

資金

人材

資金 資金 資金

鷹取救援基地→
f.たかとりコミュニティセンター

出典：野田北ふるさとネット

ホームページ 

＜凡例＞ 

：行政 

 ：支援者 

 ：担い手（中心）

  ：担い手 
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野田地区内の組織一覧 
記号 組織名 発足年 会員の構成 発足目的 活動内容 

a 大国公園管理会 S40 代 地域住民 － 
大国公園、海運双子池公園の

管理 

b 
浪松老人憩いの家

管理運営委員会 
S57 地域住民 － 憩いの家の管理 

c 
野田北部まちづくり

協議会 
H5 

自治会・婦人会・老人

会・子供会役員，民生委

員，市政懇談委員 

うるおいとやすらぎをテ

ーマに地区の将来を考

える 

大国公園とコミュニティ道路整

備計画（H6.12 完成）、鷹取商

店街活性化計画→復興対策

本部、各種イベント 

d 
鷹取東復興まちづく

り協議会 
H7 

事業地区内自治会役員

等約 300 人の住民で発

足。 

野田北部地区では海運

町 2・3丁目が土地区画

整理地区指定を受けて

いた。 

震災復興土地区画整理

事業の推進 

地元の合意形成と、行政との

協議→区画整理事業終了後、

解散 

e 
海運コミュニティプラ

ザ運営委員会 
H11 婦人会、自治会の有志 

集会室をコミュニティの

場所とする 

ふれあい喫茶→助成金終了

で解散 

f 

NPO 法人たかとりコ

ミュニティセンター 

（TCC） 

※前身は「鷹取救援

基地」 

H12 

FM わぃわぃ、リーフグリ

ーン、ツールドコミュニケ

ーション NGO ベトナム

inKOBE、多言語センター

FACIL、アジア女性自立

プロジェクト、ワールドキ

ッズコミュニティ 

多文化共生のまちづくり

多言語での情報提供、教育、

IT 関係、高齢者・障害者の自

立支援、外国人コミュニティ活

動 

g 
エコタウンのだきた

サークル 
H13 地域住民 

環境にやさしいまちづく

り 

かわらばんでゴミ出しマナーな

ど呼びかけ、廃品回収 

h 

野田北ふるさとネット

※前身は各団体有

志による「ふるさとづ

くり検討会」 

H14 

自治会、野田北部まちづ

くり協議会、婦人会、民

生委員、児童委員、長寿

会、大国公園管理会、海

運コミュニティプラザ運

営委員会、野田北部集

会所管理会、子ども会、

エコタウンのだきたサー

クル、TCC 

地区内の住民や事業

者、地区に関わる諸団

体、行政など様々な人々

の参加と協力により、人

情味あふれ安全で安心

な「住みたい、住みつづ

けたいふるさと」の実現

をめざす 

・月 1 回の定例会 

・部会（カンガエールサーク

ル、ヤッテミールサークル） 

→自治会行事だった夏祭り、

餅つきなどの主体になる 

i 
ふれあいのまちづく

り協議会 
H15 婦人会、自治会の有志 

集会室をコミュニティの

場所とする 
ふれあい喫茶 

j 
神戸長田コンベンシ

ョン協議会 
H15 

野田北部地区、新長田

駅南商店街地域、御蔵

地域 

修学旅行生を受け入

れ、まちの説明をする 
体験学習受け入れ事業 

k ミニヤード協会 H15 － ミニヤードの全国展開 ミニヤードの販売、啓発 

出典：真野洋介「協議会組織からひらかれたまちづくりのアリーナへの展開 長田区・野田北ふ

るさとネットの取り組み」『季刊まちづくり no.5』学芸出版社（平成 16年 12月）に加
筆 
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③主たる活動 

◆協議会発足（平成５年）～震災前（大国公園・コミュニティ道路整備等） 

• 震災前の活動では、駅前違法駐車・駐輪対策、他地区よりいち早く進んでいた高齢

化や商店街衰退への対策、オープンスペースの整備構想、給食サービス実施などが

実現していた。一方で解決すべき重点課題であった長屋建て住宅の老朽化や狭隘路

地、居住者の高齢化など、地域の根本的な問題に対しては未着手であった。 
• 重点的活動は、行政とともに進めていた地域の核である大国公園とコミュニティ道

路の一体的整備で、整備に２年を要した。平成６年 12 月に完成し、いよいよ懸案
事項であった住宅とまちの問題に取り組もうとした矢先の被災であった。 

 
◆震災直後～平成 11年 3月（復興まちづくり） 

• 野田北部は、区画整理、街並み誘導型地区計画など、もっとも早期に都市計画の合

意形成を進めてきた地区である。 
• まちづくり協議会メンバーのスキルアップ：震災直後、専門家だけに復興対策を任

せるのではなく、まちづくり協議会のメンバーが住民同士の話として区画整理や地

区計画事業の内容を説明できるようになる必要を感じた。そこでコンサルタント等

の活動に全てを依存することがないように、まちづくり協議会のメンバーもまちづ

くりを勉強していくこととした。その後、区画整理と地区計画の震災復興のプロセ

スの中で、まちづくりに関与したメンバーは合意形成の手法を学んでいくこととな

った。 
• 地域ビジョンの醸成と共有：震災直後は先述の復興対策本部の設置のほか、「復興

対策委員会」を平成 8年 2月まで 19回開催した。メンバーは各町丁から自発的に
参加してきた人たちで構成された。委員会は建築基準法などのまちづくりの基本的

な知識の勉強から始まり、復興の大まかな方向性（多くの住民がいち早くまちに戻

る／商店街などまちの活動を早期再開する）を協議する場として機能した。並行し

て、区画整理事業とまちなみ誘導型地区計画を用いた空間イメージ（公共空間の骨

格／土地利用／住宅再建）の合意形成が進められていった。 
• ハード面の具体的な合意形成：まちづくり協議会が中心となって、地区計画、区画

整理ともに町丁目ごとでの説明会や合意形成を進めた。平成８年８月の仮換地指定

（神戸市内で最速）、平成８年 11 月の地区計画告示、平成９年７月のまちなみ協定

の締結と街なみ環境整備事業の認可へとつなげ、街区単位、路地単位での合意形成

を進めていった。 
 震災復興区画整理事業は、平成７年 3月の都市計画決定で野田北部地区全体では
なく、地域の東側中心に区画整理事業区域に指定された。区画整理にあたっては、

震災前から協力を得ているコンサルタントが事前にすべての地権者の意見を聞

き、その仮換地の前さばきの成果を市に渡して、正式の仮換地という形としたこ 
 



 35

とからスピーディに進んだ。 
 一方、区画整理事業区域に指定されなかった西側は地区計画によるまちづくりを

実施した。地区計画の合意形成にあたっては、協議会メンバーが先行して勉強し、

説明会・集会を開催することと合わせ、不参加の各戸を回り説明することで、「聞

いてない・知らない」と言われないよう努めた。 
 西側地区については、建設省（当時）の「街なみ環境整備事業」を通じて路地の

美装化を進めた。路地一本一本について、沿道住民を集めて説明会とワークショ

ップを開き、路地のしつらえとネーミングを沿道住民の総意で決めた。平成 19
年度に全て終了、28本の路地の美装化がなされた。 

• イベント開催：地域としてのまちづくりのモチベーションの持続に、世界鷹取祭（平

成８年 11 月開催）や路地祭をはじめとする数々のイベントが役割を果たした。 

 
◆平成 11年３月以降～平成 13年（復興から平常時への移行期） 

• ふるさとづくり検討会においては、特にまちづくりの理念と、持続的にまちづくり

を進めていくための、多様な力を結集できる体制についての議論が多くなされた。 
• ハード面の整備が順調に進むにつれ、昔ながらの路地コミュニティの持続というソ

フト面の強化が課題として見えてきた。 
 
◆平成 14年～（野田北ふるさとネット結成後） 

• 野田北ふるさとネットを設立し、震災後の「復興まちづくり」から「持続型まちづ

くり」へと本格的にシフトチェンジした。 
• 野田北ふるさとネットの活動 

 月に一度開催される定例会と、ニュースレター「野田北ふるさとかわらばん」の

発行が中核をなしている。地域への安定した情報の発信主体、常に地域の内外に

開かれたまちづくりの場という二つの役割が、ふるさとネットにとってもっとも

重要な役割として位置づけられている。 
 野遊び夢広場の開設（大国公園）、子供会の再結成、大沢町との交流、エコタウ

ンのだきたサークル（エコタウン団体）の活動等を実施。 
 「美しいまち」を考えるワークショップを 7回開催。同時にクリーンパトロール
や迷惑駐輪防止やまちに花が増えることを目的としたフラワーサークルなど行

動を開始。 
 平成 16年 6月に地域住民の総意として「野田北部美しいまち宣言」を制定。 
 平成 17 年 6 月、美しいまちの実現と自立した地域の仕組みづくりを目的として
神戸市初のパートナーシップ協定13を締結（平成 20年度まで）。 

                                                  
13「神戸市民による地域活動の推進に関する条例」に基づく協定。地域と神戸市が地域の課題の解決に向け

て、お互いの役割分担を決めて、より一層の連携を強め美しいまちづくりに協働で取り組む。 
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図表Ⅰ-2-2-11 野田北地区のまちづくリプロセス（まちづくり協議会発足後 10年間の活動状況） 
 

 

 

出典：真野洋介「協議会組織からひらかれたまちづくりのアリーナへの展開 長田区・野田北ふるさとネットの取り組み」『季刊まちづくり no.5』
学芸出版社（平成 16年 12月） 
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図表Ⅰ-2-2-12 野田北部地区の状況 
 
 
 
 
 
 

 
 
出典：真野洋介「協議会組織からひらかれたまちづくりのアリーナへの展開 長田区・野田北ふ

るさとネットの取り組み」『季刊まちづくり no.5』学芸出版社（平成 16年 12月）に加筆 
 

④担い手に対する支援 

• 「ふれあい喫茶」事業については、市から 3ヶ年期間で一年あたり 100 万円の運営

資金補助がなされた。 

• コンパクトタウンのモデル地区においては、資金的支援（補助金等）はされず、コ

ンサルタントの派遣、行政のまちづくり協議会への参加・意見交換等が行われた。

野田北ふるさとネットの場合、神戸市とパートナーシップ協定を締結（平成 17年 6
月 13日～20年 3月 31日）し、協定期間中は事務局支援として神戸市から地域に
常駐するサポートスタッフ（公園系のコンサルタント）が派遣された。 

 
⑤その後の活動 

• 野田北部まちづくり協議会、野田北ふるさとネットともに活発に活動を継続中であ

る。 
• 「わがまち野田北かわらばん」の発行、住民自身でまちの見回りや清掃を行う「ク

リーンパトロール」、住民同士のふれあいの場を提供する「ふれあい喫茶」の開催

などが引き続き行われている。 
• 地下道の清掃は、奇数月の第一日曜日に地域住民が協力し合って行っている。 

まちづくり協議会エリア 
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• 平成 21 年 1 月に、カトリックたかとり教会の敷地内に「野田北部・たかとり震災
資料室」を設置。 

• 野田北ふるさとネットの運営費は、事務所使用料は自治会が持ち、その他諸々の経

費は、まちづくり協議会やその他縦割りの制度の中で地域に落ちてくる助成金や駐

輪場の指定管理の委託料等をまとめて充当している状況となっている。野田北ふる

さとネットの構成メンバーである NPO 法人たかとりコミュニティセンターが JR
鷹取駅前の市立駐輪場の指定管理者となっている。 

 
⑥文献等において指摘されている効果と課題等 

◆効果 

• 野田北地区は、住民、専門家、行政の 3者の協働により迅速に復興（ハード整備）
が実施され、世界で最も早く復興した街として知られるようになるほどの成果を上

げた。 
 
◆課題 

• 野田北ふるさとネット事務局の人材、及びその人件費等の確保：活動を継続してい

く上での人材不足と、専門スタッフを確保するための人件費等も必要となる。行政

支援に頼るのではなく、自立的に活動資金確保に対する取り組みが必要との意識を

持つ。 
• 震災後に増加した新規居住者や子育て層等のまちづくりへの参画の促進：

 地域活動へのきっかけを探している方にも参加しやすいような「クリーンパトロ
ール」などを行い、参画を促している。 
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（２）魚崎地区のまちづくり（白地地域においてまちづくり協議会発足に至らなかった例） 

①担い手：魚崎地区まちづくり準備協議会 

○団体概要 

• 面積比で被災地の約 79％を占めた「白地地域」における民間の担い手の活動状況の
うち、まちづくり協議会発足に至らず活動中止した例である。 

• 魚崎小学校避難所の運営を支援していた地元活動メンバー（40～50代）を中心に、
平成 7年 6月に結成された。魚崎地区では震災直後に地域の主たる自治会役員が地
区外に避難して不在となっており、他地域で復興の中心になるはずの自治会組織が

機能していなかったため、避難所から担い手組織構築の動きが出たものである。 
 
①時間軸でのまちづくり体制の構造の変化 

◆活動開始時期 

• 震災の 7日後、魚崎小学校避難所の運営を支援していた地元活動メンバーは、在阪
のアトリエ建築家を中心に被災地全域を対象にした建築相談窓口を設けるために

設立された支援ネットワーク「関西建築家ボランティア14」のメンバーに、震災前

からの個人的な人脈を通じて支援を要請。関西建築家ボランティアでは 2 月 23 日
の会議で魚崎地域への継続的支援を決定した。 

• 2月 26日に小学校に相談窓口を開設。地元の避難所リーダーやボランティア達と関
西建築家ボランティアが毎週定例の地区復興会議を開き、4 月には「魚崎地区まち
づくりシンポジウム」の開催と 11 箇条からなる「魚崎地区まちづくり憲章」を起
草した。 

 
◆魚崎地区まちづくり準備協議会結成 

• 魚崎小学校避難所の運営を支援していた地元活動メンバーを中心に、平成 7年 6月
に魚崎地区まちづくり準備協議会を結成。まちづくり協議会設立のための勉強会を

開始。 
• しかし、震災直後の対応をめぐって魚崎小学校避難所の運営を担った地元活動メン

バー（40～50 代）と、20 数年来役員を続けている長老達が中心となって活動して
いる地元自治会の連合体「魚崎町協議会」との間の確執が顕在化しつつあった。震

災直後に生じた空白期（主要役員は地区外に避難して不在）への責任問題、長老役

員に相談せず進めた復興会議など、双方の誤解は拡大していった。 
 
◆魚崎地区まちづくり準備協議会の活動停止 

• 平成７年 11月末には、魚崎南町 4・5丁目地区で魚崎地区まちづくり準備協議会の
                                                  
14 震災直後の応急対応として、関西圏約 200名の建築家が参加。被災度判定とアドバイス、その後復興白
地地域へのまちづくり支援、住宅再建支援を実施。平成８年 5月に活動を停止。東日本大震災を契機に
休眠していた活動を復活させた。 
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支援により「魚崎郷まちづくり協議会」設立の動きが起こったが、魚崎町協議会か

ら強い反対が出て中断。魚崎地区まちづくり準備協議会と魚崎町協議会との間に関

西建築家ボランティアが入り、自治会主導で進める案も出しながら調整を続けたが

失敗に終わり、平成 8年夏に魚崎地区まちづくり準備協議会活動を休止した。 
• その数年後連合自治会長から「役員の意識も変わりつつある。もう少し待ってまち

づくりを始めたい」との発言もあったが、その連合自治会長も亡くなり、まちづく

り協議会はついに設立されることはなかった。 
 
②行政や支援者との関係 

• 神戸市の担当者が定例の地区復興会議にも参加するなど積極的に関与していたが、

行政からは魚崎地区は地縁組織とそうでないまちづくり組織の２つの組織がある

ように見えてしまっていた。 
• 支援者である関西建築家ボランティアは、復興初期から地元関係者間の調整に入る

など担い手と二人三脚で支援を続けていたが、残念ながら調整は失敗に終わった。 
 

図表Ⅰ-2-2-13 関係者相関図 
 

 

 

③主たる活動 

• 関西建築家ボランティアが 2 月 26 日の相談窓口を開設、まず当時２千人以上いた
避難者の住宅を調査して回った。 

• カナダ政府提供の直径 30 メートルの大テントを校庭に設営し、常設の復興まちづ

＜凡例＞ 

：行政 

 ：支援者 

 ：担い手候補 

  ：地縁組織 

実線：実際の活動 

破線：構想（失敗） 

魚崎地区まちづくり 

準備協議会 

魚崎郷まちづくり協議会 
地域全体の合意形成に至らず設立出来ず 

×

魚崎町協議会 自治会 

自治会 

自治体 

連合体 

対立 

神戸市 

情報交換 情報交換 

まちづくり協議会

設立に強く反対 
関西建築家 

ボランティア 

参加 

支援要請 
支援 

調整を試みるも

失敗

避難所等 

地元活動メンバー

参加 

出典：ヒアリングを元に作成 
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くり展示とまちづくりシンポジウムの開催を決定し、4月から 10月にかけてシンポ
ジウムを４回開催。延べ 200人の学生達が３週間かけて完成させた 500分の 1の地
区模型も会場に展示されました。 

• 8月に避難所が閉鎖され、活動拠点を失ったが、12月にＨＡＲ基金の助成を受けて
魚崎市場の跡地に『魚崎まちづくりハウス』を設置。以後はここを拠点として隔週

毎の住民を交えた関西建築家ボランティアの現地会議や進行中の共同化プロジェ

クトの会議が開催された。 
• 第 1回のシンポジウムの直後に関西建築家ボランティアは神戸市より「魚崎地区現
況調査」を打診され、大阪大学の加藤晃規教授を中心に調査チームを編成、地区を

6ブロックに分け、7月から 8月にかけて現地調査を実施。 
• 魚崎地区で計 4回実施したまちづくりシンポジウムの後に実施した相談会で、関西
建築家ボランティアからの提案もあり、5 つの共同化プロジェクトがスタートし、
内２つが後に事業化された15。 

• このように個別の共同化事業等ではいくつか事業化に至ったプロジェクトもあっ

たが、まちづくり協議会が設立できなかったことから、その後魚崎地区では住民に

よる計画策定が行われることはなかった。 
 
④担い手に対する支援 

• 関西建築家ボランティアは、アドバイザー・コンサルタント派遣業務を活用して魚

崎地区まちづくり準備協議会への支援を実施。 
• 関西建築家ボランティアはＨＡＲ基金の助成を受け「魚崎まちづくりハウス」を設

置。 
 
⑤その後の活動 

• 現在に至るまでまちづくり協議会は設立されず、住民が個々に事業化を進めた地区

となってしまった。 
• 上記の動きとは別に、平成 10年 7月 13 日に約２年の協議を経て、魚崎南町 4・5
丁目および魚崎西町 1・2 丁目のうち灘浜住吉川線および住吉川浜魚崎線以北の地
区において、地区内の全酒造会社と自治会が参加する「魚崎郷まちなみ委員会」が

発足。神戸市都市景観条例に基づく「魚崎郷地区･景観形成市民協定」を神戸市と

                                                  
15 「ネオウィング」：「関西建築家ボランティア」の相談所に来た住民からの相談で、６戸の住宅を共同再
建したマンション。 
「フェニーチェ魚崎」：旧阪神魚崎市場（私設市場）の跡地を共同再建したマンションで、借地権者の共

同再建組合による自力事業。野崎隆一建築士がコンサルタントとして係わったほか、事業推進過程で起

こった諸問題に阪神・淡路まちづくり支援機構（平成８年９月設立。弁護士、司法書士、土地家屋調査

士、税理士、不動産鑑定士、建築士等多様な専門家による横断的支援組織）が専門家を派遣して支援を

行った。具体的には、地主と借地権者らの間の権利調整には弁護士・コンサルタントが、相続問題には

司法書士が、さらに事業の資金計画には税理士が支援している。 
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の間に締結した。平成 21年６月には地区計画を地元提案（平成 21年 12月に都市
計画決定）する等、現在まで活動を続けている。 

 
⑥文献等において指摘されている課題等 

• 担い手と地縁組織が融和できなかったことがまちづくりへの最大の障害となった。

地縁組織である連合自治会では個人の私権に関わることには手を出さないことを

鉄則としており、仮に連合自治会がイニシアチブをとって復興活動を行っていても、

権利調整が基本となる震災復興には事実上対応が難しいものとなっていたと思わ

れる。 
• 白地地域の住宅の共同化やマンション再建等を進めるにあたっては、初動の６ヶ月

間での住民の合意形成・専門家との連携成立の可否が復興の行方を大きく左右した。

本件では担い手間の調整もうまくいかず、支援者にとっても、初期の復興支援活動

において、地元情報や信用獲得の面で地縁組織のバックアップがなかったことが決

定的な障壁となった。ただし、初期においては担い手と支援者が協力して相談窓口

を設置できたことから、共同化事業にこぎつけた事例もあった。 
 

図表Ⅰ-2-2-14 東灘区魚崎・住吉浜手周辺エリアのまちづくり協議会発足状況 

 
出典：野崎隆一「建築家ボランティアの取り組んだ住民主体のまちづくり」阪神大震災復興市民

まちづくり支援ネットワーク事務局『阪神・淡路大震災 震災復興が教えるまちづくりの

将来』学芸出版社（平成 10年） 
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（３）住吉浜手地区のまちづくり（白地地域において地縁組織以外でのまちづくり協議会

が発足した例） 

①担い手：住吉浜手まちづくりの会（現・住吉呉田まちづくりの会） 

○団体概要 

• 震災後の神戸市において設立されたまちづくり協議会は地縁組織等が母体となる

ことが多かったが、これは住民運動が母体となった例である。 
• 平成 6年に住吉呉田地区に産業廃棄物処理施設の設置計画が持ち上がり、住環境に
大きな影響があるとして地区住民による反対運動が発生した。震災後も活動は継続

された。最終的には施設は設置されたものの、その決着をめぐる対立の中、反対運

動のメンバーが中心となり、地区住民の 7割近くの署名を得て平成 9年 2月に住環
境維持・向上を目的とした「住吉浜手まちづくりの会」が設立された。平成 18 年
に｢住吉呉田まちづくりの会」に改称され、活動継続中である。 

• 基本的に呉田に住む住民全員が会員であるとしている。役員は 54 名でコアメンバ
ーは 15名程度である。 

• 団体設立後しばらくは活動資金が集められず苦しんだが、イベントによる収入など

で徐々に活動資金確保が出来るようになり、現在では寄付金、助成金、イベント等

での収入により活動原資を確保している。 
 

②時間軸でのまちづくり体制の構造の変化 

◆活動開始時期 

• 平成 6年、地区住民による産業廃棄物処理施設設置反対運動が発生、阪神・淡路大
震災を挟んで活動が活発化。 

• 呉田地区協議会（連合自治会）は「住民運動には関与せず中立を守る」というポリ

シーであったが、平成８年に当時の会長が施設の計画を容認、会社との協定書に独

断で調印したことで反対運動が激化した。 
• 反対運動のメンバーが中心となり、平成 8 年 10 月「住吉浜手地区のまちづくりを
考える会」準備会発足、平成 9年 2月に「住吉浜手まちづくりの会」を設立。 

• 「住吉浜手まちづくりの会」は神戸市まちづくり条例に基づく認定団体ではなかっ

たため、補助を受けられず、発足当時から資金が不足していた。平成９年７月にイ

ベント「サマーフェスタ」を開催したところ、600 人も集まり、バザーや模擬店等
による収益金が活動を支える重要な資金となった。「サマーフェスタ」は現在まで

続いている。 
 
◆自治会との融和、まちづくり協定締結 

• 「住吉浜手まちづくりの会」設立後、地区協議会に対して、経理の公開や公害企業

との単独調印の責任追及を求める動きが続いた。平成 10年 8月、25年間勤めた地
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区協議会会長が突然辞意を表明し、新しい若手の会長（改革派）が誕生した。 
• その後、双方の会議へのオブザーバー参加や役員枠を設置したりといった努力によ

り、緩やかな関係改善が進められた。そのため、まちづくり協定検討に際しては、

地区全体の協力体制で進められた。 
• 平成 11年４月 活動当初は国道 43号線より南側を活動エリアとしていたが、まち
づくり協定に向けた議論の中で、呉田地区全体を対象とすることを総会で決議。 

• 平成 16年 5月 まちづくり構想を総会で承認 
• 平成 18年 5月 「住吉呉田まちづくりの会」に改称。 
• 平成 18年 10月 まちづくり協定（案）を総会で承認 
• 平成 19 年 1 月 「住吉呉田まちづくりの会」が神戸市まちづくり条例に基づく認
定団体となる 

• 平成 19年 3月 「住吉呉田まちづくり協定」締結 
 

図表Ⅰ-2-2-15 関係者相関図 

 

 

③担い手に対する支援 

• 関西建築家ボランティアによる隣接する魚崎地区での活動をみた地元の有力者が、

「住吉浜手まちづくりの会」への支援を依頼。関西建築家ボランティアは、アドバ

イザー・コンサルタント派遣業務を活用して「住吉浜手まちづくりの会」への支援

を実施。関西建築家ボランティアが休眠した後も、メンバーの建築家が引き続き支

援を行っている。 
 

＜凡例＞ 

：行政 

 ：支援者 

 ：担い手 

  ：地縁組織等 

住吉浜手まちづくりの会

→住吉呉田まちづくりの

会（平成 18年 5月～）

呉田地区協議会 自治会 

自治会 

連合自治会 
当初は対立 

その後友好関係に

神戸市 

情報交換 情報交換 

参加 

支援要請 
支援 

住民運動の 

中心メンバー 

設立 

関西建築家 

ボランティア 
建築家 

関西建築家ボランティア活動停止後も 

メンバーの建築家が引き続き現在に至るまで支援

平成 19年３月  

まちづくり協定締結 

東灘区 

平成 16年 6月  

まちづくり構想提出 

準備会を経て設立 

出典：ヒアリングを元に作成 
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④活動状況 

• 反対運動が動機であったこともあり、地域の課題解決や、地域を盛り上げたりする

ための活動に関しては、現在まで非常に活発に取り組んでいる。 
• 月一度の地域の公園の清掃活動、年１回定期的に行われてきた地域のお祭り(『わい
わいフェスタ』)やもちつき大会、親睦バスツアーなどが開催されている。 

• 近年では婦人会主催の盆踊りや、住吉地区住民全体を対象とした祭り等のイベント

を手助けするなど、呉田の他の団体との交流を図っている。 
• 同会の活動は特に防災まちづくりに特化して行われてきたという訳ではなく，市民

が望むまちづくりに関する様々なテーマの中の一つとして防災まちづくりに取り

組んでいる。 
◆まちづくり構想の検討（平成 13 年３月～平成 16 年６月） 

• 平成 13年８～11月：ワークショップ実施（３回） 
• 平成 15年１月：アンケート実施 
• 平成 15年７～11月：ワークショップ、まち歩き実施 
• 平成 16年５月：総会でまちづくり構想案承認 
• 平成 16年６月：まちづくり構想を東灘区長に提出 

◆まちづくり協定の検討（平成 16 年６月～平成 19 年３月） 

• 平成 16年９月：ワークショップ実施 
• 平成 17年３月：意向アンケート実施 
• 平成 18年３月：最終意向アンケート実施 
• 平成 18年 10月：総会でまちづくり協定案承認 
• 平成 19年３月：神戸市とまちづくり協定締結 

◆防災のまちづくり（平成 19 年５月～） 

• まちづくり構想の見直し(平成 20年 12月～)など 
• 平成 19年 11月：防災フェスタ(ちびっ子忍者まち探検) 
• 平成 20年３月、５月：防災セミナー 
• 平成 20年 11月：まちかどビンゴ(防災子どもまち歩き) 
• 平成 21年１月：まちづくり構想見直しワークショップ実施 
• 平成 21年９月：まちづくり構想見直しアンケート調査実施 
• 平成 21年 11月：御旅筋まち歩き調査実施 
• 平成 22年 11月：まちかど安全フェスタ開催 

◆定期的な取り組み 

• 毎月１回：定例役員会、クリーン作戦(公園の草抜き・清掃） 
• 隔月１回：まちづくりニュースの発行、包丁研ぎ 
• 年１回：総会（5月）、わいわいフェスタ（12月） 

◆その他：バスツアーの開催、様々なイベントに参加 
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図表Ⅰ-2-2-16 住吉呉田まちづくり協定区域図 

 
 
 

出典：神戸市ホームページ 
 
⑤文献等において指摘されている効果と課題等 

• 活動初期においては旧来型の地縁組織との融和が課題となったが、結果的にその後

も積極的な活動を維持して行く原動力になったとも言える。 
• 自治会との融和により、共同後援による地区盆踊りの復活や「公園管理委員会」の

まちづくりの会への移管など、協力と役割分担が進んだ。こうした関係改善は、ま

ちづくりの会によるアンケート回収率 80％の数字や、まちづくりフェスタなど「ま
ちづくりの会」イベントへの参加人数（毎回 5～600 人）の多さに見られる地域住
民の認知が大きな後押しとなった。その背景には自治会活動の不透明性や閉鎖性に

対する長年の根強い不満があったと思われる。 
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２－３．中越大震災における「地域復興支援員」制度 
「地域復興支援員」：地域住民の復興活動を支える制度。復興活動において地域住民が受身

でいるのではなく、自律的に活動できるようになるための支援を行う。地域住民とともに

情報発信やイベント、計画策定等に携わることで、地域住民の意識醸成を促す。 

 

１．「地域復興支援員」制度の設置背景と目的 

 平成 16年 10月 23日 17時 56分、新潟県中越地方を震源としたM6.8の直下型地震
「新潟県中越地震」（中越大震災）発生。被災した集落の集団移転、人口減少などによ

り、中山間地域の集落のあり方についての必要性が問われることとなった。 
 新潟県は平成 17年 3月に発表した「新潟県中越大震災ビジョン」の中で、中山間地
域復興の社会的意義を打ち出した。被災した地域住民も集落での活発な話し合いや、

外部者との関係を積極的に持ち、地域再生に取り組んでいくこととなった。 
 平成 17年 5月、地域復興のための中間支援組織「中越復興市民会議」が設立された。
これは長岡青年会議所の中にあったボランティアセンターから自然発生的に発足した

ものである。産官学民の枠を越えたつながりを育て、行政機関に頼るだけではなく、

住民の自立した意思を持った地域が行政機関と協働し、思いを実現するような活動を

支援することを目的としており、参加メンバーは地域の主たるＮＰＯ団体、商工会、

青年会議所、大学等であった。平成 17年から 19年の３年間、この「中越復興市民会
議」が被災地を動き回り、外とのパイプの役割を果たした。また平成 18年 3月から
半年に１度、復興活動に取組む集落・団体が一同に会する交流会「地域復興交流会議」

を開催、集落・団体のネットワークづくりに取組んだ。地域復興交流会議の参加団体

は、毎回 30団体以上に及び、また毎回新規参加者がでるというものであった。 
 中越復興市民会議のボランティアの活動を通じて、中山間地域の振興のための集落支

援の必要性が生じてきた。そこで平成 19年、「中越復興市民会議」の活動を参考とし
て、地域再生の活動をより推し進め、面的に広げていくことを目的として、（財）新

潟県中越大震災復興基金16により中越大震災被災者生活支援対策事業「地域復興支援

員設置支援」事業のもと「地域復興支援員」制度が設置された。「被災者生活支援対

策事業（地域復興支援員設置支援）補助金交付要綱」において、事業の趣旨として「中

越大震災で被災した地域におけるコミュニティ機能の維持・再生や地域復興を目的と

して、公共的団体等が地域復興活動を専任とする『地域復興支援員』を設置する」と

記載されている。 
 「新潟県中越大震災第二次復興計画」（平成 20年 4月公表）内の施策展開の考え方の

                                                  
16（財）新潟県中越大震災復興基金は平成 17年３月 31日に「新潟県中越大震災からの早期復興のための
各般の取り組みを補完し、被災者の救済及び自立支援並びに被災地域の総合的な復興対策を長期・安定

的、機動的に進め、災害により疲弊した被災地域を魅力ある地域に再生させること」を目的に設置され

た。基金額は 50億円、基本財産は 3,000億円。運用益を活用して各種事業を実施している。 
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中に「復興人材づくりに向けた施策展開－復興にかかわる多様な人材育成」が掲げら

れており、その事業計画の「コミュニティ再生への支援」の中に「地域復興支援員設

置支援」が盛り込まれた。 
 なお、「中越復興市民会議」の活動は平成 20年に（社）中越防災安全推進機構（後述）
の復興デザインセンターに移管された。 

 

２．地域復興支援員制度概要 

（１）事業年度 

 地域復興支援員（以下、「支援員」）は、中越大震災復興基金による「地域復興支援員

設置支援」事業（補助事業）のもと設置された。 
 中越大震災復興基金による予算措置は平成 19年度～26年度となっているが、各支援
員の任期は５年間である。 

 
（２）設置主体 

 地域復興支援員設置支援の補助対象者は、支援員の雇用者となる「設置主体」である。

市町村ではなく、継続的に地域の復興活動を支援できる充分な組織体制を有する公共

的団体等としている。 
 

地域復興支援員設置支援の補助対象者（設置主体） 

中越大震災に際して災害救助法の適用を受けた市町村に存し、以下の全ての要件を満た

す団体。 

（１）継続的に地域の復興活動を支援することができる十分な組織体制を有する公共的

団体等で、市町村長が認める団体 

（２）規約を有し、事業責任者、会計責任者等を明確にした事実施体制を整えた団体 

 
 この設置主体の下に「地域復興支援センター」が設置され、補助対象事業（地域復興

支援員の設置、地域復興支援員が行う各種活動）が実施される。 
 支援員は設置主体が雇用する。行政が直接雇用しないことで、支援員と行政とは独立

した関係性を保っている。 
 

（３）補助概要 

 補助対象事業及び補助対象経費は下記の通り。補助率は 10/10。 
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図表Ⅰ-2-3-1  地域復興支援員設置支援による補助対象事業及び補助対象経費 
補助対象

事業 

●地域復興支援員の設置 

●地域復興支援員が行う次の活動 

・被災地における地域復興のネットワークづくり支援 

・被災地における各種復興イベント等の企画、実施の支援 

・住民と行政の連絡調整 

・被災者への福祉的見守り、訪問相談、情報提供 

・その他、被災地の復興を支援する業務 

補助対象

経費 

●人件費：地域復興支援員の賃金、通勤手当、社会保険料等 

●事務費：地域復興支援員の活動拠点となる事務所の整備・運営に必要

な需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費(単価 30 万円以

下のものに限る)等 

●活動費：地域復興支援員の活動に必要な旅費、需用費(茶菓代以外の

食糧費を除く)、役務費、使用料及び賃借料 等 

 

３．地域復興支援員のスキーム 

（１）設置状況 

○支援員設置の状況 

• 平成 19年 10月に川口町（現長岡市）において１名先行設置し、平成 20年 4月か
ら本格導入、平成 23年 12月現在、50名程度の設置がなされている。 

 

○設置主体 

• 前述の通り、地域復興支援員設置支援事業により、公的な団体が設置主体となる。

現在は９地域にて、（財）山の暮らし再生機構、（財）小千谷市産業開発センター、

（財）魚沼市地域づくり振興公社が設置主体となっている。なお、川口町では当初

川口町観光協会が設置主体であったが、長岡市との合併により（財）山の暮らし再

生機構に移管された。 
 

○地域復興支援センターの設置 

• 各設置団体の下、「地域復興支援センター」を設置して組織的な活動を行う。１地

域に１名の支援員ではなく、複数名体制（3～11 名）での支援活動を行う。複数人
体制で支援を行うのは、現場での役割分担や活動の中での悩みを日常的に互いに相

談出来る体制とするためである。 
 
○支援の対象範囲 

• １つの設置主体が複数集落を対象に支援を行う。旧村～平成大合併前の自治体サイ

ズでの支援を実施している。 
• 単一集落を対象とするとそこで活動している支援員が、公私の線引きが出来なくな

ったり、依頼されたことを全てやらなければならなくなる等、心身両面で「逃げ場」
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が無くなり、活動が行き詰る場合がある（特に地縁のある支援員の場合はリスクが

