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日本の再生を図ること」とし、「単なる復旧にとどまらな

い、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指した復

興を行うこと」という「創造的復興」を基本理念に掲げた。

　また、復興に関する国・地方公共団体・国民の役割を

明確化するとともに、復興に関わる施策が効率的かつ

円滑に実施されるための手段として、復興庁を設置す

ることを定め、復興を支える体制を整えることを示した。

復興の基本方針の策定

　政府は、平成23年７月に「東日本大震災からの復興

の基本方針」を策定し、復興期間を平成32年度までの

10年間と定め、平成23年度から平成27年度までの５

年間を「集中復興期間」と位置付けた。

　さらに、復興を支援する仕組みとして、「復興特区制

度」や「使い勝手のよい交付金」の創設、民間の力によ

る復興の促進（「新しい公共」）等についても盛り込んで

いるほか、復興事業の規模と財源の確保の方法等につ

いても示し、国による復興のための取り組みの全体像

を明らかにした。

関連法の制定

　平成23年12月２日には「復興財源確保法（東日本大

震災からの復興のための施策を実施するために必要

な財源の確保に関する特別措置法）」が施行され、復

興財源を確保するための財政措置と税制措置が定め

られた。

　また、復興基本法において早期設置が求められてい

た復興庁については、平成23年12月16日にその設置と

任務、組織、所掌事務を定めた「復興庁設置法」を公布

し、平成24年２月10日には復興庁を設置するとともに、

その地方機関として復興局を岩手県、宮城県、福島県

の被災３県に置いた。復興局は被災地に寄り添うワンス

トップ窓口として、復興推進のための大きな力となった。

　平成23年12月26日に施行された「復興特区法（東

日本大震災復興特別区域法）」では、復興特別区域制

度が規定され、被災自治体は復興推進計画、復興整備

計画、復興交付金事業計画を策定して認定を受けるこ

とで、事業実施に係る手続きに関する特例措置や税制

上の特例措置、復興交付金制度の活用などが可能に

東日本大震災以前の制度

　過去の大規模災害では、復旧・復興過程において災

害救助法などの既存の法令での対応が基本とされ、一

方で実情に合わせ弾力的な運用を図ることが必要とさ

れたため、具体の施策を実施するに当たっては国との

協議に多くの時間が費やされた。

　また、「復興」の定義も明確ではなかったことから、

「復興」を後押しする制度的な補償は存在せず、財政

支援は原形復旧が原則とされ、それを超える内容の復

興事業は被災自治体が負担せざるを得なかった。

　このような中で阪神・淡路大震災などの大規模な自

然災害を経験したことで、被災地が主体となって実情

に沿った迅速・円滑な「復興」を実施するための法的

枠組みの必要性が徐々に全国的に認識されるように

なった。

東日本大震災復興基本法の制定

　東日本大震災の発生を受け、災害救助法による避難

所の運営や仮設住宅の整備、災害復旧事業費国庫負

担法による公共土木施設や公立学校施設、農林水産

業施設の復旧事業などが行われた。

　しかしながら、東日本大震災がもたらした被害は、甚

大かつ広範にわたる大規模なものであり、地震と津波、

原子力発電施設の事故による複合的なものであるとい

う点で「未曽有の国難」であった。

　このような事態を受けて、政府は復興の基本方針に

関する法律案の作成に着手し、緊急に設置した「東日

本大震災復興構想会議」の提言等も参考にしながら、

平成23年６月24日に「東日本大震災復興基本法」を公

布・施行した。

　「東日本大震災復興基本法」は、その目的を「東日本

大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある

復興法制復興法制
なり、通常よりも迅速に事業を実施することができるよ

うになった。

東日本大震災後の法制

　これらの法律や関連法制度が整えられたことにより、

被災自治体は「創造的復興」を目指し、被災地域が震

災の前から抱えてきた課題の克服も含めた復興を進め

ることが一定程度可能になった。

　また、復興を計画して実施する主体は被災した自治

体であり、国は基本方針の策定と制度設計、財源確保

によって復興を後押しすると役割が明確に示されたこ

とで、被災自治体は当座の財源の心配をすることなく、

地域の実情に合わせた計画を実施することができたこ

とは、東日本大震災以前と大きく異なる点であった。

　各自治体ではこれらの法制度の目的および理念に

基づいて計画策定と組織体制の整備を行いながら、復

興に向けて取り組んだ。

■災害からの復旧・復興に関する法整備について

項目
復旧に関する主な法律

基本

法制

体制

整備

財政

支援

応急

対策

生活

再建

税の

減免

各種

申請

住宅

再建

その他

事業者

支援

まち

づくり

被災

施設

復旧

災害対策

東日本大震災のための特別措置法

生

活

関

連

災

害

対

応

・災害対策基本法

・大規模地震対策特別措置法

・東日本大震災復興基本法

・復興庁設置法

・東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための

　特別措置に関する法律

・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

・東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律

・河川法　・砂防法　・地すべり等防止法　・地震防災対策特別措置法

・耐震改修促進法　・密集市街地防災街区整備促進法

・津波対策の推進に関する法律　・津波防災地域づくりに関する法律

・災害弔慰金法

・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

・特定非常災害被害者権利利益保全等特別措置法（各種申請関連）

・地震保険法

・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法

・特定非常災害被害者権利利益保全等特別措置法（調停・破産宣告関連）

・被災市街地復興特別措置法

・東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法

・東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の

　特例に関する法律

・東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律

・東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に

 係る工事の国等による代行に関する法律

・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

・公立学校施設災害復旧事業費国庫負担法

・農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置法

・激甚災害法　・災害救助法

・消防法　・水防法　・災害救助法

復興に関する主な法律

・東日本大震災からの復興のため

の施策を実施するために必要な

財源の確保に関する特別措置法

・被災者生活再建支援法

　（基礎支援金）

・被災市街地復興特別措置法

・東日本大震災復興特別区域法

・被災者生活再建支援法

　（加算支援金）

※一つの法律の中に、いくつかの性格（基本法と財政支援など）を持つものは、当該法の代表的な性格で整理
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復興庁

市民

民間団体・企業
ボランティア

市議会
東日本大震災調査特別委員会

気仙沼市震災復興会議
気仙沼市震災復興市民委員会

気仙沼市復興フォーラム
気仙沼市震災復興推進会議

気仙沼市

復興の主体

県

・基本方針策定
・制度設計
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・基本方針策定
・制度設計
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・方針提示
・情報提供
・助言
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・議案
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・提言

・審議議決
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　補完
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・協働

