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【公益】地域振興・東日本大震災復興支援 

 

 

１．補助の目的・概要 

地域振興補助は、従来、住民参加型のまちづくり、まち興し等のイベントに対し支

援を行ってきたものであるが、平成 23 年度においては、平成 23 年 3 月 11 日に発生

した東日本大震災により甚大な被害が発生したことに鑑み、被災地や避難地域の復興

ニーズに緊急に対応するため、「東日本大震災復興支援補助」として実施した。 

 

２．補助実績（件数・金額） 

 

平成 23年度においては、第１次募集（平成 23年 5月 10日から 7月 15日）で 73件

2億 300万円の補助要望があり、そのうち 36件 1億円の支援を行った。第 2次募集（平

成 23年 11月 17日から平成 24年１月 31日）では 79件 2億 400万円の補助要望があ

り、そのうち 17件 4,100万円の支援を行い、平成 23年度補助事業として合計 53件 1

億 4,100 万円の支援を行った。なお、55 件の内定事業のうち、2件が辞退となった。 

 

３．補助事業の事例 

被災地域の記録、調査活動 

大学共同利用機関法人 

人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 

被災地（三陸地方沿岸部）の文化財の保全活動。 

8000 点以上の文化財を救出し、そのうち 3 月末の

時点で約 5200 点整理し目録を作成することがで

きた。また「文化遺産の復興を支援する―東日本

大震災をめぐる活動」（2012 年 3 月 17・18 日開催）

などにおいて、大規模災害時における文化財救出

支援のあり方について報告した。 
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23年度 152 407 53 141 

24年度 121 355 53 136 

25年度 48 134 13 35 

※辞退となった事業を除く 
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被災者や被災地域が自ら行う復興活動 

NPO 法人 多言語センターFACIL 

被災移民のための情報発信（タガログ語）を通じ

た移民コミュニティのネットワーク作り活動。多

言語の災害情報音声データの作成やフィリピン人

被災女性による番組制作を行った。また、Facebook

やSNSなどを使って情報の提供や交換を行ったこ

とでコミュニケーションの輪が広がり、またフィ

リピン本国の家族もマスメディアが伝えない被災

現地の情報を広く知ることができた。フィリピン

からもメディアが取材のため訪れるなど、波及効

果もあった。 

 

 

４．補助事業の成果 

被災地の記録、調査活動事業として国立歴史民族博物館の被災地（三陸地方沿岸部）

の文化財の保全活動について補助を行った。救出した文化財は、古文書や民具といっ

た一般の住宅に保管されている文化財であり、地域の生活に関するこれらの文化財は

これから復興・再生していくにあたって記憶やアイデンティティの核となることが期

待される。またシンポジウムや出版物などを通じた活動報告は、今後大規模災害が発

生した際における文化財保全活動の指針となるものであり、同様の災害が起こったと

してもより多くの事物を後世へ伝承する一助となることが期待できる。 

被災者や被災地域が自ら行う復興活動として、多言語センターFACIL の被災移民の

ための情報発信と移民コミュニティのネットワーク作りについて補助を行った。この

活動により、Facebookや SNSなどのツールを使って支援情報を集めたり、自分たちの

近況を知らせあったりするなどの情報提供・交換を行い、自助グループ形成に向けて

コミュニケーションが広がった。震災前には全くつながりのなかったフィリピン人女

性たちの約 60 家族のうち三分の一ほどが定期的に会ったり、連絡を取り合ったりし

ている。この自助グループができ始めたことで情報が共有され、海産物加工業などに

従事していて震災後に職を失った方々を中心に介護ヘルパーの資格を取得する勉強

を始めるなど生活を立て直すための活動も生まれており、コミュニティ作りから復興

活動へと確実にステップアップしている。 

   他にもさまざまな復興支援活動が行われた。当該年度において行われた事業及び実

施事業者は、以下のとおりである。 
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  事業者名 事業概要 

1 (N)子どもの権利条約総合研究所 
被災した子どもたちが意見表明･発信･参加でき

る仕組みの構築 

2 (一社)ピア 
被災地域のがん患者等のウイッグ（かつら）の

ニーズ調査･支援活動 

3 (認 N)アレルギー支援ネットワーク 被災アレルギー患者･家族への支援 

4 
法政大学(サステイナビリティ研究教

育機構) 