高い）。 
• 複数集落への支援を行うことで、近隣集落との連携、行政区域を越えた連携の創出

可能性がある。 
 

（２）地域復興支援員の属性 

 行政ＯＢ（早期退職者、定年退職後）、ＵＩＪターン者、若手（学生時に地域づくり

に関わっていた元学生)、ボランティア(ボランティアセンタースタッフ、従前に地域
に入っていた個人のボランティア等)からの移行、ハローワークの募集に応じた地元の
人等様々である。年齢層は 20代から 60代まで幅広い。 
 行政担当者のネットワークにより、各方面で活躍する人材の情報が得られている場合

は、地域復興支援員の人材確保がスムーズに行われている。後方支援組織である（社）

中越防災安全推進機構復興デザインセンター（以下、「復興デザインセンター」）のネ

ットワークも活用されている。 
 
（３）地域復興支援員への後方支援 

○後方支援体制（復興デザインセンター） 

• 中越全域における支援員の後方支援を「復興デザインセンター」が行っている。 
• 復興デザインセンターは、中越大震災復興基金の「地域復興人材育成支援事業」を

担うため、平成 20年度に（社）中越防災安全推進機構17内に設立された。中越大震

災の教訓を生かした防災人材の育成を図ることにより、震災からの速やかな復興と

災害に強い地域づくりを実現することを目的とする。 
• 前述の中越復興市民会議で中間支援組織の経験があるスタッフがそのまま復興デ

ザインセンターのスタッフとなった。職員数は４人。 
• この移管により、中越復興市民会議の人件費、事務費、活動費が中越大震災復興基

金で負担されることとなった（補助率：10/10）。民間の支援組織が直面する組織や
活動に必要な財源を復興基金で確保したことが特徴といえる。 

• 具体的な活動としては、支援員の活動サポート、支援員の相談対応、人材育成研修

の実施、行政と支援員の間をつなぐ中間支援、支援員と専門家や地域内外とのコー

ディネート、（社）中越防災安全推進機構が有する全国ネットワークと地域をつな

ぐ中間支援、事業展開のためのコーディネート等。 
 

                                                  
17 （社）中越防災安全推進機構は、中越大震災を機に地域の防災安全の機運が高まり、行政、教育・研究
機関、企業、市民団体などが連携して平成 18年４月 23日に設立された。「防災安全学問研究コンソーシ
アム」、「中越市民防災安全大学等の開講、開設」「中越防災安全情報・技術振興」を活動の３本柱として

展開している。なお、現在の資金調達は９割が中越大震災復興基金からの補助で、残り１割は会費、事

業受託（国、県、長岡市等）による。 
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○地域復興支援員の研修 

• 支援員の研修については、復興デザインセンターが統一プログラムを策定し、全地

域まとめて平成 21 年～22 年の２年間実施した（平成 23 年度は東日本大震災の影
響等により、平成 23 年 12 月現在実施できていない）。１年間の自らの活動を振り
返って次年度以降の活動について支援の理念や手法を策定するというかなり詳細

なもので、支援員にはかなり負荷がかかるものの、集落の復興プロセスを整理する

ことが出来、研修の効果は高い。 
• 大半の支援員が活動開始当初、何をしたらよいかわからない状況にあったが、研修

プログラムの実施により支援員同士のつながりができ、互いの悩みを相談しあい、

情報交換するなど、支援員同士協力しあう関係が構築されてきた。また、復興デザ

インセンターのネットワーク等により、支援員が抱える課題解決に資すると思われ

る専門家を支援員に紹介しているなど、地域外からの有識者サポートについても効

果を上げている。 

図表Ⅰ-2-3-2 地域復興支援員を中心とした復興支援体制 
 

 

出典：田口太郎「集落支援員、復興支援員の現場からみた外部人材活用の成果と課題」及び東北

圏地域づくりコンソーシアム推進協議会「新潟県中越大震災からの復興事例 復興組織体

制調査」（2011年5月9日）を元に作成 

外部交流

広域支援組織 

地域復興支援センター

及び支援員

集落 

集落 

集落 

集落支援 

集落支援 

集落支援 

外部の

地域

助言・研修等連携・対等な関係

外部の支援者 

連携 
支援 

行政 

（財）小千谷市 

産業開発センター 

小千谷 

地域復興支援室 

おぢやファンクラブ 

設置

（財）魚沼市 

地域づくり振興公社 

入広瀬事務所 

湯之谷事務所 

設置

（財）新潟県中越大震災復興基金

助成

（財）山の暮らし再生機構 

設置 

長岡センター 
地域復興支援センター 

山古志 

サテライト 

小国 

サテライト 

栃尾 

サテライト 

川口 

サテライト 

十日町市里山センター 

南魚沼市地域復興センター 

地元大学 

他支援組織 
各市町村 新潟県 （社）中越防災安全推進機構 

復興デザインセンター 助成 

バックアップ

＜凡例＞ 

：行政 

 ：支援者 

 ：後方支援 

  ：住民（担い手）

：外部の担い手 
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図表Ⅰ-2-3-3 地域復興支援員の設置状況 
十日町市 南魚沼市

長岡市 栃尾 山古志 小国 川口

設置目的

（申請書に記載

された設置目

的）

記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 被災した地域の課題

を解決するには、地

域コミュニティ機能

の維持・犀星や地域

産業の復興に各種

支援が必要になって

くる。このため、地域

復興支援員を配置

するなかで活動を支

援することにより、市

民自らの手による解

決を目指す

復旧から復興への

転換期にあたり、地

域が主体で行う集落

再生などの地域振

興活動や団体等が

行う産業振興活動を

支援することで、地

域や市民活力の醸

成を図り、「創造的

復興」に繋げる

設置箇所 LIMOセンター（長岡）

を新設

地域復興支援セン

ター栃尾サテライト

を新設

地域復興支援セン

ター山古志サテライ

を新設

地域復興支援セン

ター小国サテライト

を新設

川口町復興支援セ

ンターを新設→市町

村合併に伴い地域

復興支援センター川

口サテライトに変更

十日町里山センター

を新設

南魚沼センターを新

設

小千谷市地域復興

支援室を新設

おぢやファンクラブを

新設

魚沼市地域づくり振

興公社に支援員を

設置

設置場所 (財)山の暮らし再生

機構内

長岡市役所栃尾支

所内

山古志会館 民間ビル内 農村総合振興セン

ター

十日町市役所 JA魚沼みなみビル

内

小千谷市民会館（4

名）、東山住民セン

ター（1名）、真人住

民センター（1名）、岩

沢住民センター（1

名）、サンプラザ（4

名）

魚沼市湯ノ谷庁舎（7

名）、及びサテライト

として入広瀬庁舎（4

名）

設置主体 山の暮らし再生機構 山の暮らし再生機構 山の暮らし再生機構 山の暮らし再生機構 川口町観光協会→

山の暮らし再生機構

（市町村合併に伴う

変更）

山の暮らし再生機構 山の暮らし再生機構 小千谷市産業開発

センター

魚沼市地域づくり振

興公社

設置人数

（H22年11月現

在）

5名 3名 5名 3名 5名 5名 5名 7名（地域復興支援

室）＋4名（おぢや

ファンクラブ）

11名

対応範囲

（H20住民基本

台帳より）

長岡市、十日町市、

南魚沼市

旧栃尾市域

　人口：22,347名

　(長岡市全域：

279,592)

　集落数：集落

　高齢化率：33％

旧山古志村地域

　人口：1,342名

　（長岡市全域：

279,592）

　集落数：集落

　高齢化率：42％

旧小国町域

　人口：6,505名

　（長岡市全域：

279,592）

　集落数：33集落

　高齢化率：37.0％

旧川口町全域

　人口：5,241名

　集落数：集落

　高齢化率：29％

十日町市全域

　人口：63,340名

　集落数：443集落

　高齢化率：29％

南魚沼市全域

　人口：62,061名

　集落数：集落

　高齢化率：26％

小千谷全域

　人口：39,941名

　集落数：集落

　高齢化率：27％

魚沼市全域

　人口：43,566名

　集落数：集落

　高齢化率：28％

（合併地域） － － － － － 十日町地域　56,760

名

川西地域　2,334名

松代地域　1,468名

松之山地域　1,068

名

中里地域　1,710名

（H18住民基本台帳

より）

大和地域　15,199名

六日町地域　28,521

名

塩沢地域　19,609名

（H17住民基本台帳

より）

－ －

勤務状況 専任 専任 専任 専任 専任 専任 専任 専任 10名専任、1名公社

事務局兼任

支援主体内の役

割分担

地域、事業担当制 地域（集落）担当制、

他全体に関わるもの

は全員で

地域（集落）担当制、

他全体に関わるもの

は全員で

特になし（一部事業

別担当制）

地域（集落）担当制、

他全体に関わるもの

は全員で

地域担当制（旧市町

村単位）

「観光ガイド関連」

「子どもの教育旅行

関連」「地域コミュニ

ティ復興関連」の事

業担当制

「地域コミュニティ復

興支援グループ」、

「地域産業復興支援

グループ」の事業別

担当制（一部地域担

当）

「自治組織の維持・

活性化関連事業」、

「産業育成関連事

業」「地域振興の基

盤整備事業」の事業

担当制（一部地域担

当制）

行政との関係 一体となって活動 支援員の相談役 一体となって活動 支援員の相談役 情報の共有はある

が、連携ができてい

ない

密に連携（地域の課

題の報告・検討な

ど）

"天地人"関連事業

では連携

一体となって活動 一体となって活動

（下請け？）

事務局機能を肩

代わりしている

団体

なし なし 山古志住民会議 なし えちご川口交流ネト

REN

なし なし おぢや復興ネット

ワーク

魚沼自然・食・文化

ネットワーク、体験

交流受け入れ協議

会

地域内の中間支

援組織など

なし なし なし NPO法人MTNサ

ポート

なし なし なし なし なし

連携組織 － 多世代交流館にな

ニ～ナ、中央看護専

門学校、社協、コン

サルタント（デザイン

策定）など

観光開発公社、地域

内観光業者、東洋大

学など

長岡造形大学（澤田

先生、学生）、事業

創造大学院大学（川

辺先生）、武蔵野市

団体（KISSなど）、多

世代交流館になニ

～ナ

川口町農業振興公

社、長岡技術科学大

学（上村先生）、長岡

造形大学（澤田先

生、平井先生）、他

全国の交流地域

JA、観光協会 南魚沼市観光協会、

六日町観光協会な

ど

コンサルタントなど 魚沼市観光協会、観

光業者など

支援組織 － 山の暮らし再生機構

（事務局機能、事業

連携）

復興デザインセン

ター（活動のバック

アップ、研修の実

施）

山の暮らし再生機構

（事務局機能、事業

連携）

復興デザインセン

ター（活動のバック

アップ、研修の実

施）

山の暮らし再生機構

（事務局機能、事業

連携）

復興デザインセン

ター（活動のバック

アップ、研修の実

施）

復興デザインセン

ター（活動のバック

アップ、研修の実

施）

山の暮らし再生機構

（事務局機能、事業

連携）

復興デザインセン

ター（活動のバック

アップ、研修の実

施）

山の暮らし再生機構

（事務局機能、事業

連携）

復興デザインセン

ター（活動のバック

アップ、研修の実

施）

復興デザインセン

ター（活動のバック

アップ、研修の実

施）

復興デザインセン

ター（活動のバック

アップ、研修の実

施）

支援内容 ・情報収集提供業務

・支援員の活動支援

・庶務、経理事務

・大田地区への支援

・交流プラットホーム

事業実施に向けた

資源調査、及び住民

を交えた活用方法の

協議

・地域復興ネット

ワークづくり支援

・地域の元気づくり

支援

・活動集落の継続支

援

・交流、他地区の視

察などの支援

・地域福祉活動新

・地域活性化支援

・地域おこし活動支

援（山古志住民会議

運営支援、住民と行

政の連絡調整）

・交流、視察等活動

支援

・活動集落の継続支

援

・地域内集落及び団

体の連携にむけた

活動支援

・地域活性化支援

・集落再生・復興支

援

・ネットワークの形成

・都市との交流促進

・被災者の福祉的見

守り活動

・支援員研修事業の

実施

・高齢集落への支援

・農村の活性化支援

・地域観光活性化支

援

・視察、PR活動支援

・地域活性化支援

・観光誘致支援

・2地域居住推進支

援

・その他の取組み

【地域コミュニティ復

興支援グループ】地

域住民の思いから

の復興活動・事業・

計画づくりの支援

【地域産業復興支援

グループ】地場産品

の販路拡大により地

域の活性化を図るた

めの事業を支援す

る、地域資源を有効

に活用した地域交流

事業を支援し地域の

活性化を図る

・自治組織の維持・

活性化関連事業

・産業育成関連事業

・地域振興の基盤整

備事業

魚沼市観光協会、観

光業者など

小千谷市長岡市

 
出典：田口太郎「集落支援員、復興支援員の現場からみた外部人材活用の成果と課題 中越地域

における復興支援員の実態分析から得られた知見と考察」地域力創造セミナー資料(2011
年6月）を一部修正。 
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４．地域復興支援員の活動 

（１）支援員による支援の方針 

 支援の方針は、地域復興支援センターを設置した自治体の裁量に任せられており、自

治体により異なる。 
 基本的には生活支援系等の活動から地域に入り、地域住民との信頼関係をつくりあげ

ながら徐々に地域づくり系に活動の重点領域を移行させていく。 
 被災状況が深刻であった場所では生活支援系の活動が長期化する傾向にあり、比較的

被害が軽微な被害ではすぐに地域づくり活動がスタートしている。 
 地域復興支援センターの発案による具体的な支援活動は、実際に地域に入って活動し

ている支援員の裁量に任されている部分が大きい。そのため支援員のスキルやキャラ

クター、人脈に左右される部分がある。 
 支援員は研修により１年ごとに自らの活動の総括をして、次年度以降の支援の方向性

を決めていくことになる。 
 

（２）主たる活動 

 地域復興支援センターおよびその支援対象範囲に応じて、支援員の活動は異なる。運

営方針を各地域の裁量に委ねたことから、多様な活動が混在することとなった。支援

活動は幅広く、地域の状況によって異なるが、例えば以下のようなものがある。 
• 地域住民と一体となって地域づくり活動を行う 
• 地域の計画策定の支援を行う 
• 地域住民とともに自治機能を検討 
• 中間支援活動の実施 
• 福祉的見守り 
• 地域おこし協力隊の後方支援 
• 観光事業を進める 等 
 

 「地域復興デザイン策定支援事業」が実施されている地域においては、支援員がデザ

イン策定事業の支援を行う活動も実施している。支援員は住民とコンサルタントの間

に立ち、地域に入ったきめ細かい活動から得られる知見により、コンサルタントでは

対応しにくい部分の対応を行うことが出来る。たとえば地域住民の意見の集約や、コ

ンサルタントと集落の意見調整などである。 
 「地域復興デザイン策定支援事業」は中越大震災復興基金の事業の一つで、「活動す

る被災地域の自立支援のため、地域特性を活かした復興プラン策定に取り組む集落や

地域団体等に対して、コンサルタント等の導入によるプランのイメージングを支援し、

住民起業や地域連携への動きを加速させる」、１団体あたり 700万円を上限とする補
助事業である。 
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（３）支援の段階 

 概ね支援員による支援は、図表Ⅰ-2-3-4に示す①及び②の２段階において実施される。
支援員は、地域づくり活動の土壌が出来ていない地域において、特に①の活動を重視

し、信頼関係構築・小さな成功体験の積み重ねなどを丁寧に行っていく。そして地域

の方向性が定まった後に、専門的な支援等も含めて本格的に地域が主体となって自律

的に活動していくことを目的としている。 
 

図表Ⅰ-2-3-4 復興支援の２つの段階 

①復興活動初動期における関係醸成・計画策定段階 

・支援員と集落との信頼関係を構築する 

・支援員と集落との協働による小さな成功体験を生み出す 

・地域の長期的活動の方向性を検討する 

②中長期的復興に向けた具体的な活動を展開する段階 

・集落の方向性が定まったあとは集落の方向性に即した専門的支援が必要 

・アドバイザー的な支援員を効果的に利用し、集落が主体となり活動する必要 

出典：田口太郎「集落支援員、復興支援員の現場からみた外部人材活用の成果と課題」に加筆 
 

 

 

 

 

 

 

②具体的な活動を展開する段階 ①関係醸成・計画策定段階



 58

（４）支援の具体的な例 

 平成 20年 4月に設置された長岡地域復興支援センター栃尾サテライトにおける支援
員の活動を例にとり、具体的な活動について概観する。 
 栃尾サテライトでは 10集落において集落との連携による活動が進められている。そ
のうち５集落において地域復興デザイン策定支援事業が実施されていることから、支

援員の事業にも策定支援事業のサポートが組み込まれ、「活動自体の情報発信・共有」

「地域復興デザイン策定支援事業の支援等を行う集落づくり」「集落づくりに向けた

元気づくり」の３つに整理される活動を実施することとなった。 
図表Ⅰ-2-3-5 長岡地域復興支援センター栃尾サテライトにおける取り組み 

  活動目的 支援センターの活動概要 対象集落・地域 

情
報
発
信
共
有

支援センターの
活動の発信。各集
落の活動の情報
共有 

HPブログによる情報発信、新聞の発行、あい
ぼ処（※1）での情報発信、かりやだ交流会の
開催（※2） 

・栃尾地域全域 
・中心市街地等 

集
落
づ
く
り 

集落の復興に関
わる計画策定支
援と提案実行 

地域復興デザイン作成支援事業支援（※3）、
会議等への参加を通して住民の意見集約、集落
づくりにおける提案実行、ワークショップ支
援、意見交換会の場作り、地域内交流・地域外
交流の促進 

・新山 
・一之貝 
・繁窪 
・中 
・西中野俣 
・菅畑 

元
気
づ
く
り

集落作りに向け
た意識の醸成、地
域資源の発掘、交
流の場づくり 

お茶会（※4）への参加、お祭り、道普請など
集落行事への参加共催、住民ヒアリングの実
施、交流イベントの開催、伝統行事の復活 

・西中野俣 
・森上 
・半蔵金 
・栗山沢 

※１ 中心市街地の空き店舗を活用した地域づくり拠点 
※２ 旧栃尾市域内の住民同士の交流の場、集落活動の紹介などを通して情報交換を行っている。５０人

～８０人程が集まり行われている。 
※３ 地域住民の意見の集約やコンサルタントと集落間の調整等 
※４ お年寄りが参加する寄り合いの場（行政が介護保険予防を目的に、社会福祉協議会が地域コミュニ

ティ作りを目的に協働で行っている） 
資料：杉崎康太、田口太郎「地域復興支援員の働きかけによる集落活動の拡大プロセスに関

する研究 －集落復興活動における人的支援の可能性 その２－」（2010 日本建築学
会大会学術講演梗概集） 

 平成 20年～21年度の２ヵ年の活動及び今後のロードマップについて支援員が取りま
とめた資料を次ページに示す。栃尾サテライトでは活動の段階を概ね１～２年目、３

～４年目、５年目～と段階に分けて考えているが、初動の２ヵ年においては、支援員

の様々な働きかけにより交流などの活動が生じ、地域外との交流において住民の地域

づくりへの意識が高まり、多くの住民を巻き込んだ交流活動につながり、外部との交

流を通じて地域支援の再認識が進むと同時に集落活動への住民の関心が高まり、主体

性が増したとしている18。 

                                                  
18 杉崎康太、田口太郎「地域復興支援員の働きかけによる集落活動の拡大プロセスに関する研究 －集落
復興活動における人的支援の可能性 その２－」『日本建築学会大会学術講演梗概集』（2010）。なお、杉
崎氏は実際に栃尾サテライトで活動している支援員である。 
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図表Ⅰ-2-3-6 栃尾サテライトの今後のロードマップ及び２年間で行ってきた事業のまとめ 

 

今までコンサ
ルタントなど
ではできな
かった部分
密な計画づく
りや実践に向
けて

行政や社協
などと連携し
た高齢者の
生きがいづく
りなど

栃尾地域内
（「まち」と「や
ま」）のつなが
りから、
栃尾地域を一
つの範域とと
らえた活動
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出典：支援員研修会資料「栃尾サテライト」（平成 22年 3月 15日） 
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図表Ⅰ-2-3-7 支援センター２年間の活動ふりかえりシート（センター名：栃尾サテライト） 

これまでの事業のふりかえり

■事業タイトル ◎成果 ◎成果をどう伸ばしていくか？

○情報発信 ○課題 ○課題の原因は何か？（連携により課題解決は可
能か？）

○サテライト新聞の発行
（７号まで発行、号外は３号発行）

◎新聞を通して他の集落の活動を知ることができたという
声がある。他の集落の活動が気になるという声が出てきて
いる。
○配布しているところがバラバラ。
○不定期発行になっている。戦略的に使えていない。

◎定期的に配布することで新聞の役割を伝えていく。
○配布リストなどをつくって必ず毎回同じところには届くよう
にする。
○定期的に発行する

○あいぼ処情報発信
集落紹介など

◎広く活動を発信できた。
◎集落とまち場をつなぐきっかけづくり。
○活動の評価をできない。

◎常に来る人が興味を持つような内容にする。
○情報発信の先にある目的がはっきりしていない。

○ブログ、HPによる情報発信
日々の活動の紹介

◎読者が確実に増えている。栃尾の中でも見てくれている
人が出てきた。
◎インターンを受け入れた一之貝の中学生がコメントを入れ
てくれている。→自分の集落に興味を持っている。
○HPが使いこなせていない。

◎定期的に更新していく。栃尾の中でもブログなどいろいろ
とやっている人がいるのでリンクなどを張ることで、新しい可
能性が出てくるかも。
○ホームページの使い方を覚えるしかない…。

○かりやだ交流会の開催 ◎今まであまりなかった集落とまちなかのNPOなどの情報
交換が行われた。集落の人たちの参加が多かった。
◎参加者からは次回いつやるのかといった声も出てきてい
る。
○何のために行っているのかが明確ではない。

◎なにか仕掛けが必要。参加することによるメリットは何
か?
○目的がはっきりしていない。交流することでどうなるのか
仮説がない。

■事業タイトル ◎成果 ◎成果をどう伸ばしていくか？

○集落の元気づくり ○課題 ○課題の原因は何か？（連携により課題解決は可
能か？）

○西野俣集落
昔の様子から集落の今後を考える
・昔の写真集め～カレンダーづくり～写真展など
今後は集落のアルバムみたいのを作成予定

◎集落の人たちの参加
○老人会の解散など既存組織の衰退が起きている。
○区長以外のリーダーがいない。（区長の言うことにはみん
なついてくる。）

◎
○社協などと連携して行っていくこと
○老人会などについては、周辺集落とも協力していく必要
も出てくるのではないか。

○栗山沢集落
お茶飲み会に参加
あいぼ処で栗山沢集落展の開催

◎
○何ができるのか？
ただお茶飲み会に参加しているだけでいいのか？
○今後、栗山沢集落のような状況になる集落もたくさん出
てくるのではないか？

◎
○

○映画鑑賞交流会や学生との交流
半蔵金集落、中西野俣集落など
森上集落のお茶会

◎映画館紹介という交流の場を設定することで、集落の人
たちが集まってきて交流する場が生まれた。
◎お茶会では、今までにない新鮮さがあり、非日住尾を体
験できる機会であった。
○集落の中で、このような地域内の交流の重要さに問題意
識を持っている人があまりいない。

◎定期的に行うというよりも、一つの手段としてとらえ今の
課題解決に向けて取組む必要がある。
○集落の課題について、いろいろな組織と問題意識を共有
する必要がある。
保険福祉課とか社会福祉協議会など？

■事業タイトル ◎成果 ◎成果をどう伸ばしていくか？

○集落づくり活動の支援（デザイン策定など） ○課題 ○課題の原因は何か？（連携により課題解決は可
能か？）

○西中野俣集落
デザイン策定支援事業の部会立ち上げなど

◎何度か世代を超えた話し合いの場が持てた
○世代を越えた中での話し合いの場の継続性がない
○デザイン策定先導事業についてどのようにするのか？

◎部会をとおして具体的に話をする場を設定する
○集落の人たちのデザイン策定支援事業に対する意識の
違い

○新山集落
デザイン策定支援事業
長岡大学の大学生の田植えと稲刈りの実施について

◎大学生が新山集落に来たという話がいろいろなところに
回っている。
○長岡大学の学生との継続性
○デザイン策定支援事業の今後をどうするか？
○区長は熱い思いを持っているが他の人たちはどうなのか
わからない。

◎継続した交流
○新山集落の人たちの意識

○繁窪集落
デザイン策定支援事業のその後・・・
水上温泉とピノキオとの交流

◎水上の人たちとの交流が生まれた。
繁窪の人から来年以降も続けていこうという声がでた。
○先導事業で作ったいろり庵について・・・

◎交流を通していろり庵について考える。
○

○中集落
デザイン策定支援事業
集落活動など

◎コンサルテントとの連携がうまくいっていなく、今まで集落
の人たちの意見が全く出てこなかったが、最近になってい
ろいろな声が出てくるようになった。
○先導事業に向けてやること

◎比較的若い世代が多くいろいろな動きができるので先導
事業はとても重要になってくると思う。
○

○菅畑集落
デザイン策定支援事業

◎
○生産組合などもあり、いろいろとやっているのであとはや
り方次第。
どのように関わっていくか？

◎
○

○一之貝集落
千葉との交流
大学生インターンの受け入れ

◎学生の受け入れを通して様々な成果が出た。
集落内に浸透した。
千葉の人たちは一部の集落の人たちとの関わりだが、学
生は子供から若い世代年寄りまで満遍なく関わったので集
落の中での反響は大きかった
○若い世代の取り込み
生産組合の取り組み

◎
○

これまでやってきたことの整理 成果と課題 課題⇒その原因・成果⇒どうのばしていくか

 
注：原本の誤字については修正した。 

出典：（財）山の暮らし再生機構「長岡地域復興支援センター栃尾サテライト」（2011年） 
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５．ヒアリング等について指摘されている地域復興支援員活動の課題等 

○地域復興支援員の設置当初の戸惑いの払拭 

 当初は地域復興支援員のミッションが明確となっていないため、支援員自身具体的な

活動イメージが湧かず、活動に戸惑いがあった。また、行政からの独立性を保つよう

な仕組みにしたが、その分行政との連携も取りづらかった。 
 戸惑いの払拭のため、まず支援対象地域の集落との関係づくりを進めるため、地域に

出向き挨拶活動、集落の会合、集落行事等への参加などによって認知してもらった。 
 

○支援の限度 

 被災の大小に係わらず、集落が主体的な動きを始めた地域との関わりは可能であるが、

集落の動きが特にない地域とは関わりにくい。 
 各支援員が１集落を対象としての支援活動ではないため、全ての集落との濃密な関係

づくりは難しい。一方で住民が支援員に依存しすぎない体質づくりという視点からは

有効ともいえる。 
 時限的支援であること。支援員設置は当初５年で、その後２年延長されたが、依然と

して時限的支援であり、基金による支援が無くなったあとの支援のあり方を考える必

要がある。 
 支援員自身のキャラクターへの依存性が高い。また支援員のモチベーションによる支

援活動の浮き沈みがあり得る。集落と支援員のマッチングを適切に行う必要がある。 
 支援員自身の活動資金はあるが、集落活動を実践する資金がない。集落との関係づく

りの中で、小さな実践を行う予算が必要（大きな事業費ではなく、小さな社会実験の

支援としての予算が必要） 
 支援員自身のキャリアパス。支援員後のライフプランが不明瞭であることから、良い

人材が集まりにくい懸念がある。 
 

○主体性の醸成 

 集落の課題に対して直接的に対応してしまうと、集落の自立性（自治力）を奪いかね

ない。支援を通じて集落の主体性を高めた上で、地域内外との持続的な関係を構築し、

持続的な自立性を高めていく支援が必要である。 
 そのためには、対話から住民の意向を吸い上げ、小さな成功体験をお膳立てする必要

があった。 
 

○（社）中越防災安全推進機構復興デザインセンターの継続 

 現在、復興基金に運営資金の多くを拠っているが、今後、防災教育や人材育成、平時

も含めた地域づくりを通した地域貢献を引き続き行うため、基金事業終了後も復興デ

ザインセンターの機能を継続したいとしている（図表Ⅰ-2-3-8）。 
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図表Ⅰ-2-3-8 （社）中越防災安全推進機構復興デザインセンターの今後の方向性 
現在の復興デザインセンターの

機能 

各機能の将来的な方向性 

中越大震災からの復興支援  復興から平時のまちづくりへの移行（特に市民協働等の
活動）→別組織への移行を検討 

 中越大震災の復興検証と記録→中越防災安全推進機構長
岡震災アーカイブセンターへ移行 

中越大震災の教訓を活かした復

興支援及び防災のまちづくり支

援 

 中越大震災の教訓を活かした復興支援→中越防災安全推
進機構長岡震災アーカイブセンターへ移行 

 防災まちづくり支援→中越防災安全推進機構地域防災力
センターへ移行 

資料：（社）中越防災安全推進機構復興デザインセンター長稲垣文彦氏へのヒアリングより作成 
 

○復興支援の今後の方向性 

 平成 22年に中越大震災からの復興の方向性を関係者が整理したロードマップを図表
Ⅰ-2-3-9に示す。 

図表Ⅰ-2-3-9 ６年間の復興プロセスと７年目以降のロードマップ 

出典：稲垣文彦、上村靖司「新潟県中越大震災から６年・被災地の課題と今後の復興支援の方向

性について－住民主体の持続可能な社会の仕組みづくりにむけて－」社団法人 中越防災安全推

進機構『復興プロセス研究会 実践研究報告書 復興プロセス研究 2009-2010』（2011年 3月） 
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 復興支援員制度に関しては、地域づくり支援の継続性と、市町村合併による役場機能

後退の補完の必要性から、地域復興支援員に替わる新たな自立的な支援の仕組みづく

りの必要性が指摘されている。制度自体は平成 26年度までとなっていることから、そ
の後について、今後下記の方向性で議論を進めていく。 
①各地域で支援員の機能を残すためのＮＰＯ等の設立等が模索されており、地域の

自助努力でその機能を残していくことが考えられる。 
②各自治体でこれまでの支援員の成果等を踏まえ、その成果が有効であると考える

自治体において、この機能を残すための自治体施策についての議論が必要である。 
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Ⅱ．東日本大震災の被災地におけるまちづくりの担い手の把握・分析  
ここでは、まず東日本大震災の被災地において、まちづくりの担い手の活動状況等につ

いて文献・報道等から復興まちづくりの現状等について概観した。 
さらに、民間の担い手が主導的に復興まちづくりに参画している事例や担い手が活動を

スムーズにおこなうべく適切な支援を行う仕組みを構築している事例を抽出しケーススタ

ディを行った。 
 
１．まちづくりの担い手の活動状況把握 
１－１．情報収集と整理方針 

 東日本大震災に関する情報はマスコミ等で連日報道されているものの、被災状況（人

的被害・物的被害）、応急復旧（避難所・仮設住宅）、生活支援（ボランティア情報）

等に関する情報が多い。 
 そこで本調査においては、『復興まちづくりの担い手（地域コミュニティ、任意団体、

地縁団体、NPO、まちづくり会社、TMO、商工会等の団体）が、主導的に復興まち
づくりに参画する若しくは参画する機運が高まっていることが認められる情報』と

『復興まちづくりの担い手等を支援していることが認められる情報』を新聞・雑誌、

有識者からの情報提供、HP、ブログ等より抽出し整理した。 
 なお、今後の主導的に復興まちづくりを担うことが期待される組織化される前の活動

内容も含めて検索している。一方で、行政主導の活動に関しては除いた。 
 情報整理に当たっては、当該市町村における復興まちづくりに関する「活動概要」、

担い手の名称である「域内の活動主体」、活動を支援する「域外の活動主体」、詳しい

活動を記した「内容」、その他「出典」「備考」に分類し整理した。 
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１－２．まちづくりの担い手の活動状況 