・情報共有

・支援

復興庁の陣容と拠点

　復興庁は平成23年12月16日施行公布の「復興庁

設置法」に基づき、翌２４年２月10日に設置された。

　復興庁の本庁は東京（当初は赤坂、後に霞が関）に

置かれているが、特に被害の大きかった岩手・宮城・福

島の３県の県庁所在地に復興局を置き、さらに各復興

局には２カ所ずつ支所を置いた。宮城県では仙台市に

宮城復興局が、気仙沼市と石巻市に支所が作られた。

　なお、復興庁の設置に伴い復興対策本部は廃止さ

れ、本部並びに現地対策本部、東日本大震災復興構

想会議等の機能は、復興庁とその関連機関に引き継が

れた。

　復興庁は震災発生から10年となる平成33年（令和

３年）３月31日までに廃止されることとされていたが、令

和２年６月に復興庁設置法が一部改正され、廃止期限

を当初の計画から10年延長して令和13年３月31日ま

でとすることとなった。

復興庁の役割

　復興庁は内閣に置かれた機関で、内閣官房ととも

に、東日本大震災からの復興に関する国の施策に関し

て、各省よりも一段高い立場から総合調整を行う権限

を持っている。

　復興庁の任務は、東日本大震災復興基本法の基本

理念にのっとり、①東日本大震災からの復興に関する

内閣の事務を内閣官房とともに助けること、②主体的

かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関

する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることとされ、

「一刻も早い東日本大震災からの復興を成し遂げら

れるよう、被災地に寄り添いながら、前例にとらわれず、

果断に復興事業を実施する」ために、復興に関する国

の施策の企画、調整および実施、並びに地方公共団体

への一元的な窓口と支援等を担った。

　特に、地域の実情に沿って円滑に事業が実施される

ための支援を行う役割を担った。

　国が新たに復興庁を設置するほど、復興に力を入れ

たことは、被災地にとって大きな励みとなった。

用の再編に係る許認可特例を受けるための復興整備

計画、税制上の特例や個別の規制・手続の特例等を受

けるための復興推進計画といった計画を策定し、国・県

との協議を随時行いながら実施した。

　これらの計画を推進するため、市民・企業・団体など

と密接に連携するため、平成24年３月に「気仙沼市震

災復興推進会議」を設置、また、市議会では平成23年

5月、復旧および復興に関する調査を行う「東日本大震

災調査特別委員会」を設置した。

　市役所の組織体制としては、新たに「水産基盤整備

課」や「用地課」などの課を新設したほか、各事業の進

捗に合わせて体制を整えた。事業量の増加に伴い、こ

れまで以上にマンパワーが必要となったため、日本各

地の自治体・団体からの職員派遣や復興庁からの期間

業務員派遣、県や市での任期付職員の採用などによっ

て確保し、事業を推進する体制を作った。

初動期の救援体制

　国は、平成23年3月11日東日本大震災発災直後に

官邸対策室を設置し、同日「災害対策基本法」に基づ

き、同法制定以降初めて、内閣総理大臣を本部長とする

「緊急災害対策本部」を設置した。

　翌12日には宮城県に緊急災害現地対策本部を、岩

手県および福島県にはそれぞれ現地連絡対策室を設