被災市民調査の実施、仮設住宅エリアのニーズ

調査 

5 (N)多言語センターFACIL 
被災移民のための情報発信(タガログ語)を通じ

た移民コミュニティのネットワーク作り 

6 (N)東北みち会議 
｢道の駅｣による被災地域支援拠点、支援の仕組

みの構築 

7 (財)福島県労働保健センター 
避難区域等における避難が困難な住民への健康

調査の実施 

8 (N)グローバルヒューマン 被災者へのカウンセリング･生活再建支援活動 

9 早稲田大学理工学術院総合研究所 被災地(三陸地方)の地形調査 

10 北塩原村商工会 
避難民受け入れ地域における震災復興イベント

の開催 

11 (N)ワンワンパーティクラブ 被災者のペット(犬)一時預かり支援活動 

12 東北公益文科大学 被災地の高齢者ケア施設への調査･支援活動 

13 (N)いわて景観まちづくりセンター 景観資源の被災状況の調査･報告活動 

14 (N)アーバンデザイン研究体 ｢復興まちづくり｣のための調査･提案活動 

15 (N)未来図書館 

被災した児童･生徒へのキャリア教育支援(被災

児童が各々より幸せに生きるための教育支援)

に向けた現状調査 

16 (N)全国美術デザイン教育振興会 
被災者のメンタルケアを目的としたカウンセリ

ング支援活動 

17 (公社)日本水産学会 三陸沿岸の湾の水質調査 

18 (N)映像記録 
被災地域の復興基礎資料となる記録映像の撮

影･制作活動 

19 田村学園 多摩大学 
被災地災害対応拠点としての｢道の駅｣調査･分

析 

20 (N)よつくらぶ 
｢道の駅よつくら港｣を拠点とした地域復興支援

活動 
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21 
(N)日本アントレプレナーシップアカ

デミー 

被災企業と支援企業のマッチング事業創出のた

めの調査活動 

22 (N)栄村ネットワーク 
被災者自らが発信する被災･復興に関する情報

誌の発行 

23 東北工業大学 
仮設住宅地(長町)における仮設入居者への支援

活動 

24 (N)ひたち NPOセンター･with you 
被災地(常磐地域)の市民、行政、企業のネット

ワークにかかる実態調査活動 

25 (一社)社会応援ネットワーク 
被災した子どもたちへの心のケアを目的とした

冊子作成のための取材･調査活動 

26 
松本大学東日本大震災災害支援プロ

ジェクト 

被災地小学校(石巻市立大街道小学校)へのカウ

ンセリング支援活動 

27 (N)日本リザルツ 
被災者の生活･事業再建支援を目的とした調査

活動 

28 (公社)日本フィランソロピー協会 
企業人ボランティアの被災地派遣コーディネー

ト活動 

29 (N)こころの応援団 
群馬県内の避難者の心のケアを目的としたサロ

ンの開催と送迎サービス活動 

30 
(N)いわて発達障害サポートセンター

えぇ町つくり隊 

被災地(陸前高田市)における発達障害児支援の

ための調査活動 

31 (N)キッズドア 
被災地(南三陸町)の子どもの心のケアを目的と

した支援活動 

32 (N)杜の考房 
被災地コミュニティ再興と被災者（高齢者）の

心のケアを目的とした調査・支援活動 

33 茨城大学工学部 
被災地(茨城県)の街づくり計画への提案を目的

とした調査活動 

34 
大学共同利用機関法人 国立歴史民俗

博物館 
被災地(三陸地方沿岸部)の文化財の保全活動 

35 
(N)ゆうきの里東和ふるさとづくり協

議会 

被災地(福島県東和地区)におけるエネルギー循

環システムの構築を目的とした復興活動 

36 (N)農家のこせがれネットワーク 
被災地(名取市、白石市)の農業復興支援及び交

流活動促進事業 

37 (N)音楽療法 NPOムジカトゥッティ 
音楽療法による被災者のメンタルケア等支援活

動 

38 (一社)チーム王冠 ｢自宅避難者｣への支援を目的とした調査活動 

39 (N)パラリンピックキャラバン 
被災地での子ども、高齢者を対象としたコミュ

ニティ再生支援活動 

40 
(一社)難病の子どもとその家族へ夢

を 

被災地の難病と闘う子どもとその家族を対象と

した生活支援を目的とした調査活動 

41 (一財)日本スポーツコミッション 
石巻地区におけるスポーツ施設等の利用復旧に

向けた基礎調査活動 
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42 (N)レスキューストックヤード 
被災地への救援物資提供マニュアル作成を目的