県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

岩手県 宮古市 ・宮古あきんど

復興市を開催 

・今後の街づく

りを考える朝会

議スタート 

・末広町商店街、

中央通商店街 

・中央通商店街振

興組合 

  ・末広町商店街・中央通り商店街のメンバーが同道で企画した復興イベ

ント「宮古あきんど復興市」を開催。佐香理事長の行動力によるところが

大きい（商店街・再開発にも精通）。 

・中央通商店街振興組合は阪神大震災で商業復興に携わった専門家ら

を招き今後の街づくりを考える「朝会議」を開いた。震災後一時存続が危

ぶまれたが、「中心商店街が元気になることが市の復興につながる」と、

「朝会議」を中心に再スタートした。 

・（有）協働研究所 東朋

治氏ヒアリング結果 

岩手県 宮古市 ・復興まちづくり

勉強会開催 

・視察に訪れる

研究者や海外

政府関係者らを

対象にボランテ

ィアでガイド 

・震災後の街づく

りを考えるＮＰＯ

法人「ＮＰＯ法人

立ち上がるぞ！

宮古市田老」（宮

古市田老地区） 

  ・ＮＰＯ法人「立ち上がるぞ！宮古市田老」を住民や学識経験者ら約３０

人で７月に設立し、講演会などを企画。 

・北海道南西沖地震で津波被害を受けた北海道・奥尻島の和田良司前

奥尻町長を招いての勉強会開催。 

・仮設住宅などで暮らす被災者で NPO の中心メンバー４人（元宮古市職

員）が、視察に訪れる研究者や海外政府関係者らを対象に、ボランティア

でガイドを務めている。将来的には観光客にも対応できる態勢づくりを目

指す。 

・高さ約１０メートルの防潮堤を越え壊滅的被害を受けた状況を見ようと、

地区には国内外から視察が殺到。国内の研究者や防災関係団体など３

０組約７００人、海外３４か国から計約１７０人の視察を受け入れた。 

・現在は態勢が整っていないため観光客の受け入れを制限しているが、

今後はツアー客にも対応できるよう、観光関係者との連携を目指す。高

齢者に津波の語り部となってもらうことも検討する。交流人口を増やし、

街が活気づけば、復興への近道となると意気込む。 

・2011/11/13  岩手日報

朝刊 

・2011/11/10  東京読売

新聞 朝刊 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

岩手県 宮古市 ・住民代表によ

る地区復興計

画の検討会 

・自治会や漁協、

ＰＴＡ、ＮＰＯなど

地域の団体の代

表ら 20 名 

  ・宮古市田老で２５日、地区の復興計画について、住民代表約２０人によ

る検討会が開かれた。市は高台移転案など４案を公表しており、住民同

士の議論で内容を詰める。来年２月にかけて４回開き、提言を求める。 

・市は、１００戸以上の被害地区１０カ所は同様の検討会を開く。 

・メンバーは３グループに分かれて、まちづくりの夢や土地利用について

案を出し合った。「防潮堤は津波の力をそらす造りに」という提案から、

「観光客が来る町を」「明治、昭和、平成。もうこんな苦しみに遭わない町

に」といった決意も披露された。 

・2011/10/26  朝日新聞  

岩手県 大船渡市 ・住民有志の復

興会議 

・おおふなと復興

市民会議 

  ・市民自ら復興の担い手となるとともに、行政の復興構想に、市民の意見

を反映させる狙いもある。被災事業所の復活策や、個人の二重ローン問

題解決に向けたファンド設立など具体的な提言を検討する。 

・2011/7/26 岩手日報 

復興、市民が担い手 大

船渡で有志が「会議」立

ち上げ 

岩手県 大船渡市   ・越喜来地区での

協議会設立へ 

・首都大学東京

饗庭准教授、東

京大学大学院

工学系研究科

社会基盤学専

攻川越助教で

支援予定。 

・仲介は防災科

研の佐藤客員

研究員（大船渡

出身） 

・越喜来地区。市の復興計画策定を受け地域で協議会が立ち上がってい

る。 

・大船渡市出身の防災科学技術研究が客員研究員佐藤隆雄氏が、故郷

で街づくりの復興支援を始めた。市内の被害状況を調査し、市の復興計

画策定について提言する。「命を守る街づくりに向け、古里の役に立ちた

い」と話している。 3/28 から４日間、被災した市内沿岸部の集落をつぶ

さに調査。調査結果を基に、津波被害に遭わない居住地域などを検討し

ていく。 今、最も心配しているのが仮設住宅。「冬の寒さをしのぐには、

プレハブではなく、木のぬくもりを感じられる住宅がいい。自営業者の生

活再建に向け、仮設住宅でも営業できるようにすべき」。被災者の立場に

立った提言を心掛ける。 

・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 

・2011/04/04  河北新報

夕刊 東日本大震災／故

郷大船渡を命守る街に／

防災科学技術研の佐藤

氏「研究の蓄積、 

役立てたい」   
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

岩手県 大船渡市   ・越喜来地区から

市への提案書提

出 

・首都大学東京

饗庭准教授、東

京大学大学院

工学系研究科

社会基盤学専

攻川越助教で

支援予定。 

・仲介は防災科

研の佐藤客員

研究員（大船渡

出身） 

・越喜来地区。市の復興計画策定を受け地域で協議会が立ち上げてい

たが、他の地区に先駆け、市に協議会名の提案書を提出。 

・10 月 31 日の段階では 1 地区のみ。 

・防災科研佐藤氏ヒアリ

ング 

岩手県 大船渡市 ・大船渡市碁石

地区の住民発

案・主導による

まちづくりワーク

ショップ開始。 

・末崎町の今後を

考える会 

・社団法人コミ

ュニティネットワ

ーク協会 

・末崎町碁石地区における復興まちづくりは、社団法人コミュニティネット

ワーク協会（以下、「CN 協会」）の理事長を務める元副理事長高橋英與

氏が大船渡市出身であり、実務的に支援したいという思いから大船渡応

援団を結成したことが始まり。 

・CN 協会が碁石地区に支援・アドバイスを打診したことにより将来を見据

えた「末崎町の今後を考える会」が設立。住まいとまちづくりをテーマにし

た復興まちづくりが始まる。 

・大船渡応援団には、地域福祉をはじめとする住宅・環境工学等、様々な

分野の専門家集団であり、大船渡以外の人物の集まりではなく、応援団

の中に地域と CN 協会並びに行政とを繋ぐ現地プロデューサーを配置し

たことが特徴。 

・防災科研佐藤氏ヒアリ

ング 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

岩手県 大船渡市 ・各地で復興委

員会 

・各地、集落単位

の地域組織 

  ・地域課題に根ざした復興施策につなげようと、地区・地域単位で「復興

委員会」などの組織が立ち上がり、活動を本格化している。 

・策定を進めてきた復興計画は、議会議決を待つだけとなった。今後は

地区・地域ごとの実情に合わせた協議に入る方針で、私災害復興局では

「地区毎に立ち上がった復興家各委員会や既存の地域組織と連携を取り

ながら進めていきたい」と語る。 

・2011/10/29 朝日新聞 

岩手県 大船渡市 ・全線で復旧の

めどが立ってい

ない岩手県の

三陸鉄道南リア

ス線の南端に

ある大船渡市

の盛（さかり）駅

を市民有志らの

手で、交流・観

光拠点として再

生 

・大船渡市民有志

・ＮＰＯ法人夢ネッ

ト大船渡（岩城恭

治理事長） 

  ・当面使う予定のない駅舎とホームを開放してサロンにし、壊れた車両を

カフェにした。地域活性化と同時に三陸鉄道のファンを増やし、運行再開

を後押しする狙い。 

・市内の公民館などが流され、地域住民の交流拠点が不足するようにな

ったため、震災前から市内で町づくり活動をしていたＮＰＯ法人夢ネット大

船渡のメンバーらが三陸鉄道と協力し、今月五日に駅を交流観光拠点

「ふれあい待合室」としてオープン。 

・待合室の運営は、県から補助を受けてＮＰＯ法人が担う。待合室の熊谷

満恵室長は「三陸鉄道は高校生や高齢者らにとって欠かせない地域の

足。観光にとっても重要な存在だ。この駅を活用して多くの人を呼び込

み、鉄道運行の再開につなげたい」と意気込む。 

・2011/10/18  東京新聞

夕刊  

・2011/10/05  毎日新聞 

朝刊  

岩手県 久慈市 ・震災復興イベ

ント開催 

・(株)街の駅・久

慈（飲食店運営・

テナント賃貸） 

  ・集客と義援金及び寄付金を集めることを目的とした①写真展、②チャリ

ティツーリング、③特別メニュー（復興支援丼）の販売・一部寄付・寄贈。 

・市を通じた会社へのヒア

リング（6 月） 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

岩手県 陸前高田

市 

・住民有志の会

議 

・陸前高田千年み

らい創造会議 

  ・岩手県中小企業家同友会、陸前高田青年会議所、ケセンきらめき大学

から約２２名、そしてゲストとして専門家１０名、ソーシャルビジネスネット

ワーク大学、インターンシップ生８名の合計４０名が参加。 

・青年会議所による案：今こそ陸前高田に中小企業振興基本条例が必

要。壊滅した街を復興し、街と人と心をこれまで以上に深くつなげていくた

めには、中小企業の存在こそが暮らしをつくり、地域再生へと結びつくこ

とをはっきりと言っていくべきではないのか。行政や民間企業などが入っ

た復興へ向けた会議に、中小企業振興会議を同時進行で進めていかな

いと地域の再生はない。 

・岩手県中小企業家同友

会ニュース

http://iwate.doyu.jp/new

s/110703-151934.html 

 

岩手県 陸前高田

市 

・住民有志の会

議 

・陸前高田創生ふ

るさと会議 

  ・事業型 NPO として産業振興等を担う位置づけになることも想定 ・陸前高田創生ふるさと

会議

http://flattakata.blog.fc2.

com/blog-entry-13.html 

岩手県 陸前高田

市 

・漁村再生   ・濱田甚三郎氏

（仮設市街地研

究会・首都圏総

合計画研究所

代表取締役）支

援 

・陸前高田の只出漁港背後の長洞地区のコミュニティ型仮設住宅村を起

点とした漁村再生の動き 

・市との連携はあまり進んでいない 

・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 

岩手県 陸前高田

市 

    ・（株）日本都市

総合研究所 高

見公雄代表 

・陸前高田で受託しているとともに、民間的な動き ・日本都市計画学会会長 

岸井隆幸教授 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

岩手県 陸前高田

市 

・陸前高田の経

営者らが復興ま

ちづくり会社設

立  第１弾は

仮設商店街 

・復興事業新会社

「なつかしい未来

創造株式会社」

（社長・田村満高

田自動車学校社

長） 

  民間の力で自然エネルギーの活用や伝統産業を生かした雇用・新産業

の創出を目指し、新たなまちづくりに取り組む。第１弾の事業として市内

に仮設商店街を開設する方針で、１０月にも一部店舗で営業を始める。 

陸前高田市の地域資源を生かした産業復興を図ろうと地元企業らが組

織。社会的課題を解決するための事業に取り組む「ソーシャルビジネス」

を進めるソーシャルビジネス・ネットワーク（東京）が支援する。 

第１弾となる仮設商店街は同市竹駒町のマイヤ仮設店舗の隣接地約４６

００平方メートルを借り、コンテナを改造して開設。カフェや居酒屋、菓子、

すしなどの飲食店のほか衣料・雑貨品店など約２０店が入居する予定

だ。 

・2011/09/24  岩手日報

朝刊   

岩手県 陸前高田

市 

・復興まちづくり

検討 

・復興まちづくりを

語る会 

  ・霞ヶ関官僚が陸前高田市に入り、若者が残りたくなる町にしようと、正規

の検討委員会とは別に２０―４０代を公募し「復興まちづくりを語る会」を

立ち上げ。 

・2011/10/05  西日本新

聞朝刊 

岩手県 釜石市 ・高齢者支援   ・＠リアスＮＰＯ

サポートセンタ

ー 

・支援を始めたのは、市内で手作り市を開くなどの商店街活性化に取り

組んできた団体 

・高齢者に必要に応じて支援物資を届ける 

・2011/04/07  東京読売

新聞 

岩手県 釜石市 ・屋台運営等の

物資・ノウハウ

提供 

  ・非営利株式会

社プラットフォー

ムサービス 

・キッチンカーを使った「ネオ屋台」のノウハウを提供するので、車体製造

や屋台運営を市民で行ってみてはと提案 

・2011/05/30  朝日新聞 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

岩手県 釜石市 ・商店街再生 ・只腰町商店街   ・大津波で海に近い釜石市の只越町商店街は、開業していた３５店舗の

うち８割が全壊や大規模半壊。ほとんどの商店主の気持ちは『もうやめた

い』『どうしていいかわからない』だった（商店街振興組合理事の鹿野順一

さんによる）。 

・市役所に交渉して４月に設けたプレハブの集会場で人の交流が始ま

り、意向調査では６、７割が「もう一度やりたい」と答えた。市との意見交

換会でも只越町商店街は再生の意思を表明。１１月初旬、山側の土地に

仮設商店街がオープンする。 

・まちの「核」として、しっかり位置づけていく予定 

・2011/10/28  岩手日報

朝刊  

岩手県 大槌町 ・住民有志の復

興会議 

・大槌復興まちづ

くり住民会議 

  ・岩手県の被災 12 市町村の中で、復興計画の目途が「未定」となってい

るのことを受け、役場や議会に任せるだけでなく、町民自身も考え、行動

することが必要だとし、新しいまちづくりに立ちあがる決意で住民会議を

開催 

・ゆいっこ

http://otsuchi.yuicco.co

m/?eid=7 

岩手県 大槌町 ・漁港漁村復興 ・公民館館長やＰ

ＴＡ関係者とやり

とり。 

・住民側組織は、

町が募集している

協議会になる

人々で、組織化の

過程にある。 

・東京大学都市

工学科都市デ

ザイン研究室 

窪田准教授支

援 

・大槌町大槌漁港背後赤浜地区の漁港漁村復興に向けての動き 

・都市デザイン研究室有志が「赤浜まちづくりプラン」を提出 

・町との連携はあまり進んでいない 

・今後大槌町全体で復興計画をまとめていくときに、このような各集落の

動きをどのように受け止めてもらえるかが焦点。町長選（8 月）後が勝負

か。 

・町側の委員には東京大学社会基盤工学科中井教授がおり、同じ東京

大学大槌町復興支援チームのメンバーであることから横の連携をうまくと

っていきたい。 

・チームの活動費が底をつき、これからどうするかを協議予定。 

・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

岩手県 大槌町 ・復興屋台 ・「まちづくり住民

会議」メンバー柏

崎氏 

・東京大学社会

基盤工学科中

井教授 

・赤浜とは別の集落での復興屋台。まちづくりという形ではないが復興へ

の第一歩。 

・東日本大震災による津波と火災でがれきの街となった岩手県大槌町に

屋台の居酒屋が開店した。「復興への希望の光にしたい」。大槌町の仮

役場から数百メートル西の一角にある店の名前は「居酒屋ドン」。震災

前、同町安渡地区に店を構えており、また住民らが独自に復興計画を話

し合う「まちづくり住民会議」メンバーでもある柏崎氏が店長。道路や鉄道

などの都市計画も重要だが「まずはみんなが一杯飲んで語り合える場所

をつくろう」と決意。屋台を作るための木材は町内の被災した製材所が提

供。友人の土地に、避難所で暮らす大工が骨組みを組んでくれて、約２カ

月の準備の末開業。 

・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 

・2011/07/27 産経新聞 

岩手県 岩泉町 ・復興支援物産

市 

  ・新開地まちづ

くりＮＰＯ 

・新開地夏祭り 2011 において、岩泉町の物産販売と「いわいずみ短角牛

肉」などのチャリティーオークションを実施 

・日刊だいたい新開地

http://shinkaichi.town-ne

ws.net/news01/detail/id.

460001.html 

岩手県 田野畑村 ・ワークショップ   ・岩手大学 三

宅准教授 

・早稲田大学都

市・地域研究所

吉田客員研究

員 

・村のリーダーシップによる活動（村長中心） ・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

岩手県 野田村 ・野田村復興ま

ちづくりシャレッ

トワークショップ 

  ・八戸高専 

・首都大学東京

・7/28～29 復興にむけた人的資源についてシャレットで協議。青森（弘前

大学、八戸工大、八戸高専）、東京（首都大学東京、工学院大学）、関西

（京都大学）の学生ら約 50 名が参加。（詳細は後日首都大学より公表予

定） 

・復興計画策定中の市浦とは内々で情報交換している。 

・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 

・日本災害救援ボランティ

アネットワーク（NVNAD) 

blog 

宮城県 石巻市 ・震災復興イベ

ント開催 

・いしのまきＮＰＯ

センター 

・(株)街づくり会社

「街づくりまんぼ

う」 

  ・ＪＲ石巻駅前で開かれた仮面ライダーの歴代ヒーローによる震災復興イ

ベント 

・被災地を中心に慰問、イベントや炊き出し、義援品の配達等 

・2011/07/04  河北新報 

・市を通じて会社にヒアリ

ング（６月） 

宮城県 石巻市 ・復興計画策定

支援 

  ・神戸復興塾 

（神戸市） 

・阪神・淡路大震災の被災地で復興に携わったまちづくりコンサルタント

や研究者でつくる「神戸復興塾」（小森星児塾長）が、東日本大震災で被

災した宮城県石巻市の震災復興基本計画に、市民の要望を盛り込む支

援をしている。 

・2011/06/20  神戸新聞 

宮城県 石巻市 ・復興市の開催

～まちづくり 

・石巻かほく商工

会 

・雄勝地区震災復

興まちづくり協議

会 

  ・復興市には、海産物や野菜、名産の「雄勝硯」などの 19 店舗が参加予

定。これを機に移動販売や仮設商店へとつなげていく考えだ。 

・住民流出への懸念が強まるなか、集落の代表者らがまちづくりを話し合

う協議会も発足。 

・2011/05/26 日本経済

新聞電子版ニュース 

・三陸河北新報社

http://www.sanriku-kaho

ku.com/news/2011_05/i/

110520i-ogatu.html 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

宮城県 石巻市 ・関係者連絡調

整機関 

・（社）石巻災害復

興支援協議会

（NPO 理事、JC メ

ンバー等） 

・宮城県災害ボ

ランティアセンタ

ー 

・協議会設置は、大量のボランティア活動に対応する調整機関の必要性

から発足。現在、１０の分科会を立ち上げている。 

・NPO 法人杜の伝言板ゆ

るるヒアリング結果 

宮城県 石巻市 ・まちなか復興

会議 

・商業者及びまち

づくり会社 

  ・中心市街地の復興。 ・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 

宮城県 石巻市 ・中央２丁目１１

番地まちづくり

協議会 

    ・中心市街地活性化の一環としての事業検討を進めていたが、甚大な被

害にあい、堤防設置とあわせた街づくりを復興都市計画事業（土地区画

整理、市街地再開発、地区計画等）としてすすめる検討を推進。 

・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 

宮城県 石巻市 ・中央２丁目１１

番地まちづくり

検討会 

・石巻商工会議所

（事務局）＋協議

会・他、石巻市

（復興対策室、産

業部、建設部）、Ｔ

ＭＯ（株）街づくり

まんぼう、隣接街

区権利者が参加 

  ・事業検討段階に入っている。 ・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 

宮城県 石巻市     ・弘前大学教育

学部北原啓司

教授（住居学） 

・弘前大学の北原教授が石巻に入り、市民連合やＮＰＯの手伝い等を実

施。東北のＮＰＯも入ったメンバー。北原教授は建築系の先生の動きに

詳しい。 

・日本都市計画学会会長 

岸井隆幸教授 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

宮城県 石巻市 

雄勝地区

・手作りかわら

版 「転居者とも

絆を」地元住民

ら創刊 

・雄勝地区震災復

興まちづくり協議

会 

 ・壊滅的な被害を受けた宮城県石巻市の雄勝地区で、住民らが手作りの

「かわら版」を創刊した。市の広報紙が届かない市外の転居者も含め、希

望者に雄勝の最新情報を伝え地域の絆を守っていこうという狙い。 

・2011/08/28  朝日新聞  

宮城県 石巻市 ・東北地方に美

しい村を復興す

るための応急仮

設住宅に代わ

る “地場工務

店による『村』再

生”プロジェクト 

・株式会社芽ぐみ

（監理） 

・複数の地元工務

店（施工） 

・後藤治工学院

大学教授 

・日本土地建物

（ＣＳＲ） 

・学生ボランティ

ア（被災木の回

収・搬出、水洗）

・宮城県石巻市北部の北上町白浜に、工学院大学が地元の企業と連携

して建設した被災者用の復興住宅が一部完成、11/２３に入村式。 

・既存コミュニティの維持と生活再建のため、抽選で当選した元住民の漁

業関係者が入居し、既存コミュニティを維持するとともに生活再建を行う。

・建設される住宅は１１棟。すべて戸建てで、被災木、被災スレートを含む

県産木材を中心に国産材を使用し、地元の大工が建設。土地造成も含

む総工費は約１億７０００万円。費用はすべて民間の寄付と大学が負担。

共同住宅以外は年内に完成予定。 

・住宅は大学がＮＰＯ法人に無料貸与し、ＮＰＯが維持管理を行う。家賃

は平屋が２万円、２階建てが２万７０００円。 

・国の補助によって地方公共団体が整備する災害公営住宅を木造、戸建

てで建設する際のモデルにしてほしいとの意向。 

・2011/11/25  日刊木材

新聞 

・工学院大学のプレスリリ

ースにより付記 

宮城県 気仙沼市 ・災害ボランティ

アセンターへの

支援 

  ・（独）防災科学

技術研究所 

・地理空間情報を提供・活用した支援 ・防災科研ヒアリング 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

宮城県 気仙沼市 ・気仙沼まちな

か復興ワークシ

ョップ 

・気仙沼まちなか

復興決志隊 

・早稲田大学都

市・地域研究所

による「まちな

か復興支援隊」

阿部氏（都市・

地域研究所 研

究員）、益尾氏

（㈱アルセッド建

築研究所 所

員）、土方教

授、早田教授 

・気仙沼市まちなか復興決志隊のメンバーは、まちなかの中心的２つの

商店街の幹部、店の上や裏に住む商業者、商店街沿いの寺の住職な

ど、まちなかに住まい・職を持つ人々 

・中心メンバーは、市や商工会議所ともつながりがあり、もともと中心市街

地のまちづくりに取り組んでいた人たち 

・会のスタートのきっかけは、建築制限の解除と同時に市が９月に復興計

画を示す前に、少しでもまちなかの思いを反映さえた建築にできればとい

う思い 

①重要な歴史的建造物の保存、街並みのルールの必要性 

②仮設店舗のためのＮＰＯ組織により商業復興取り組み中（商業系補助

活用）だが、住まう人を街中に呼び寄せることも検討したい（例 まちなか

復興公営住宅、共同建替え事業の一部を借り上げ公営に） 

③改正中活計画は認定されていない。津波被害はまだら状で、市として

もまちなか居住を大々的に推進しにくい。まちなかを何らかの形で市の計

画に位置付ける必要あり 

・まず 9/11 の建築制限解除と市の復興計画までに、まちなか復興の基

本方針を市に提言し、その後少し時間をかけてまちなかの復興計画や計

画づくりを行政と一緒に検討する会議を持ちながら進めるイメージ。 

・９月以降の活動については、事業計画検討も含めた専門的な支援や費

用が必要。 

・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

宮城県 気仙沼市 ・気仙沼市小泉

地区の住民発

案・主導による

による住民集団

移転計画作成

作業を推進。 

・小泉地区明日を

考える会／小泉

地区集団移転協

議会 

http://www.saisei

koizumi.com/ 

・北海道大学工

学研究院建築

都市空間デザ

イン部門 森傑

教授 

・アトリエブンク

(本社・札幌)石

黒浩一郎専務 

・小泉地区は 518 世帯中、266 世帯が流失・全壊したものの、住民 1,810

人の中死者・行方不明者は43人と人的被害が最小限となり、コミュニティ

の強さもあって、復興への取り組みは他地域に比べいち早く進んでいる。

4 月には、集団移転を念頭に置いた住民組織「小泉地区明日を考える

会」を結成。同会が事務局となり協議会の準備委員会を同時に立ち上

げ、住民アンケートなどを実施し、集団移転に向けた合意形成を進めて

きた。石黒氏がボランティアとしてアドバイスを行い、6 月 5 日に協議会が

発足。気仙沼市に対して集団移転事業の実施を要望。移転規模は 120

世帯程度を想定。現行」制度では事業費の 4分の 1が自治体負担だが、

小泉地区からは、地元民間負担なども意識。 

・森傑教授（奥尻の集団移転等に精通）を計画策定の指導役となる「コミ

ュニティ・アーキテクト」に迎え、住民主導による移転計画作成作業を推

進。森教授は 6 月に現地入り、事務局との意見交換を経て、7 月には住

民約 120 人が参加したフォーラムで、集団移転をテーマに基調講演を実

施。 

・今後ワークショップなどを重ね、計画の熟度を高める。住民が希望する

住宅などのコンテンツは 3 カ月程度で整理し、年度内の計画策定を想

定、実際の移転までには少なくとも 3 年はかかるとみている。 

・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報(8/2) 

・2011/07/26 北海道建

設新聞 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

宮城県 気仙沼市 ・銀座で気仙沼

産好評 

・東日本復興応援

プラザ in 銀座 

（運営：第３セクタ

ー気仙沼地域開

発） 

・東急不動産 ・毎日 100 人以上が来店し、開店から１ヶ月余りの売上髙は約 950 万円

（当初の見込みの２倍近く）。 

・東急不動産が所有する銀座数寄屋橋のTSビルを立替工事に入る来年

8 月末まで無償提供。 

・首都圏の業者から「うちでも販売したい」との問合せもあり被災地と東京

を結ぶパイプ役になっている。 

・2011/11/7 読売新聞 

宮城県 気仙沼市 ・商店会再開に

向けて仮設店

舗開業（気仙沼

市南町） 

・ＮＰＯ法人「気仙

沼復興商店街」 

・中小企業基盤

整備機構 

・被災１カ月後、若手商店主らでつくる南町柏崎青年会の坂本正人会長

（５３）が仲間の商店主と２人で青空市を始めたところ、勇気づけられた商

店主たちが続々参加。 

・坂本さんたちはＮＰＯ法人「気仙沼復興商店街」（村上力男代表）を立ち

上げ、賛同者を募った。南町にあった１４０店のうち５０店が入店を決断。

・中小企業基盤整備機構が、被災者を対象に仮設店舗を無償で貸し付

ける制度を活用し、12 月中旬に仮設店舗の開業を予定。 

 

※これとは別に、レストランやカフェなど飲食業を中心とした２２店が入る

仮設店舗「復興屋台村 気仙沼横丁」を建設予定 

・2011/11/10  宮崎日日

新聞朝刊  

宮城県 名取市 ・復興朝市開催 ・ゆりあげ港朝市

協同組合 

・まちづくり会社

（神戸ながたＴ

ＭＯ） 

・朝市は３月下旬、場所を大型ショッピングモールの駐車場に移して「復

活」したが、出店数は震災前の半数強の３０店ほど。「復興の厳しさを体

験した神戸の商店街からぜひ出店して下さい」と朝市を運営する「ゆりあ

げ港朝市協同組合」代表理事の桜井広行さん（５６）から頼まれ、まちづく

り会社「神戸ながたＴＭＯ」社長の友久和幸（６３）さんらが「応援隊」を結

成して応えることにした。 

・2011/05/26  朝日新聞 

朝刊 “鉄人のまち”朝市

応援 宮城で長田名物試

食会 東日本大震災 ／

兵庫県 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

宮城県 名取市 ・閖上地区住民

団体たちあげ 

・どうする閖上   ・東日本大震災で被災し避難所などで暮らす宮城県名取市閖上地区の

住民が、復興の青写真づくりに向けた組織である「どうする閖上」を結成

し、独自に話し合いを開始。将来の津波に対する不安や集団移転の要望

などについて意見を述べ合うとともに、漁港を核とした産業振興など復興

への夢を週１回のペースで語り合い、市の計画づくりに反映させたい考

え。・同地区で復興に向けた住民組織ができるのは２番目。 １０日に増

田西公民館で開かれた初会合には、町内会や漁業、商工業者、ＮＰＯ代

表ら約３０人が出席。地区住民の意見を反映させた復興プランのため、

市に連携を求めることを申し合わせた。 具体的には「安心して住める災

害に強いまち」「雇用があるまち」の両立を目指し（１）地域住民主体の意

見交換や情報収集（２）専門家グループと連携した復興計画提案や行政

への要望―を行う。・組織の構成員は、名取市内の各避難所の代表や地

元の商工会、漁協、水産加工組合、小中ＰＴＡ、町内会の関係者ら十数

人。・４月下旬からこれまでに３回、避難所の一つとなっている館腰小体

育館で車座になって会合を重ね、閖上地区の津波防災対策や住宅地形

成のあり方、閖上漁港の復活などについて意見交換。「仙台東部道路よ

り海側に住みたくないという人が多い」という意見の一方で、「閖上は漁師

のまち。海から離れたら閖上でなくなる」といった声も出た。・会は、地域

住民の意見をまとめて復興プランをつくり、国に事業予算を要望すること

も視野に入れる。行政任せではなく、自分たちの要望を反映させた青写

真を描いていきたいとしている。・市は現在、下増田地区などで被災住民

全体の意向調査を進めており、「いずれは復興計画策定委員会のような

組織ができる。その中で市民のさまざまなアイデアを議論できる形にした

い」（震災復興室）としている。 

・2011/05/13 河北新報 

・2011/05/10 河北新報 

・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

宮城県 名取市 ・閖上ルネサン

ス計画 

・閖上復興･まち

づくりを考える会 

  ・7/26、閖上ルネサンス計画を名取市に提出。 ・名取市資料「復興まちづ

くりに関する住民団体等

からの提案・計画の概要

一覧」 

宮城県 多賀城市 ・多賀城跡で雇

用創出 草刈り

や菜園作り  

被災者ら採用

地域の文化財

を生かし、被災

者や障害者の

働く場所を確保

する取り組み 

・社団法人「多賀

城震災復興まち

づくり会社 

  ・多賀城市は、国特別史跡・多賀城跡で被災者と障害者の雇用を創出す

る復興プロジェクトに乗り出した。社団法人を通じて敷地内の草刈りなど

の管理にあたってもらうほか、万葉植物や香草などの菜園づくりも手が

け、歴史的遺産にふさわしい景観を整えると同時に、生産物の加工販売

などで得た収益で更なる雇用拡大を図る。 

・2011/08/25  東京読売

新聞 

・2011/08/19  河北新報

朝刊  

宮城県 東松島市 ・地域住民によ

る復興活動 

・縄文文化村を事

務局としている 

  ・宮戸島での活動 ・首都大学東京 饗庭伸

准教授情報 

宮城県 亘理町 ・津波被災住民

自治組織「組

織、町が策定を

進める復興計

画への提言書

を提出 

・住民自治組織

「荒浜地区まちづ

くり協議会」 

  ・協議会は荒浜地区の住民団体、ＮＰＯ法人など４０団体の代表や町民

有志と意見交換を重ね、提言をまとめた。 

・防潮堤や阿武隈川堤防の整備、がれきを利用した道路のかさ上げ、複

数の避難道路確保のほか、集団移転する場合、慎重に住民との合意形

成を図るよう町に求めている。 

・2011/09/01  河北新報

朝刊  
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

宮城県 南三陸町 ・住民互助組織

による高台移転

計画 

・伊里前復興委員

会 

（前身は住民互助

組織「伊里前契約

会」） 

  ・江戸時代から続く住民互助組織が高台の共有地に住宅地を造成し、集

落ごと移転する計画を進めている。隣接する町有地を合わせた、より大

がかりな開発構想も浮上。費用など課題は残るが、会員らは「安全なまち

を子孫に残すため、先祖が残してくれた土地を生かしたい」と意気込んで

いる。 

・2011/07/10 18:23  日

本経済新聞電子版ニュー

ス 

・水のふる里から（blog）

http://mizunosato.exblog.

jp/12625495/ 

宮城県 南三陸町 ・ミニコミ誌等に

よる情報提供

（協） 

・被災者調査

（協） 

・物資提供（宮） 

・Web 作成（東） 

・住民自治団体

「すばらしい歌津

をつくる協議会」 

（各地区の自治会

長、行政区長、産

業団体代表や各

種団体長、学校

長、総合支所長で

構成） 

・ＮＰＯ法人「み

んなのくらしター

ミナル」（宮崎

市） 

・ビジョン東日本

サポートネット

ワーク（東京都）

・小野寺さんは地域や漁協などの代表者らでつくる「すばらしい歌津をつ

くる協議会」の会長で、新聞を協議会の会報として発行しようと計画。体

育館が避難所になっている町立歌津中学校の美術準備室を学校に提供

してもらい、倒れていた棚を片づけて４月上旬に編集室を作った。（協） 

・歌津地区の中心市街地となる伊里前地区や各部の集落も安心して暮ら

せる高台に集団移転をしたいという声が大きい。既に議論を始めたとこも

ある。当協議会では被災者がどう考えているかを把握するため調査を開

始した（協） 

・東日本大震災で被災した、宮城県本吉郡南三陸町歌津地区の住民自

治団体「すばらしい歌津をつくる協議会」へ、パソコン、プリンターなどを提

供（宮） 

・すばらしい歌津をつくる協議会の小野寺会長と協力して原稿を作成し、

公式 Web サイトを作成（東） 

・2011/07/05  毎日新聞 

・すばらしい歌津をつくる

協議会会報「一燈」

http://www.visionshare.jp

/pdf/visionnet/110622_0

01.pdf 

・FUREAI プロジェクト 

TEAM みやざき

http://fureai.minnanokura

shi.org/?paged=2 

・2011/04/23 毎日新聞

http://mainichi.jp/select/

weathernews/20110311/

archive/news/2011/04/2

3/20110423k0000e04005

2000c.htm 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

宮城県 南三陸町 ・全国の特産品

を南三陸町に

持ち寄り「復興

市」開催、まち

づくりの検討 

・志津川おさかな

通り商店街 

・防災朝市ネッ

トワーク（全国

11 の商店街を

含む 23 団体加

盟。南三陸町は

「志津川おさか

な通り商店街」

が参加） 

・社会貢献共同

体ユナイテッド・

アース(南三陸

町全体の産業

振興等の支援

に入っており、

復興市にも協

力） 

・藤村氏等の呼びかけにより、民間主体のまちづくりを検討。現在、藤村

氏は主として、全国の商店街のネットワーク連携による、南三陸町や他

の商店街の復興・活性化を支援している。 

・早稲田エコステーション

研究所 藤村望洋氏（阪

神淡路大震災被災者） 

・復興市公式サイト

http://fukkouichi-minami

sanriku.jp/ 

宮城県 南三陸町 ・「未来道プロジ

ェクト」を実施中 

・他にも住民の

自律的な復興

活動を実施して

きた 

・南三陸町 馬場・

中山地区 未来道

プロジェクト実行

委員会（馬場中山

地区住民） 

・重機を提供す

る全国の建設

会社等多数 

・南三陸町の馬場・中山地区の高台を通る道路『未来道』を建設中。東日

本大震災の津波で道路が寸断され外部との行き来が難しい馬場中山地

区にとって、唯一残った道が高台を通るとても狭い農道であったが、その

ルートを今後の避難道として、高台への集落移転を目的とする幹線道路

として、そして百年先の世代まで安心して暮らしていくための道路を実現

させようと立ち上げられたプロジェクト。 

・ボランティアや馬場・中山地区の有志の協力により工事が進められてい

るが、現在の形になるまでに使われた費用などはほぼ全てがボランティ

アからの支援。 

・住民側からインターネットを通じて必要な支援を呼びかけ、そのたびに

条件に合致した団体等が支援に入る仕組みを構築。 

・馬場中山地区 未来道

プロジェクトホームページ

http://www.babanakayam

a.jp/ 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

福島県 福島市 ・地域復興に向

けたシンポジウ

ム開催 

・福島大うつくしま

ふくしま未来支援

センター 

  ・東京電力福島第一原発事故で甚大な被害を受けた双葉地方の将来を

考えるシンポジウム「ふたばはひとつ－双葉地方のまちづくり・未来づく

り！－」開催、参加者が地域の復興に向けて話し合った。 

・2011/10/03  福島民報  

福島県 福島市 ・復興のための

ＮＰＯ支援 

・住民による新

たな県民運動

円卓会議など 

・うつくしまＮＰＯ

ネットワーク 

  ・「復興のためにＮＰＯの支援をより手厚くしたい」としており、今年度事業

計画として、公益信託ふくしま基金の運営支援や、地域住民で問題を解

決する「住民による新たな県民運動円卓会議構築支援事業」などを盛り

込んだ。 

・「住民による新たな県民運動円卓会議」構築支援事業 ：地域の様々な

課題に応じて、住民、行政区・町内会等、ＮＰＯ、各関係団体など様々な

主体が自らの地域について意見を交換し合える場としての「住民による

新たな県民運動円卓会議」を形成するサポートを実施するとともに、モデ

ル的に構築した各地域の円卓会議による検討や実践行動の例を県全体

に波及させることにより、地域の住民や各関係団体等が主体となった地

域コミュニティづくりの支援を図る。  

・2011/06/26  福島民報  

・うつくしまＮＰＯネットワ

ークホームページより情

報を付加 

http://www.utsukushima-

npo.jp/kosodateshien-nw

/index.html 

福島県 いわき市 ・支援活動の補

助 

・(株)タウンマネジ

メントいわき 

  ・炊き出し等の救援活動の仲介、実施補助、救援物資の域内配付補助

等 

・市を通じた会社へのヒア

リング（6 月） 

福島県 いわき市 ・よつくら港地域

振興施設「交流

館」の復興事業 

・ＮＰＯ法人よつく

らぶ 

・公益財団法人

ヤマト福祉財団

・よつくら港地域振興施設「交流館」の復興事業に公益財団法人ヤマト福

祉財団が１億 8,000 万円助成（被災地の水産、農業の再生を支援する

「東日本大震災 生活・産業基盤復興再生募金」） 

・2011/09/09  福島民報 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

福島県 いわき市   ・小名浜まちづくり

市民会議 

  ・小名浜まちづくり市民会議は 2000 年に発足、にぎわいのある港町を目

指し、県や市と連携して、地域の活性化戦略の推進役として活動してき

た。行政と知恵を出し合い、大型水族館「アクアマリンふくしま」のある港

の一角を「アクアマリンパーク」として整備。倉庫を改装してレストランなど

を備えた商業施設「小名浜美食ホテル」がオープン。各地の観光施設を

訪ねヒントを探し、手づくりのイベントを行うなど工夫を重ね、観光スポット

に育ちつつあった。 

・震災により状況が一転。4 月下旬、市街地の空き店舗に小さな店を開

き、地域は拠点の復活を喜び合った。 

・市街地をつなぐ店舗計画にも着手し新たなグランドデザインをつくりたい

としている。 

・2011/06/05  福島民報  

福島県 須賀川市 ・都市デザイン

のアイデアコン

ペ実施予定 

・イベント開催 

・ＮＰＯ法人郡山

アーバンデザイン

センター、八光建

設 

・清家剛・東京

大学准教授（ア

ーバンデザイン

センター長） 

・地元の観光地を元気にしようと、ＮＰＯの活動拠点である郡山市の隣に

ある須賀川温泉の旅館「おとぎの宿米屋」周辺のエリアを対象として、復

興をテーマに新しい都市デザインのアイデアコンペの実施を決定。 

・２年後には取り壊される予定の仮設住宅の建設資材を再利用するアイ

デアも募集する。 

・復興支援イベント「スマイルプロジェクトｉｎ米屋」を 12/3 に須賀川市のお

とぎの宿米屋で開催。貨車ハウスを復興支援室として米屋に設置、今後

の活動拠点とする。 

・2011/12/03  週刊東洋

経済 

・2011/12/04  福島民報  

福島県 相馬市 ・相馬文化を活

かした復興まち

づくりプロジェク

ト 

・相馬の文化の保

存・活用を考える

協議会 

  ・相馬文化を活かした復興まちづくりプロジェクトが「「文化遺産を活かし

た観光振興・地域活性化事業」に採択される 

・ 「地域伝統文化総合活性化事業」に申請するため「相馬郷土研究会」 

「相馬民謡同好会」「おひさまプロジェクト」の三者で協議会を設立し、準

備していたところを被災したもの 

・2011/07/09  福島民報 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

福島県 相馬市 ・はらがま朝市 ・水産加工業者ら

被災者有志。 

・市、相馬商工会

議所、相馬双葉

漁協が協力。 

  ・東日本大震災の津波などで甚大な被害を受けた相馬市の水産業に活

気を取り戻したいと、地元の水産加工業者らが「はらがま朝市」をスター

ト。 

・相馬原釜漁港付近の水産加工業者ら被災者有志による。市、相馬商工

会議所、相馬双葉漁協が協力。 

・市内中心部の長友グラウンドで開催。屋外テント十張りを並べた。地元

漁業は再開まで時間を要するため、切り身や干物などの水産品は災禍

を逃れた冷凍保管庫や仙台方面の市場から集めている。朝市を週末な

どに定期的に開催し、将来的には常設したい考え。今後、ＮＰＯ法人設立

の準備も進める。 

・2011/05/04  福島民報 

福島県 南会津町 ・うつくしまロハ

スセンター開設 

・南会津ロハスな

家とまちづくり協

議会（運営） 

  ・南会津町が町内滝原に建設した環境共生型モデルコミュニティ実証研

究事業施設「うつくしまロハスセンター」が完成。まきボイラーや太陽光発

電をはじめ、蓄電、暖房用の木質ペレット製造機器を備えた施設や、こう

したエネルギーを活用したモデル住宅、雪室の冷気で農産物の保存に役

立てる省エネ保冷庫施設などを整備。南会津ロハスな家とまちづくり協議

会が運営。 

・「あらかい健康市場」も併設。将来的には雇用も生み出したい考え。 

・2011/07/15  福島民報  
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

福島県 浪江町 ・避難で散った

商店主らが、ふ

るさと再生ＮＰＯ

設立旗揚げを

目指す 

・「新町商店会」の

店主（「まちづくり

ＮＰＯ新町なみ

え」設立予定） 

  ・県内外に避難している浪江町のＪＲ浪江駅近くで約５０店舗が軒を連ね

る「新町商店会」の店主らが、故郷の復興に力を合わせようとＮＰＯ法人

の設立を目指してＮＰＯ法人の認証申請中。 

・新町商店会は毎年秋開催の町最大の祭り「十日市祭」を企画するなど

積極的に街づくりに携わってきた団体。避難生活を強いられ、商店街や

町の結びつきが危ぶまれるようになる中、今夏は避難先で盆踊りも企画

したが、任意団体では行政の支援が得にくいため NPO 法人設立へ。・商

店街で時計店を営んでいた原田雄一さんが理事長に就任し、団体名は

「まちづくりＮＰＯ新町なみえ」になる予定。 

・各地で避難生活を送る商店主らが二本松市の事務所に通い、復興に

向けて知恵を絞っている。 

・９月からは町内の１０カ所以上で線量調査を始め、県の除染業務講習

会にも参加。今後、自分たちで除染を進めていく。仮設住宅を訪問して安

否確認をしたり、祭りなど町の文化を継承する計画も考えている。 

・11/6、１３０年以上の歴史を持つ浪江町の祭りを、避難先の二本松駅前

にて「復興なみえ町十日市」として開催。 

・2011/11/26  毎日新聞  

・2011/11/15  毎日新聞  

福島県 浪江町 ・なみえ焼そば

を通じた街の活

性化 

・浪江焼麺太国   ・浪江町名物「なみえ焼そば」を通して、町の活性化を目指している。活

動開始は平成 20 年 11 月で、Ｂ－１グランプリをはじめ全国各地のイベン

トに積極的に出店し、町のＰＲに努めている。成果の一つとして、なみえ

焼そばを提供する町内の飲食店の来客数が増えている。 

・東日本大震災と原発事故で町民は離れ離れになっているが、町民の古

里に対する思いをつなぐため、避難先のイベントにも参加している。 

・2011/10/23  福島民報 
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県名 市町村名 概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 

