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被災地の復興計画における施策事例 

 

・各分野について、復興庁の「新しい東北」における先導的な取り組み内容と被災 3県の市町村の復興

計画における施策・事業の概要を整理した。 

 

（1）教育に関する分野 

①復興庁の「新しい東北」における先導的な取り組み 

項目 内容 

元気で健やかな子ども

の成長を見守る安全な

社会 

子どもの成長を育む地

域の遊び場づくり 

・少数のプレイリーダー（指導員）だけでなく、地域のボランティ

アが主体となった遊び場づくり活動を展開。 

・一方、プレイリーダーは、心のケア等の専門的な能力を高め、

心身の両面から子どもの育成を支援。 

「地域」で「地域の若

者」を育てる仕組み 

・地域の高校生が、自分たちの将来像を描きつつ、自らが職場

体験やインターンシップの受入先を検討・開拓。「地域」で

「地域の高校生」を育てる体制を構築。 

安心して遊べる空間を

備えた災害公営住宅 

・2 階の回廊に面して幼児が安心して遊べる空間を設置。ま

た、共用廊下側から内部の明かりが分かる、「見守りタイプ」

の間取りを用意。 

学びを通じた被災地の

地域コミュニティ再生支

援事業 

・被災地の自律的な復興に向けて、学校や公民館等の社会教

育施設等を活用し、子どもたちの学習支援や、地域住民の

学習・交流活動の促進等を通じて、地域コミュニティを再生。 

 

②復興計画における事業概要 

復興計画における事業概要 

○宮城県山元町 

＜子どもの遊び場確保事業＞ 

・震災により減少した公園等の再建や創出を検討し、これまで以上に自然と触れ合える、安心、安全な子どもの遊

び場整備を行う 

○宮城県名取市 

＜地域への愛着を育てる教育と将来を担う人材の育成＞ 

・子どもたちの海と陸（おか）の体験・遊びの場づくり 

○福島県本宮市 

＜屋内・屋外遊び場づくり＞ 

・屋内遊び場を拡充するとともに、記念樹の杜を屋外遊び場として整備・改修し、屋内・屋外遊び場全体を「スマイ

ルキッズパーク」とするなど、市内の遊び場を充実させ、子どもたちやその親たちが安心して活動できる環境をつ

くる 
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復興計画における事業概要 

○宮城県 

＜キャリア教育支援事業＞ 

・高校生が将来、震災復興後の地域の担い手となるよう、様々な体験を通して社会的自立・職業的自立に向けた基

盤となる能力や態度を育成するため、学校と地域との連携を強化するとともに、各校の「志教育」への取組に対し

支援する 

○宮城県仙台市 

＜学都の資源を生かした取組の充実強化＞ 

・ＮＰＯにおける学生のインターンシップの機会づくりや学生の交流の場の設定をさらに進めるなど、「学都仙台」の

持つ資源が復興まちづくりに活かされるような取組みを推進する 

○岩手県大槌町 

＜地域を担う子供たちの教育環境の向上＞ 

・地域で子どもが育つ教育機能の維持と、教育的な活動を通した地域の活性化のための開かれた学校づくりの見

直しを進める。また、地域と学校の教育力を高める「いわて型コミュニティ・スクール」を推進する 

・町内すべての小中学校を「いわて型コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育校」として位置付け、教育内