置した。この間、被災した地域では沿岸部を中心に、消

防、警察、海上保安庁および自衛隊が連携して大規模

な救出・救助活動が続けられた。緊急災害対策本部

は、被災者に対する物資調達・輸送、広域医療搬送お

よび海外支援受け入れに係る調整事務を行った。

復興対策会議から復興庁設立へ

　政府機関等による緊急対策が進められる一方で、そ

の次に取り組まれるべき「復興」の準備も進められた。

　未曾有の複合的な大災害である東日本大震災から

の復興においては、単なる復旧ではなく未来志向の創

造的な取り組みが必要であり、そのためにはわが国の

叡智を結集して幅広い見地から復興構想を議論すべ

きであるという認識のもと、発災から１カ月後の４月11

日、関係地方公共団体の長および学識経験者で構成

される「東日本大震災復興構想会議」が設置され、４月

14日にその第１回会合が開催された。

　復興構想会議は６月25日に「復興への提言～悲惨

のなかの希望～」を発表して、「減災」「増税も含めた財

源確保」「特区」などの考え方を提示した。

　前後して６月24日には、復興の基本理念や国と地方

公共団体の責務等を定める「東日本大震災復興基本

法」が公布・施行され、同法に基づいて内閣総理大臣

を本部長とする「東日本大震災復興対策本部」が設置

された。以後、復興庁が設置されるまでの約半年間、復

興対策本部と被災3県に置かれた現地対策本部が、被

災地の復旧復興を支援した。

気仙沼市復興体制づくり

　市では平成23年３月11日に地域防災計画に基づ

き、災害対策本部を気仙沼・本吉広域防災センターに

設置し、関係機関との連携調整を行いながら、応急対

策や復旧事業を行った。

　その後、さらに本格的な復興事業を進めていくため、

平成23年６月に学識経験者や市総合計画審議会委員

からなる「気仙沼市震災復興会議」と本市在住および

出身者による「気仙沼市震災復興市民委員会」を設置

し、東日本大震災復興基本法に基づく地方公共団体

の計画として平成23年10月7日に「気仙沼市震災復興

計画」を策定した。

　また、東日本大震災復興特別区域法に基づいて復

興事業を実施するに当たって、復興交付金を充てて事

業を実施するための復興交付金事業計画や、土地利

復興体制復興体制
■国の復興体制づくり

平成23年

3月11日
官邸対策室を設置、緊急参集チームを招集

総理大臣を本部長とする「緊急災害対策本部」を設置

3月12日 宮城県に「緊急災害現地対策本部」、岩手県・福島県に「現地連絡対策室」を設置

3月17日
「緊急災害対策本部」の下に「被災者生活支援特別対策本部」を設置

（5月9日に「被災者生活支援チーム」に名称変更

4月11日 「東日本大震災復興構想会議」を設置

6月24日 「東日本大震災復興基本法」を公布

12月16日 「復興庁設置法」を公布

12月26日 「東日本大震災復興特別区域法」を公布・施行

平成24年 2月10日
「復興庁」を設置

岩手・宮城・福島の3県の県庁所在地に復興局、各復興局に2カ所ずつ支所を置く

令和3年 4月1日
岩手復興局が盛岡市から釜石市に移転、盛岡市に盛岡支所を設置

宮城復興局が仙台市から石巻市に移転、仙台市に仙台支所を設置
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【レベル１（L1）】津波防護レベル