福島県 飯舘村 村民の将来の

帰村を目指すＮ

ＰＯ設立 

・いいたてまでい

の会 

  ・東京電力福島第一原発事故の影響で計画的避難区域に指定された飯

舘村を応援しようと県内外の有志により「いいたてまでいの会」を 7/6 設

立。 

・全村避難を余儀なくされた村民の将来の帰村を目指す活動の推進が目

的。村民相互の絆や教育環境の維持・発展、村の復興と村民の生活支

援などの事業を検討している。 

・2011/07/07  福島民報 

福島県 飯舘村 ・村民集会、情

報提供・発信 

・飯舘村の住民団

体「愛する飯舘村

を還せプロジェク

ト 負げねど飯

舘！！」 

・村の復興を支

援するＮＰＯ法

人「エコロジー・

アーキスケー

プ」 

・飯舘村の住民団体「愛する飯舘村を還せプロジェクト 負げねど飯

舘！！」と村の復興を支援するＮＰＯ法人「エコロジー・アーキスケープ」

が約４カ月半ぶりに福島市で集会を開催、100 名が参加。 

・放射線やまちづくりの専門家の意見を村民が直接聞き、判断する機会

を作りたいと企画。 

・村民のつながりを守るため村民かわら版「負げねど飯舘！！」の第１号

を 10/1 付で発刊。 

・2011/10/05  毎日新聞 
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２．民間の担い手に関する事例 
２－０．事例対象選定の視点と整理方針 

 「１．まちづくりの担い手の活動状況把握」並びに有識者等からの指摘を踏まえ、４

地区をヒアリング対象地区として選定した。 
 生活支援・ボランタリー的活動ではなく、長期・広域の観点を踏まえた復興まちづく

りに参画している地域の担い手を対象とした。 
 なお、担い手の規模、活動範囲等の大小等と活動の内容は必ずしも連動しておらず、

既存の行政区にとらわれない活動を行っている団体もあるとの有識者の指摘も考慮

し選定を行った。例えば、岩手県大船渡市の「末崎町の今後を考える会」は任意団体

であり対象範囲は小規模であるが、まちづくりの視点として住宅再建のみならず、公

民館・学校・病院等の公共施設も包含した計画の策定が必要であるとしワークショッ

プ等を実施しており、今後の復興まちづくりの担い手のあり方に関して有益な示唆が

得られるよう、地域の担い手並びに支援者の活動内容、活動による効果と期待並びに

今後の課題等について整理した。 
 調査対象は下表の通り。 

 
 

図表Ⅱ-2-0-1 事例調査対象 

岩手県大船渡市末崎町碁石地区 

 

特徴 
・復興まちづくり活動の担い手となる組織を外部支援者（含、被災者でもある現地コーディ

ネーター確保）協力の下ゆるやかに組織化、現在、外部支援者も増えつつある。 

担い手 ・末崎町の今後を考える会（プロデューサーは（社）CN 協会より委嘱） 

支援 

・大船渡市 復興計画策定委員会委員・防災科学技術研究所 客員研究員 佐藤隆夫氏 

・大船渡応援団（社団法人コミュニティネットワーク協会の呼びかけに呼応したメンバーに

より結成）、社会福祉法人、漁協、公民会等 

・首都大学東京 饗庭准教授 

・災害復興まちづくり支援機構（東京都） 

実施内容 ・ワークショップを開催 

効果と 

期待 

・信頼できる人物（復興計画策定委員）からの支援者の紹介 

・まちづくりについて「思考する機会」を創出 

・復興計画との整合・調整を図る機会の創出 

・他地区の地域の担い手やプロジェクトとの連携 

・支援者側は、自主財源確保の意向 

課題 

・住民間におけるまちづくりの方向性の相違 

・地域住民と行政を繋ぐコーディネーター人材の不足 

・中長期的なスケジュール感が不透明 

・市全体の担い手を繋ぐネットワークは未整備 

・広域・公共性を更に加味することが不可欠 
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宮城県気仙沼市八日町一番街地区、南町地区、魚町地区 

 

特徴 
・地域のリーダー的存在である商店主を中心とする有志メンバーが外部支援を要請。現在、

活動範囲が広がり、地元住民・行政・支援者のネットワーク形成へ 

担い手 ・気仙沼まちなか復興決志隊 

支援 

・早稲田大学・気仙沼まちなか復興支援隊 
・東北工業大学 
※まちなか復興決志隊の支援者として協働して支援する方向へ 
・全国商店街支援センター （商店街活性化に資するアドバイス・活動に限定） 

実施内容 ・会議、ワークショップを開催 

効果と 

期待 

・支援者による活動の結果、地域の担い手の目標等が明確化。 
・支援者間の協力体制構築へ 

課題 

・全住民のニーズ把握に時間がかかる 
・活動資金の確保が困難 
・テーマ型支援（商店街）との協力・協働体制構築 
・支援者の交通整理 

 

宮城県石巻市中心市街地 

 

特徴 ・地域の中核的団体であるまちづくり会社/TMOによる中心市街地全体の復興活動 

担い手 ・株式会社街づくりまんぼう（第三セクター/TMO） 

支援 
・石巻市商工会議所 
・再開発コーディネーター協会、都市計画関係のコンサルタント等 

実施内容 

・中心市街地の復興プロジェクトにおいてまちづくり会社/TMOが中核的役割を担う 
・中心市街地における各地区住民・商店会等の活動のネットワーク化・情報共有 
・地域住民個人への相談も開始 
・支援者（学識者、実務家等）のネットワーク化も開始し、支援者・関係者を含むネットワ

ークの構築へ 

効果と 

期待 

・「石巻市中心市街地の復興まちづくりへの提言」策定（平成 23年 9月） 
・専門家支援ネットワークの組織化へ向けて準備中（特に開発関連） 
・各地区の担い手からの専門家紹介相談（予定） 

課題 
・まちづくり会社の人材確保。特に開発事業等に関する専門性の高い人材の雇用 
・まちづくり会社の本業による事業収益確保を目指す 

 

宮城県東松島市宮戸地区 

 

特徴 ・行政区長を中心にした自治組織と外部支援者との早期のマッチングによる自律的活動 

担い手 ・宮戸地区の自治組織（行政区長を中心とした住民組織） 

支援 

・東日本大震災における建築家による復興支援ネットワーク「アーキエイド」、建築家の妹

島和世等による「帰心の会」等 
・その他、初動段階ではマスコミ等からの支援（情報発信、シンポジウム協力） 

実施内容 

・専門家によるシンポジウム開催 
・島としての復興計画検討タウンミーティング開催 
・説明会開催（防災集団移転促進事業、公営住宅） 

効果と 

期待 

・官民連携・役割分担がスムーズに行われた 
・高台移転等についての島民の合意形成に向けた活動がスピーディに行われた 
・今後は文化庁補助事業を活用して専門家と協働で検討 

課題 
・「特別名勝松島」という地域の特殊性により、開発に際しては制約がかかり、文化庁との

協議が不可欠 
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２－１．岩手県大船渡市末崎町 
末崎町の今後を考える会（任意団体）：復興まちづくり活動の担い手となる組織を外部支援

者（含、被災者でもある現地コーディネーター確保）協力の下ゆるやかに組織化、現在、

外部支援者も増えつつある。 

 

１．大船渡市概要 

（１）位置、地勢等 

 大船渡市は岩手県の沿岸

最南部に位置し、平成 13
年 11月 15日、三陸町と
合併して誕生。碁石地区

にある海岸は「日本の渚

百選」や「21世紀に引き
継ぎたい日本の白砂青松

百選」に選ばれ、これら

を活かした観光産業への

取組を行うとしていたと

ころ被災。 
  

（２）人口と世帯 

 面積：323.30 k ㎡ 
 人口：39,548人 
 世帯数：14,472世帯（平成 23年 10月末日現在、住民基本台帳） 

 

２．東日本大震災被災状況 

 人的被害は死亡者 339人、行方不明者 91人であり、建物被害は 5,344世帯（全壊 2,772、
大規模半壊 424、半壊 706、一部損壊 1,442）に及ぶ。判明している大船渡市被害額
は約 1,077億円。（平成 23年 12月 5日現在）。 
 避難所は平成 23年 3月 15日の時点で 60箇所設置され、最大で 8,737人が避難して
いたが、平成 23年８月 28日をもって全ての避難所を閉鎖。現在、大船渡市では被災
者に対し応急仮設住宅、雇用促進住宅のほか、民間賃貸住宅への入居支援を行ってい

る。 
 瓦礫等の撤去は平成 23年６月 22日から太平洋セメント大船渡工場において瓦礫の焼
却処分を開始。撤去完了面積 704.9ha、撤去率 92％（平成 23年 12月 5日現在）。 
 り災証明書の交付は累計で 9,396件に及ぶ（平成 23年 12月 5日現在）。 

図表Ⅱ-2-1-1 大船渡市 
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図表Ⅱ-2-1-2 東日本大震災被災状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大船渡市災害復興計画策定委員会資料・大船渡市 HP 資料を修正 

 

３．大船渡市復興計画の策定体制及びスケジュール 

（１）大船渡市復興計画の策定体制 

 平成 23年 3月 23日に大船渡市は復興を推進する専任部局として「災害復興局」を設
置し、専任職員を 7名配置（平成 23年 12月 1日現在では 8人）。 
 また、平成 23年 4月 11日には、復興の基本方針の策定や復興計画の策定に関する業
務等を行うとして市長を本部長とする「大船渡市災害復興推進本部」を設置している。 
 「大船渡市災害復興推進本部」内には、復興に係る事項を総括し調整を図るため総括

担当部が設置されているが、その任を「災害復興局」が受け持っている。 
 大船渡市復興計画（以下、「復興計画」）並びに大船渡市復興計画に係る土地利用のあ

り方及び土地利用方針を策定するため、神戸大学大学院塩崎賢明教授を委員長とする

「大船渡市災害復興計画策定委員会」を平成 23年 5月 12日に設置。（図表Ⅱ-2-1-3
参照） 
 復興計画策定スケジュールには、実質的に多くの地域住民の意見集約を図るため、「地

区懇談会」や「市民ワークショップ」を開催している。（詳細は後述） 
 

 

末崎町被害写真 

日頃市町

三陸町吉浜 

立根町 三陸町越喜来 

猪川町
盛町 

大船渡町 

末崎町

赤崎町 

三陸町綾里 

人口 40,769人 平成23年2月末住民基本台帳

死亡者数 339人（0.8％） 平成23年12月5日現在

行方不明者数 91人（0.2％） 平成23年12月5日現在

家屋等　り災証明数 9,396件 平成23年12月5日現在（累計）

物的被害 約1,077億円 平成23年12月5日現在（判明分）
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図表Ⅱ-2-1-3 大船渡市災害復興策定委員会委員 
氏名 機 関 ・ 職 名 

塩崎 賢明 神戸大学大学院・教授 

家田 仁 東京大学大学院・教授 

佐藤 隆雄 独立行政法人防災科学技術研究所・客員研究員 

澤田 雅浩 長岡造形大学・准教授 

伊藤 英之 岩手県立大学・准教授 

長坂 俊成 独立行政法人防災科学技術研究所・プロジェクトディレクター 

議員（1名） 岩手県議会 

議員（4名） 大船渡市議会議員 

 

 

17 名 

大船渡商工会議所、大船渡市農業協働組合、大船渡市水産振興連

絡会、大船渡市社会福祉協議会、大船渡市民運動推進協議会、気

仙沼医師会、地元新聞社、大船渡魚市場株式会社、大船渡湾冷凍

水産加工業協同組合、大船渡市各種助成団体連絡協議会、岩手県

建築士会気仙支部、岩手県建設業協会大船渡支部、大船渡青年会

議所、東日本旅客鉄道株式会社大船渡線営業所、東北地方整備局、

岩手県沿岸広域振興局 

出典：大船渡市災害復興計画策定委員会資料 

 

（２）大船渡市復興計画の策定スケジュール 

 「大船渡市災害復興計画策定委員会」は、平成 23年 5月 12日から平成 23 年 10月
22日までに合計 7回の委員会を開催し、津波シミュレーション結果等を基に、土地利
用のあり方、土地利用方針図について具体的に検討を重ね、復興計画と大船渡市復興

計画に係る土地利用のあり方及び土地利用方針を策定した。（図表Ⅱ-2-1-4 参照） 
 市民からの意見収集を図るとして随時、「地区懇談会」と「市民ワークショップ」を

実施。（図表Ⅱ-2-1-5、図表Ⅱ-2-1-6 参照） 
 「地区懇談会」は、復興計画の骨子案策定前に各地区の意見収集を図るとして計 11 
回開催。 

 「市民ワークショップ」は、復興計画骨子を示しながら大船渡市の姿を考えてもらう

として計 2回開催。 
 なお、復興計画の最終案作成前には、再度各地区において「地区懇談会」を実施し復

興計画案の説明を行った。 
 なお、「パブリックコメント手続き」並びに大船渡市の次世代を担う児童・生徒を対

象とした「大船渡市こども復興会議」（平成 23年 9月 23日実施）等もあわせて実施
し、幅広に意見収集を図った。 
 この結果、平成 23 年 10 月 31 日、復興計画が平成 23 年大船渡市議会第 4回臨時会に

おいて議決され正式に決定した。今後、「地区懇談会」と類似する形で各地域におい

て説明する予定であるが、それ以外にも被災住民や地区・地域で立ち上げた協議会等

からの要請があれば随時市が説明に伺う予定にしている。 
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図表Ⅱ-2-1-4 復興スケジュール 

 

 

出典：大船渡市災害復興計画策定委員会資料を元に加工 
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図表Ⅱ-2-1-5 地区懇談会開催状況 
実施日 地区 会   場 参加者数 

6月 6日（月） 越喜来 甫嶺小学校体育館 132人 
6月 9日（木） 吉 浜 吉浜地区拠点センター 62人 
6月 10日（金） 蛸ノ浦 蛸ノ浦小学校体育館 72人 
6月 14日（火） 綾 里 三陸Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 101人 
6月 16日（木） 赤 崎 市役所議員控室 133人 
6月 17日（金） 盛 市役所議員控室 87人 
6月 20日（月） 大船渡 市役所議員控室 235人 
6月 21日（火） 末 崎 末崎中学校体育館 264人 
6月 22日（水） 猪 川 猪川小学校体育館 94人 
6月 23日（木） 立 根 立根生活改善センター 79人 
6月 24日（金） 日頃市 日頃市地区ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 96人 

合      計 1,355人 
出典：大船渡市災害復興計画策定委員会資料 

 
図表Ⅱ-2-1-6 市民ワークショップ開催状況 

 

 
出典：大船渡市災害復興計画策定委員会資料 
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4．災害復興における民間のまちづくりの担い手の実態・体制の把握 

（１）担い手「末崎町の今後を考える会」（任意団体） 

○団体概要 

• 「末崎町の今後を考える会」は、平成 23年 10月 8日から活動を開始。メンバーは、
末崎町碁石地区を中心とする仮設住居に入所している被災者有志のほか、漁協、社

会福祉法人等の関係者から構成されている。 
• 地区の被災者が気軽に参画できる緩やかな団体としての位置づけであり、固定した

メンバーや会則等は決められていない。 
• 「末崎町の今後を考える会」の事務局は、平成 23年 7月 22日に発足した「大船渡
応援団」が務める。 

• 「大船渡応援団」とは、社団法人コミュニティネットワーク協会（以下、「CN協会」）
が発起人となり発足した組織である。なお、CN協会では、「大船渡応援団」並びに
大船渡市役所等関係者と被災者を繋ぎ調整する人材が必要だとして、大船渡市在住

で被災者を「現地プロデューサー」として雇用している。（図表Ⅱ-2-1-7 参照）（大

船渡応援団の詳細については後述） 
• 末崎町碁石地区では、幸いなことに死亡者は 0人であったが、43世帯のうち何らか
の被害を被った世帯は 38世帯であった。碁石地区の多くの被災者が、今後の生活・
仕事に不安を抱いていたところ、碁石地区で支援活動を行っていた社会福祉法人が、

末崎町に隣接する赤崎町では「大船渡応援団」の協力を得ながら今後の復興まちづ

くりを考えるワークショップを開催しているという情報を入手し、「大船渡応援団」

に支援依頼をしたことが「末崎町の今後を考える会」発足のきっかけとなっている。 
• なお、12月３日より｢末崎町の今後を考える会｣を発展的に解消し「碁石地区復興ま
ちづくり協議会」が発足。（復興計画策定後、他地区においても委員会や協議会名

の組織が発足している。） 
 

○主な活動内容 

• 「末崎町の今後を考える会」では、「現地プロデューサー」及び「大船渡応援団」

の支援を得ながらワークショップを実施している。 
◆ワークショップ開催概要 

• 「住まいとまちづくりをテーマ」にワークショップを平成 23 年 10 月 8 日、平成
23年 10月 22日、平成 23年 11月 19日の 3回実施。 

• 大船渡市が地区毎の土地利用計画図を策定する予定であることからも「末崎町の今

後を考える会」では、末崎町の復興まちづくりについての考え方を示すことが必要

だとしてワークショップの開催結果を随時、市長・市職員に報告している。 
• 平成 23年 12月 3日には、新たに発足した「碁石地区復興まちづくり協議会」が、
これまで議論されてきた内容を引き継ぐ形でワークショップを開催。 
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◆ワークショップ開催に当たっての支援 

• ワークショップの開催に当たっては、できるだけ多くの被災住民に参画してもらえ

るよう「現地プロデューサー」及び「大船渡応援団」のメンバーが仮設住宅入居者

に 1件ずつ参加を呼びかけている。 
• ワークショップのファシリテーターはワークショップ開催運営経験が豊富な「大船

渡応援団」が務めており、復興まちづくりに関する参加者の思いや要望を取り纏め

整理している。12月以降は災害復興まちづくり支援機構のメンバーが努める。 
 

図表Ⅱ-2-1-7 社団法人コミュニティネットワーク協会概要 
社団法人コミュニティネットワーク協会は、1999 年設立（総務省認可）。 

神戸で在宅医療に取り組んできた医療チームが阪神淡路大震災の復興を機に、震災か

らの回復には人間の絆と地域の再生、並びに住民による自治活動が必要であるとの思い

からコミュニティ事業を支援する全国的活動団体を設立し現在に至る。 

地域コミュニティの活性化を、市民の立場に立ちながら、自治体や企業、団体等とネ

ットワークを組むことによって実現している。 

【主な業務内容】 

●地域コミュニティづくりの支援、●担い手支援組織の支援、 

●少子・高齢社会の支援、●ふるさと暮らしの支援、●地域再生の支援、 

●地域プロデューサーの育成、●情報センターの開設、●コミュニティファンドの支援

出典：社団法人コミュニティネットワーク協会ホームページ等より作成 
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図表Ⅱ-2-1-8 担い手による復興まちづくりの関係者 
◆担い手の発足 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
◆担い手と関係者の相関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

外部支援 

 

  
大船渡応援団 

 

 コミュニティ 

ネットワーク協会 

専門家 実務家 

企業 

コンサルタント

有識者 

事務局 

呼びかけ 

被災地における 

プランニング等の

支援の呼びかけ 

結成 

碁石地区 

発足 

支援打診 支援受入 

大船渡市 

組成目的等報告 

提言・提案 

アドバイス 

復興計画 策定・提言 

地区計画等

プランニング

支援 

大船渡市 

災害復興局 

復興計画 

策定委員会 

 

委員メンバー 

プロデューサー

 

地元住民・団体、

学識経験者、実務

家…等 

提言・提案 

地域・地区

復興委員会 

他部局 

地元各種 

団体 

有識者 大船渡応援団 

雇用関係 

（関係者間の 

調整実施）

情報提供等 

資金援助 

外部支援 

 首都大学東京 饗庭伸准教授

専門家のネットワーク化 

災害復興まちづくり支援機構

活動全般支援 

支援の打診 

現
地
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー 

末崎町の今後を考える会 

コミュニティ 

ネットワーク協会 

社会福祉法人 

漁協・公民館等

出典：ヒアリングを元に作成 

＜凡例＞ 
：行政 

： ：外部支援者 

  ：内部支援者 

：担い手（現） 

実線：実態 

破線：将来構想 

末崎町の今後を考える会 

目的：住まい

とまちづくり

をテーマにし

た復興まちづ

くり 

事務局：大船

渡応援団 

碁石地区復興まちづくり協議会 

改称 
人材 

支援 

佐藤隆雄氏 

プロデューサー

他
の
被
災
地
区 

支援 
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（２）時間軸でのまちづくり体制の構造の変化 

○立ち上げ期 

• 「現地プロデューサー」及び「大船渡応援団」を構成するメンバーが、公民館長、

大船渡市、漁業関係者など地域のリーダー的存在の方々に説明を行い、了承を得た

後に「末崎町の今後を考える会」が発足。 

• 上述のように｢末崎町の今後を考える会｣の発足には「現地プロデューサー」及び「大

船渡応援団」等が関係しているが、それは既に両者が赤崎町において復興まちづく

りに関するワークショップを開催していた実績を有していたことがきっかけとな

っている。 
• 「大船渡応援団」が赤崎町中赤崎地区でのワークショップ開催支援等を実施した経

緯等は図表Ⅱ-2-1-9の通り。 
 

図表Ⅱ-2-1-9 大船渡応援団が過去に行った支援 

・赤崎町中赤崎地区公民館長と部落長、CN 協会高橋氏並びに大船渡応援団の実務家が「将

来の住まいとまちづくり」を行う必要があることを平成 23 年 8月 4日に説明。また大

船渡応援団を作ったので是非派遣したいと申し出たところ快諾。その他、大船渡市（市

長・復興局長）にも上記の点を説明し了承を得る。 

・既に多くの学識経験者、企業、役所等が来訪しており地域には徒労感が蔓延しており、

大船渡応援団に支援を依頼することにも当初は抵抗があった方もいたようである。 

・上記の点に関しては、現地プロデューサーが説得を行ったこと、現地プロデューサー

の母が地域リーダー的存在の方でもあり、その方の説得もあり地域住民の不安感が解

消され、積極的に活動に参画するようになったとしている。 

・赤崎町中赤崎地区における大船渡応援団の活動はワークショップを２回実施したとこ

ろで終了している。ワークショップの結果を受け「復興住宅を中心としたまちづくり」

から「学校を中心としたまちづくり」が必要だとの方針が示され、現在は、公民館長

等を中心とした復興まちづくり活動が実施されている。 
出典：ヒアリングを元に作成 
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○立ち上げ以降 

• 「末崎町の今後を考える会」では

これまでにワークショップを 3 回
開催している。参加メンバーは毎

回顔ぶれが異なり盛況のうちに終

了している。 
• 平成 23年 10月 8日に第 1回目の
ワークショップが開催されたが、

その際、「現地プロデューサー」が

いるとは言え、参加者の中には「大

船渡応援団」が支援してくれる意

図がわからず不安に思っている人

もいた。 
• 平成 23年 10月 22日に開催された
２回目のワークショップにおいて

は、大船渡市出身であり大船渡市

災害復興策定委員の一人でもある

（独）防災科学技術研究所の佐藤

客員研究員も協力し、「末崎町の今

後を考える会」の方向性や「大船

渡応援団」についての活動理念のほか、ワークショップの意義・位置付け等も説明

されたことで、参加者の不安も払拭され、「大船渡応援団」の信頼性が高まったと

している。 
• 平成 23年 11月 19日に開催された 3回目のワークショップにおいては、集団移転
可能性、高台移転候補地の検討等について議論され、今後、幅広に地区住民の理解

を求めるためにも具体的な提案を取り纏めていくこととした。 
 
○拡大期 

• 平成 23年 12月 3日、これまで碁石地区の復興まちづくりの担い手であった「末崎
町の今後を考える会」発展的に解消され、「碁石地区復興まちづくり協議会」が発

足。 
• 同時に開催されたワークショップには大船渡市災害復興策定委員であり（独）防災

科学技術研究所の佐藤氏の呼びかけに応じ、都市計画を専門とする首都大学東京の

饗庭伸准教授及び弁護士や建築士、技術士等の士業関係者で構成されている「災害

復興まちづくり支援機構」も参加するなど支援体制が充実・強化が図られている。 
• 「大船渡応援団」の支援の下、開催されてきた 3回のワークショップの成果発表が

図表Ⅱ-2-1-10 ワークショップ開催案内 

 
出典：末崎町の今後を考える会
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行われた後、これまでのワークショップで挙げられていた 2重ローンや高台移転を
行った際の個人負担に対する課題や疑問等に関して弁護士や学識経験者から具体

的なアドバイスが行われた。 
 
○今後の展開 

• 住民自治組織として、末崎町には五部落協議会という組織があり、この会に所属す

る方への参加要請も検討している。同協議会は被災した地域と被災してない地域が

混在しているため調整が困難であるが、発災前から存在する組織でもあるため、何

らかの形で参画を求める予定にしている。 
• 「末崎町の今後を考える会」は、住民の復興まちづくりに対する理解醸成を高める

ことに貢献した「大船渡応援団」がメインで支援を行っていたが、「碁石地区復興

まちづくり協議会」は主に「災害復興まちづくり支援機構」から支援を受けること

となる。 
• このように復興過程の段階に見極め、適切な支援者に引き継ぐことで、それまで支

援を行っていた団体も新たな地区で支援を行うことが可能となる。こうしたコーデ

ィネートを前述の佐藤氏が行っている。 
 
 
（３）地域の担い手を取り巻く多様な関係者 

○「末崎町の今後を考える会」と行政との関係 

• 「末崎町の今後を考える会」ではワークショップの成果を提案・提言として大船渡

市に報告している。大船渡市は、地区の活動状況を把握しておく必要性は認識して

おり、地域と協力し復興の取り組みを進めるため、「末崎町の今後を考える会」に

限らず、できる限り対応する機会を設定するようにしている。 
• なお、平成 23年 10月 29日時点、大船渡市では「末崎町の今後を考える会」と類
似した委員会や協議会が他にも立ち上がりつつある状況にあり、これらの委員会等

とも連携を図りながら説明会等を始めとする復興に向けた取り組みを進めて行く

予定にしている。（図表Ⅱ-2-1-11 参照） 
• 委員会等の組成メンバーはそれぞれ異なるが、地区内の産業団体、公民館、契約会

組織関係者等によるものが多く、独自で集団防災移転事業や高台移転等に関する勉

強会を実施しており、大船渡市に対して講師紹介等を依頼する委員会等もある。 
• 委員会等の検討テーマとしては住宅再建が多く、例えば地域の公共機能（小中学

校・公民館）等を加味した一体的なまちづくりを検討する委員会等はまだ少ない。 
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図表Ⅱ-2-1-11 地域・地区毎に発足した復興委員会等 
吉浜農地復興委員会 

沖喜来地区復興委員会 

白浜部落契約会 

田浜震災復興委員会 

綾里地区復興委員会 

赤崎地区復興委員会 

蛸の浦地区復興協議会 

大船渡商店街振興を考える会 

大船渡南地域復興委員会 

細浦地区 6地域協議会 

泊里地区振興協議会 

出典：大船渡市提供資料、東海新報 平成 23 年（2011 年）10 月 29 日 
 
 

○「末崎町の今後を考える会」と外部支援者との関係 

◆復興計画策定委員兼（独）防災科学技術研究所客員研究員佐藤氏 

• 復興計画策定委員でもある佐藤氏は「末崎町の今後を考える会」のプロデューサー

的な立場であり、「大船渡応援団」の相談にも応じている。 
• 末崎町における外部支援の実質的な調整・コーディネート役を担っており、「末崎

町の今後を考える会」の活動進捗等を踏まえながら必要に応じて「大船渡応援団」

以外の外部支援者にも協力を要請したり、同会に対して運営アドバイス等を行って

いる。（平成 23年 12月 3日には、「末崎町の今後を考える会」を「碁石地区復興ま
ちづくり協議会」とし、外部支援者の充実を図った。） 

◆大船渡応援団（含、CN 協会） 

• 「大船渡応援団」とは、大船渡出身である CN協会の元副理事長が、実務的に支援
したいという思いからCN協会が発起人となり平成 23年 7月 22日に発足した組織
であり、「末崎町の今後を考える会」の事務局を務めている。 

• 「大船渡応援団」は、地域福祉をはじめとする住宅・環境工学等、様々な分野の専

門家集団により構成されており、末崎町においてはワークショップの運営支援を平

成 23年 10月 8日から行っている。 
• 「大船渡応援団」の役割と構成メンバーは図表Ⅱ-2-1-12 の通り。 
• なお、「大船渡応援団」の発起人である CN 協会は、前述の通り「大船渡応援団」
並びに大船渡市役所等関係者と被災者を繋ぎ調整する人材が必要だとして「現地プ

ロデューサー」を雇用しているが、その役割は、大船渡市在住で被災者でもある CN
協会元副理事の妹が務めている。 

• 将来的には、住宅だけではなく、地域活性化の観点から産業（仕事）創出を図るこ

とまで手掛けることを想定している。 
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【応援団の役割】 

・イメージを提案し、方向性を示していく。 

・ニーズを把握し、専門家の能力を活用し、問題解決に導く。 

・夢とそろばんのバランスをとる。 

・住民も問題解決できる力を持てるように主体性を育む。 

                      を支えます。 

地域力のＵＰ！ 
全国で震災復興を願う人々 

社団法人 
コミュニティネットワーク協会 

株式会社 
コミュニティネット 

アミタホールディングス 
株式会社 

日本未来学会

ＪＥＰＰ

ＨＯＳＰ 

ＮＳハイパーツ株式会社 

ミレニアムシティ 

大船渡 

図表Ⅱ-2-1-12 大船渡応援団の役割と構成メンバー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：大船渡市応援団提供資料より作成 

 
 

○「碁石地区復興まちづくり協議会」と外部支援者との関係（平成 23 年 12 月 3 日以降） 

◆「学識経験者」・「災害復興まちづくり支援機構」 

• 復興計画策定委員兼（独）防災科学技術研究所佐藤氏は、「末崎町の今後を考える

会」が今後、全体調整や地区計画のプランニング等を行っていく場合、より幅広な

視点を持った学識経験者からのアドバイスや土地の権利関係を整理する必要があ

るとして、「末崎町の今後を考える会」を「碁石地区復興まちづくり協議会」とし、

都市計画を専門とする首都大学東京の饗庭伸准教授と弁護士や建築士、技術士等の

士業関係者により構成されている「災害復興まちづくり支援機構」が支援者となっ

た。（図表Ⅱ-2-1-13 参照） 
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図表Ⅱ-2-1-13 災害復興まちづくり支援機構の会員 
■正会員  

東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、東京司法書士会 

東京税理士会、東京都行政書士会、東京土地家屋調査士会、東京都社会保険労務士会、（社）中

小企業診断協会東京支部、（社）東京都不動産鑑定士協会、 

（社）東京都建築士事務所協会、（社）日本建築家協会、（公社）日本技術士会、 

（社）東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会、（社）全日本土地区画整理士会、 

（社）東京公共嘱託登記司法書士協会、日本公認会計士協会東京会、 

日本弁理士会関東支部 

■団体賛助会員  

（財）日本建築防災協会、東京都木造住宅耐震診断登録事務所協議会、 
（社）再開発コーディネーター協会 

■個人賛助会員 

 学識経験者、マンション管理士、医師など 

出典：災害復興まちづくり支援機構ホームページ 

 