容の連続性や適時性を一層重視した特色ある教育課程を編成し、児童生徒の豊かな人間性や社会性を育みな

がら、ふるさと創生に向けた「生き方」教育を推進する 

○宮城県仙台市 

＜学びを通じた人づくりの推進＞ 

・学校支援地域本部などの「地域とともに歩む学校づくり」や「仙台自分づくり教育」の一層の充実を図りながら、まち

づくりの将来の担い手でもある子ども達が、自ら未来を切り開いていく力を育む 

・市民センター等のける生涯学習・社会教育事業について、地域課題の解決や復興まちづくりの担い手の育成に

向けた取組の強化を図るとともに、学びの効果が活かされる仕組みづくりを進める 

○岩手県 

＜学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業＞ 

・被災地における学校教育を地域全体で支援する体制づくりを推進し、教員の負担軽減を図るとともに、地域の教

育力の活性化を促進 

○岩手県釜石市 

＜学びが実践につながる生涯学習社会の形成＞ 

・市民がそれぞれのライフステージに応じて自ら学ぶような機会を創出し、自主的で自立的な学習社会をつくる 

○福島県いわき市 

＜学校・家庭・地域が一体となっての学びの機会の提供＞ 

・震災時において、公民館が避難所となり、食料配布などの災害時の拠点としての役割や連携体制の課題を踏ま

え、公民館を地域の拠点として地域と学校、家庭をつなぐために地域ぐるみで子どもを育てる体制を整備し、より

質の高い有意義な学びの機会の提供を行う 
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（2）福祉に関する分野 

①復興庁の「新しい東北」における先導的な取り組み 

政策 施策 事業概要 

「高齢者標準」による活

力ある超高齢社会 

「次世代型地域包括ケ

ア」の推進 

・24 時間対応の在宅医療・看護・介護等を目指し、自治体・

NPO等が協働し、多職種連携システムを構築。 

 

農園を活用した健康づ

くり 

・特に高齢者を中心に、農場での活動が参加者にどのような影

響を及ぼすか実証的に検証。より持続的に実施していくため

の具体的な方法についても検討 

コミュニティ・サポートセ

ンター 

・高齢者自身の社会参加による共助的なコミュニティ支援（高

齢者の健康づくりサービス、子育て支援、小中高生の居場

所づくり等）などを推進する拠点づくり。 

コミュニティ形成に配慮

した災害公営住宅 

・入居者と歩行者の日常的な交流を生み出す工夫として、各住

戸南側に縁側を設置。団地の入り口には地域全体の交流の

場となるような集会所と広場を配置。 

スマートウェルネス住宅

等推進事業 

・サービス付き高齢者向け住宅の整備、住宅団地等における

併設施設の整備、高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安

定確保・健康維持増進に係る先導的な住まいづくりの取組

みを支援。 

 

②復興計画における事業概要 

復興計画における事業概要 

○宮城県 

＜ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した医療連携構築事業＞ 

•医療従事者の不足が懸念される中、切れ目のない医療の提供体制を推進するため、ICT を活用した地域医療連

携システムを構築することにより、病院、診療所、福祉施設、在宅介護事業者等の連携強化・情報共有を図り、子

どもから高齢者までだれもが、県内どこでも安心して医療が受けられる体制を構築する 

○宮城県仙台市 

＜誰もが安心できるきめ細かなケア＞ 

・高齢者が安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護や住まいはもとより、福祉サービスを含めたさまざまな

生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムを、東部地域の新たなまちづくりの中で推進する 

○岩手県陸前高田市 

＜地域包括医療システム構築事業＞ 

・市内の診療所、県立高田病院及び県立大船渡病院等との連携強化に努めるとともに、健康づくりの拠点として診

療所等の整備を図る 

○岩手県大槌町 

＜高齢者が安心して暮らせる社会の確立＞ 

・高齢者が住み慣れた地域社会の中で安心して暮らし続けることができるよう、地域包括ケアに基づく介護サービス

等の充実を図る 
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復興計画における事業概要 

○宮城県多賀城市 

＜シルバーふれあいサロン事業＞ 

・応急仮設住宅に居住する高齢者の要介護状態への進行を予防するため、高齢者等の健康管理や生活指導を行

い、また、住宅内での孤立感を解消してコミュニティの形成を支援する 

○岩手県釜石市 

＜暮らしのための災害公営住宅の整備＞ 

・避難機能や福祉、商業機能等と一体となった複合型公営住宅の整備 

○福島県新地町 

＜災害公営住宅整備事業＞ 

・仮設住宅と同様に、公営住宅についてもコミュニティに配慮した配置を検討する 

○福島県南相馬市 

＜街なか活性化＞ 

・コンパクトシティの考えの下に、災害集団移転による移住や災害公営住宅を市街地及びその周辺部に建設し、街

なか居住を促進することで、商業の活性化、街なかの賑わい創出を図る 

 

 

 