数十年から百数十年に一度の津波（人命および資産を守るレベル）

【レベル２（L2）】津波減災レベル

レベル１をはるかに上回り，構造物対策の適用限界を超過する津波

（人命を守るために必要な最大限の措置を行うレベル）

　計画の基本理念では、「二度と繰り返さないこの悲

劇」「自然と調和する都市構造と市民生活」「市民の経

済的安定と産業の再生」「生産性向上、構造改革の契

機」「家族愛、他者への愛、郷土愛、愛の溢れるまちづく

り」の５つが掲げられている。

　この理念を踏まえて定められた6つの目標が、「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」である。

　計画の目標期間は、国・県の復興期間や大型プロ

ジェクト等も踏まえ、平成23年度から平成32年度（令

和２年度）までの10年間とした。このうち、平成23年度

から27年度までの5年間については、取り組みを集中

的に進める「集中復興期間」とした。

「計画の柱」と「取組方向」

　復興計画では目標実現に向けて7つの項目を「計画

の柱」に据え、それらを31の「取組方向」に細分化し、

各「取組方向」に対応する計194の重点事業を設定し

た。重点事業ではそれぞれ課題と事業概要、財源構

成、年度単位の進捗計画が定められた。

　さらに、比較的発生頻度の高い津波（レベル1）と東

日本大震災級のレベル2の津波を想定した、地盤復旧

や嵩上げ等も含む防災の基本的な考え方を示し、それ

を実際の地域に当てはめた「地区構想」を提示した。

「海と生きる」

　気仙沼市震災復興計画では、副題を「海と生きる」と

した。

　「海と生きる」には、「気仙沼の先人たちは、同じ自然

の一部である海と対等の関係を築いて生活してきた。

それが気仙沼の自然観や運命観、死生観であり、今を

生きる世代が再び海の可能性を信じて復興を成し遂

げることが犠牲者への供養となり、次世代への希望と

なる」というメッセージが込められている。

　気仙沼市震災復興計画には、随所にこの「海と生き

る」という強い決意が反映されており、この言葉が市民

の復興への意欲を鼓舞してきた。

「東日本大震災からの復興の基本方針」

　国は、復興のための法制度と推進体制を整備すると

ともに、国による復興のための取り組みの基本方針を

平成23年７月、「東日本大震災からの復興の基本方

針」として発表した。これは同時に、被災した自治体によ

る復興計画等の作成に資するため、国による復興の取

り組みの全体像を明らかにするものであった。

　「基本方針」は、復興構想会議が「復興7原則」や「復

興への提言～悲惨の中の希望～」としてまとめた提言

を受け止め、政府一丸となって1カ月で策定された。策

定に当たっては調査票による意向調査に加えて意見交

換会も実施するなどして、地方自治体や与野党の意見

を可能な限り反映させた。

　「基本方針」ではまず、東日本大震災という未曾有の国

難からの復興を担う行政主体は市町村であり、国は復

興の基本方針を示しつつ、必要な制度設計や支援を責

任を持って実施すると述べた上で、10年間と定める復興

期間（うち当初5年間は「集中復興期間」）に取り組むべ

き領域ごとに各施策の具体的な方針が述べられている。

気仙沼市震災復興計画

　国の「東日本大震災からの復興の基本方針」を受け

て、市は平成23年10月7日、「気仙沼市震災復興計画」

を策定した。

　この計画は、市の震災復興の理念と目標、関係主体

の責務、目標期間、計画の柱と主要事業、推進方策な

どを明らかにするものであり、詳細な実施計画等の前

提となるマスタープランとなっている。

　策定に当たっては、新たに学識経験者や市総合計画

審議会委員で構成する「気仙沼市震災復興会議」と本

市在住および出身者で構成する「気仙沼市震災復興

市民委員会」を設置して意見交換を行い、唐桑・本吉

地域協議会、市民や産業界などの意見、宮城県の復興

計画も踏まえて検討が行われた。

復興計画復興計画
■計画で想定する津波のレベル

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）

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・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

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

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）

保健・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）

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）

【計画の柱】 【取組の方向】

■「計画の柱」と「取組の方向」
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度））の10年間の事業費を32兆円と見込み、その後の