５．担い手の取組等に対する支援の把握 

（１）担い手の取り組みに関する支援ニーズ 

 担い手が活用できるような支援に関する情報を纏めて提供する組織・機関が望まれて

いる。 
 民間コンサルタント等がボランティアで担い手支援を行っているケースがあるが、あ

くまでボランティアでの活動であるためマンパワーが限られ、支援範囲も限定的にな

ってしまう。そうした複数の支援組織をネットワーク化したりコーディネートできる

存在が必要だとされる。 
 

（２）支援等の具体例 

 「末崎町の今後を考える会」は、これまで補助金等の資金的支援のほか人材派遣等の

非資金的支援のいずれの制度も活用していない。そのため外部支援者である「大船渡

応援団」を始めとする外部支援者は、交通費や現地での活動費等のほとんどを自己負

担している。 
 「大船渡応援団」は、活動資金を確保することで継続した支援活動ができると考えて

おり、資金確保のため国の受託調査や補助金・交付金等の申請も積極的に行う予定で

ある。 
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6．ヒアリング等において指摘されている課題等 

 自治体職員も被災者であり地域住民であるため、地域住民へ土地利用の方針案等を個

別に説明することは、かなりの負担になっている。 
 さらに、復興計画においても災害規模や発生時期・頻度等の不確実性の高い災害リス

ク情報を、まちの将来像を見据えた施策と関連させることについて、被災者が納得で

きるようわかりやすく説明できるノウハウを持ち合わせた人の協力が必要である。 
 「末崎町の今後を考える会」の場合、発足から現在に至るまで「大船渡応援団」と共

に活動している現地プロデューサーが上記の役割を果たしている。 
 大船渡市は今後、復興計画策定委員会の委員や岩手大学の関係者を中心に地区ごとの

土地利用計画図等を策定したいと考えているが、現在、各地区や商業・漁業・医療等

のテーマごとの団体がバラバラに陳情・提案書を大船渡市に提出している状況にある。

復興部局では市民から提出された陳情・提案書については、適宜、庁内担当部局への

振り分けや事務手続き等の対応を行うものの、各部局単位に直接持ち込まれる陳情・

提案等もあり、全体を把握することは難しい状況にある。 
 

 

 

 

＜参考資料＞ 

 （独）防災科学技術研究所「災害リスク政策に関する勉強会資料」（平成 23年 7月 28
日） 
 大船渡市「大船渡市復興計画」（平成 23年 10月 31日） 
 大船渡市復興計画ホームページ 

（http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1305031465098/index.html、最終閲

覧日 平成 23 年 12 月 10 日） 

 東海新報「重み増す地区・地域の動き」 平成 23年（2011年）10月 29日 
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２－２．宮城県気仙沼市八日町一番街地区、南町地区、魚町地区 
気仙沼まちなか復興決志隊（任意団体）：地域のリーダー的存在である商店主を中心とする

有志メンバーが外部支援を要請。現在、活動範囲が広がり、地元住民・行政・支援者のネ

ットワーク形成の兆しがみられる。 

 

１．気仙沼市概要 

（１）位置、地勢等 

 気仙沼市は、宮城県の北東端に位置し、

東は太平洋に面し、南は宮城県本吉郡

南三陸町、西は岩手県一関市、北は岩

手県陸前高田市に接する。 
 太平洋に面した沿岸域は、半島や複雑

な入り江など、変化に富んだリアス式

海岸を形成。今回、気仙沼湾に面する

一帯が特に被害を受けた。 
  
（２）人口と世帯 

 面積：333.37km² 
 人口：70,336人 
 世帯数：25,595世帯 

（平成23年10月末日、現在住民基本台帳） 
 
 
 

２．東日本代震災被災状況 

 人的被害は死者数 1,026人、負傷者数 383人であり、被災世帯は約 9,500世帯、被災
事業者は 3,314事業者に及ぶ。（平成 23年 11月末日現在） 
 建物被害は全壊 16,438 棟、大規模半壊 2,299 棟、半壊 1,805 棟、一部損壊 4,551 棟
に及ぶ。（図表Ⅱ-2-2-2 参照） 
 浸水深は 5ｍ～7ｍに達しており、推定浸水域に居住していた人口割合は 40.3％であ
り、浸水面積は市域面積の 5.6％を占める。その多くは、人口・商店街が集中する市
街地であったため被害も拡大したとされる。 
 また、古くからの港町としての接岸機能や海辺景観を重視して、防潮堤が設置されて

いなかったことも、その原因の一つとされている。 
 未だ、1次避難所の市民会館と 2次避難所のホテルの計 2箇所が避難所となっている
が、年内に 1次避難所は閉鎖の予定。（平成 23年 12月 1日現在） 

図表Ⅱ-2-2-1 気仙沼市 

八日町、南町、魚町
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図表Ⅱ-2-2-2 東日本代震災被災状況（家屋被害） 
（単位：棟） 

出典：気仙沼市災害復興計画（平成 23 年 10 月） 

 

 

３．気仙沼市震災復興計画の策定体制及びスケジュール 

（１）気仙沼市震災復興計画の策定体制 

 気仙沼市庁内においては、気仙沼市震災復興計画（以下、「復興計画」）を着実かつ

迅速に進めるとして、平成 23年 6月 6日に市長を本部長とする「気仙沼市震災復興
計画推進本部」を設置。 
 同日、東北大学今村文彦教授を委員長とする「気仙沼市震災復興会議」を発足。6 回
の会議を実施し復興計画を策定。（図表Ⅱ-2-2-3 参照） 

 また、気仙沼市は平成 23年 6月 21日に復興計画に気仙沼市民の提言及び意見を広く
反映させるとして、気仙沼市出身・在住の有識者による「気仙沼市震災復興市民委員

会」を設置。同委員会は、「気仙沼市震災復興会議」からも助言を得ながら復興計画

に対する提言等を行っている。（図表Ⅱ-2-2-4 参照） 
 

 

 

 

 

地域名 地区名 全 壊 
大規模 

半壊 
半 壊 一部損壊 計 

地区の棟

数に占め

る損害の

割合 

気仙沼 気仙沼 4,647 992 742 1,162 7,543 49.2%

鹿 折 3,179 268 97 259 3,803 60.9%

松 岩 1,245 120 165 655 2,185 34.5%

新 月 2 12 44 344 402 7.9%

階 上 1,746 215 197 510 2,668 60.4%

大 島 775 199 86 306 1,366 36.5%

面 瀬 578 96 86 453 1,213 33.8%

小 計 12,172 1,902 1,417 3,689 19,180 42.8%

唐 桑 中 井 211 9 19 98 337 14.3%

唐 桑 989 54 72 114 1,229 34.2%

小原木 664 26 15 62 767 47.8%

小 計 1,864 89 106 274 2,333 30.9%

本 吉 小 泉 1,118 57 28 75 1,278 69.3%

津 谷 175 77 126 286 664 11.3%

大 谷 1,109 174 128 227 1,638 43.6%

小 計 2,402 308 282 588 3,580 31.2%

合 計 16,438 2,299 1,805 4,551 25,093 39.3%
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図表Ⅱ-2-2-3 気仙沼市震災復興会議メンバー 
氏名 所属など 

今村 文彦 東北大学災害研究センター 教授【防災分野】 

大滝 精一 東北大学経済学研究科長【経済分野】 

大西 隆 東京大学大学院工学系研究科教授【都市計画分野】 

関  満博 明星大学経済学部教授（一橋大学名誉教授） 

【地域産業・エコタウン分野】 

長峯 純一 関西学院大学総合政策学部教授（気仙沼市出身）【公共政策分野】 

馬場 治 東京海洋大学海洋科学部教授【水産分野】 

吉田 朗 東北芸術工科大学デザイン工学部教授（気仙沼市出身）【都市計画分野】 

副会頭 気仙沼市商工会議所（気仙沼市総合計画審議会会長） 

副会頭 気仙沼市商工会議所（気仙沼市総合計画審議会産業部会長） 

支部長 宮城県中小企業家同友会気仙沼本吉支部 

理事 社団法人気仙沼市医師会 

所長 東北電力(株)気仙沼営業所 

校長 宮城県気仙沼高等学校 

出典：気仙沼市提供資料 

 

図表Ⅱ-2-2-4 気仙沼市震災復興市民委員会メンバー 
氏名 所属など 

奥原 しんご イラストレーター（東京都在住 南町出身） 

小野寺 靖忠 （株）オノデラコーポレーション 専務取締役 

小山 和美 宮城県気仙沼西口頭学校教諭 

小山 裕隆 コヤマ菓子店専務 気楽会代表 

木戸浦 健歓 木戸浦造船（株）取締役 

齋藤 玲紀 日本マイクロソフト株式会社MSNアジア・太平洋地区SEO

＆ソーシャルメディアリード（東京都在住 新月出身） 

高橋 正樹 （株）気仙沼商会代表取締役社長 

武山 健自 （株）イーシンコミュニケーションズ代表取締役（東京都在

住 魚町出身） 

千田 満穂 気仙商工会議所副会頭、 

気仙沼三菱自動車販売株式会社代表取締役社長 

千葉 一 総合地球環境学研究所共同研究員 

東北学院大学非常勤講師 

宮城学院大学非常勤講師 

（石巻市在住 本吉出身） 

畠山 信 水山養鶏場（唐桑） 

NPO法人「森は海の恋人」副理事長 

出典：気仙沼市震災復興市民委員会資料 
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（２）気仙沼市震災復興計画の策定スケジュール 

 復興計画の策定は「気仙沼市震災復興会議」が発足した平成 23年 6月 6日から開始
し、平成 23年 9月 30日に開催された「気仙沼市震災復興会議」（第 6回）を経て、
平成 23年 10月 17日に気仙沼市議会で決議され公表された。 
 「気仙沼市震災復興会議」では、気仙沼市の将来の発展を見据えた取り組みを進めて

いくことが不可欠であるとし、都市計画事業による土地区画整理、地盤沈下地域のか

さ上げ、道路・下水道などの都市基盤整備、魚市場・漁港等産業基盤整備と産業再生、

新しい成長を生み出す企業の誘致、高台移転も含めた住宅整備、防災機能の向上、海・

農・林地環境の復元等について検討された。（図表Ⅱ-2-2-5 参照） 
 「震災復興市民委員会」は、平成 23年 6月 21日から平成 23年 9月 24日まで合計
12 回開催されており、図表Ⅱ-2-2-5 に示す復興計画全体体系図にある「復興の柱」
を中心議題として、最終的に 18 項目に亘るプロジェクトを取り纏め「気仙沼市震災
復興会議」に提案。気仙沼市としてはそれらのうち、15項目を重点事業として復興計
画に盛り込んでいる。 

 なお、その他の３項目についても復興の進捗状況を踏まえながら検討を行うこととし

ている。（図表Ⅱ-2-2-6、図表Ⅱ-2-2-7 参照） 

 
図表Ⅱ-2-2-5 気仙沼市震災復興計画全体体系図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：気仙沼市提供資料より作成 
 
 

 

 

◆史上最大の犠牲 

「二度と繰り返さない

この悲劇」 

 

◆自然に対する畏怖、

畏敬の念 

「自然と調和する都市

構造と市民生活」 

 

◆人々の経済的困窮

「市民の経済的安定

と産業の再生」 

 

◆産業基盤の壊滅的

打撃 

「生産性の向上、構造

改革の契機」 

 

◆人々の優しさ、頑張り

「家族愛、他者への

愛、郷土愛、愛の溢

れるまちづくり」 

 

 

◆津波死ゼロの

まちづくり 

 

◆早期の 

産業復活と 

雇用の確保 

 

◆職住復活と 

生活復興 

 

◆持続発展 

可能な 

産業の再構築 

 

◆スローで 

スマートな 

まちとくらし 

 

◆地域に 

笑顔溢れる 

まちづくり 

【復興の目標】
市土基盤の整備 

（地域を伸びやかに）

防災体制の整備 

（地域を安全・安心に） 

産業再生と雇用創出 

（地域を元気に） 

自然環境の復元・保全と環境 

未来都市（スマートシティ）の実現

（地域をさわやかに）

保険・医療・福祉・介護の充実 

（地域をやさしく） 

学びと子どもを育む環境の整備

（地域をすこやかに） 

①市の土地利用方針の策定 
②地盤沈下による冠水地域の復興 
③交通網の整備 
④海岸・河川施設の整備 
⑤安全な居住環境の整備 
⑥下水道の整備 
⑦水道・ガスの整備

①地域防災計画の見直し 
②津波対策の推進と防災体制の整備 
③消防体制の整備 
④防災学習の充実

①持続可能な農林業の再生 
②日本一活気溢れる水産都市の実現 
③まちづくりを牽引する商工業の推進 
④地域資源の魅力を生かした観光の展開 
⑤新たな産業の誘致と創出 
⑥雇用創出と人材育成

①災害による廃棄物の迅速処理 
②自然環境・景観の復元と保全 
③再生可能エネルギーの導入と環境未来

都市（スマートシティ）の実現 

①被災福祉施設の復旧と体制整備 
②地域医療の再生と体制整備 
③保健・医療・福祉・介護の連携強化 
④被災者の生活支援 

①学校・社会教育施設の復旧と整備 
②学校教育環境の整備 
③文化財の復元と文化施設の復旧 
④大学・研究機関等との連携と誘致 

①コミュニティ基盤の整備 
②新しいコミュニティの形成支援 
③市民等との協働の推進 

重
点
事
業
及
び
地
区
構
想 

防災・減災の基本的考え方

【復興の柱】

【取組の方向】 

【柱１】 

【柱２】 

【柱３】 

【柱４】 

【柱５】 

【柱６】 

地域コミュニティの充実と 

市民等との協働の推進 

（地域をあたたかに） 

【柱７】 

【復興の基本理念】
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図表Ⅱ-2-2-6 気仙沼市震災復興市民委員会開催状況19 
回数 開催日 内容 

第１回 ６月２１日（火） 委員会の体制について，市民意見の把握についてなど 

第２回 ６月２６日（日） 
各委員の復興に向けた考え方について， 
市民意見・提言の収集方法，情報の発信方法についてなど 

第３回 ７月９日（土） 
気仙沼市の復旧状況について， 
柱１「市土基盤」について，情報報発信と意見の集約ついてなど 

第４回 ７月１３日（水） 柱２「産業再生と雇用」についてなど 

第５回 ７月２２日（金） 
柱３「防災体制」について， 
柱４「環境・エネルギー」についてなど 

第６回 ７月２８日（木） 
柱５「地域ケア」について， 
柱６「子ども・未来・教育」について， 
柱７「地域コミュニティ」についてなど 

第７回 ８月８日（月） 柱８「推進体制」について、優先すべき検討事項について 

第８回 ８月１７日（水） 
柱１から８までの不足事項の検討について、 
緊急産業復旧プロジェクト(案)の検討について 

第９回 ８月２４日（水） 
専門家による提言、課題の再検討、震災復旧・復興に向けた提言骨子
について 

第 10 回 ９月３日（土） 
気仙沼市の震災復旧・復興に向けた提言（案）について、市民委員会プ
ロジェクトについて、キャッチフレーズの提案と募集について 

第 11 回 ９月１０日（土） 
気仙沼市の震災復旧・復興に向けた提言（最終案）について、市民委
員会プロジェクトについてなど 

第 12 回 ９月２４日（土） （仮称）気仙沼市震災復興計画に係るキャッチフレーズについてなど 

出典：気仙沼市震災復興市民委員会「気仙沼市の震災復旧・復興に向けた提言」 
 

図表Ⅱ-2-2-7 気仙沼市震災復興市民委員会が纏めたプロジェクト 

No. プロジェクト 
復興 

計画反映

1 気仙沼市緊急産業復旧プロジェクト  

2 世界一の魚市場プロジェクト ○ 

3 造船・舶用工業会の集約と連携（造船団地）プロジェクト ○ 

4 環境と防災に配慮したフォレストベンチ工法活用プロジェクト ○ 

5 気仙沼市再生エネルギー導入プロジェクト ○ 

6 三陸リアス・ジオパークプロジェクト ○ 

7 セントラルパーク（ユニバーサルデザインの公園）整備プロジェクト  

8 商店街及び中心市街地再生プロジェクト ○ 

9 特区活用漁業再生振興プロジェクト ○ 

10 文化芸術芸能再興プロジェクト ○ 

11 防災自然公園ベルト「海の照葉樹林」プロジェクト ○ 

12 水源の分散化（安全な水辺づくり）プロジェクト ○ 

13 復興住宅整備プロジェクト ○ 

14 企業・大学・研究機関誘致強化プロジェクト ○ 

15 観光メニュー開発プロジェクト ○ 

16 NPO・NGO の積極的協働プロジェクト ○ 

17 情報発信改革プロジェクト ○ 

18 シンボルイベント（Ｆ－１）開催プロジェクト  

出典：「気仙沼市の震災復旧・復興に向けた提言」  

                                                  
19気仙沼市震災復興計画全体体系図で示されている「復興の柱」は７つであるが、「気仙沼市震災復興市民

委員会」では、「復興の柱」を進める体制を 8つ目の柱として検討 
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 気仙沼市としては、今後復興計画を基に住民説明会を随時実施していく予定であるが、

地区によっては被災者コミュニティが分断されているところもあるため、現在のとこ

ろ、どのように、またどの範囲で住民説明会を行うのかを検討中である。なお、気仙

沼市は昭和 28 年 6 月に気仙沼町・鹿折町・松岩村との合併により成立しているが、
当時の行政区まで遡り住民説明会の開催範囲・規模等について検討を行う必要性も指

摘されている。 
 
 

4．災害復興における民間のまちづくりの担い手の実態・体制の把握 

（１）担い手「気仙沼まちなか復興決志隊」（任意団体） 

○団体概要 

• 平成 23年 7月 23日に、気仙沼地区の八日町一番街地区と隣接する南町地区の商店
経営者有志メンバー総勢 15名により「気仙沼まちなか復興決志隊」を発足。 

• その支援者としては早稲田大学・気仙沼まちなか復興支援隊（以下、「早稲田大学」）

と、南町の復興まちづくり支援を行っていた東北工業大学。（詳細は後述） 
• 呼びかけ世話人は、八日町一番街地区にある一番街商店街振興組合の専務理事。 
• 発災直後、八日町一番街地区の避難所となっていた清龍寺において青年会議所の理

事長を努めた経験もある住職から「今後のまちづくりをみんなで考えることが必要

である」との法話があり、一番街商店街振興組合の専務理事を始めとする数人の有

志が復興まちづくりを行うために何らかの団体を立ち上げようと協議を始めたこ

とが、「気仙沼まちなか復興決志隊」発足のきっかけとなっている。 
 
○主な活動内容 

• 「気仙沼まちなか復興決志隊」では、早稲田大学、東北工業大学の支援を得ながら

会議、ワークショップを開催している。 
 

◆会議・ワークショップ開催概要 

• 「気仙沼まちなか復興決志隊」では、平成 23年 7月 23日の発足時に「気仙沼まち
なか復興まちづくりに向けて」と題した第 1回会議を開催し、復旧過程や現在の状
況に対する意見交換会を実施。平成 23年 8月 9日には第 2回会議を開催し、まち
づくりの課題の他、復興まちづくりの方針とプロジェクトのアイデア出しを実施。 

• 上記会議の結果を踏まえ、多くの被災者が一体となって復興に向けたまちづくりを

スタートしているということをアピールする必要があるとして、平成 23年 8月 28
日に「まちあるきと地図づくりワークショップ（気仙沼まちなか復興ワークショッ

プ）」を開催。参加者は支援者である早稲田大学、東北工業大学の関係者を含めて

55名に上り、復興課題マップを作成するなどし、八日町一番街地区、南町地区、魚
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町地区に存在するそれぞれの課題の違いや共通点を把握した。（図表Ⅱ-2-2-8 参照） 
• また、3 地区は今後気仙沼市に対し、まちなか復興に関する提案を行うため、より
一層連携して活動を行っていくことを確認。 

• 今後も引き続き 3地区の結束を図るようなワークショップ等を開催したいと考えて
いる。 

• 「気仙沼まちなか復興決志隊」では、来年の 3月 11日の被災 1周年の時期には「ま
ちなか復興構想」をまとめ、これを元に具体的な復興まちづくり事業（プロジェク

ト）について、各商店街単位等でプロジェクトチームを立ち上げ検討する予定であ

る。 
 
◆会議・ワークショップ開催に当たっての支援 
• 会議・ワークショップの資料づくり、国・県・市の復興まちづくりの情報収集、被

災状況の確認や聞き取り調査等のサポートは早稲田大学が行っている。 
• 会議やワークショップの取りまとめについては東北工業大学もサポートしている。 

 
図表Ⅱ-2-2-8 八日町地区、魚町地区、南町地区の位置図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：気仙沼市提供資料を元に加工 
 

 

八日町 

魚町 

南町 
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図表Ⅱ-2-2-9 担い手による復興まちづくりの関係者 
◆担い手の発足～現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆まちなか復興決志隊が考える担い手を取り巻く関係相関（将来像） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興計画 策定・提言 

魚町地区 

南町地区 

八日町 

一番街地区 

早稲田大学 
早田教授 

東北工業大学 

相談 

アドバイス 

地域計画 

気仙沼まちなか復興決志隊 

外部支援 

 早稲田大学・ 
気仙沼まちなか復興支援隊

東北工業大学 

地区課題整理 

ワークショップ運営等 

 
まちなか復興準備会 

↓ 
まちづくり協議会 

 

気仙沼市 

気仙沼市 

震災復興計画推進本部 

報告 

 
地元各種 

団体等 

各地区 

被災者等 

意見収集等 

外部支援 

 早稲田大学・ 
気仙沼まちなか復興支援隊 

東北工業大学 

地区課題整理 

ワークショップ運営等 

外部支援 

 
全国商店街 

支援センター

学識経験者 

専門家 

支援 

要請 

気仙沼市 

震災復興市民 

委員会 

各種支援 

気仙沼まちなか復興決志隊 

発展的解消 
計画策定 

支援 

幹事会 全体会 

計画策定 

支援委託 

まちなか復興意見交換会 
↓ 

連絡会議 
（協議会の幹事、気仙沼市、商工会議所、宮城県、学識経験者等協議の場） 

※行政による都市計画素案や事業計画案の検討に向けた議論 

アドバイス

まちづくりに関する計画等の検討 

まちづくりに関する計画等の提案 

運営 

3地区毎の地区別検討会

提案 

助言 

 両輪で、行政と市民の

協働によるまちなか復

興を推進する 

 
気仙沼市 

震災復興会議 

相談 

アドバイス

出典：ヒアリング結果を元に作成 

協働 

支援 

設置 

＜凡例＞ 
：行政 

： ：外部支援者 

  ：担い手（旧） 

：担い手（現） 

：担い手（将来） 

：連絡会議 

実線：実態 

破線：将来構想 
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（２）時間軸でのまちづくり体制の構造の変化 

○立ち上げ期 

• 「気仙沼市まちなか復興決志隊」の立ち上げについては、発足有志メンバーのうち

の一人（早稲田大学の出身者）が、平成 23 年 7 月初旬に都市政策やまちづくり組
織論を専門とする早稲田大学社会科学総合学術院の早田宰教授に復興まちづくり

を担う何らかの団体を発足させたい旨相談したことから始まる。 
• 平成 23 年 7 月初旬の段階で発足を企画したメンバーは、八日町一番街地区の商店
街有志のみであり、八日町一番街地区に限定した復興まちづくりを担う団体の発足

を検討していたが、早田教授のアドバイスもあり、対象地区（南町地区・魚町地区）

を広げ３地区の復興まちづくりを担う団体として「気仙沼まちなか復興決志隊」が

平成 23年 7月 28日発足した。 
 
○立ち上げ以降 

• 「気仙沼まちなか復興決志隊」の立ち上げ以降、南町地区・魚町地区からの参加メ

ンバーも増えている。 
• また、将来的に復興計画について気仙沼市に対し提案を行う「まちづくり協議会」

を立ち上げることを予定しており、気仙沼市長や災害担当部局にも随時「気仙沼ま

ちなか復興決志隊」の活動状況を報告している。 
 
○今後の展開 

• 将来的には、「気仙沼まちなか復興決志隊」を「まちづくり協議会」にすることを

予定し、現在、その準備段階である「まちなか復興準備会」の組織体制を検討して

いる。3 地区合同の復興準備委員会のような公的にオーソライズされた機関にする
ことで、地域住民にも認知され、各種プロジェクト計画策定・実施に伴う障壁（住

民意識の乖離）も低くなるものと考える。（図表Ⅱ-2-2-10 参照） 
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図表Ⅱ-2-2-10 まちづくりスケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：まちなか復興決志隊資料 

 

（３）地域の担い手を取り巻く多様な関係者 

○「まちなか復興決志隊」と行政との関係 

• 「まちなか復興決志隊」は、会議・ワークショップ実施結果を気仙沼市に適宜報告

するようにしている。気仙沼市としては未だ復旧支援に忙しいものの、「まちなか

復興決志隊」については早稲田大学や東北工業大学等、まちづくり関係に造詣の深

い大学が支援していることもあり、情報提供・共有等を行いたいとしている。 

• 気仙沼市では「まちなか復興決志隊」以外にも、地区、公民館、学校区、商店街等

で様々なテーマや属人的な繋がりで市役所に復興計画・プロジェクトの提案が数多

くなされているが、将来的には、情報の集約・管理・調整を行っていく方針である。 
 

○「まちなか復興決志隊」と「外部支援機関」との関係 

• 現在、「気仙沼まちなか復興決志隊」に対し、｢早稲田大学｣と「東北工業大学」が

支援を行っている。2 重支援にならないためにも今後、支援者間で役割分担を行っ
て支援していくことが検討されている。 
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（参考）「学識経験者」「大学」について 

• 早稲田大学の早田教授は 7 月に八日町一番街地区のメンバーから相談を受けた後、
支援組織として大学内に「早稲田大学・気仙沼まちなか復興支援隊（前掲）」を結

成。前述の通り、会議・ワークショップの資料づくり、国・県・市の復興まちづく

りの情報収集、被災状況の確認や聞き取り調査等のサポートを行っている。 

• また、「気仙沼まちなか復興決志隊」の発足に当たっては、南町地区で支援を行っ

ていた東北工業大学の関係者に働きかけを行い協同で支援できる体制を整備した。 
• 「早稲田大学・気仙沼まちなか復興支援隊」の構成メンバーは、図表Ⅱ-2-2-11 の

通り。 

 
図表Ⅱ-2-2-11 早稲田大学・気仙沼まちなか復興支援隊メンバー 

氏名 所属 

早田宰 早稲田大学社会科学部教授 

土方正夫 早稲田大学社会化学部教授 

阿部俊彦 早稲田大学都市・地域研究所 

益尾孝祐 アルセッド建築研究所 

岡田昭人 早稲田大学都市・地域研究所 

早稲田大学学生 佐藤研、早田研、土方研 

出典：気仙沼まちなか復興決志隊提供資料より作成 
 
• 東北工業大学では、工学部都市マネジメント学科今西肇教授が、南町地区を支援す

るとして復興プロジェクトを学内に立ち上げ、「気仙沼まちなか復興決志隊」発足

する以前の平成 23年 5月 5日より地域復興計画のプランニング支援活動を実施。 
• 平成 23年 8月 20日には気仙沼市長充てに「復興にむけての提案」として盛り土や
緩衝地帯設置による津波防止を考慮した提案を行っている。 

 
（参考）「（株）全国商店街支援センター」について 

• 現在、気仙沼市には全国商店街支援センターが実施するアドバイザー派遣事業によ

りアドバイザーが被災商店街の支援活動を行っている。 
• アドバイザーの活用が商店街復興というテーマに限定されている一方で「気仙沼ま

ちなか復興決志隊」は、商店街復興のみならず住宅再建等を含めた一体的な復興ま

ちづくりをテーマとしていることから現時点では接点はないものの、「気仙沼まち

なか復興決志隊」としては、今後は何らかの形で協働できればと考えている。 
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５．担い手の取組等に対する支援の把握 

（１）担い手の取り組みに関する支援ニーズ 

 現在、大学等の高等教育研究機関のほか、都市計画コンサルタント、シンクタンク等、

気仙沼市が把握しているだけでも約 70 の機関・団体が調査・地元支援等で訪れてお

り、実際はさらに多いものと推察される。学識経験者が気仙沼市を訪れたという情報

はマスコミ報道等でわかるが、その人物がどのようなことをしているのかといった情

報は少ないため、情報を集約し発信する機能・施設があれば、地域において復興まち

づくり団体等が発足した場合にも有用な情報提供ができるものと考える。 
 支援・サポート者である大学や研究機関サイドにとってもコンタクト先が不明で、初

動に時間を要する。そのため、支援側・支援受手側の両者をマッチング・調整する機

関が必要である。 
 

（２）支援等の具体例 

 「気仙沼まちなか復興決志隊」は、国・県・市の直接的な支援は受けていない。 
 ワークショップを実施し、まちづくりに対する提言をまとめるため、東北活性化セン

ターに対し、総事業費 40万円で申請。このうちの 30万円を補助金として獲得。 
 早稲田大学、東北工業大学から継続して支援を受けるためにも補助金獲得に向けての

情報収集・企画書提案等を試みている。 
 
 

6．ヒアリング等において指摘されている課題等 

 阪神・淡路大震災の復興スキームとは異なることを意識する必要がある。多くの住民

が土地所有者であるため、復興計画で議論される土地のかさあげや防潮堤等の整備に

は、これら土地所有者の合意が必要となる。 
 そのため、「気仙沼まちなか復興決志隊」では、3 地区の合意形成を図ることに相当
の時間を費やしている。できる限り詳細なゾーニングに基づいた地区復興計画が検討

される必要がある。 
 平成 2年、中小企業高度化資金制度の活用により、八日町一番街地区にある一番街商
店街に駐車場を作ったが併設していた大型店が撤退し利用客が減少したため、発災前

においても償還できず常に債務超過の状態であった。今回の震災で駐車場は「全損認

定」されたものの債務は残っているため、取り壊しのための費用捻出等に苦慮してい

る。 
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＜参考資料＞ 

 気仙沼市ホームページ東日本大震災情報 
（ http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/genre/0000000000000/1300688086089/inde

x.html、最終閲覧日 平成 23 年 12 月 10 日） 

 気仙沼市「気仙沼市震災復興計画 海と生きる」平成 23年 10月 
 気仙沼市震災復興市民委員会「気仙沼市の震災復旧・復興に向けた提言」平成 23年 9
月 
 一番街商店街 「気仙沼まちなか復興新聞 01」平成 23年 9月 
 気仙沼まちなか復興決志隊 ヒアリング提供資料 平成 23年 10月 
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２－３．宮城県石巻市中心市街地 
（株）街づくりまんぼう（まちづくり会社、TMO）：地域の中核的団体であるまちづくり

会社/TMOによる中心市街地全体の復興活動。震災後は中心市街地における全体的なビジ

ョンの策定や、個別地区の活動を鳥瞰したコーディネーター的役割等を担っている。 

 

１．石巻市概要 

（１）位置、地勢等 

 平成 17年 4月 1日に石巻市、河北町、雄
勝町、河南町、桃生町、北上町、牡鹿町の

１市６町が合併して現石巻市が誕生。宮城

県東部に位置する。 
 古くから海運・舟運基地として栄える。魚

介類、農産物に恵まれ「食材王国・石巻」

として名高い。中心市街地活性化手段とし

て、マンガを活かした街づくりを推進中、

観光客を集めている。 
 
（２）人口と世帯 

 面積：555.78k ㎡ 
 人口：153,247人、世帯数：58,119世帯 

（平成 23年 10月末日現在、住民基本台帳） 
 

２．東日本大震災被災状況 

 震度 6弱の揺れの後、沿岸域全域に襲来した巨大津波の高さは牡鹿地区（石巻市東部、
半島部と周辺の島嶼）の観測地点で最大 8.6ｍ以上を観測20。 
 津波により平野部の約 30％、中心市街地を含む沿岸域の約 73㎢が浸水。 
 被災住家は全住家数の約 7割の 53,742棟、うち約 4割の 22,357棟が全壊（平成 23
年 10月 22日現在）。 
 沿岸域においては、工場や事業所をはじめ、学校・病院・総合支所等の公共施設が壊

滅的な被害となり、本市全域でライフラインが停止し、都市としての機能が失われた。 
 震災後の最大避難者数は約 50,000人、避難箇所は 250箇所、在宅避難者を含めた最
大食料配布人数は約 87,000人（平成 23年 3月 17日時点）。 
 地震に伴う地盤沈下も深刻で、牡鹿地区鮎川の 120cm沈下をはじめ、市内の広範囲
で地盤沈下や液状化が発生した。 
 その後も大きな余震は際限なく発生し、平成 23年 4月 7日にはマグニチュード 7.1

                                                  
20 本項の被災状況の記載は多くを「石巻市震災復興基本計画」に拠った。 

図表Ⅱ-2-3-1 石巻市 

出典：石巻市ホームページ 
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の最大余震により震度 6弱を記録するなど、甚大な被害がさらに拡大した。 
 

図表Ⅱ-2-3-2 東日本大震災被災状況（平成 23年 11月 15日 午前８時現在） 

  地区 世帯 人口 死者 
行方
不明

待機者 

施設名 世帯 人数

(1) 

本庁 44,854 113,054 (住民) 2,038

(その他) 392

(身元不明) 98
 

377 中央公民館（本庁地区） 9 13

河南 5,489 17,240 6 みなと荘（本庁地区） 6 7

牡鹿 1,853 4,533 48 うしお荘（本庁地区） 3 11

(2) 

河北 3,636 11,946 (住民) 707

(その他) 20

(身元不明) 27
 

62
向陽ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

（本庁地区） 
7 7

雄勝 1,637 4,300 96

 桃生 2,308 7,853 0

北上 1,151 3,896 80

  合計 60,928 162,822 3,282 669   25 38

・世帯・人口は平成 23 年２月末現在。行方不明者数は平成 23 年 11 月１日現在（随時更新） 

・死者数については、(1)は石巻警察署管轄、(2)は河北警察署管轄の遺体収容数。 

（住民：身元が判明した市民、その他：身元が判明した市民以外の方） 

・石巻警察署数値については東松島市・女川町地域での石巻市民収容数を含む。 

・避難所は 10 月 11 日をもってすべて閉鎖。 

出典：石巻市ホームページ 
図表Ⅱ-2-3-3 中心市街地周辺の被災状況 

 

出典：石巻市震災復興基本計画 
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図表Ⅱ-2-3-4 石巻管内 罹災概況図 

 
出典：「石巻管内 罹災概況図」を加工 
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 ３．石巻市震災復興計画の策定体制及びスケジュール 

（１）石巻市震災復興計画の策定体制 

 石巻市震災復興推進本部：市長を本部長とする決定機関。副市長、関係各部長等。 
 専門部会：市の各部の次長、課長級により構成される。検討課題ごとの専門部会、関

連する合同部会を開催。 
 有識者懇談会：３回実施。メンバーは各分野の専門家で構成される。 

分野 氏名 所属など 

津波 今村 文彦 東北大学災害研究センター 教授 

都市 小野田 泰明 東北大学都市建築学研究科 教授 

防災 重川 希志依 石巻専修大学 

震災 木村 拓郎 減災・復興支援機構理事長 

経済 柳井 雅也 東北学院大学 教授 

経済 高成田 享 仙台大学教授 

福祉 高橋 和子 宮城大学看護学部 准教授 

住宅 志田 正男 東北工業大学生活デザイン学部教授 

健康医療 国井 修 日本ユニセフ協会 

 石巻市復興計画市民検討委員会：住民、企業、商工会議所等各種団体等幅広なメンバ

ーから構成される。市の計画策定のモニタリング的な役割も果たしている。 

図表Ⅱ-2-3-5 石巻市震災復興計画の策定に向けた検討体制 

出典：石巻市復興会議資料を修正 

有識者懇談会 

石巻市復興基本方針 
（平成 23 年４月 27 日公表） 

石巻市震災復興基本計画 
（11 月議会報告、12 月下旬公表予定） 

提言 意見

石巻市復興計画 

市民検討委員会 
構成：住民、企業、各

種団体等 

・パブリックコメント 

・住民アンケート 

・企業等意見 

震災復興ビジョンに

係る提言 

 