（3）環境に関する分野 

①復興庁の「新しい東北」における先導的な取り組み 

政策 施策 事業概要 

持続可能なエネルギー

社会（自律・分散型エ

ネルギー社会） 

温泉熱を活かした六次

化産業創出 

・温泉熱エネルギーによる植物工場（野菜・果物栽培）や陸上

養殖場を設置。これらの生産物により六次化商品も開発。活

力ある「エコ温泉地」を目指す取組。 

農業と発電の一体的展

開 

・被災地において農業と発電を一体的に展開する営農型太陽

光発電の実証実験を実施。農地を立体的に活用する試み

で、栽培畑の上に両面太陽光パネルを設置し、発電効率と

農作物の種類、適合性、生育状況などを調査、農作業と発

電事業の両立による農村基盤の強化につなげる取組。 

自然エネルギーを採用

したエコタウン（災害公

営住宅） 

・エコモデルタウン構想として、復興公営住宅と戸建住宅に情

報通信技術を用いたエネルギーマネジメントシステムを整備

し、各戸に電力使用量の「見える化」を行う設備を設置。非

常時の電力共有とともに、平常時の電力需給調整を実施。 

浮体式洋上ウィンドファ

ーム実証研究事業 

・本格的な事業化を目指した世界初となる浮体式洋上風力の

実証事業を実施し、世界最先端の技術を開発・実証。 
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②復興計画における事業概要 

復興計画における事業概要 

○宮城県仙台市 

＜農業再生のための基盤整備と新たな土地利用＞ 

・農業用途のエネルギー確保を持続的なものとするため、太陽光や太陽熱をはじめとする再生可能エネルギーの

積極的な活用を促進する 

○宮城県登米市 

＜小水力発電の調査検討＞ 

・農業用小水路等の落差を利用して発電する小規模な水力発電についての調査検討を進める 

○岩手県久慈市 

＜自然エネルギー利活用畜産事業＞ 

・畜舎等に自然エネルギーを活用した発電施設を整備し、災害に強い畜産経営の確立 

○宮城県仙台市 

＜エコモデルタウン＞ 

・非常時におけるエネルギー確保や特定のエネルギー源への依存度を低減させるため、関係機関と連携して再生

可能エネルギーや天然ガスを含めたエネルギー構成の最適化に取り組む 

・平時においても高いエネルギー効率と経済性を両立するモデル的な取り組みを推進する 

・次世代電力（スマートメーター）の導入や、それらの機器とＩＣＴ（情報通信技術）を活用した各種サービスの開発を

促進する 

○宮城県気仙沼市 

＜集団移転地エコタウン化＞ 

・再生可能エネルギーを活用した未来型都市の創造をめざし、移転住宅における太陽光発電の設置や街路防犯

灯のハイブリッド発電・ＬＥＤ導入などを推進し、併せて、地域内の生ごみのコンポスト化など、廃棄物の減量や有

効利用の取組を推進する。また、電線の地中化など景観にも配慮したまちづくりにも努める 

○福島県相馬市 

＜災害公営住宅へのソーラー搭載＞ 

・新しく建設する災害公営住宅には、再生可能エネルギーを利用する。 

・今後、復旧・再建する公共施設においては、最大限再生可能エネルギーの活用を検討する 

○岩手県 

＜洋上ウィンドファーム事業化促進事業＞ 

・洋野町沖合海域における着床式洋上風力発電の事業化に向け、地域受入体制の構築や環境・漁業への影響調

査、関係者とのネットワーク強化等を実施 

○福島県いわき市 

＜洋上風力発電導入に向けた調査研究＞ 

・浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業を契機に、将来の製造拠点化を見据え、関連産業の集積、地域産業の

参入等に関する調査・研究を実施する 
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（4）防災に関する分野 

①復興庁の「新しい東北」における先導的な取り組み 

政策 施策 事業概要 

頑健で高い回復力を持

った社会基盤（システ

ム）の導入で先進する

社会 

地域課題に応じた防災

訓練モデル化 

・地域の危機管理能力向上を目指し、地域課題に応じた住民

参加による避難訓練手法等のモデルを構築。 

 