令和２年７月の見込みでは、10年間の予算を31.3兆

円、第２期復興・創生期間（令和３～７年度）の予算を

1.6兆円とし、15年間の事業規模では32.9兆円として

いる。

復興特別区域法と復興交付金事業

　国は東日本大震災復興特別区域法を制定し、被災

自治体が被災状況や復興の方向性に合致する特例を

選択して活用することができることとした。

　この制度の活用によって実現できる特例措置には、

規制・手続に関する特例や税制上の特例措置、東日本

大震災復興交付金交付などがある。

　復興交付金は、一つの事業計画の提出により、地方

自治体の財政負担の復興地域づくりに必要なハード

事業を基幹事業として一括化し、関連して自由度の高

い効果促進事業を実施できるもので、地方負担の手当

て、基金の活用等も含め、過去の震災への対応にはな

い極めて柔軟な仕組みとなっている。

震災復興特別交付税

　国は、東日本大震災の復旧・復興事業に係る被災団

体の財政負担を少なくするとともに、被災自治体以外

の負担に影響を及ぼすことがないよう、通常収支とは

別枠で「震災復興特別交付税」を確保した。

　これにより、復興交付金事業や河川・道路・港湾整

備事業などの地方負担分、単独災害復旧費、中長期職

員派遣、特例措置による地方税の減収分などに震災復

興特別交付税を充てることができたため、被災自治体

の財政負担は大幅に抑えられた。

気仙沼市の復興財政

　市は、復旧・復興に関する国や県のさまざまな財政

措置を財源として活用してこれまでにない大規模な事

業に取り組んだため、予算規模は震災前と比較して大

幅に増大した。

　その中では、復興交付金を「東日本大震災復興交付

金事業基金」として積み立てたほか、県から配分された

地方公共団体等に対する財政援助

　東日本大震災後の地方自治体の災害救助費や復旧

事業費等の多大な負担に対応するため、国は国庫の補

助率嵩上げや補助対象の拡大など、各種の臨時財政

支援措置を講じた。

　平成23年7月29日に東日本大震災復興対策本部は

「東日本大震災からの復興の基本方針」を策定し、被

災した地方公共団体が行う復興の取り組みをあらゆる

施策を用いて支援するため、「復興特区制度」や「使い

勝手のよい交付金」、民間の力による復興の促進（「新

しい公共」）といった仕組みを新設することとした。

　また、「復興財源フレーム」により事業規模を示した

上で、あらかじめ財源を確保し、東日本大震災復興特

別会計を設置し、さらに復興事業に対する補助率の嵩

上げや震災復興特別交付税等により地方公共団体の

負担の軽減等の財政支援を実施した。

復興事業の規模

　国では、復興期間を10年と定め、復興需要が高まる

最初の5年間（平成23～27年度）を「集中復興期間」と

し、その間に実施すると見込まれる施策・事業の事業

規模については、国・地方（公費分）合わせて、少なくと

も19兆円程度と見込んだ。

　平成25年1月には、「集中復興期間」に確保する財源

を25兆円に拡大した。平成27年6月には「集中復興期

間」と「復興・創生期間」（平成28～32年度（令和2年

復興財政復興財政
復興基金交付金を「東日本大震災復興基金」として積

み立て、被災者生活支援や地域産業支援などの復興

に関するソフト事業を中心に活用した。基金として積み

立てることで、復興期間の10年間の中で事業の進捗に

文部科学省

A-1  公立学校施設整備費国庫負担事業

　　 （公立小中学校等の新増築・統合）

A-2  学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化等)

A-3  幼稚園等の複合化・多機能化推進事業

A-4  埋蔵文化財発掘調査事業

厚生労働省

B-1  医療施設耐震化事業

B-2  介護基盤復興まちづくり整備事業

　　 （「定期巡回・随時対応サービス」や「訪問介護ステーション」の整備等）

B-3  保育所等の複合化・多機能化推進事業

農林水産省

C-1  農山漁村地域復興基盤総合整備事業

　　 （集落排水等の集落基盤、農地等の生産基盤整備等）

C-2  農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業

　　 （被災した生産施設、生活環境施設、地域間交流拠点整備等）

C-3  震災対策・戦略作物生産基盤整備事業

　　 （麦・大豆等の生産に必要となる水利施設整備等）

C-4  被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等）

C-5  漁業集落防災機能強化事業

　　 （漁業集落地盤嵩上げ、生活基盤整備等）

C-6  漁港施設機能強化事業（漁港施設用地嵩上げ、排水対策等）

C-7  水産業共同利用施設復興整備事業

　　 （水産業共同利用施設、漁港施設、放流用種苗生産施設整備等）

C-8  農林水産関係試験研究機関緊急整備事業

C-9  木質バイオマス施設等緊急整備事業

国土交通省

D-1  道路事業（市街地相互の接続道路等）

D-2  道路事業（高台移転等に伴う道路整備（区画整理））

D-3  道路事業（道路の防災・震災対策等）

D-4  災害公営住宅整備事業等

　　  (災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得造成等)

D-5  災害公営住宅家賃低廉化事業

D-6  東日本大震災特別家賃低減事業

D-7  公営住宅等ストック総合改善事業

　　 （耐震改修、エレベーター改修）

D-8  住宅地区改良事業（不良住宅除却、改良住宅の建設等）

D-9  小規模住宅地区改良事業

　　  （不良住宅除却、小規模改良住宅の建設等）

D-10 住宅市街地総合整備事業（住宅市街地の再生・整備)