とした調査活動 

43 (N)地･LOHAS 推進会議 
福島県浪江町で被災した窯元への雇用創出を目

的とした｢窯開き｣イベント支援活動 

44 (N)いわき NPOセンター 
いわき地区における危機管理機能の強化を目的

とした活動 

45 (N)エフ･オー･イージャパン 
石巻市北上町十三浜における地域復興拠点の設

置事業 

46 (N)フォルダ 
大船渡市における総合型地域スポーツクラブの

設立事業 

47 (N)遠野まごころネット 
陸前高田市広田地区における共同作業施設設置

事業 

48 (N)浦戸福祉会 
宮城県の離島である浦戸地域でのいきがい創出

支援事業 

49 
(認 N)ふくしま NPO ネットワークセン

ター 

福島市における｢まちの駅｣ネットワーク化推進

事業 

50 早稲田大学 都市･地域研究所 

二本松市･東京都に避難している浪江町民への

ヒアリング調査に基づいた復興まちづくり支援

事業 

51 (N)サンクチュアリエヌピーオー 
被災した閖上海岸(名取市)にハマボウフウの育

苗床を整備する海岸環境復元事業 

52 (N)オン･ザ･ロード 石巻市の商店街の店舗リニューアル支援事業 

53 (N)コラボ NPOふくい 
けせん朝市(陸前高田市)復興のために必要な基

盤整備事業 

 

５．事業者の声等 

平成 23年度より新たに補助対象事業とした分野であることから、アンケートを実施

した。 

「福島県内においては原発事故によりこれまでの状況が一変し、放射線に対する健

康不安へどう対処するかが大きな課題になっている。」「被災地域でのコミュニティ再

生が非常に重要であることが、今回の調査でよく解った。」「再生が進んでいる地域は、

自分達の力で乗り越える気概が皆さんにあるが、現実は少なく、数カ所の地域だけで

ある。」などの声があった。また、事業内容により期間の延長、事業の継続実施の必

要性を訴える意見が複数あった。 

 

６．補助事業の評価 

事業完了後の事業者の自己評価の総合評価は、評価対象 52 件（１補助事業で複数

項目を評価していることがあるため事業数とは異なる）のうち、5 段階評価で、評価

５[極めて高い]が 7 件、評価４[比較的高い]が 36 件、評価３[ほぼ問題ない]が 9 件
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であった。 

事業者の自己評価等を踏まえＪＫＡで評価を行ったところ、Ａ++[極めて高い]が 10

件、Ａ+[比較的高い]が 36件、Ａ[概ね十分]が 6件と、すべての事業で補助事業とし

て概ね十分と評価されるＡ以上の評価となっており、ＪＫＡの取り組みとして初の緊

急的支援であった補助の目的どおり、東日本大震災の被災地や避難地域の復興ニーズ

に即応できたと思われる。 

 

７．今後の検討課題 

   東日本大震災から２年を経過して、震災“復旧”から“復興”、さらに地域再生へと

支援すべき方向が変わってきている。被災後３年を経過する平成 26年度に、どのよう

な事業を支援すべきか検討が必要である。 

本来の地域振興、震災復興支援補助のあり方として、被災地の住民へ還元されるこ

とを前提として補助を行ってきた。反面、最近の要望案件の中には研究事業も多くみ

られることから、震災復興、地域再生に向けて意義のある事業かどうか、被災した方々

にその成果・効果が還元される事業であるかどうか、それぞれの事業について改めて

検証する必要がある。 

東日本大震災以降も、地震、竜巻、暴風雨、洪水など自然災害が発生し、大きな被

害を受けた地域もある。非常災害の援護事業と枠組みが重なるところでもあるが、Ｊ

ＫＡとして地域振興の観点から何ができるのか、改めて検討する必要がある。また、

震災復興と同時に、従来の地域振興（まちづくり、活性化イベント等）についてもそ

の必要性が減じた訳ではなく、今後の取組みについて併せて検討すべき時期に来てい

る。 

 