地域コミュニティに配慮

した住宅街の設計 

・地域コミュニティの活性化に向け、地域住民が主体となって、

住宅や共有スペース等のハード設計案の検証と、活発な集

会活動が継続されるようなワークショップ等のソフトの提供手

法の検証を行うことで、人口減少・少子高齢化における住宅

街のモデルを開発する取組。 

防災や安心・安全の確

保を目指したまちづくり 

・浸水区域における建設のため、安全性に配慮し２階以上に住

宅を配置。 

・屋上には避難スペース、防災倉庫を整備し、周辺にお住いの

方も一時避難が可能な地域の防災拠点。 

・触れ合いを喚起するため、２階レベルにデッキを設置。多世

代間交流の実現に向け、保育所、高齢者生活相談所、集会

所を一体的に配置。 

 

②復興計画における事業概要 

復興計画における事業概要 

○宮城県 

＜地域防災力向上事業＞ 

・大規模災害発生時には、公的機関の対応に加え、地域コミュティの中で組織される自主防災組織による対応が不

可欠であるため、この組織において中心的役割を果たす地域防災リーダーを養成するもの。また、一般県民を対

象とした防災学習についても、新たに津波対策を盛り込むなど充実させた内容で実施する 

○岩手県釜石市 

＜防災意識づくりの推進＞ 

・防災意識の高揚を図るため、他の市町村や研究機関との協力・連携した活動を展開する 

・震災の辛い教訓を生かし、被害を最小限に食い止めるため、防災関係機関と連携しながら、地域と密着した実践

的な津波避難訓練や防災訓練を実施する 

・地域防災力の強化を図るため、それぞれの地域の環境に即した自主防災組織の結成の促進と活動の充実に努

める 

○岩手県大槌町 

＜防災意識の普及啓発＞ 

・防災教育の徹底（全町民参加での避難訓練、学校、地域の防災教育、津波の伝承等）を図り、防災知識の普及

と、防災に関する十分な意識・知識・技能を有する防災士や自主防災組織のリーダーの養成を計画的に実施し

ていく 
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復興計画における事業概要 

○宮城県石巻市 

＜コミュニティ形成支援事業＞ 

・町内など比較的小さいエリアによる交流事業から、コミュニティの再生と、人と人との繋がりの回復を図り、新たな取

組みに対して支援を行う 

○岩手県 

＜応急仮設住宅等地域コミュニティ活性化事業＞ 

・応急仮設住宅等での住民相互のコミュニケーションの維持や地域コミュニティを継続するための事業を、市町村、

関係機関及びＮＰＯ等と連携して実施 

○岩手県釜石市 

＜地域コミュニティの維持再生＞ 

・市内８地区に設置している生活応援センターの実績と機能を生かし、津波の浸水がなかった地域では町内会活動

の活性化、被災地域では町内会組織の再構築、仮設住宅団地では自治組織の結成を促進する 

・被災した生活応援センターや集会施設等の再建を図り、まちづくりの担い手となる地域住民の活動拠点を再構築

する 

○福島県相馬市 

＜応急仮設住宅生涯学習推進事業＞ 

・災後の新たな生きがいづくりや心身のリフレッシュ、地域コミュニティづくりを目的に応急仮設住宅の集会所を利用

して、生涯学習講座を実施する 

○宮城県東松島市 

＜防災拠点施設整備事業＞ 

・発災時、中核的な役割を担う防災拠点移設を対象に、自立分散型エネルギー機能、通信機能強化等を実施する 

○福島県いわき市 

＜防災機能を有する都市公園の整備＞ 

・本市全体の広域的な防災拠点としての機能を有する公園や、津波被災地における避難場所となる公園を整備す

るとともに、災害時における飲料水の応急的な供給体制を確保するための耐震性貯水槽を整備する 
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（5）産業に関する分野 