D-11 優良建築物等整備事業

D-12 住宅・建築物安全ストック形成事業

　　  （住宅・建築物耐震改修事業）

D-13 住宅・建築物安全ストック形成事業

　　  （がけ地近接等危険住宅移転事業）

D-14 造成宅地滑動崩落緊急対策事業

D-15 津波復興拠点整備事業

D-16 市街地再開発事業

D-17 都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業等）

D-18 都市再生区画整理事業（市街地液状化対策事業）

D-19 都市防災推進事業（市街地液状化対策事業）

D-20 都市防災推進事業（都市防災総合推進事業）

D-21 下水道事業

D-22 都市公園事業

D-23 防災集団移転促進事業

環境省

E-1  低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業

■復興交付金の基幹事業（5省40事業）

■気仙沼市の普通会計決算の状況

復興期間

集中復興期間
（H23～H27年度）

復興・創生期間
（H28～R2年度）

復興・創生期間
（R3～R7年度）

第２期

３１．３兆円

３２．９兆円

１．６兆円

山路を登りながら

応じて随時取り崩して柔軟に活用ができた。

　また、震災からの復旧および復興支援のため全国・全

世界から寄せられた寄附金は、「東日本大震災復興寄附

基金」として積み立て、さまざまな復興事業の財源とした。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出

億円 歳入決算（通常分） 歳入決算（復興分） 歳出決算（通常分） 歳出決算（復興分）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

（単位：千円）

H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ R１

歳入決算（通常分） 29,885,783 27,853,299 28,570,063 29,250,238 29,993,145 29,262,274 30,479,479 30,910,625 28,099,515 29,375,697

歳入決算（復興分） 0 41,982,290 187,230,807 206,041,239 163,827,656 186,510,358 156,478,227 91,111,861 68,413,809 66,711,774

歳入決算計 29,885,783 69,835,589 215,800,870 235,291,477 193,820,801 215,772,632 186,957,706 122,022,486 96,513,324 96,087,471

歳出決算（通常分） 27,894,757 28,300,946 25,597,640 27,042,178 28,166,742 28,463,865 29,647,763 29,561,042 27,822,317 28,623,679

歳出決算（復興分） 193,931 33,280,522 172,722,903 172,126,989 109,489,601 119,248,649 133,325,315 74,655,655 53,453,644 48,109,398

歳出決算計 28,088,688 61,581,468 198,320,543 199,169,167 137,656,343 147,712,514 162,973,078 104,216,697 81,275,961 76,733,077

復興分決算額
1,727 億のうち
1,136 億が復興
交付金積立金
（実質 591億）

復興分決算額
1,721 億のうち
650億が復興交

復興分決算額
1,095 億のうち
533 億が復興交
付金積立金（実
質 562億）

復興分決算額
1,192 億のうち
267 億が復興交
付金積立金（実
質 925億）

復興分決算額
1,333 億のうち
240 億が復興交
付金積立金（実
質 1,093 億）

復興分決算額
746 億 の うち
168 億が復興交
付金積立金（実
質 578億）

復興分決算額
534 億 の うち
43 億が復興交
付金積立金（実
質 491億）

復興分決算額
481 億 の うち
72 億が復興交
付金積立金（実
質 409億）
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1,220

965 961
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1,983 1,992

1,377
1,477

1,630

1,042

813
767

H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ R１

歳入決算（通常分） 29,885,783 27,853,299 28,570,063 29,250,238 29,993,145 29,262,274 30,479,479 30,910,625 28,099,515 29,375,697

歳入決算（復興分） 0 41,982,290 187,230,807 206,041,239 163,827,656 186,510,358 156,478,227 91,111,861 68,413,809 66,711,774

歳入決算計 29,885,783 69,835,589 215,800,870 235,291,477 193,820,801 215,772,632 186,957,706 122,022,486 96,513,324 96,087,471

歳出決算（通常分） 27,894,757 28,300,946 25,597,640 27,042,178 28,166,742 28,463,865 29,647,763 29,561,042 27,822,317 28,623,679

歳出決算（復興分） 193,931 33,280,522 172,722,903 172,126,989 109,489,601 119,248,649 133,325,315 74,655,655 53,453,644 48,109,398

歳出決算計 28,088,688 61,581,468 198,320,543 199,169,167 137,656,343 147,712,514 162,973,078 104,216,697 81,275,961 76,733,077

【参考】

歳出決算（復興分）の

うち基金積立金額

0 7,136,153 119,475,820 66,426,454 53,316,470 27,319,029 25,671,732 18,342,195 7,092,140 9,822,362

（単位：千円）
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積スペースが不足したため旧気仙沼地方青果市場へ