本部長 ：市長 

副本部長 ：副市長 

本部長 ：関係各部長等 

その他 ：本部員以外の者の説明又は意見を聴くことができる 

石巻市震災復興推進本部（決定機関） 

専門部会 
部会長 ：本部長が指名（次長級） 

副部会長 ：本部長が指名（次長級） 

部会員 ：担任する職員 

その他 ：部会員以外の者の説明又は意見を聴くことができる 
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（２）石巻市震災復興計画の策定スケジュール 

 石巻市震災復興推進本部において石巻市震災復興基本方針を策定、4月 27日に公表。 
 石巻市震災復興基本計画については、有識者懇談会による「震災復興ビジョンに係る

提言」、市民等により構成される石巻市復興計画市民検討委員会での意見などを踏ま

え、石巻市震災復興推進本部において策定した素案を 11月中に議会報告。市民との
意見交換会、パブリックコメント等を踏まえて、石巻市震災復興推進本部において最

終決定した石巻市震災復興基本計画を 12月に市民に向けて公表の予定である。 
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図表Ⅱ-2-3-6 石巻市復興計画策定スケジュール 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

検討内容

アンケート等

市民提案

国
土

交
通
省

国

震災復興推進本部専門部会

東日本大震災復興構想会議

震災復興基本方針・基本計画

復興まちづくり計画

都市計画区域の整備・開発及び保全の方針

被災状況調査・構想・事業化

平成23年度

有識者懇談会

震災復興推進本部

宮
城
県

区　分

省
　
庁
　
業
　
務

震災復興基本方針
石巻の都市基盤復興に向けて

震災復興基本計画

パブリックコメント等

主な編成作業

震災復興基本計画検討委員会

議会

復興計画ゾーン
の説明

随時開催（中間安、外部提案、議会提案など各項目を確定する都度開催）

現状・課題

5/10　　　　提言取りまとめ

復旧方法の確定・市街地編成地域、新市街地、集団移転などの方針案策定現状と課題の把握

●－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－●－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－●

●
5/10　第2回

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-→

●　　　●－－－－－－－－－－●

●－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→

●－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→

●－－－－－●

●－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－●

●－－－－－－-－－－－→●

●－－－－－－－－－－－→ ●－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→

●
4/27　第1回

4/27公表
●

4/29公表

●　　　●
5/15　　5/22

第1ステージ

都市計画アンケート

パブリックコメント

5/15

　中間

被災企業等アンケート

素案作成作業

基本方針
計画の策定体制
策定スケジュール

計画書作成作業

○9月議会提案
●　4/11方針

公表

●　　●　　●
4/14　4/23　4/30

●
5/19部会長
会議

●

臨時開催

●－－－－－－－－－－－－－－－－－－●－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→●

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→

● ● ●

●－－－－－－－－－－●

●－－－－－－－－●

5月中：各部次長、課長ﾋｱﾘﾝｸﾞを実施し、現状と課題を把握。
5月中以降、部会長・副部会長会議を定期的に開催するほか、
検討課題ごとの専門部会や関連する合同部会を開催する。

第2ステージ

6/30

市民公表

国への要望事項取りまとめ

地元意向調査及び移転方法確認

出典：石巻市復興会議資料 
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4．災害復興における民間のまちづくりの担い手の実態・体制の把握 

（１）担い手「（株）街づくりまんぼう」（まちづくり会社、TMO） 

○団体概要 

• 石巻市では平成 7年に所縁の漫画家石ノ森章太郎の記念館を建設する計画を発表、
さらに平成８年に「石巻マンガランド基本構想」を策定し、記念館やマンガランド

構想をコアにしてまちの活性化を図ろうとする市民運動がさらに活発化した。 
• 平成 11年３月には、市民活動のメンバーも議論に参加する形で「浪漫商都ルネッ
サンス＝マンガ的発想が人を呼ぶ街づくり」をコンセプトとした、「石巻市中心市

街地活性化基本計画」が策定された。議論を通じて、中心市街地活性化に向けて「石

ノ森萬画館」を中核施設として「元気な賑わいのある街づくり」を目指すため、自

ら事業を行い収益を上げ街づくりを推進する企画調整・事業実施型 TMOが必要で
あるとの認識が生じてきた。 

• この趣旨に則り、平成 13年 2月 5日に（株）街づくりまんぼうが第三セクターの
まちづくり会社として設立された（資本金 6,000 万円、うち石巻市 3,000 万円、
一般市民 61名出資 3,000万円）。 

• 中心市街地 52 ヘクタールの商業活性化を柱として、公益的な立場のもと、観光、
農林水産業をふくむ地域産業の活性化や街づくりを推進するために、自らの収益力

をたかめ、石巻市全体の活性化に貢献することを目的としている。 
• 街づくりまんぼうの事業の中心は「石ノ森萬画館」の運営である。指定管理者とし

て順調に運営を行い、設立以来無借金経営を続けてきた。この施設を核として、２

年ほど前から中心市街地のまちづくりについても注力し始めたところであるが、ソ

フト的な事業（イベント等）が中心であった。 
• このような団体の性質上、地域の商店街・商店主等とのネットワークは震災前から

出来上がっていた。 
 

○被災後の状況・位置付け 

• 震災後、まちづくり会社として、また TMOとして中心市街地の復興を牽引してい
くことが石巻市からも期待された。しかし街づくりまんぼうの業務ではイベントや

物販等による活性化のノウハウは蓄積されていたが、都市計画や開発事業の経験は

殆ど有しておらず、この分野における人的なネットワークも無い状況であった。 
• 被災前の職員数は、石ノ森萬画館で働く人を含めて 24～25人程度であったが、同
社の収入の多くは石ノ森萬画館から得ていたため、被災により石ノ森萬画館が一時

閉館となると、５人を除いて解雇せざるを得なくなった。そのため、復興関連対応

をするにしても、人手不足でもあった。 
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（２）石巻市中心市街地における復興まちづくりの推進体制・状況 

○中核的役割：街づくりまんぼう 

• 前述の通り、震災後はまちづくり会社として、また TMOとして中心市街地の復興
を牽引していくこととなった。復興事業推進に際しては、石巻市商工会議所と緊密

な連携をとりながら進めていくこととした。 

 

○石巻市震災復興基本計画市民検討委員会 中心市街地街づくりプロジェクト 

• 震災復興基本計画策定委員会の分科会的組織として、商工会議所の下で、水産業、

工業、中心市街地活性化の各テーマごとのプロジェクトが発足した。 
• 中心市街地活性化の分科会は、「石巻市震災復興基本計画市民検討委員会中心市街

地街づくりプロジェクト」として、街づくりまんぼうが中心となり、各商店会（全

てではない）の会長やキーマン、観光協会の若手リーダー、アドバイザーの東北大

の学識者、（社）再開発コーディネーター協会、民間コンサルタント等で構成され

ている。 
図表Ⅱ-2-3-7 中心市街地の復興に向けた主要事業の展開イメージ 

 
 
 

最低限の排水施設
の整備

　　　　

避難ビルの指定、
整備誘導

　　　　　　堤防、川辺空間の整備

再生可能エネルギーの導入

復興マルシェの実施
●--------------------------------→

　萬画館仮オープン

食彩通りの整備

中瀬の公園化

　　　回遊ルートの整備

駅前環境の整備

店舗の営業再開

仮設店舗での営業

●------→主に行政が主体となってやるべき事　●----→主に住民、事業者が主体となってやるべき事

　　　　 　　　　　　業態の転換とそのサポート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴史的建造物の修復、保全、活用

基本方針　2
石巻市民の希望となる
シンボル的な復興/住
まいと賑わいの再生
（復興）

基本方針　3
石巻の良さを凝縮した
中心市街地を楽しく回
遊させるまちづくり
（まちの魅力）

●----------------------→●----------------------→

　　　　避難経路の確立サインの設置
　　　ベデストリアンデッキの整備

基本方針　1
水を受け入れ、活かし
ながら安心して住み続
けることのできるまち
づくり
（防災・安全）

●----------------------------------------------------------------------------------------→

市立病院の移転
　　　　　　●------------------------------------------------------------------→

　　　　　　●-------------------------→

サービスつき高齢者向け住宅などの整備
　　　　　　　　　　　　●------------------------------------------------------------------------------------→

　　　　　　　　　　　　　　　 借上げ住宅復興の整備

●------------------------------------------→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●--------------------------------------------------------------------------→

●---------------------------------→ ●-----------------------------------------------------------------------------------------------------------→

●------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→

イベントの実施
●------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→

●-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→

プロジェクトマネージャとしての（株）街づくりまんぼうの体制強化
●------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→

ブロック単位での建物除却と立替促進

子育て、高齢者支援の充実

●--------------------------------------------------------------------------------------------------→

　再開発事業などの充実
●------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→

テナントミックスなどによる店舗、土地利用の集約化

復旧期
H23～25年度（3年間）

再生期
H26～29年度（4年間）

発展期
H30～32年度(3年間）

　　　　　　●------------------------------------------------------------------------→

公共交通の充実

まちなか運河の再生

●------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→

●-----------------------→

　　　　　　●--------------------------------------→　●-------------------------------------→

　　　　　　萬画館再整備
　　●------------------→　●----------------→

　　　　　　松川横丁の再整備

 

出典：石巻市震災復興基本計画市民検討委員会中心市街地街づくりプロジェクト 
「石巻市中心市街地の復興まちづくりへの提言」（平成 23年 9月） 

ボランティア、 

被災地来訪者の増加 

観光施設への観光客

復興状況視察の増加

定住人口、就業人口

の増加 
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• 平成 23 年 9 月に「石巻市中心市街地の復興まちづくりへの提言」を取りまとめ、
復興計画市民検討委員会へ提出した。同提言においては中心市街地の復興に向けた

３つの基本方針を定め、平成 32年度までの長期計画を策定、官民での役割分担イ
メージを提言した。 

• 提言後も中心市街地街づくりプロジェクトは解散せず、今後は、状況の変化による

市の対応（予算措置、堤防の高さの決定等）等をモニタリングしていき、今後の方

向性を引き続き考えていく予定である。 
 

○中心市街地における個別地区の体制 

• 中心市街地では、地権者や商業者等による任意団体による複数の復興プロジェクト

の検討が進められている。 
• 地区ごとに東北大学、東北学院大学、東京工業大学、石巻専修大学等の学識者や、

多くの企業・コンサルタント等多くの支援者が入ってきているが、各支援者がどの

ように地区と接触したかは、殆どの場合市役所も街づくりまんぼうも把握していな

い（但し、例えば石巻専修大学のように、震災前から中心市街地でチャレンジショ

ップを行うなどして人的なつながりがあった組織等は把握できている）。これら支

援者と担い手を繋いだのは、市役所や街づくりまんぼう、6月に石巻市と包括連携
に関する協定を締結した東北大学大学院工学研究科ではなく、個別地区の住民の個

人的なネットワークであった。 
 

（３）時間軸でのまちづくり体制の構造の変化 

○復興活動開始直後 

• 中心市街地の復興の中核となることを期待されていた街づくりまんぼうは、開発事

業のノウハウもマンパワーも無いことから、早々に専門家の力を借りることを決め

た。しかし開発事業に強い専門家とのネットワークを有さないことから、スピード

が要求される状況下にありながら、課題に対応できるチームを作りあげるには時間

がかかることが予想された。 
• 一方、中心市街地で活動するまちづくり会社・ＴＭＯとして、地元の主たる商店会

等とのネットワークは従前から構築しており、状況把握のための商店会との情報交

換を進めていった。 
 

○活動の本格化 

• 専門家とのネットワークをつくるため、まずは石巻市商工会議所及び、（独）中小

企業基盤整備機構から、主に開発事業に詳しい専門家を紹介してもらった。専門家

を講師に招いての商工会議所主催による復興関連の勉強会が開催され、専門家の意

見を直接聞く機会を得、今後誰の力を借りれば良いかを考えるための検討材料とな

った。 
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• 中心市街地街づくりプロジェクトでは、前述の通り有識者がオブザーバーとして参

加した。また街づくりまんぼうとしても個々の地区に支援に入っている学識者や実

務家とも情報交換を行う等、専門家人脈を広げていった。 
 

○今後の展開 

• 個別地区の動きが活発化してくるにつれ、プロジェクトの全体像として齟齬が無い

ように調整していくような機能が必要であると考え始めた。そこで、石巻市、商工

会議所、街づくりまんぼう、中心市街地内の主な担い手（商工会等）に加え、現在

街づくりまんぼう及び主な担い手のアドバイザーをしてもらっている有識者、再開

発コーディネーター協会、中小機構、市の商工会議所等が紹介してくれた専門家等

を含めた有識者グループを含めた連絡会を 12月末までに設置する方針で、代表や
メンバーについて調整中であり、準備会は 11月末時点ですでに二回開催している。
現時点では中心市街地内の担い手が全員連絡会に参加しているわけではないが、主

な担い手は参加している。今後出来てくる団体も含めて、参画団体の増加も想定し

ている。 
• 各地区が検討している事業に向けて、事業主体・補助・助成の受け皿となる組織（事

業組合等）の設立についても検討を行う予定。 
• 街づくりまんぼう単体としても、まちづくり会社としての体制強化のため、震災後

に減らしてしまった人員を早々に増強したいと考えている。収益事業の柱である石

ノ森萬画館運営については、市の予算にもよるが、早ければ平成 24年５月にもイ
ベント等を実施し、できれば開館記念日である 7月 23日に合わせて一部開館、24
年末までには全面的に開館したいところであり、このスケジュールにあわせて、人

員を早急に 30人体制にしたいと考えている。そのうち４～５人は開発事業等の専
門知識がある人を確保したいと考えている。例えば東北大の大学院生をインターン

等で確保し、将来の職員として育成していくことも視野に入れて検討中である。 
• 地域内の人材と外部の人材をミックスすることが効果的である。狭い街中なので、

特に土地の売買や相続問題など、「内輪」ですることが現時点ではばかられるよう

な課題については、地域外部の人のほうが相談しやすい。外部というのは市外とい

う意味ではなく、例えば中心市街地で活動する場合、石巻市内の中心市街地の外で

活動している人でも良い。 
 

（４）行政、外部支援者等との関係 

○街づくりまんぼうと行政との関係 

• 街づくりまんぼうの窓口となっている市の担当課（商工観光課）では、街づくりま

んぼうに対して中心市街地活性化の中核的役割となってもらいたいと期待をかけ

ている。 
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○街づくりまんぼうと外部支援機関・支援者との関係 

• 石巻市は前述の通り東北大学と協力体制にあり、また個々の課題に応じて様々な部

署が東北大以外も含む有識者の力を借りているが、石巻市全体での担い手の活動や

それに関与する支援者の全貌は誰も把握できていないのが実態である。例えば再開

発事業については、石巻市では法定再開発事業を実施した経験がなく、行政側にも

ノウハウがないことから、（社）全国市街地再開発協会の力を借りることにしてい

るが、街づくりまんぼうは前述の通り再開発コーディネーター協会と連携しており、

また個々の地区でもそれぞれ専門家を頼んでいる。このように市も民間も含めて専

門家には個別に相談を行っているが、中心市街地においては、街づくりまんぼうが

進めている支援者のネットワーク化や連絡会設立により、多様な担い手と支援者の

関係が整理されること、支援者間での情報共有が進むことで中心市街地全体での復

興がスムーズになることが期待されている。 
• 長期的に力を借りるだけでなく、テーマによってはスポット的に力を借りたい有識

者もあると考えられ、効果的な専門家の「使い分け」が必要と思われる。 
 
○街づくりまんぼうと他の担い手団体との連携状況 

• 石巻市内では、まちづくり系団体として、街づくりまんぼう以外に、イベント系の

NPO団体等が活動しているが、横のつながりは現時点では無い模様。 
• 中心市街地以外の地域では、震災前にはまちづくりの中核となる団体がなかったこ

とから、一部地域（雄勝町等）では市主導により震災後にまちづくり協議会が設置

された。中心市街地では複数の団体が活動していることもあり、現時点ではまちづ

くり協議会を新設する計画はない。 
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図表Ⅱ-2-3-8 相関図と役割分担 
 
 

＜凡例＞ 

：行政 

：専門家（外部支援者） 

  ：個別地区担い手 

  ：中核的担い手 

実線：現状 

破線：将来構想 

石巻市 

石巻市震災復興推進本

専門部会 

有識者 

提言 

東北大学 

学識者・実務家・ 

コンサルタント等 

再開発協会 

（株）街づくり 

まんぼう 

商工会議所 

連携・ 
支援 

担当部署 

商工観光課 

個別部署 

復興計画 

検討委員会 

 

中心市街地 

街づくりプロジェクト 

住民、企業 

各種団体 

連携 連携 中小企業基盤整備機構

再開発 

コーディネーター協会

支援

連携

支援 

連絡会 

設立構想 

専門家 

専門家

専門家
中核 
メンバー

専門家のネットワーク化 

個別地区担い手 
個別地区担い手

専門家

提言 

支援連携 

連携 
中心市街地全体の 
中核的担い手 

包括協定 

紹介

参加 中核 
メンバー

将来的に参加 

将来的に参加 

広く関係者へ
参加を呼びか
ける 

支援

支援

個別に活動し
ている専門家
（外部支援者）
のネットワー
ク化 

出典：ヒアリングを元に作成 
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５．担い手の被災後から今後の活動 

（１）街づくりまんぼうによる活動 

 上述の街づくりまんぼうによる、被災後から今後の活動を整理すると、下記の通り

である。現時点では中心市街地全体の復興計画を鳥瞰してのコーディネーター的役割

や、個々の事業推進のサポートを主たる役割としている。それ以外の自主事業につい

ては、組織の体力、ノウハウ等を踏まえて慎重に検討していく予定である。 
 
①中心市街地街づくりプロジェクト 

• 提言の取りまとめ役として活動。提言は、石巻市震災復興基本計画市民検討委員会

に提出済みであるが、今後もプロジェクトは解散せず、プロジェクト推進のための

モニタリングを行っていく。 
 
②中心市街地のさまざまな場所での活性化事業の取りまとめ役・調整役 

• 各地区での話し合いなどに参加し、担い手・支援者との情報収集・共有化を行うと

ともに、各地区への専門家紹介の相談等に応じる等により、各地区の個別プロジェ

クト支援を図る。 
• 中心市街地全体のプロジェクトの調整役として、関係者の情報共有を強化する。ま

た、支援者側についてもネットワーク化を進め、専門家を含めた連絡会設営により、

中心市街地復興に向けた関係者のネットワーク化を図る。 
 
③復興計画の説明支援 

• 市から提示された復興計画を元に、各地区の担い手とそれらの団体を支援する専門

家が図面や模型を作成。街づくりまんぼうは、これらを用いて、地区の担い手・専

門家と協力して、住民に対して分かりやすく復興計画を説明することで議論を誘発

し、合意形成などを図っていく準備を行っている。平成 23 年 12 月から本格的に
活動予定である。市からの委託ではなく、自主的な活動として行っていく予定。 

 
④石ノ森萬画館運営事業 

• 被災前から指定管理者として運営にあたっていた石ノ森萬画館の再開準備。平成

24 年度 7 月に一部開業、平成 24 年度中には全館開業を目標として市に要望中で
ある。開業すれば、今後もこれが主たる収益事業となる。 

 
⑤自主事業：下記について検討中 

• 中心市街地で駐車場を複数借上げ駐車場の一体管理を行う。 
• 中心市街地で地権者による複合施設等が設置された場合、一部借り上げることを検

討。なお、地権者（商店主）からは街づくりまんぼうが事業主体となって欲しいと
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の要望もあるが、街づくりまんぼうはアドバイザーとして商店主が共同で自ら事業

主体になることを指導していく方針としており、商店主による勉強会の設置等を推

奨している。 
• 中央二丁目のマルシェ計画に参画（参画の方法・範囲は今後検討） 

 
⑥中心市街地活性化協議会へのコミットについて 

• 石巻市中心市街地活性化基本計画の修正に向けＴＭＯとして中心市街地活性化協

議会の議論に参画する考えがあるが、現時点では中心市街地活性化基本計画策定の

スケジュール、協議会の設立については未定である。 
 

（２）中心市街地における個別地区の動き 

 中心市街地で住民等が自発的に活動している地区では、下記のような活動がある。

街づくりまんぼうでもこれら個別地区の会議には参加しモニタリング・情報交換を行

っており、下記の一部は「石巻市中心市街地の復興まちづくりへの提言」においても

中心市街地で民間が取組んでいる事業として記載している。 
 中央一丁目：地権者による議論が最も進んでいる地区。組合施行による第一種市

街地再開発事業を想定し、公共施設等の移転や、商店街、住居等の集積を計画し

ている。ただし、宮城県が定める防潮堤の高さ次第では計画に大きな影響を及ぼ

すことから、現在は議論をストップさせている。なお、市街地再開発事業以外の

手法による開発も視野に入れて検討中である。 
 中央二丁目 11番街地区における「マルシェ」の検討：震災前に地権者により「江
戸村」を作るアイディアのあった場所であるが、震災後は地産地消の市場とする

計画が検討されている。地権者の中に街づくりまんぼうの役員がいることもあっ

て、地権者とは密接な情報交換が行われてきた。この地区も宮城県が定める防潮

堤の高さ等によって計画自体が左右される可能性があり、実現に向けてのスケジ

ュールは流動的である。また一丁目同様第一種市街地再開発事業で検討を進めて

いたが、開発手法については再検討中である。計画地の一角にある市の所有地を

街づくりまんぼうが借り上げて広場を運営する計画があり、現在検討中である。

マルシェ全体の事業主体をまんぼうに引き受けて欲しいとの要望も地権者から

出ているが、今後の課題として現時点では決定していない。 
 松川横丁の協調建替えの検討：店主たちによる検討。真野洋介准教授（東京工業

大学）が支援。この地区も防潮堤の高さにより計画に影響があることを前提とし

ている。 
 立町一丁目：震災前に、商工会議所、立町一丁目の地権者などにより、商工会議

所や店舗、賃貸住宅が入る建物の設置が検討され、図面も出来ていた。この計画

を震災後の状況に合わせて見直すための協議が始まっている。現時点では専門家
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とは接触がないが、前の計画の手直しに向けて、専門家に呼びかけを行う予定。 
 立町二丁目：複数の地権者による共同建替の検討中。メンバーが纏まりやすく、

スムーズな話し合いが進められている。再開発コンサルタントの西郷真理子氏を

含めての勉強会が実施されている。 
 駅前周辺：地権者による店舗・住居集積の構想があり、勉強会が立ち上がってい

る。専門家の招聘を希望しているが、専門家への人脈を持たないことから、街づ

くりまんぼうへ相談して検討中である。 
 

図表Ⅱ-2-3-9 中心市街地で取組む事業 

 
※オレンジ色の箇所は、提言作成時点で特に民間による話し合いが進んでいた場所。 

出典：石巻市震災復興基本計画市民検討委員会中心市街地街づくりプロジェクト 

「石巻市中心市街地の復興まちづくりへの提言」（平成 23 年 9 月） 

 

 

 

６．担い手の取組等に対する支援等の制度的な枠組の把握 

（１）担い手の取組に関する支援ニーズ 

 今後復興が進むと、地域に必要な専門家は、アドバイザー的な学識者から民間事業

者による設計、施工などに移っていくと思われる。現在はアドバイザーの先生方の人

件費はボランティアとなっているが、民間事業者がボランティアで活動するのは長期

的には続かないため、その費用に充当できる資金が必要。従来、街づくりまんぼうは
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指定管理者としての事業収入等で人件費を調達してきたが、現在は閉館しているため、

その間だけでも、会社の体制強化のためのスタッフの人件費、特に専門性の高い人材

確保のためのつなぎとしての人件費が欲しいところである。 
 国土交通省などで様々な支援が用意されているにも係わらず、民間側に情報が届く

仕組みができておらず、民間側でせっかくの機会を見落としているようである。民間

で取り組んでいる団体にも情報が届くような仕組み上の工夫が欲しい。 
 

（２）活用している支援等の具体例 

 現在街づくりまんぼうとして活用している支援は特になし。設立以来、無借金経営

で推移してきており、有る程度のキャッシュは有していることから、石ノ森萬画館が

再開すれば今後も経営上に問題は生じないと考えている。 
 前述の連絡会等を長期的に維持していくにあたり、手弁当の時期を終えて専門家の

人件費のことを考えていく必要があると考えている。 
 今後まちづくりの事業については、個別の事業に関する補助等の活用も検討する。 

 

７．担い手の活動への期待 

○地域住民と行政との仲介・調整支援 

 前述の通り、各地区の担い手及び支援する専門家と協力し、行政からの情報につい

て、地域住民にわかりやすく説明する活動を開始する。専門家のネットワーク拡大、

地区の担い手との協働の推進等も推し進め、中心市街地全体のコーディネータ的機能

を有していくことが期待されている。 
 住民が抱えている様々な課題に対して、専門家による相談会が開催されるのを待っ

ているのではなく、街づくりまんぼうが聞き出して住民意見として汲み上げていくよ

うな仕組みが必要であると感じている。 
 

○事業主体としての役割 

 地権者からは、再開発の施行者等、地域の主要なプロジェクトへの関与、事業主体

としての役割も期待されている。街づくりまんぼうの有する人的資源、資金、ノウハ

ウ等を含めて、街づくりまんぼうが関与できる範囲を慎重に検討していく方針である。 
 

８．ヒアリング等で指摘されている課題 

○街づくりまんぼうの体制強化 

 前述の通り、震災にて縮小したまちづくり会社の人材確保が最優先課題である。震

災前とは異なるまちづくり事業のノウハウが必要となるため、専門性の高い人材の雇

用（費用確保も課題）、インターンの受入等を含めて早急に体制づくりが必要となる。 
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 人件費確保のため、早々に中核事業（石ノ森萬画館の再オープン）による事業収益

確保を目指す。 
 
○早急に事業を具体化して今後につなげる 

 中心市街地において、実際の復興事業を一つでも良いのでとにかく動かしたいと考

えている。現在色々と計画策定しているが、やはり現物を見ないと住民にはなかなか

事業をイメージしにくいと感じている。良いものを造って実際に見てもらえれば、他

の地権者との合意形成等もスムーズになると期待している。具体的には街中の駐車場

を複数借上げて駐車場の一体管理。人口流出を防ぐために、スピード感が必要であり、

１年半後には形にしたい。 
 
○中心市街地活性化基本計画見直し 

 石巻市としては、中心市街地活性化基本計画の見直しが必要となる。見直しに際し

ては中心市街地活性化協議会が設置されて議論することになるが、中心市街地活性化

協議会には街の有力者が集まる一方、個別の店舗の声が届かない可能性を懸念する。 
 基本計画の性質上、具体的な事業の提案が必要となる。現在中心市街地では前述の

通り建物や町並みの目指す最終イメージを持って復興計画を検討しているが、各事業

の計画について熟度を上げていくことが必要である。 
 
 
＜参考資料＞ 

 石巻市震災復興基本計画 
 石巻市震災復興基本計画市民検討委員会中心市街地街づくりプロジェクト「石巻市

中心市街地の復興まちづくりへの提言」（平成 23年 9月） 
 街づくりまんぼうホームページ（最終閲覧日 平成 23年 12月 8日） 
 国土交通省「まち再生事例データベース」

（http://www.mlit.go.jp/crd/city/mint/htm_doc/db/018ishinomaki.html、最終閲覧
日 平成 23年 12月 12日） 

 宮城県ホームページ「石巻管内 罹災概況図」

（http://www.pref.miyagi.jp/seisaku/sinsaihukkou/keikaku/3_isinomaki20110810.
pdf、最終閲覧日 平成 23年 12月 12日） 
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２－４．宮城県東松島市宮戸地区 
区長と住民を中心とした自治組織：行政区長を中心にした自治組織と行政との協働により、

外部支援者との早期のマッチングによる自律的活動が実現した。 

 

１．東松島市及び宮戸地区（宮戸島）の概況 

（１）東松島市の概要 

○位置、気候、地勢等 

• 旧矢本町と、旧鳴瀬町が平成 17
年 4月 1日に合併して誕生した。 

• 仙台市の北東にあり、広域石巻圏の

西端に位置する。広域仙台都市圏と

も隣接し、東は石巻市、南は太平洋

に面する。気候は東北としては比較

的温暖で風雨の少ない地域。 
• 市中心部の、四方を一望できる桜の

名所・滝山から西北部に丘陵地が連

なり、南は特別名勝「松島」の一角

を占める等、風光明媚な景観で観光

客に親しまれている。 
○人口と世帯 

• 人口 男 20,140(-110) 女 21,010(-155)  計 41,150(-265) 
• 世帯数 14,615(-58) 

    （平成 23 年 6 月 1日現在（前月比）） 

 
（２）宮城県東松島市宮戸地区（宮戸島）の概要 

○位置、気候、地勢等 

• 宮城県東松島市の旧鳴瀬町域にある陸繋島で、島としては、松島湾で最大の面積を

持つ。日本三景・松島の観光地区の 1 つ「奥松島」の主要部である。島の最高峰
である大高森からの眺望は「壮観」と呼ばれ、「松島四大観」の 1つである。また、
島の東南の「嵯峨渓」は名岩･奇岩が多数連なり、「日本三大渓」の 1 つに数えら
れる。史蹟名勝天然記念物保存法により大正 12年に名勝に指定され、文化財保護
法が施行されると、松島は「わが国の国土美として欠くことのできないものであっ

て」、「風致景観の優秀なもの」の中で価値が特に高いものとして、昭和 27 年 11
月 22日付けで特別名勝に指定された。 

• 日本最大級の規模（東西約 640m、南北約 200ｍ）を有する「里浜貝塚」が存在す
る。大正 7年に縄文時代の人骨が 14体発見され、それ以降にも多くの遺物が発掘

宮戸地区（宮戸島）

図表Ⅱ-2-4-1 東松島市宮古地区 
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され、平成７年に国の史跡に、平成 12年には資料の一部が国の重要文化財に指定
された。 

• ノリやカキ等の養殖に従事する住人が多い。 
 
○人口 

• 宮戸地区の被災前の住民は 971人（平成 22年 4月末 住民基本台帳人口）。４つ
の浜（室浜、大浜、月浜、里浜）がそれぞれ行政区となっている。 

 

２．東日本大震災被災状況 

（１）東松島市全体の被災状況 

 最大震度 震度６強。津波は野蒜海岸（北側エリア）で浸水高の最大 10.35ｍ、大曲
浜地区（石巻港外港）浸水高 最大 5.77ｍで、東松島市全体面積 102ｋ㎡のうち 37
ｋ㎡（36％）が浸水、また市街化区域 12ｋ㎡のうち 8ｋ㎡（65％）が浸水した。21 
 震災後の最大避難者数は 15,185人、避難箇所は 86施設となった（平成 23年 8月
31日に全避難所閉鎖）。中心部に高台が少なく、被害が拡大したと見られる。 

 

図表Ⅱ-2-4-2 東日本大震災被災状況（平成 23年 10月 21日現在） 
遺体収容･死者･行方不明 

遺体収容者 1,047 人(10 月 21 日現在) 

死者(東松島市民) 988 人 (10 月 18 日現在､うち市内での被災人) 

行方不明者(安否未確認者) 75 人(10 月 21 日現在) 

ライフライン被害 

電気 

7 月 29 日現在 

22,574 戸(契約戸数) 

復旧個所 19,437 戸 

ガス漏れ 不明 

水道 

10 月 10 日現在 

15,012 戸(契約戸数) 

復旧個所 13,942 戸  未復旧世帯数 1,070 戸 

家屋被害 平成 23 年 8月 29 日現在 

全壊 

大規模半壊 

半壊 

一部損壊 

5,410 戸 

3,039 戸 

2,391 戸 

3,652 戸 

道路被害 

市内全域   不明 

避難所･人数など 

市内の避難所はすべて閉鎖 9 月 1 日現在 0 人 

出典：東松島市ホームページ 
 

                                                  
21 「東松島市復興まちづくり計画骨子」（平成 23 年 9月 23 日） 
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（２）宮戸地区の被災状況22 

 外洋の石巻湾に面する宮戸地区の室浜、大浜、月浜は津波の直撃を受け、全家屋の約

９割に当たる計約 130戸が流失。一方、内海である里浜は高さ約 10mの高台にある
家屋が多く、床下浸水となった家はあったものの、流された家は全 117戸のうち４
戸にとどまるなど、比較的被害状況は軽微であり、被災後は地区住民に食料や生活用

品を供給する拠点として機能した。 
 住民の津波に対する状況判断は早く、皆が自主的に高台に避難したことから、犠牲者

は他地区に比べて少なかった。宮戸小学校には約 900 人が避難した。 

 宮戸地区と東松島市野蒜地区を結ぶ唯一の陸路である松ヶ橋が震災で途絶えたこと

で、しばらくの間、宮戸地区は陸の孤島となった。 
 

図表Ⅱ-2-4-3 東松島市罹災概況図 

出典：宮城県「罹災概況図（石巻管内）」を加工 

                                                  
22 河北新報 2011/5/14号及び奥松島縄文村歴史資料館へのヒアリングによる。 
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３．東松島市震災復興計画の策定体制及びスケジュール 

（１）東松島市震災復興計画の作成体制23 

 東松島市震災復興本部：震災前から災害対策や復旧に取り組んでいた「東松島市災害

対策本部」を、6月 19日に「東松島市震災復興本部」に改編。従来の災害対応に加
え、『復興まちづくり計画』の策定や都市計画事業・産業基盤整備・防災機能の向上

や新たな市民協働体制の構築などに取り組む。 
 復興まちづくり計画有識者委員会：学識経験者６人などによる専門的見地から提案 
 復興まちづくり計画ワーキング会議：学識経験者３人と市役所担当職員などで構成。

計画フレーム、現状・課題、復興の方向性等を議論 
 復興まちづくり懇談会：８地区自治協議会・農協・漁協・商工会・住民団体などの代

表者で構成。各団体からの意見・ニーズの取りまとめ。 
 復興まちづくり地区懇談会：８月～12月にかけて市内８地区（自治協議会別）にお
いて順次開催。計画策定にあたって市からの趣旨説明及び住民からの意見聴取を行う。 

 

図表Ⅱ-2-4-4 東松島市復興まちづくり計画策定体制 

 

出典：「市報ひがしまつしま」（平成23年9月1日） 

 

（２）東松島市震災復興計画の策定スケジュールと、市民の関与について 

●当面のスケジュール 

• 有識者委員会は第三回（9/13）まで終了。 
• 復興まちづくり計画骨子を 9/26に公表。 

                                                  
23 本項の多くを「『東松島市復興まちづくり計画』策定の取り組み状況報告」『市報ひがしまつしま』（平
成 23 年 9月 1 日）に拠った。 
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• 建築基準法第 84条の建築制限については、特例法による 9月 11日から 10月 31
日までの延長を行い、その後は「復興推進地域」の指定を行っている。 

 

図表Ⅱ-2-4-5 東松島市復興まちづくり計画策定スケジュール 

出典：東松島市復興まちづくり計画有識者委員会 第一回資料 

 

●市民の参画 

• 市の復旧・復興に向けた「復興まちづくり計画」に、市民の思いや意見を反映して

いくため、８つの自治協議会単位で、「復興まちづくり地区懇談会」が８月下旬よ

り開催されている。 
• また、市民の意見・アイデアを聞きながら、市の復興まちづくり計画について検討

する懇談会として「復興まちづくり懇談会」が開催されている。総合計画策定委員、

自治協議会、漁協、農協、商工会、社会福祉協議会、ＮＰＯ等の 20名のメンバー
で東松島市の復旧・復興まちづくりについて横断的に話し合っている。テーマ別の

話し合いが進行中で、「災害に強く安全なまち」「安心して暮らせるまち」「産業を

育て働く場をつくるまち」について今後も話し合いを進める方針。 
• 市主導で復興計画策定が進められてきたが、11 月末日現在、権利関係の整理の方
針が明確でないこともあって、住民側の議論が現在充分になされてきたとは言いが