①復興庁の「新しい東北」における先導的な取り組み 

政策 施策 事業概要 

高い発信力を持った地

域資源を活用する社会 

中山間地域における植

物工場の活用 

・人工光を利用する完全密閉型の栽培施設。洗わずに食べら

れ、病害・虫害が少ないため無農薬での栽培が可能。安定

供給や高付加価値の野菜の栽培により、新たな販路の開拓

を目指す取組。 

「旅館」のブランド価値

向上 

・グローバル市場における旅館の価値向上を目指し、海外から

の予約が可能な旅館専用の予約サイトや、海外の旅行会社

等との商流を活性化させる在庫管理システムを導入。 

伝統技能と先端技術の

融合によるなりわい再

生 

・地域のものづくりの発展を目指し、伝統技能と先端技術を融

合させ、新製品を開発。併せて、地域の障害者や高齢者の

社会参画も促進。 

「三陸ジオパーク」の観

光資源化 

・広域の市町村が一体となり、地形・地質の特徴のほか、防災

教育や体験型の観光等を取り入れることによって、広く観光

振興を図っていこうとする取組。 

防集跡地を活用した大

規模な農地整備 

・浸水区域における建設のため、安全性に配慮し２階以上に住

宅を配置。 

・屋上には避難スペース、防災倉庫を整備し、周辺にお住いの

方も一時避難が可能な地域の防災拠点。 

・触れ合いを喚起するため、２階レベルにデッキを設置。多世

代間交流の実現に向け、保育所、高齢者生活相談所、集会

所を一体的に配置。 

横断的な課題の解決 人材育成 

 

地域の課題解決に取り

組む人材の育成 

・被災地で課題となっているテーマを使った実践的なワークショ

ップ等を通じて、地域の課題解決に長期的に取り組んでいく

人材を育成。 

IT活用支援 

 

被災地におけるＩＣＴの

利活用支援 

・被災事業者のＩＣＴの利活用（Ｗｅｂサイトの構築等）を促進す

るため、全国の専門人材・企業の支援を被災地に結び付け

るマッチングを実施。 

起業支援 

 

地域を支える起業家の

育成・支援 

・地域を支える起業・創業の支援に向け、地域資源を活用した

マッチングやベンチャーファンドといった仕組みを構築。 
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②復興計画における事業概要 

復興計画における事業概要 

○宮城県石巻市 

＜植物工場推進事業＞ 

・関係機関と連携し、ＩＣＴを活用した植物工場の誘致による先進的な農業を推進する 

○岩手県陸前高田市 

＜太陽光型植物工場誘致推進事業＞ 

・浜田地区を食農産業モデル地域として設定し、太陽光型植物工場の企業立地を推進するため、用地等の立地環

境の整備支援を行う 

○福島県南相馬市 

＜安定経営を目指した複合経営の促進＞ 

・植物工場や花卉工場などを活用した農産物の生産、大規模化や複合化などによる農業経営の強化、加工・販

売、エネルギー供給などを一体的に行う複合経営の促進により、農林水産業の再興、地域産業の活性化、通年

雇用の実現を目指す 

○福島県楢葉町 

＜植物工場の導入促進＞ 

・意欲的に町の農業の再生を目指すため、植物工場の導入を図る。これは、現在普及している温室栽培と異なり、

外界の土壌や水を使うことなく、光・温度・湿度・二酸化炭素、培養液などの環境条件を人工的に制御した施設の

中で生産することから、放射性物質の影響を受けずに高品質な野菜などの通年生産が可能となる。また、農家や

農業生産法人だけでなく建設業など多様な担い手が期待できるので、将来の新しい農業形態として積極的に推

進を検討する。なお、初期投資等が必要な施設型農業であることから、国の制度資金を活用したモデル事業に

取り組む 

○宮城県栗原市 

＜ジオパーク検討事業＞ 

・被災地域の一部保存とジオパークとしての活用の検討 

○岩手県 

＜三陸ジオパーク推進事業＞ 

・世界ジオパーク申請を視野に入れた情報発信及び受入体制の整備等を推進 

○岩泉町 

＜いわて三陸ジオパーク推進事業＞ 

・沿岸地域の情報発信、地域資源の活用、地域振興活動を促進 
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復興計画における事業概要 