拠点を移し、自衛隊や民間運送業者の協力を得ながら

配送を行った。

　また、支援物資の増加に合わせ、一関市の室根体育

館を一時保管場所として使わせていただいた。

生活再建の支援

　住宅を失った被災者が多数いたことから、早期の応

急仮設住宅の建設が求められた。建設に当たっては、

市が建設用地の選定を行い、県に要請する形で進めら

れ、平成23年5月から順次入居が開始された。入居の

選考は高齢者、障害者、妊産婦等がいる世帯などを優

先しながら、抽選により行った。応急仮設住宅の建設

は平成23年12月まで行われ、用地不足から一関市に

建設した2カ所320戸を含め、最終的に93カ所3,504

戸となった。応急仮設住宅の完成を待たずに市内外の

民間賃貸住宅に入居していた被災者については、県が

借り上げてみなし仮設住宅とする手続きがとられ、最大

で1,602件となった。

　被災者の生活再建を支援するため、災害によって死

亡した方の遺族に対して災害弔慰金が、住宅が被災し

た方へ被災者生活再建支援金が支給されたほか、市

内の被災者に対して義援金が配分された。

　被災者に対する各種の情報提供は、当初は避難所へ

市の「おしらせ」を毎日掲示する形で行った。各世帯へ

は平成23年5月から広報臨時号、平成23年9月からは

通常の広報を配布した。また、平成23年３月から「けせ

んぬまさいがいエフエム」による情報発信を開始した。

ライフライン・交通インフラの復旧

　市内沿岸部では、津波の浸水による建物の倒壊、流

失、がれきの散乱や道路の損壊等により、電気・ガス・

水道などのライフライン、鉄道・バス・定期航路といった

交通インフラが甚大な被害を受けた。

　ライフラインについては、電気は平成23年5月、ガス

および上水道は平成23年6月に津波による被災地域を

除く市内全域でほぼ復旧した。

　道路啓開作業により、平成23年4月下旬には幹線道

路のがれきはほぼ撤去され、通行が可能となった。ま

主な取り組み

時 期

課 題

平成23年３月～９月

主な取り組み

時 期

課 題

　巨大地震とそれにより引き起こされた巨大津波

（東北地方太平洋沖地震津波）、加えて市内の広

範囲で起きた火災により、多くの人々が被災した。

また、道路の損壊や大量のがれきにより、救急・救

助活動、遺体の捜索が困難な状況となった。

　被災者の避難生活が長引く中で避難所の生活環

境の改善や、早期の応急仮設住宅建設が求められた。

　道路や鉄道、行政機関などの社会基盤、漁港や

魚市場など産業基盤も甚大な被害を受けたため、

人々の生活や経済活動の復興に向け、インフラや

ライフラインの早期復旧が必要であった。

主な取り組み

時 期

課 題

災害対応

　発災直後、地域防災計画に基づき、災害対策本部

が気仙沼・本吉広域防災センターに置かれた。

　災害対策本部会議を通じて自衛隊、消防、警察およ

び医療機関等関係機関が相互に連絡をとりながら救

急・救助活動を実施した。

　津波の被害を免れた市立病院では、物資が不足す

る中、トリアージを実施しながら患者の受け入れを行っ

た。津波により建物および設備が損壊した本吉病院で

は平成23年4月から外来診療を仮再開した。

　一方、遺体は市内の学校の体育館や屋内ゲートボー

ル場等に安置された。市内3カ所、岩手県一関市2カ所

の火葬場で火葬を行ったが追いつかず、遺族の承諾の

もと土葬とされて、後に改葬された遺体もあった。

　震災当日から災害救助法が適用され、学校や公民

館など105カ所に避難所を開設し、市職員を配置した。

最大で2万人あまりが避難し、全ての避難所が閉鎖さ

れたのは平成23年12月であった。

　食料・飲料水や生活必需品といった物資の受入・配

送については、当初は市役所内で対応していたが、集

た、市内の低地部においては地盤沈下によって路面が

冠水する状態が続き、自衛隊等の協力を得ながら、道

路の応急復旧（嵩上げ）が進められた。

　陸上交通については平成23年3月中には仙台との

高速バスなどいくつかの路線で運行が始まり、JR大船

渡線は津波による被害のなかった一ノ関駅から気仙沼

駅までの間で平成23年４月に運転を再開した。

がれきの一次仮置き場

　平成23年5月以降、市ががれきの一次仮置き場を確

保したが、量が膨大であったため、公有地のみならず民

有地も利用し、最終的には全40カ所（公有地13カ所、民

有地27カ所）の一次仮置き場を設置して対応した。

産業の復旧支援

　市内の基幹産業である水産業・水産加工業につい

ても、漁港への災害廃棄物の堆積や岸壁の地盤沈下、

漁船や養殖施設の損壊、工場建屋の流失、加工機械

の破損など甚大な被害を受けた。漁港の災害復旧や

水産関連工場については、災害廃棄物の撤去や土地

の嵩上げなどの課題があり、復旧に時間を要した。

　被災した魚市場については、急ピッチで応急復旧を

進め、カツオの水揚げが始まる平成23年６月には水揚