たく、平成 23 年 12 月中旬から年明けごろに住民側の話し合いが本格始動するの
ではないかと有識者からは期待されている。 

• 本来は行政が産業側の住民とも連携して復興計画を推進すべきであるが、有識者ヒ

アリングによると、漁協、農協などを中心とした産業振興の動きを、市が充分には

把握できていないのが実情とのことであった。 
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４．災害復興における民間のまちづくりの担い手の実態・体制 

（１）東松島市における区長制度 

 東松島市では、自治振興、住民によるまちづくりにおいて、自治会ではなく区長制度

を採っている。４万人強の人口に対して 115区長が存在し、そのいくつかが集まっ
て１つの自治協議会としており、震災前から８つの行政区に分けて自治協議会を設置

していた。 
 自治協議会は区長会連合会のような位置付けとなっている。ただし自治協議会でカバ

ーするエリアは住民の意見を充分に反映させた自治を推進するエリアとしては大き

いことから、実際には行政区の単位で物事が決定されることが多かった。 
 また、この自治協議会は各地区における市民センターの指定管理者となっている。市

民センターは、平成 19年～20年度に公民館機能を併設し、指定管理制度を導入して
平成 21年 4月から完全に地域自治組織による運営に移行したものである。震災復興
にあたっては、実質的には行政区長、市民センターの職員（自治協議会が雇用）、外

部からの支援者である復興まちづくり推進員（後述）が協力して事業を進める仕組み

の構築を進めている。 
 

図Ⅱ-2-4-6 東松島市における自治協議会 
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出所：宮城大学 鈴木孝男「復興まちづくり推移員の業務について」（2011.9.12）に加筆 

 
 ８月下旬にスタートした東松島市の復興計画作りのための地区懇談会は、自治協議会

単位で実施されている。 
 
（２）NPO等 

 東松島市における地元支援団体であるまちづくり系の市民団体等は、震災前から活動

している「NPO法人東松島まちづくり応援団」１箇所のみである。 
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 震災後、多くの団体が東松島市に支援のために入ってきたが多くは生活支援系である。

ただしいくつかの団体は、仮設住宅等に入り込んでコミュニティ醸成のための支援を

行っている。社会福祉協議会や復興まちづくり推進員（p.161参照）と活動場所が重
複するところもあるが、徐々に整理されていくと見られている。 
 東松島市（総務部市民協働課）、NPO法人東松島まちづくり応援団、NPO法人い
しのまき NPOセンター、東松島市商工会、あった会の５者により「東松島ふるさと
づくり協議会」を設立、「宮城県新しい公共の場づくりのためのモデル事業（災害復

興緊急事業）」を受託して、震災前から運営していた「あったかいホール」の床修繕

を行い、「東松島復興支援センター24」として再スタートをきった。 
 また、NPO法人東松島まちづくり応援団と外部からの NPO等支援団体の合計 26団
体による「東松島市復興協議会」を 10月末に設置した。この復興協議会は、仮設住
宅を主な活動先とする社会福祉協議会の目が届きにくい在宅避難者を回り、アンケー

ト調査を実施、物資を集め、提供するなどの活動を開始しており、当面は冬対策とし

て、生活支援を中心の活動となる。 

 外部からの各地区への有識者等の支援等については、各区長などが個々に対応してい

るのが実態であり、市が実態を全てを把握することは困難であり、全体をコーディネ

ートしている人物や機関は不在である。 
 
（３）宮戸地区における復興まちづくりの推進体制・状況 

○担い手概要：自治組織 

• 前述の通り東松島市は区長制度を採っており、宮戸地区には４行政区が存在した。

被災後は区長を中心とした住民による自治組織単位での活動をベースとして、生活

支援・復興まちづくりの双方の活動を開始した。 
• また４行政区の代表による会議が目的別に３つ設置されており、ここでの協議をベ

ースに島全体の復興に向けた協議や実際のまちづくり活動等が行われている。 
 
○担い手支援：島で唯一の行政機関 

• 島内での唯一の行政機関は、「奥松島縄文村歴史資料館」であった。島という特殊

な場所でコミュニティも濃密であり、資料館の学芸員と住民との距離も近かったこ

とから、学芸員が東松島市との連絡等を受け持ち、区長等と密接に協議しながら、

復旧・復興を進めていくこととなった。 
 
 

                                                  
24 震災復興の担い手となる、コミュニティ組織（地縁団体）、市民活動組織（NPO）、自営業者（農林魚
業者・商工業者）の３者の既存組織の再生と新規組織の設立のため、それぞれの担い手となる個人や団

体への支援活動を継続的に行うための場づくりを行っている。 
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（４）時間軸での復興まちづくり体制の構造の変化 

○震災前の状況 

• 宮城県東松島市宮戸（宮戸島）においては４つの浜（行政区）のそれぞれが行政区

長を中心にまとまりを見せていた。震災前は４つの行政区は特に交流を積極的に行

っていたというわけではなかった。 
• 自治協議会（４区の連絡会議）としては「宮戸コミュニティ推進協議会」が設置さ

れており、指定管理者として宮戸市民センターの運営にあたっていた。 
 
○活動開始 

• 被災により宮戸地区は陸の孤島となり、唯一の情報ツールである防災無線のみを頼

りに、住民たちは外部から孤立した状態で翌日からの生活を考えなければならなか

った。 
• 島の住民はこの非常時に立ち向かうべく強い結束力を発揮し、翌朝 6 時には４浜
の区長や長老、消防団などが集まり、すぐに復旧に向けた協議を開始した。炊き出

し等の生活維持、物資調達や分配、瓦礫の片付けなどがスムーズに決定され、住民

がそれぞれの役割で活動を開始した。その後もしばらくは、朝７時、夕方 16時の
一日２回の協議が行われることとなる。被災前からのコミュニティを維持できたこ

とから、意思決定機関も被災前の、区長を中心とした長老等による合議であり、そ

こに行政の立場で学芸員が参加したことで、島の復興に向けての実質的なプラット

フォームが翌日には出来あがった。 
 
○復興のための新たな組織の立ち上げ以降 

• 地区の課題の協議は、当初は区長や長老たち有力者を中心に行われていた。前述の

「宮戸コミュニティ推進協議会」が行政（市役所）との窓口機能となり、復興に向

けた実行部隊として新たに「宮戸島復興対策検討委員会」が設置された。しかし両

方とも構成員は区長＋有識者（長老。農漁業者、観光業者等）で、内実は殆ど同じ

組織であった。 
• そこで、復興後の宮戸地区を担う人材に、長老に遠慮しないで充分に協議してもら

う必要があるとして、若手（30～40代）のみで構成された「未来の宮戸島を考え
るプロジェクト」を設置した（５人/区×４区）。 

• 一方で、復興まちづくりに向けて、専門家の支援が不可欠であるとして、学芸員の

文化財関連の学識者ネットワークに都市計画・建築・防災等の専門家による支援を

求めたところ、文化財関連の学識者が同じ大学の都市計画・防災等の学識者を紹介

してくれたことから、復興まちづくりの初動段階での支援がスムーズに入り、６月

にはシンポジウム等が開催された。さらにその学識者を通じて、今後の活動を継続

的に支援してもらえる新たな専門家達（東日本大震災における建築家による復興支
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援ネットワーク「アーキエイド」、建築家の妹島和世氏等による「帰心の会」等）

からの支援が６月に開始された。 
• 経年的に実施しているイベントについては資金不足により開催が危ぶまれたが、宮

戸地区の全国のファンからの募金や、著名人によるイベント協賛等により例年通り

開催することができた。 
• イベントや先のシンポジウムによるマスコミでの情報発信等が出来たことでさら

に支援を呼び込めたことは大きかった。 
 
○今後の展開 

• 宮戸地区住民、行政（歴史館）、専門家ネットワークによる協力体制が構築され、

実行委員会形式等により実際の事業に当たっていく予定である。 
 

（５）行政、外部支援者等との関係 

○自治組織と行政との関係 

• 東北地方では行政と住民との関係が近い場所も少なくないが、特に島である宮戸地

区においては資料館は島民にとって身近な行政施設であった。その土壌があったか

らこそ、被災後に行政と住民の協働がスムーズに行われた。 
• 一方、被災により交通が分断されたこともあり、当初東松島市に入る宮戸地区の被

災関連情報は少なかった。宮戸地区は比較的人的被害が軽微であったことが判明す

ると、市としては被害の大きかった他地区（大曲地区、野蒜地区等）等に限られた

マンパワーを傾斜せざるを得ない面もあった。住民が早くから自助の精神で自治組

織を中心として応急・復旧にあたっている状況は市には伝わっていたことから、地

区内の計画策定に向けた協議や合意形成等については、宮戸地区の住民の自治にま

かせていた面もあると思われる。 
 
○自治組織と外部支援機関・支援者との関係 

• 資料館は島唯一の行政機関とはいえ、文化施設であったことから、島民の復興への

希望を実現化させるため、復興まちづくりに際しては専門家の支援が不可欠であっ

た。しかし前述の通り、すでに文化財関連事業でのソーシャル・キャピタルが充分

に醸成されており、比較的早い段階で必要とする分野の専門家からの支援を得るこ

とが出来、復興体制にいち早く移行出来ている。また、全国レベルでの貝塚ファン

等からのソフト事業への支援、マスコミによる情報発信等の側面支援も有益であっ

た。 
• 別項で紹介する「復興まちづくり推進員」が東松島市内に入って活動中であるが、

区長等長老が不在となった場所、コミュニティが分断されている場所等、緊急性が

高い地区から支援を開始しており、宮戸地区へのサポートは実施されていない。 
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○自治組織と他の担い手団体との連携状況 

• 市内にはまちづくり系の担い手団体は１つしかなく、地理的に遠隔地ということも

あり、現時点では連携はない。 
 
 

 
図表Ⅱ-2-4-7 担い手による復興まちづくりの関係者相関図 
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◆現在～今後 

 

 
資料：宮戸地区提供資料に加筆 
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②事務局 

【土地利用・都市計画の見直
し】【現行計画との調整】等 

復興本部が主催して
意見収集 

地区懇談会 
地区巡回しての住民との話し合い 

【計画の趣旨、内容の説明の場】 
【まちづくりへの思い・意見】 

市民アンケート 
市民ヒアリング 

パブリック 
コメント 

 
 
文化財関連ネットワーク

自治組織 

宮戸地区 

行政機関 

奥松島縄文村

歴史資料館 

ファン 

専門家 

マスコミ

学識者

＜自治協議会＞ 

宮戸コミュニティ推進協議

宮戸島復興対策 

検討委員会 

未来の宮戸島を 

考えるプロジェクト 

「アーキエイド」「帰心の会」支援プロジェクト 
妹島和世（建築家）、西沢立衛（建築家）、内藤廣（建築家）、小野田泰明（東
北大学大学院）横浜国立大学院学生、東北大学大学院学生 

各
行
政
区
・
島
民 

専門家として計画策定支援 

協働

連絡 

情報共有

宮戸地区と

しての意見 

窓口 

意見 
集約 

東松島市民 

参加

継続的な支援者

情報 
共有 

情報共有 
情報

情報共有 
情報

情報共有 
情報

（仮）宮戸・野蒜地域の
文化遺産再生・活用検討
委員会（文化庁） 
①学識経験者 

②地区代表者 

③市職員、関連・担当部署 

参加

参加

参加

情報共有
情報

津波被災市
街地復興手
法調査 
（国交省） 

市の復興計画
策定支援 

コンサルタント

情報
共有

情報 
共有 

＜凡例＞ 

：行政 

 ：外部支援者（文化財） 

 ：外部支援者（復興） 

： ：各種復興関連会議 

  ：被災前自治組織 

  ：担い手（現） 
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５．宮戸地区における自治組織の取り組みのまとめ（被災直後から今後の活動） 

○応急・復旧（被災直後～３月下旬ごろまで） 

 自助による生活支援：前述の通り、被災翌日から自助による生活支援のための協議が

開始される。 
 仮設住宅についての合意形成：津波の影響で、従前のコミュニティを維持することが

事実上難しい場所も多いが、宮戸地区は島という地域の特殊性もあり、また生業が漁

業中心でもあったことで、殆どの人が島内での生活再建を望んだ。そのため、仮設住

宅も島内を希望する声が高く、３月中旬には島民へのアンケートが実施され、3月末
には結果がとりまとめられ、市長に提出された。島ということもあり、電気・水道の

復旧には時間がかかることが予想されたため25、高齢者は市内中心部である矢本地区

の仮設住宅へ移し、島に残る者は浜ごとにまとまって仮設住宅に入ることを希望した。

仮設住宅建設後、他地区は抽選により入居が決められたためコミュニティが維持でき

なくなったが、宮戸地区は島内の仮設住宅に、ほぼ従前のコミュニティを維持した状

態で、浜ごとに入居することとなった。 
 

○復興に向けた計画づくり：タウンミーティング、勉強会等 

 宮戸地区は「特別名勝松島」であることから、文化財保護、景観保護の観点から復興

に際しては保護管理計画に則る必要があり、文化庁との協議が必要となるなど、将来

を見据えた島の土地利用や、まちづくりのグランドデザインを描くにあたっては、慎

重に検討する必要があった。 
 まず、地域住民に島の状況を理解してもらうために、島民に島の空中写真を見せ、島

の地形等全体像を理解してもらうためのタウンミーティングを開始した。その際には

白紙の状態から住民の移転先の希望を吸い上げることを目的として、各種法制度上の

制約はひとまず考慮せずに自由な意見を出してもらうことで、協議によりまちづくり

を行っていく土壌を醸成していった。 
 住民の意見を取りまとめて、実際に宮戸地区としての復興案を出すための都市計画等

の専門家による支援が必要と考えたところ、遺跡など文化財関係のコネクションから、

有識者が都市計画や産業振興、観光等の専門家を次々紹介してくれることになった。

6月上旬から７月上旬にかけて、専門家やマスコミが登壇するシンポジウム「宮戸の
まちづくり －宮戸島の復興に向けて－」が「宮戸コミュニティ推進協議会」主催で

３回行われた。 
 その後、SANAA事務所（妹島氏）等建築・都市計画系の有識者の協力を得て、SANAA
事務所の提供による模型を用いたタウンミーティング等が実施されるなど順調に住

民での話し合いが進み、９月には宮戸地区住民による計画を概ねまとめたが、復興計

画策定のスケジュールでは 11月公表予定となっていたことから、市の計画との整合
                                                  
25 水道が復旧したのは７月末～８月上旬であった。 
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性を鑑み、一度島内での復興案策定の検討を中断した。 
 中断している間には、防災集団移転促進事業や公営住宅について、市に依頼して住民

への説明会を実施してもらうなど、住民が市の復興計画が出てきたときに理解できる

ための下準備を行っていた。 
 

 

出典：SANAA事務所 

 

○今後の予定 

 ９月 15日に、文化庁による、平成 23 年度「文化遺産を活かした観光振興・地域活
性化事業」の２次募集において、「宮戸・野蒜地域の文化遺産の再生・活用検討事業」

「特別名勝松島の復興と保存管理の在り方検討実行委員会」が採択された26。これら

の事業の中で、宮戸地区を支援してくれている専門家集団や、東松島市に国土交通省

事業により復興計画策定支援を行っている国際開発コンサルティング等との協働で、

実行委員会形式により、復興まちづくりの検討を行う。 
 11月初旬に市の復興計画が公表され、住民説明会が実施された。そこで改めて住民
に希望を出してもらう等、９月までの宮戸地区の計画と、市の計画との刷り合わせを

実施する必要がでてきたため、再度住民とのタウンミーティングを実施しながら意見

を取りまとめていく。 
 
 

                                                  
26 文化庁プレスリリース「東日本大震災に伴う地域の文化遺産を活用した復興計画の策定に関する事業
の採択について」（2011年 9月 15日） 

図表Ⅱ-2-4-8 タウンミーティングによる住民案の一部 
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6．担い手の取り組みに対する支援等の制度的な枠組みの把握 

（１）担い手の取り組みに関する支援ニーズ 

 都市計画・建築等の専門家による継続的な支援。 
 
（２）活用している支援等の具体例 

 前述の文化庁による「文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」による補助事

業。国から委託を受けた補助事業者（地域の文化遺産の所有者若しくは保護団体等に

よって構成される実行委員会等）が事業を行う。実行委員会形式であり、支援者であ

る専門家及び市の復興計画に関与しているコンサルタントに入ってもらえることで、

市の復興計画と齟齬がないように宮戸地区としての将来像を検討していくことが可

能となると考えている。 
 

７．担い手の活動への期待 

 今後も現在のように専門家の力を借りながら、住民主体で復興に向けての検討を行っ

ていく予定。 
 特に 30～40代の住民には、復興後の島の将来を背負って立って欲しいことから、長
老に遠慮せず、復興の担い手として積極的に関与して欲しいと考えている。 

 

８．ヒアリング等で指摘された課題等 

 住民の結束は固く、現在のところ担い手としての大きな問題はない。 
 「特別名勝松島」という特殊要因により、開発には文化庁との協議が不可欠である。

震災前までは「特別名勝松島」の規定による島の開発等への制約に苦労することもあ

ったが、住居の高台移転と特別名勝松島の文化的景観保護の両立を図りつつ復興のグ

ランドデザインを描いていくにあたり、「特別名勝松島」の戦略的な用い方について

も、専門家と共に検討していきたいと地元では考えている。 
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３．担い手支援の仕組みに関する事例 
３－０．事例対象選定の視点と整理方針 

 東日本大震災復興構想会議においては「住民主体の地域づくりを支援するためには、

まちづくりプランナー、建築家、大学研究者、弁護士などの専門家（アドバイザー）

の役割が重要である。国内外のこうした専門家の力を活用するためには、関係学会か

らの支援も受け、ネットワーク組織を作ることが重要である。」と指摘している。 
 前述の「２．民間の担い手に関するヒアリング」においても担い手の活動に際しては、

地域外の外部協力者の適切な支援が活動に極めて有効に働くことが確認された。 
 ここでは、被災地において復興まちづくりの担い手への効果的な支援のために設計さ

れた支援の仕組みについて整理を行った。 
 調査対象抽出に当たっては、ケーススタディ先への支援のほか、有識者からの指摘を

考慮し抽出した。 
 今後の復興まちづくりの担い手支援の制度・事業等を構築する際に示唆を得られるよ

う仕組みの背景、内容、効果や課題について整理した。 
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図表Ⅱ-3-0-1 担い手支援の仕組み 

きたかみ震災復興ステーション（岩手県北上市（拠点）） 

 

特徴 ・支援者を中心とする広域協働復興プラットフォーム構想 

担い手 

支援 

・きたかみ震災復興ステーション 

支援者 
・きたかみ復興支援協働体、日本都市計画学会（弘前大学）、日本建築学会（首都大学東京）、

日本都市計画化協会、地域交通支援プラットホーム等 

実施内容 
・市内ステーション機能、交流・研究ステーション機能、復興支援ステーション機能（沿岸被災地

仮設住宅運営支援事業、仮設市街地支援ボート） 

効果と 

期待 

・大船渡市の全ての仮設住宅団地にマネージャー、並びに支援員を現地採用の形で雇用 

・情報の集約拠点並びに広域的な支援拠点として機能するプラットフォームを想定 

課題 

・事業費の確保 

・専門家の人材不足 

・支援者の広域協力体制の充実 

・被災地への広報 

 

復興まちづくり推進員（宮城県東松島市、南三陸町） 

 

特徴 ・住民の長期的なまちづくりをサポートする「復興まちづくり推進員」の仕組みの構築 

担い手 

支援 

・東松島市の場合：自治組織（行政区長を中心とした住民組織） 

支援者 ・復興まちづくり推進員 

実施内容 

・担い手（東松島市では自治協議会、行政区長、南三陸町ではまちづくり協議会、NPO 等）の支

援。 

・地区懇談会開催を有識者や推進員がサポート。 

・推進員は専門家によるファシリテーション技能の研修済 

効果と 

期待 

・復興まちづくり推進員の後方支援として学識者・専門家がサポート 

・地区内外の人材をミックスして多様な相談に対応 

・長期的にはまちづくりスキルを有する支援員増強を想定 

課題 

・復興まちづくり推進員の長期的な雇用の仕組みの確立、良好な人材の確保 

・後方支援する専門家のネットワーク拡大、充実 

・東北広域への復興まちづくり推進員の仕組みの拡大 
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３－１．きたかみ震災復興ステーション（岩手県北上市） 
情報の集約拠点並びに広域的な支援拠点として機能するプラットフォーム。 

避難者支援、被災者支援、復興まちづくりを担う専門家等への後方支援と多面的に実施。

 

１．きたかみ震災復興ステーション 

（１）きたかみ震災復興ステーションとは 

 きたかみ震災復興ステーションとは、平成 23年 9月 1日に岩手県北上市の北上駅前
に被災者支援及び被災地において復興まちづくりを手がける支援者等に対する後方

支援拠点を行うとして設置された施設。 
 内陸への避難者に必要な情報提供等を行う「市内ステーション機能」、支援団体や研

究者のプラットフォームとして震災復興に必要な情報やノウハウを集め効果的な復

興活動を実践できるようにする「交流・研究ステーション機能」及び被災地域での仮

設住宅運営支援等を行う「復興支援ステーション機能」を有する。 
 きたかみ震災復興ステーションの運営者は 6団体から構成される「きたかみ復興支
援協働体」（平成 23年 8月 3日設立）。その他、運営をサポートする協力団体、協賛
は図表Ⅱ-3-1-1 の通り。 

 
図表Ⅱ-3-1-1 きたかみ震災復興ステーション運営者・協力団体・協賛 

きたかみ復興支援協働体 

（会長：いわて NPO－NET サ

ポート代表理事） 

いわて NPO－NET サポート（市民活動支援） 

いわて連携復興センター（沿岸地域復興支援） 

北上雇用対策協議会（就職支援） 

北上市（被災者支援、復興支援） 

北上市社会福祉協議会（ボランティア活動支援） 

黒沢尻北地区自治振興協議会（コミュニティ支援） 

協力団体 

日本建築学会（首都大学東京） 

日本都市計画学会（弘前大学） 

日本都市計画家協会 

地域交通支援プラットホーム 

協賛 

（資）南部ほてる 

岩手スリーエム株式会社 

住友スリーエム株式会社 

出典：きたかみ震災復興ステーションホームページに加筆 

 
（２）きたかみ震災復興ステーションの役割 

 「市内ステーション機能」としては、被災者向け情報の収集と発信、被災地へのアク

セス支援（デマンド型路線設置）、被災者の就職・企業支援等を担う。 
 「交流・研究ステーション機能」としては、交流研究オフィスの構築、学生ボランテ

ィアバスの運行、各種支援団体・研究者のコンシェルジュ機能、復興にかかわる支援

者からの情報収集等を担う。 
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 「復興支援ステーション機能」としては、沿岸市町村事務支援、ボランティアバス運

行支援、支援物資の配送支援等を担う。 
 被災者向けの「市内ステーション機能」と支援者向けの「交流・研究ステーション機

能」を有することで被災者と支援者を繋ぐ共通プラットフォームとなっており、特に

復興まちづくりを手掛ける各種専門家等にとっては後方支援拠点を担う存在として

も期待されている。（図表Ⅱ-3-1-2 参照） 
 

図表Ⅱ-3-1-2 きたかみ震災復興ステーションの役割 

 
出典：日本都市計画学会防災・復興問題研究特別委員会第 1部会（復興まちづくり） 
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（３）きたかみ震災復興ステーション設立に至る経緯 

○北上市の動き 

• 北上市は人的被害等が少なかったことから、沿岸被災地の支援を行うこととし、平

成 23年 5月 12日に「NPO法人いわて連携復興センター」と復興協働支援協定を
結び、被災地の現状把握並びに支援を開始。 

 
図表Ⅱ-3-1-3  NPO法人いわて連携復興センター 
（設立総会:平成23年4月28日、法人認証:平成23年9月6日） 

岩手県内のNPO数団体を中心に組織され、被災者の救援、救済、レスキュ

ーの次の段階として自立と復興を支援する。地域コミュニティの再生、つな

がりやふれあい創出、なりわい再生・創造、にぎわい創出等を目的とする。 

           出典：いわて連携復興センターHPを元に作成 

 

• 平成 23年 5月 23日には、「北上沿岸地域被災者支援プロジェクトチーム」を立ち
上げ被災者支援の窓口一元化の体制を構築。緊急雇用創出事業などを活用しながら、

被災者の生活相談や各種制度の受け付けや手続き、救援物資の受入・配布などを一

元化するとともに、沿岸被災地支援に係る団体との連携を図り沿岸被災地域の復興

支援を行うこととした。 
• 当初、被災者仮設住宅を建設し避難民を受入れる計画もあったが岩手県において被

災者仮設住宅について必要とされる 14,000戸は全て沿岸地域で建設されることが
決定したため、北上市独自の仮設住宅は建設せず、災害救助法に基づく雇用促進住

宅の建設、民間賃貸住宅の借り上げにより対応。 
• 平成 23年 6月には「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」の募集が開始さ
れたため事業名を「復興ステーション事業」とし応募。平成 23年 7月 24日に採
択され「きたかみ震災復興ステーション」設立に至る。補助率は全額補助で平成

23年度配分額は 8,017千円。 
 

○日本都市計画学会・日本建築学会の動き 

• 日本都市計画学会の防災・復興問題研究特別委員会第 1分科会（通称：復興部会）
が平成 23年 6月 8日に開催。都市計画の観点から沿岸の自治体が行う土地利用計
画等の策定支援を行うことを目的とした人と情報をつなぐプラットフォームを北

上市、建築学会、都市計画家協会等と協力して形成することが議論された。 
• 上記の形を具現化したものが「きたかみ震災復興ステーション」であり、平成 23
年９月１日に設立された。 

• 当初、日本都市計画学会・日本建築学会等が想定した関係者協働イメージは図表Ⅱ

-3-1-4の通り。設立して間もないため「きたかみ震災復興ステーション」の運営費
や関係者にも限りがあるが後方支援ニーズは高まっており、今後の体制に進展が見

られるものと考えられている。 
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図表Ⅱ-3-1-4 当初の関係者協働イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：日本都市計画学会防災・復興問題研究特別委員会第 1部会資料を元に作成  

 

２．きたかみ震災復興ステーションにおける被災地支援の状況 

（１）市内ステーション機能 

 市内および内陸避難者への被災地情報・各種支援情報の発信、沿岸部の各被災自治体

における各種情報及び支援情報の収集・掲出・発信 

 内陸避難者・地域コミュニティ交流事業の実施地域と被災者コミュニティの交流事業

を、避難者と企画段階から実行 

 北上市から、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市への被災者の一時帰宅のための

移動支援 

 避難者の就職に関しての情報掲示と相談窓口の紹介 

 

（２）交流・研究ステーション機能 

 団体・研究者の拠点、交流と情報収集・発信の場の提供 

 主に学生ボランティアを対象としたボランティアバス運行 

 研究調査出張やボランティアでの宿泊、仕出し、アクセス等の案内・支援（コンシェ

ルジュ） 

 少人数の研究者、視察者グループ等が沿岸地域へ移動するための移動支援 

 復興に関する課題や成果を共有する情報交換会の場として「きたかみ復興サロン」の

開催（月に３～４回）。 
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2011/03/31 
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（３）復興支援ステーション機能 

○沿岸被災地仮設住宅運営支援事業 

• 平成 23年 7月、北上市は被災地と支援者を繋ぐ事業として「きたかみ震災復興ス
テーション」を拠点とし、甚大な被害を受けた大船渡市の仮設住宅の運営を岩手県

の緊急雇用創出事業を活用して代わりに行う「沿岸被災地仮設住宅運営支援事業」

を実施。 
• 仮設住宅で生じる問題を解決するため仮設住宅支援員を配置し雇用の確保を図る

とともに被災自治体に代わり事業を展開することで復興支援を行うことを目的と

したものである。事業主体は北上市であり、公募型プロポーザルを実施した結果、

運営を人材派遣会社である（株）ジャパンクリエイトに委託。平成 23年 9月より、
仮設住宅支援員 70名、マネージャー11名が雇用され仮設受託の運営を行っている。 

• そのサポートを「きたかみ震災復興ステーション」の運営・協力メンバーである「き

たかみ復興支援協働体」や「協力団体」が行っている。（図表Ⅱ-3-1-5 参照） 
 

図表Ⅱ-3-1-5 沿岸被災地仮設住宅運営支援事業 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日本都市計画学会防災・復興問題研究特別委員会第1部会（復興まちづくり） 
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1名 
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実施 
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○仮設市街地支援ボード 

• 「きたかみ震災復興ステーション」の協力団体である学会等に所属する学識経験者

は阪神・淡路大震災や中越地震等での復興支援に携わった方も多い。その知見・経

験を活かし、仮設住宅支援員やマネージャーへのスキルアップ研修会を実施してい

る。 
• また、団地を訪問してマネージャーや支援員の話を直接被災者に伺い、必要に応じ

て改善のためのアドバイス等を行っている。 
 

３．専門家との連携（きたかみ震災復興ステーションに対する後方支援） 

 「きたかみ震災復興ステーション」自体が後方支援機能を有しており、復興まちづく

りを担う専門家等が被災地に入る際に情報提供を行うなどの支援を実施している。設

立構想を描いた協力団体である日本建築学会、日本都市計画学会、日本都市計画家協

会に所属するメンバーが学会の枠を超え連携し全面的にサポートしている。 
 特に、弘前大学の北原啓司教授並びに首都大学の饗庭伸准教授が「きたかみ復興ステ

ーション」の事業コンセプト等を具体的に検討している。 
 岩手県沿岸部の復興に向け、必要な情報・技術を提供し、地域住民が前向きに地域復

興に向け歩むことのできる環境を構築することを目的に岩手県内で活動していた中

間支援組織が集まり設立された「いわて連携復興センター」の事務所が「きたかみ震

災復興ステーション」内に設置されたことでステーションの活動拠点性も強化されて

いる。 
 

４．今後の課題等 

 北上市の継続した支援が不可欠であるが「きたかみ震災復興ステーション」の将来像

や今後の事業コンセプト等を固めるとともに、「きたかみ震災復興ステーション」の

有用性をさらにアピールすることも必要である。 
 また、専門家人材のコーディネート機能が充実すれば、地域ベースのプランニング支

援等も効率よく行うことができると考えるが、そのための資金を如何に調達するかを

検討する必要がある。 
 さらに地域ベースのプランニング支援を行うとすると専門家人材は不足していると

いえ、人材を集めるなどして体制を充実させる必要がある。 
 

 

＜参考資料＞ 
 北原啓司「岩手に生まれた新しいつながりと復興支援」建築雑誌 2011年 12月号
vol.126 No。1625 
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 みちのくの仕事ホームページ「地元雇用での復興を目指した仮設住宅サポート」（平

成 23年 10月 4日） 
 北上市ホームページ（最終閲覧日 平成 23年 12月 14日） 
 きたかみ復興ステーションホームページ（最終閲覧日 平成 23年 12月 14日） 
 日本都市計画学会防災・復興問題研究特別委員会第 1部会資料 
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３－２．復興まちづくり推進員制度（宮城県） 
「復興まちづくり推進員制度」：中越大震災の「地域復興支援員制度」等にヒントを得た、

地域住民の復興活動を支える制度。震災後のコミュニティの基盤づくりからスタートし、

地区の復興まちづくり計画、事業化までを支援していく予定である。 

 

１．復興まちづくり推進員の仕組み 

（１）復興まちづくり推進員とは 

 復興まちづくり推進員とは、東日本大震災で被災した地域のコミュニティ再生が課題

となる中で、被災者個人のサポートやケアではなく、地域のコミュニティづくりを担

うための支援者である。復興まちづくりを支援するため、初動段階では住民と行政の

仲立ち、住民の絆づくりなどを図るためのつなぎ的な役割を果たしていくことで、震

災後のコミュニティの基盤づくりからスタートし、地区の復興まちづくり計画、事業

化までを支援していく予定である。 
 東北地方の過疎・高齢化などへの課題解決のために、東北地方整備局とともに「東北

圏地域づくりコンソーシアム推進協議会」のメンバー（学識者等）等が手弁当で平成

19年ごろから研究していた中間支援組織の仕組みを、今回の東日本大震災後の復興
支援として活用したもの。英国のコミュニティ支援組織である RCC（ルーラル・コ
ミュニティ・カウンシル27）をヒントにしている。東北圏広域地方計画策定にあたり、

勉強会ではこれからの地域づくりに向けて住民の話し合い、事業への取り組み、地域

の取り組みへの評価等のプロセス重視の地域づくりを提唱し、様々な主体のつなぎ役

としての中間支援組織の役割を重視して検討していた。平成 22年度には東北のNPO
や市民活動団体などにこの概念を周知啓蒙させるためのキャラバンを実施しており、

実用化に向けて準備を進めていた矢先に被災したものである。 
 また、新潟県中越地震（平成 16年）における「地域復興支援員」もモデルとしてお
り、特に被災後は、復興支援員の関係者（学識者、（社）中越防災安全推進機構 復

興デザインセンター、活動中の復興支援員等）との情報交換を密に行い、研修等での

協力も得ながら進めている。 
 
（２）復興まちづくり推進員の役割 

 復興まちづくり推進員の役割として現在想定しているのは下記の通り。これから徐々

に実施していく。 
 

                                                  
27 英国ではコミュニティ（パリッシュ、教区単位）に対し、地域課題を包括的に取り扱うコミュニティ・
プラン（パリッシュプラン）の策定を強く推進している。このルーラル・エリアのコミュニティにおけ

る計画策定等、多方面に一般市民を支援する中間支援組織として RCC が設置され、全国組織も作られて

いる。 
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図表Ⅱ-3-2-1 復興まちづくり推進員の役割 
①被災者の声を行政や社会に届ける（地区懇談会、町民会議、U-40会議、女性会議）

②合意形成主体の組織化（復興まちづくり推進協議会、地権者組合等） 

③土地利用の専門家等とのつなぎ（復興ステーション（プランナー、建築家の斡旋）、

模型エイド28）（中長期） 

④コミュニティ復興計画の策定（住民の力を結集し動くため、行政が支援/資金助成す

るための手段として）（仮設住宅入居期間中） 

⑤コミュニティ復興計画の実行支援（中長期） 

出典：宮城大学/東北こんそ 鈴木孝男「復興まちづくり推移員の業務について」（2011.9.12） 
 
（３）東日本大震災の被災地における導入の経緯 

 今回の被災では多くの団体（社会福祉協議会、NGO、NPO等）や基礎自治体の担当
課（福祉課等）による生活支援系のサポートは迅速に立ち上がり、主に避難場所や仮

設住宅への住民個々への支援活動を開始した。 
 しかし「まちづくり系」など復興計画に資する支援については、東北というまちづく

り系の人材が従来少ない場所であることもあり、生活支援系に比べると迅速な対応が

難しい面があった。震災直後より多くのコンサルタントや学識者等が地域住民にコン

タクトを取ってきたが、一時的な視察や将来のビジネスを見据えての「営業」的な姿

勢も少なくなかった。また、被災地側も専門家支援の受け皿になれるような組織は少

なかった。そのため、地元及び支援者双方の事情から、腰をすえて現地で支援を行っ

てくれる支援団体と連携して地域が動くことは困難な状況にあった。もちろん、適切

な学識者やコンサルタントとのコネクションを有し、連携して課題に立ち向かう体制

を構築できた地域も存在するが、東北全体でみるとそのような地域はマスコミでの取

り上げ方が多いなどの特殊な地域であった。 
 住民の合意形成に向けた検討プロセス上、コミュニティ再生は不可欠であるが、東日

本大震災は過去の震災と異なり、被災前と同じ場所でコミュニティを再生することが

事実上難しい場所も多く、復興計画策定・実行に際しては、集団移転先の新しいコミ

ュニティの形成までを見据えた支援が必要であった。 
 中越大震災の復興支援員の場合は当初は生活支援系支援として地域に入り、その後復

興支援に支援内容が切り替わっていくパターンも見られたが、今回はその方法では新

しいコミュニティ形成を含めたまちづくりの支援を行うにはスケジュール的に間に

合わないとの認識に立ち、当初からまちづくりを目的として活動する「復興まちづく

り推進員」を、支援の必要な被災地域に常駐させる仕組みを進めることにした。 
 平成 23年度は、宮城県、宮城大学等が共同で、東北全域にこの仕組みを広げる前の

                                                  
28 東日本大震災の被災地へ模型をおくるプロジェクト。 
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復興モデル事業として位置付け、東松島市、南三陸町にて事業を実施することとした