○宮城県気仙沼市 

＜次代を担う地域産業の人材育成支援＞ 

・企業の再開支援とともに、企業の従業員に対する研修会の実施や研修等への補助制度の創設等、人材育成に係

る事業の充実とメニュー化を図るとともに、県の富県宮城実現に向けた各種人材育成施策の周知や活用促進な

ど、商品開発、技術、販売等の様々な面において、次代を担う地域の企業の人材育成を支援していきます 

○岩手県 

＜いわてものづくり産業人材育成事業＞ 

・内陸地域と沿岸県北地域とのものづくりネットワーク間の連携を強化し、小中学生から企業人まで、多様で厚みの

ある産業集積を支える高度な産業人材の育成を支援 

○岩手県大船渡市 

＜いわてものづくり産業人材育成事業＞ 

・県内陸地域と沿岸・硯北地域のものづくりネットワーク間の連携強化と産業集積を支える高度な産業人材の育成を

支援 

○福島県いわき市 

＜地域におけるリーダーやサポーターなどの人材育成＞ 

・まちづくりを担う人材を育てるための研修や交流事業、自治会・町内会等の運営を担う人材を育てるための研修会

なあどを実施する際に、必要な経費の一部を助成する。平成 23 年度からは、震災からの「まち」の復興や再生を

担う人材を育てるための研修や交流事業を新たに対象事業に追加している 

○福島県伊達市 

＜地域の産業人材育成支援事業＞ 

・本県復興に資する力強い産業を築いていくためには、その基盤を担う豊富な知識・技術を有する主体性のある創

造力豊かな人材の育成が急務であることから、その育成方策を検討するとともに、地域産業のニーズを踏まえた

人材を確保していくための育成事業を実施する 

○岩手県 

＜ＩＣＴを活用した保健・医療・福祉サービスの連携推進＞ 

・医療の地域格差の解消等を図るため、通信技術を応用した遠隔医療の実施に必要な設備機器等の整備や医療・

健康情報共有基盤の構築を支援 

○岩手県大槌町 

＜ＩＣＴ(情報通信技術)や再生可能エネルギーの活用＞ 

・再生可能エネルギーの導入と合わせて、緊急時における住民に対する確実、迅速な情報の提供を可能とする災

害に強い情報システムを構築する。 

・また、臨時災害放送局（災害ＦＭ）を立ち上げることで、復旧・復興に向けた各種行政情報等を幅広く住民に提供

していくよう努める 

○福島県伊達市 

＜ＩＣＴ活用事業＞ 

・外部人材であるＩＣＴ支援員を配置するなどして、ネットワーク環境のさらなる改善、デジタル機器、デジタル教材の

導入を図り、児童・生徒の情報活用能力、情報取捨選択能力の育成を図る 
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復興計画における事業概要 

○福島県新地町 

＜ＩＣＴ教育の充実による情報活用能力の育成＞ 

・防災教育の充実と本町の学校教育の特徴であるＩＣＴ教育のさらなる充実に努め、災害に対して強い人材の育成

と情報活用能力の育成を図る 

○宮城県多賀城市 

＜地域復興インキュベート・ベンチャー支援事業＞ 

・地域経済復興の足取りを確かなものとし、かつ、中長期的な経済発展の礎を築くべく、新たな事業展開や起業支

援を行う。主として、ソニー多賀城事業所が地域復興事業として行う空建物の地元企業への貸与事業とタイアッ

プし、ベンチャー、インキュベーションオフィス入居支援等を通じて、起業家育成と事業活動の成長発展を促す 

○岩手県 

＜さんりく未来産業起業促進事業＞ 

・被災地に新たな産業を創出し、雇用拡大と魅力ある事業展開による地域経済の活性化を図るため、被災者等の

起業を支援するとともに、専門家による経営指導をきめ細かに行い、被災地域の起業を促進 

○福島県いわき市 

＜創業者の支援＞ 

・震災により今後雇用情勢の悪化が見込まれる中、自ら事業を興そうと創業を志す方が増加することが想定されるこ

とから、これら起業家を効果的に輩出することを目的に、いわき産業創造館創業者支援室を核として、創業者の

ビジネスを軌道に乗せるための総合的な支援を行う 

○福島県郡山市 

＜技術競争に勝ち抜ける新技術開発への支援＞ 

・関係機関と連携し、創業者・起業者支援や新事業創出、新技術開発促進への支援を図るとともに、企業の国内外

への取引拡大、新事業創出のための支援を行うなど、商工業者への各種支援を行う 

 

 

 