（モデル事業名称は「コミュニティー復興支援員」）。 
 

図表Ⅱ-3-2-2 復興まちづくり推進員の位置付けと長期的な展望（東松島市を例にして） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：高崎経済大学 櫻井常矢准教授提供資料に加筆 
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図表Ⅱ-3-2-3 当面の復興まちづくり推進員の活動スケジュール案 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：宮城大学/東北こんそ（東北圏地域づくりコンソーシアム推進協議会） 
鈴木孝男「復興まちづくり推移員の業務について」（2011.9.12） 

 
（４）導入の実際 

○復興まちづくり推進員の雇用人数と財源 

• 緊急雇用創出事業を活用して、宮城大学が８月に東松島市３名、南三陸町４名、連

絡用人員１名の復興まちづくり推進員を雇用した。少なくとも５年程度の継続雇用

が必要と考えており、緊急雇用創出事業による雇用確保は１年で終了することから、

長期的に雇用する仕組み（財源など）を検討中である。 
• 本事業の趣旨に賛同した JICA東北が、東松島市において被災者や青年会街協力隊
経験者３名を「地域復興推進員」として委嘱し、復興まちづくり推進員と連携して

復興支援を推進している（３年計画）。「地域復興推進員」の財源負担は JICAが行
っている。 

 
○採用人材のプロフィール 

• 南三陸町：４名の人材募集をかけたのは８月であったが、全員町内の人間を雇用し

た。従前に町内で仕事を持っていた人が３人、仕事をやめていた人が１人、男性３

人、女性１人で、60代が 1名、30代が３名であった。 
• 東松島市：宮城大学雇用分４名のうち、３名（市内被災者２名、ハローワーク経由

で応募した登米市住民１名）を現地常駐とした。また JICA雇用分の３名は公募に
よるもので、石巻市から１名、関西から２名（青年会街協力隊経験者）である。 
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• 宮城大学学内：１名（仙台で医療事務系に従事、女性）。両地区の連絡調整、課題

把握、推進員の労務管理等庶務全般、チームミーティングの開催補助等に従事。 
• 東松島市における初回メンバーは、意図的に地元精通者と外部からのメンバーを混

在させた。地元精通者のみだと、合意形成などの際に互いの権利調整がうまくいか

ない場合に村八分にされるなどといった問題がでて、推進員自体の生活がおびやか

される心配があるため、できれば半々であることが望ましいとしている。 
 
○人材教育 

• 制度設計にあたっては、宮城大学では概ね 10 年間程度の支援を想定しているが、
支援の時々で復興まちづくり推進員のメンバー構成を変えていく必要があると考

えている。当面は住民の意見を吸い上げ取りまとめるファシリテーター的な役割が

最も重要であるとし、そのような研修を復興まちづくり推進員対し実施している

（日本ファシリテーション協会等による）。 
• ただし復興計画策定、実施と復興の段階が進むにつれ、建築などの専門的な知識が

必要となってくることから、そのような知見を有するメンバーの増員や入れ替えが

必要としている。 
• 南三陸町のチーム、JICAとも合同で、中越大震災の復興過程における復興支援員
の効果等についての視察研修会も実施された。 

 

２．東松島市における復興まちづくり推進員等による担い手支援の状況 

（１）復興まちづくり推進員の役割 

○主な活動エリア 

• 今回、被災者が移転してきたことで人口が倍近くになる集落もあるなど、コミュニ

ティの再生が必要となっており、住民間の「つなぎ」が復興まちづくり推進員の大

きな役割の一つとなっている。 
• しかし復興まちづくり推進員の人員が限定的であるため、市内全地区をサポートす

ることが困難であることから、特に被害甚大でコミュニティが寸断され、また行政

区長が被災するなど自治協議会の建て直しも必要となった大曲地区（宮城大学チー

ム）、野蒜地区（JICAチーム）にて活動を開始した。 
 
○主な活動 

• 東松島市における復興まちづくり推進員の役割として特に重要と位置づけている

のは、行政区長の相談相手になることである。行政区長は東松島市における住民主

体のまちづくり計画策定のキーマンであるが、市から委嘱された区長であり、市の

特別職である。復興まちづくり推進員は、このように行政と住民の間に立って行政

区長と連携をとりながら、行政と住民の意見調整を行う役割も担う。 
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• 仮設住宅のサポートを実施。当面は仮設住宅の集会場での「お茶飲み会」等で住民

の相談を受け、被災者ニーズをくみ上げ、市に意見を伝える役割も果たしている。 
• 仮設住宅の自治会からは、他地区の情報提供等のニーズが上がっている。 

 
図表Ⅱ-3-2-4 復興まちづくり推進員（宮城大学）、地域復興推進員（JICA）の活動実績 

（平成 23年 11 月 4 日現在） 

活動場所 活動チーム 活動実績 

南三陸町 

復興まちづく
り推進員 
（宮城大学チ
ーム） 

●志津川町内（上山八幡宮社務所内）に活動拠点を設置。 
・仮設住宅の入居者マップの制作（各々居住の仮設住宅を手始めに）

  完成・配布中  平成の森、登米南方イオン跡地 
  調査・製作中  波伝谷、横山、自然の家、歌津注、伊里前小

・従前のコミュニティ活動の支援 
  お祭り開催（志津川地区）、まちづくり協議会（歌津地区） 

・仮設住宅自治会活動支援 平成の森、登米南方イオン跡地 
・視察等対応現地案内 県外大学、諸学会、自治体、JICA、生協 
・外部支援者との連携 多賀城、仙台、加美、登米、伊豆、千葉 
・活動 PR ふっこうカフェ報告（仙台市内） 

東松島市 

復興まちづく
り推進員 
（宮城大学チ
ーム） 

●矢本地区「あったかいホール」内に活動拠点設置（JICA と共同） 
・市復興計画 地区懇談会の開催支援（赤井、矢本西、野蒜、鳴瀬二

中、大曲）（ファシリテーション、記録等） 
・仮設住宅集会所活用状況調査 大曲

西集会所を中心にサロンへの参加等
を通じて、住民の交流ニーズを整理。 

子育て世代の交流企画を仮設住
宅自治会へ提案、実現。 

・仮設住宅情報収集（ひびき、根古、グ
リーンタウン、小野等） 

・まちづくり協議会（自治協議会：市民セ
ンター）の活動支援（区長等支援） 

大曲地区 イベント支援等 
・外部支援者との連絡調整  小牛田農林高校等 

地域復興推
進員 
（ JICA チー
ム） 

・まちづくり協議会（市民センター）の活動支援 
宮戸地区、野蒜地区（10/30 野蒜復活祭） 
運営支援・イベント支援、住民のニーズ調査支援等 

・漁業者ヒアリング等、産業復興支援に向けた調査。 
・仙台、東京等にて、漁業への潜在的な支援者掘り起こし準備 

宮城大学 
（学内担当） 

復興まちづく
り推進員 
（宮城大学チ
ーム） 

・南三陸、東松島の両推進員との連絡調整、課題把握。 
・推進員の労務管理等庶務全般 
・各チームミーティングの開催補助 

その他 

・南三陸（２週に１回程度）、東松島（週１回程度）、全体（月１回程度の
各チームミーティングを実施。 

・月２回程度開催されるコミュニティ支援連絡会議に活動報告。 
・研修会を実施（8/11 遠藤氏、8/22～25JICA研修、8/29鈴木先生、

9/18 ふっこうカフェ、10/3JICA アチェ報告、10/18 中田先生、10/23
～25 中越現地視察） 

出典：宮城大学地域連携センター地域振興事業部               

「復興まちづくり推進員（宮城大学）/地域復興推進員（JICA）活動実績」 

    写真は「要望つなぎ遊び場開設」『河北新報』（2011年 11月 4日） 
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○行政等との関係 

• 市職員は極めて多忙であり、個々の地区に目配りできるマンパワー不足であること

から、復興まちづくり推進員にはコミュニティ再生のサポート役として期待を寄せ

ている。 
• 地域住民からの信頼を得ることが第一であるため、復興まちづくり推進員は、当面

生活支援系の支援団体（市社協が中心）と連携して地域に入り、活動をともにする

こともある。また、「東松島市地域支援員連絡会」を設置し、生活支援系団体も含

めて、支援団体全体の情報共有を図ることとしている。 
• まちづくり団体は東松島市内には極めて少ないことから、現時点ではまちづくり系

NPO等他団体と連携しての活動は行っていない。 
 

３．専門家との連携（復興まちづくり推進員に対する後方支援） 

○これまでの支援 

 復興まちづくり推進員は、高いまちづくりの専門性を有する必要はないが、専門家集

団とのセットで考えていくことが重要である。 
 例えば地区懇談会のうちの一つが 8/26に東松島市大塩地区で開催され、地域住民 30
人が参加し、さらに復興まちづくり推進員以外にも高崎経済大学の櫻井准教授のゼミ

の学生（ファシリテーターとしての訓練済み）が手弁当でワークショップに参加する

などして支援を行い成果をあげた。 
 
○今後の支援 

 専門家による継続的なサポートのため、岩手・宮城内陸地震の際に栗原市にて復興支

援を行った専門家の常駐等を検討中である（２名で検討。予算は採択済みの宮城県「新

しい公共支援事業」より充当予定）。 
 被災直後に専門家ネットワークを強化することは困難であった。現地に視察に行きた

い人等が現地へのコネクションを求めて東北地方の専門家にコンタクトを取ってき

たが、自分達の目的が終わるとコミットしなくなってしまう。その一過性の動きがほ

ぼ一段落したので、これから長期的に支援してもらえるような専門家のネットワーク

を一層充実させていく必要があると考えている。そのため、東北圏地域づくりコンソ

ーシアム推進協議会等で予めネットワークしていた専門家たちと協力して地域のサ

ポートを行っていく予定である。その中には、今後集団移転等復興の実務上必要とな

っていくと思われる弁護士、税理士などの専門家も含まれている。 

 このような、復興まちづくり推進員に対する後方支援推進にあたり、「地域コミュニ

ティ支援連絡会議」というネットワークを構成しているが、より実働性の高い組織の

設置を目指し、「復興まちづくり推進センター準備会」を設置し、将来は NPOや社
団化を視野にいれて検討中である。将来的には東北圏地域づくりコンソーシアム推進
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協議会、県内の主要な NPOや中間支援組織（まちづくり系に限定せず幅広に想定）、
大学、宮城県等に加え、全国レベルでのまちづくり専門家や関連学会、社会福祉協議

会、ボランティアセンター、NPO、産業界・産業支援専門家、教育文化関係専門家
等、中越防災安全推進機構 人と防災未来センター、いわて連携復興センター、ふっ

こうカフェなど、幅広い関係者とネットワークを形成し、復興まちづくり推進員に対

する人的支援を行っていく方針で検討中である。 

 
図表Ⅱ-3-2-5 復興まちづくり推進員制度を支える後方支援組織のイメージ 

出典：宮城大学地域連携センター提供資料を元に作成 

 
 「復興まちづくり推進センター準備会」を協議体として、「宮城県新しい公共の場づ

くりのためのモデル事業（２次募集分）」に「復興まちづくり推進センター実証事業

～生活支援からコミュニティ支援の仕組みづくり～」を提案し、採択されている。事

業概要は「震災で大きな被害を受けたコミュニティの再生にあたっては，住民間の合

意形成を促し，住民と自治体の協働を進め，地区・集落毎の復興まちづくり計画の策

地域社会デザイン・ラボ

東北圏地域づくりコンソーシアム推進協議会

NPO 法人都市デザインワークス

NPO法人まちづくり政策フォーラム コミュニティ・ワークス

宮城県（震災復興・企画部・地域復興支援課）

宮城大学公立大学法人宮城大学地域連携センター 

＜凡例＞ 
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 ：後方支援 
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幅広い関係者を加え
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地域復興支援策を検討するゆるやかなネットワークとして稼働中

復興まちづくり推進センター準備会 
＜コアメンバー＞

東松島市社会福祉協議会
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定が必要となる。計画づくりの経験や計画に盛り込まれた事業の実施によって，コミ

ュニティの自治力を高めることが期待される。本事業では，この一連のプロセスを持

続的にサポートするため，都市計画や地域コミュニティ支援などに関わるＮＰＯや大

学・研究機関，県（地域復興支援課）が連携して，まちづくりの主体となるコミュニ

ティの再生や自立に向けた中間支援の仕組み（体制）の構築・展開を目指し，モデル

自治体を対象として実証する」ものとしている。 
 

４．今後の課題等 

 長期的な財源の確保についての検討。各種の資金的支援制度は、人件費に充当する際

には使い方が難しいものが多く、支援側が活動資金調達を行うのが難しいのが実情で

ある。支援に入る復興まちづくり推進員のみならず、専門家の出張旅費などの実費に

ついては助成金申請時に問題にならないが、人件費について、現地での支援業務の積

算が困難である点が課題となっている。現在は殆どが手弁当ではないかと思われる。 
 復興計画の議論のもととなる防潮堤と権利の問題についての提示が滞っていたこと

が、これまでの住民側のまちづくり計画策定への参加を消極的にしている。これらの

条件が提示されないと住民側が具体的な議論に入れないためであるが、東松島市に限

らず、津波被害にあった市町村では同じ問題を抱えていると考えられる。復興計画の

策定等によりこれら議論の前提が整理されつつあることから、復興まちづくり推進員

は今後、これまでの活動を基に、住民の自律的な復興まちづくりの支援活動を積極化

していく予定である。 
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Ⅲ．復興まちづくりにおける地域の担い手に関する役割等の検討  
「Ⅰ．過去の災害復興におけるまちづくりの担い手に関する整理・分析」「Ⅱ．東日本大

震災の被災地におけるまちづくりの担い手の把握・分析」の調査結果から、発災以降、現在

に至るまで、復興まちづくりにおける地域の担い手（以下、「地域の担い手」）がどのよう

な活動を行い、当該地域にどのような効果や変化がもたらされかについて焦点を当て、地域

の担い手が果たしてきた役割分担や機能のほか、復興まちづくりの一助として活用されてい

る仕組みについて整理した。 
 

（１）地域の担い手の活動内容・役割と地域にもたらされた効果や変化 

■復興まちづくりに向けた被災住民の参画機運の創出・向上、地域課題の発掘 

－具体例－[末崎町の今後を考える会（大船渡市）：任意団体] 

「住まいとまちづくりをテーマ」にワークショップを 3回実施。開催に当たっては、
外部支援組織である「大船渡応援団」が協力を行い、復興まちづくりに関する参加

者の思いや要望についての課題の共有化がなされた。その後の方向性を見据えて、

活動の拡大を志向し、「碁石地区復興まちづくり協議会」として新たに発足している。

 

＜地域の担い手の活動内容・役割＞ 

 被災後、避難・仮設入居・移転等により地域・集落コミュニティが分断されることが

懸念されるため、被災地域における住民の一体感創出を図り、事業再生に向けての体

制素地づくりなど、課題を共有化し、復興まちづくりを主体的に実施しようという気

運を高める。 
 

＜地域への効果・地域の変化等＞ 

 ワークショップ実施により、多くの被災した地域住民の復興まちづくりに対する思い

やアイデアの共有化・意識の融合を図り、課題の共有化がなされた。また、参加者も

徐々に拡大していった。 
 住民による復興構想策定への機運が高まってきたことから、大船渡市が策定する復興

計画への住民の意向を反映し、事業化を推進すべく、より具体的な検討に向けて活動

を拡大中である。次の段階に向けて、大船渡市の復興計画策定委員メンバーの協力を

得て、より多様な外部の専門家による支援を受けることにしている。 
 

■復興構想の検討に向けた体制づくり 

○周辺地区との協働等による検討体制の構築 

－具体例－[気仙沼まちなか復興決志隊（気仙沼市）：任意団体] 

既存の商店街・商工会の枠にとらわれることなく、「気仙沼まちなか復興まちづくり

に向けて」と題した第 1回会議を開催し、復旧過程や現在の状況に対する意見交換
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会を実施。第 2回会議では、まちづくりの課題の他、復興まちづくりの方針とプロ
ジェクトのアイデア出しを実施。さらに、「まちあるきと地図づくりワークショップ

（気仙沼まちなか復興ワークショップ）」を実施し、復興課題マップ作成等の作業を

通じて、八日町一番街地区、南町地区、魚町地区に存在するそれぞれの課題の違い

や共通点の把握を行った。 
 
＜地域の担い手の活動内容・役割＞ 

 地区毎において被災状況が異なることを考慮した会議やワークショップを実施し、地

区毎の課題の違いや共通点を整理し、復興まちづくりに関しての住民間の意見の相違

や意識の溝を埋めていく。 
 また、被災者への活動アピールなどにより理解醸成や参画を促す。 

 

＜地域への効果・地域の変化等＞ 

 それぞれの地区が個々に復興まちづくりを検討することから、地区間の連携を深め一

体的に検討する体制を構築し、合意形成を進めるとともに、民間・大学等と連携する

体制を構築する。 
 住民側の動きと合わせて、支援者側（大学間）の継続的な連携体制を確立している。 

 

○行政・専門家等と住民との連携体制の構築 

－具体例－[宮戸地区自治組織（東松島市）：自治団体] 

４つの浜（行政区）のそれぞれが行政区長を中心にまとまり、４区の連絡会議とし

ては「宮戸コミュニティ推進協議会」を設置していたが、被災後は、行政（市役所）

との窓口機能等、復興まちづくりにおいて地区の中核的な役割を担う。仮設住宅に

ついてのアンケートを 3月末に実施し、結果を市長に報告。市が策定する復興計画
を住民が理解するための勉強会等も実施し、行政との連携により専門家とのネット

ワークも構築するなど、合意形成・地区の復興計画の策定に向けた準備を整えてい

る。 
 

＜地域の担い手の活動内容・役割＞ 

 行政と連携し、早期に住民による協議や勉強会を開始する。一方で外部専門家とのネ

ットワークの構築等、住民主導で地区の復興構想の検討を行う体制をいち早く整える。 
 
＜地域への効果・地域の変化等＞ 

 被災住民等への仮設住宅に関するアンケート調査結果を踏まえて早期の意思決定を

実現し、従前のコミュニティを維持しながら仮設住宅に入居可能となった。 
 行政や専門家との適切な連携により、住民による地区の復興計画策定等をほぼ形にす
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るなど、自律的でスピーディな住民主体の復興まちづくりを推進している。 
 行政が策定する復興計画について自分たちの意図が反映されるように、必要な知見を

幅広く学び理解を深めている。 
 
■復興構想段階での合意形成 

－具体例－[奥尻の復興を考える会（奥尻町）：任意団体] 

奥尻町から示された復興計画について被災住民間で討議。当初、多くの被災住民が

「全戸高台移転」に賛同していたが、時間が経つにつれ「高台は不便である」「港ま

で距離がある」等の理由により「一部高台移転」を支持する声が挙がるようになる。

被災住民に対して平成 5年 11月 8日～12日にかけアンケート調査を行ったところ、
半数近くは検討中、住民の約２割が一部移転を望むとの回答であった。アンケート

結果は即座に奥尻町にも伝えられ「一部高台移転」が採用された。 
 

＜地域の担い手の活動内容・役割＞ 

 既存の地域団体が中心組織となり、被災した地域住民が主体となって復興まちづくり

を行うためのニーズ把握を行い、奥尻町が策定する復興計画に住民の意向を反映させ

るための合意形成を図る。 
 
＜地域への効果・地域の変化等＞ 

 被災住民の復興まちづくりに対する意見の収集から行政への提案まで一体的に行う

行政と被災住民の間のパイプ役として機能している。そのため、奥尻町は復旧業務に

全力を傾けることが可能となった。 
 奥尻町と被災住民の中継を行うことで両者の復興まちづくりに対する意識の溝が解

消された。 
 
■事業化に向けた合意形成 

－具体例－[野田北部まちづくり協議会（神戸市）：まちづくり協議会] 

震災直後の平成７年１月、野田北部地区においてまちづくり協議会中心に「復興対

策本部」を立ち上げる。震災前からあったまちづくり協議会の活動を通して既に神

戸市とまちづくり協議会との協働の関係がつくられつつあり、震災後の区画整理や

地区計画において更なる信頼関係を結んでいる。一人一人の住人が納得するまで神

戸市と直接対話ができるように、まちづくり協議会は神戸市と連携するとともに、

神戸市はまちづくり協議会の会議に必ず参加し、神戸市の担当者が変わっても新担

当・旧担当者ともつながりを絶やさなかった。 
 
＜地域の担い手の活動内容・役割＞ 

 自律的な住民の復興まちづくり活動を推進するため、専門家や行政と強い協力体制を
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構築する。復興まちづくり構想への合意形成を経て、住民が専門性を高め、地域の復

興事業への合意形成に向けて具体的な検討を主導する。 
 
＜地域への効果・地域の変化等＞ 

 行政との協働関係の構築を行うことに注力し、神戸市内最速で仮換地指定を初め、地

区計画締結、街なみ環境整備事業の活用等をスピーディに実現している。 
 協力体制にある専門家が、行政が使用する行政用語・専門用語を被災住民に適切に翻

訳する存在として果たした役割も大きい。 
 専門家の支援や行政との繋がりを絶やさないように工夫したことにより、地域住民が

地域独自の復興計画を策定することができた。 
 
■地域の中核的組織による地域全体の復興計画の鳥瞰・主導と個別地区への支援 

－具体例－[株式会社街づくりまんぼう(石巻市)：まちづくり会社・TMO] 

第三セクターのまちづくり会社として設立後、地域の商店街・商店主等とのネット

ワークを形成してきた。震災後は、まちづくり会社として、また TMOとして中心
市街地の復興を牽引していくことを石巻市からも期待され、石巻市が策定する復興

計画と地域の商店街・商店主等の意向に齟齬が無いように復興事業をコーディネー

ト・実施する役割を果たしている。従前、都市計画や開発事業の経験は殆ど有して

いなかったものの、専門家とのネットワークを構築し、石巻市中心市街地の復興ま

ちづくりへの提言のとりまとめ、中心市街地内の個別地区の担い手との情報交換等

を推進している。 
 
＜地域の担い手の活動内容・役割＞ 

 TMOやまちづくり会社等として、従前の役割期待に照らし、中心市街地の復興を牽
引する組織として、行政や商工会議所等と緊密な連携を取りながら、復興事業を支援

するネットワークの構築、個別地区の事業の取りまとめや調整等を図っている。 
 
＜地域への効果・地域の変化等＞ 

 既存組織であり、地域との連携が強固であったことから、復興まちづくりの迅速化・

円滑化が可能となっている。 
 中心市街地街づくりプロジェクトによる提言により、平成 32年度までの長期計画を
策定、官民役割イメージを提言し、復興に向けたロードマップを作成するなど地域の

大きな方針を提示した。石巻市中心市街地全体の復興計画と個別地区の事業との間に

齟齬がないよう、個別地区の担い手と情報交換を行い、コーディネートを行っている。 
 多様な専門家をネットワーク化し、支援者間の情報共有を図ることにより中心市街地

の復興事業の円滑化を図っている。 
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（２）地域住民や支援者が行う復興まちづくり活動に対する支援の仕組み 

■被災住民の自律的復興まちづくりに向けた意識醸成を促すための支援 

－具体例－[地域復興支援員制度] 

中越大震災復興基金による「地域復興支援員設置支援」事業（補助事業）のもと設

置された制度であり、地区の要請に基づき、「被災地における地域復興のネットワ

ークづくり支援」「被災地における各種復興イベント等の企画、実施の支援」「住

民と行政の連絡調整」「被災者への福祉的見守り、訪問相談、情報提供」「その他、

被災地の復興を支援する業務」を実施。 
 

＜支援内容＞ 

 被災住民が復興まちづくりについて自律的に検討し、コミュニティ機能の維持・再生

や地域復興を遂げるまでには多大な時間がかかる。その間、被災住民のモチベーショ

ンの低下や住民間の意識の溝を発生させないように地域の要請に基づき、様々な支援

を行う。 
 

＜地域への効果・地域の変化等＞ 

 支援員は、時間をかけて被災住民からの信頼を得て、被災住民の自律的な復興の意識

を引き出す。 
 将来像のイメージを共有した後、住民が活動を展開できるよう支援を継続的に行う。 

 
■コミュニティの基盤づくりから、復興まちづくり計画、事業化までを見据えた支援 

－具体例－[復興まちづくり推進員制度（宮城県）] 

中越大震災の「地域復興支援員制度」等にヒントを得た、地域住民の復興活動を支

える制度であり、復興まちづくり推進員が被災地において「被災者の声を行政や社

会に届ける」「合意形成主体の組織化（復興まちづくり推進協議会、地権者組合等）」

「土地利用の専門家等とのつなぎ」「コミュニティ復興計画の策定」「コミュニテ

ィ復興計画の実行支援」と、中長期に亘り支援を行うことを予定している。当初は

南三陸町、東松島市等の被害が大きい地区で活動を開始し徐々に広げる予定。 
 
＜支援内容＞ 

 被災者個人のサポートやケアではなく、復興まちづくりを視野に入れて、コミュニテ

ィの基盤づくりから復興まちづくり計画の策定、事業化までを支援する。 
 被害が甚大な被災地においては、地域づくりの担い手のコアメンバーとなる地域住民

（行政区長等）を支援する。 
 復興の段階が、構想の策定、事業化と進むことで、支援者側にも高い専門性が必要と

なることに鑑み、専門性の高い支援者のネットワークを拡充する。 
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＜地域への効果・地域の変化等＞ 

 コミュニティの基盤づくりなどの復興にむけた初動段階が円滑に進められるように、

初期段階では被災住民からの信頼性を高めつつ、分断されたコミュニティを修復し、

住民と行政の意見調整などを行う活動を推進している。 
 行政等が個々の地区に目配りできるマンパワーが不足しており、復興まちづくり推進

員にはコミュニティ再生のサポート役として期待を寄せている。 
 外部支援者との連携や情報発信も積極的に実施している。 

 

■被災地・地域の担い手への直接支援と各種支援者への後方支援 

－具体例－[きたかみ震災復興ステーション（北上市による被災地支援組織）] 

人的被害も少なかったこともあり、被災地と支援者を繋ぐとして広域的な“被災地

支援”・“支援者支援”拠点として北上市が設置したプラットフォーム。 
被災地に対しては生活再建に関する情報等の収集・提供等を行い、支援者に対して

は専門家向けの情報を共有できる場や機会を提供している。 
 

＜支援内容＞ 

 被災地・支援者双方への支援ワンストップサービスを行っている。 
 時間の経過と共に、地域の担い手を支援・サポートする専門家を含む支援者も増加す

ることから、支援者間の支援内容の調整を促すため、支援者への後方支援を行う。 
 

＜地域への効果・地域の変化等＞ 

 支援体制のワンストップ化により支援者間の情報共有が進み、支援の偏在や重複が回

避できる。 
 北上市は被災地の支援ニーズを、支援者（都市計画の専門家等）を通じて入手できる

ため、より具体的な対応策を検討することができる。 
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担い手に対する後方支援（広域）の例 

概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 備考 

長期的に日

本型都市計

画の実現を

目指す 

・全国市長会

や地方自治

体の方々、他

の関係団体

との交流、連

携を強くして

いく考え。 

公 益 社 団

法 人 日 本

都 市 計 画

学会 

・東日本大震災を受けて、防災・復興問題研究特別委員会

を設置し、今後、３年間で最終報告をまとめるべく活動を展

開。 

・委員会のもとには、都市復興のあり方の提案と支援をテ

ーマとする部会、今後の都市防災のあり方をテーマとする

部会、大規模被災の影響と社会システムをテーマとする部

会を設置。 

・被害状況を把握する調査を実施し、復興に向けた支援対

応体制を整備 

・土木学会、建築学会、日本造園学会、地域福祉学会など

との連携を強化 

・農村計画や漁村漁港計画、森林計画や新エネルギー問

題といった関連分野の視野を広げるため、社団法人都市

計画コンサルタント協会、ＮＰＯ法人日本都市計画家協会

の協力を得て、復興計画、支援策の充実を図っている。 

・長期的な視野に立った都市の有るべき姿を提示すること

が求められており、スマートグリッドなど多様なインフラ整

備による環境に優しいまちづくり、各都市の共存共栄を実

現する都市計画、国際的な都市間競争、国内の人口減少

や高齢化を見据えた都市再生戦略、都市と農村・山村・漁

村を一体的にとらえた都市農山漁村計画など、広角的・先

進的視座と地域・市民の主体性を十分に生かしたわが国

ならではの日本型都市計画の実現を目指す。 

2011/11/18  

建設通信新

聞   

  

東日本大震

災の被災自

治体に都市

計画の専門

家 を 派 遣

し、首長に

まちづくりに

関する助言

などを手掛

ける事業 

  都 市 防 災

研究所（東

京 ・ 千 代

田、伊藤滋

会長） 

東日本大震災の被災自治体に都市計画の専門家を派遣

し、首長にまちづくりに関する助言などを手掛ける事業を

始めた。派遣資金は三菱地所や京王電鉄など民間１９社

から計約１５００万円の提供を受けた。国や都道府県に財

源を頼らない専門人材を送り込み、中立的な立場で復興

事業の立案をサポートする。 

2011/11/02

日本経済新

聞 

地方経済面 

東北 
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概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 備考 

岩手県沿岸

部の仮設住

宅で住民へ

の支援を行

っている団

体による、

住環境関連

情報共有 

地域の街づく

り 団 体 等

（例：ＮＰＯ法

人まちづくり

ぐるっとおお

つち等） 

仮 設 分 科

会（認定Ｎ

ＰＯ法人ジ

ャパンプラ

ッ ト フ ォ ー

ム、ＮＰＯ法

人いわて連

携復興セン

ター主催） 

 

 派遣先は岩手県久慈市、宮城県亘理町、福島県新地町

の３市町。自治体側の要望を踏まえ、特定非営利活動法

人（ＮＰＯ法人）、日本都市計画家協会（東京・港）に所属す

る５０歳代～６０歳代の会員を送り込む。派遣期間は来年

３月末まで。月額約４０万円の人件費は都市防災研究所

が負担する。 

 同研究所の伊藤会長は「首長がまちづくりの進め方や国

の補助制度の使い方などで助言を得られる人材が間近に

いれば、地域の復興が進みやすくなる」と強調する。３市町

の運用状況を見極めて、他地域への派遣拡大や、派遣期

間の延長を検討する。 

2011/11/18  

岩手日報朝

刊 

 

 

学生ボラン

ティアの組

織化や災害

復興支援に

携わる人材

育成などを

行うＮＰＯ法

人を設立す

る 

滝沢村の県

立大（中村慶

久学長）の学

生 

  滝沢村の県立大（中村慶久学長）の学生らは、学生ボラン

ティアの組織化や災害復興支援に携わる人材育成などを

行うＮＰＯ法人を設立する。学生を全国から受け入れ、東

日本大震災の被災地で支援活動を展開した「いわてＧＩＮＧ

Ａ―ＮＥＴプロジェクト」がきっかけ。災害などに迅速に対応

できる体制を学生主体で整え、復興や安全なまちづくりへ

の貢献を目指す。 

 法人名は「ＮＰＯ法人いわてＧＩＮＧＡ―ＮＥＴ」。設立総会

を１１月上旬に開催する予定。県への申請を経て、年度内

にはＮＰＯ法人に認定される見通し。当面は同大の学生ら

約１０人で組織し、２００７年の中越沖地震の際、現地支援

を行った卒業生らも加わる。 

 主な活動は▽学生間のネットワーク強化▽情報収集、発

信▽若者の社会活動の支援・協力▽人材育成―など。県

内外の多くの学生が地域で活躍するための場や機会も創

出する。 

2011/10/30

岩手日報 朝

刊 

同大の山本克

彦准教授が代

表理事を務める

一般社団法人

子どものエンパ

ワメントいわて

や県内５大学で

構成する「いわ

て５大学コンソ

ーシアム」など

とも連携し、情

報やニーズの

共有、活動の連

携を図る 
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概要 
域内の 

活動主体 

域外の 

活動主体 
内容 出典 備考 

建築家によ

る復興支援

のネッ トワ

ーク＜アー

キエイド＞ 

  ・建築家協

会 東北大

学 大 学 院

都 市 建 築

学 研 究 科 

小 野 田 泰

明教授（元 

伊 東 豊 雄

建 築 設 計

事務所） 

・建築家協会では、建築家による復興支援のネットワーク

＜アーキエイド＞を構築、今後被災地復興に連帯して協

力。学生＋先生で漁村の手伝い等を実施。 

・被災地の中心にある仙台において地元大学の各建築学

科を結び、建築文化の発信を担ってきた＜せんだいデザイ

ンリーグ＞を活動のプラットフォームに位置づける。 

・寄付や協力を世界中に呼びかけ、被災地再建支援のた

めの基盤づくりと活動、地震によって被害を受けたデザイ

ン教育の復興と震災知識の集積と啓蒙に充当。 

 ・＜アーキエイド＞がただちに始める活動 

①国際的なネットワークによる多面的な復興支援・地域振

興プラットフォームの構築：被災地域の復興支援や地域振

興に対して、 国際的な建築家・大学とのネットワークを活

用し学際的かつ領域横断的な人材供給を実現する創造的

な人材プールを構築して、まちづくりから、復興デザインの

コンサルティング、文化・教育的なコミュニティ・ケアなど、

多面的な支援を行う。 

②被災地の建築教育の再建／実践的復興教育サービス

の開発：復興支援・地域復興の継続的な取り組みを、文化

的復興のプロセスとして位置づけ、建築家や専門家らの専

門的な力と被災地域のニーズのマッチングを行い、そこで

行われるプロセスに住民や学生の参画を促して実践的な

復興教育サービスの開発を行うと共に、これからの地域を

支える若い人材の育成に取り組む。 

③震災知識の集積と啓蒙：今回の大震災に関する学際

的・領域横断的な研究や教育的活動をサポートし、震災に

関する知見を広く次世代に受け継いでいけるように情報の

集積と啓蒙に努める。 

・日本都市計

画学会会長 

岸井隆幸教

授 

・アーキエイド

設立趣旨書 

  

災害放送続

けるコミュニ

テ ィ ラ ジ オ

局支援へＮ

ＰＯ法人東

日本地域放

送支援機構

発足  

 

NPO 法人 

東日本地域

放送支援機

構 

  東日本大震災の被災地で、住民にきめ細かな避難、生

活情報を提供する災害放送を続けているコミュニティラジ

オ局の支援を目的。 

岩手、宮城、福島、茨城の４県では、震災後に新設され

た１６局を含む３７局が臨時災害放送局として活動してき

が、復興事業が長期化する中、年単位の放送継続が困難

な状況となり閉局した局もある。同機構は２３局の他、趣旨

に賛同した１２個人で構成。放送の復旧、運営支援と、防

災やまちづくりの推進にも寄与する。各種支援金の受け皿

にもなり、具体的には運営・技術指導、アナウンサーら人

材の派遣、番組・ＣＭの提供などに取り組む。 

住民に必要な情報を提供するには、放送の専門知識を

持つ団体による支援が必要と、震災後、被災地で１２局の

開局支援と６千台の小型ラジオ配布を行ってきた東北コミ

ュニティ放送協議会（会長・玉井恒山形コミュニティ放送社

長）が中心になり、設立準備を進めてきた。 
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