げを再開し、15年連続となる生鮮かつお水揚げ日本一

を維持した。

　農地については、がれきの撤去を行い、農道や林道

についての被災状況確認や応急処置も並行して行わ

れた。

　被災した商工業者に対しては、県等により相談窓口

が設置されたほか、国・県により中小企業等グループ

施設等復旧整備補助事業などの事業用施設の復旧・

整備のための支援制度や、東日本大震災復興特別貸

付、仮設施設整備・貸与事業などの経営継続のための

支援制度が創設され、市でも独自の支援制度の創設

や既存の支援制度の拡充を行った。

り災証明書の発行

　市役所では、被災により電気や水道の供給が十分で

なく、業務システムも使用できない中で、戸籍や住民票、

国民健康保険などの手続きに訪れる被災者への対応を

行った。税務課では住宅被害認定のため市内を回り、平

成23年4月18日からり災証明書の発行を開始した。

　これらの応急対応・復旧作業に当たっては、全国から

多くのボランティアや自治体・各種団体から人的支援

を受けたほか、被災地支援として国内外から多額の義

援金や多くの救援物資が寄せられた。

■震災復興計画の策定

　市は、平成23年６月に学識経験者や市総合計画審

議会委員からなる「気仙沼市震災復興会議」と本市在

住および出身者による「気仙沼市震災復興市民委員会」

を設置し、その中での検討を経て、平成23年10月７日に

「気仙沼市震災復興計画」を策定した。復興計画では、

東日本大震災からの復興に向けた理念と目標、主要事

業や推進方策などを明らかにし、「海と生きる」を副題と

して掲げた。

　先人たちはこれ

まで何度も津波に

襲われても、海の

可能性を信じて再

起を果たしてきた。

人知の及ばぬ壮大

な力としながらも、

海を敵視せず、積

極的に関わりあって暮らしてきた。それは単に

「海で」生活していたのではなく、人間は自然の

一部であることを経験的に体得し、対等の関係

を築いて「海と」生活していたとも言える。その

態度が自然観や運命観、ひいては死生観となっ

た。気仙沼の観念は海にある。いまを生きる世

代が再び海の可能性を信じ、復興をなしとげる

ことが犠牲者への供養となり、次世代への希望

となろう。理念を超えた観念をメッセージ化し

たものが「海と生きる」である。

（「気仙沼市震災復興計画」より）

気仙沼市における復興の歩み

緊急・応急対応期
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住まいの再建

　住まいを失い、応急仮設住宅やみなし仮設住宅に入

居した被災者は、防災集団移転団地や災害公営住宅

に加え、がけ地近接等危険住宅移転事業を利用するな

どして、住まいの再建を行った。

　被災者へのアンケートを踏まえ、防災集団移転促進

事業では移転希望者で形成する協議会方式により37

団地、市誘導型で市街地部に9団地を整備することと

なり、平成25年6月から造成に着手し、平成26年4月の

登米沢地区から順次宅地の引き渡しが始まった。

　災害公営住宅は市街地部に集合住宅13地区、郊外

部に戸建・長屋住宅15地区を整備することとなり、平

成25年11月から建設工事に着工し、平成27年1月に

は完成第1号となる市営南郷住宅で入居を開始した。

　また、自力で移転地を確保した多くは、がけ地近接等

危険住宅移転事業を活用して、利子補給などの支援を

受けた。

　一部の応急仮設住宅は学校の敷地内に建てられて

いたが、平成27年度には本格的に住まいの再建の動

きが進んだことから、入居者への説明を行いながら建

設用地となっていた学校施設等の早期開放に向け、応

急仮設住宅の集約を開始した。

市土基盤の整備

　市街地部においては、安全で災害に強い良好な市街地

の再編・整備を図るため、被災市街地復興土地区画整理

事業などの都市計画事業により新たなまちづくりを行うこと

とし、平成25年3月に鹿折地区、南気仙沼地区、平成26年

3月に魚町・南町地区が事業認可を受け、整備を開始した。

　被災地域での復興まちづくりに合わせ、関連する復旧・

復興事業の工程との事業間調整などを行いながら上下

水道・ガスといった公共インフラの復旧作業を進めた。

　JR気仙沼線は平成24年8月から、大船渡線は平成

25年3月から、BRT（バス高速輸送システム）によってそ

れぞれ仮復旧していたが、平成28年3月にBRTでの本

格復旧を受け入れた。

主な取り組み

時 期

課 題

平成23年度～平成27年度

主な取り組み

時 期

課 題

　被災者の早期の生活再建のため、住まいの再建

と産業の再生、継続的な雇用の創出に重点をおき

ながら、震災復興計画に定めた194の重点事業に

着手した。震災による地盤沈下などもあり、地盤の

嵩上げを行いながら、復旧・復興事業を進めなけれ

ばならなかったこと、また、各種事業間でのさまざま

な調整も必要となったことが事業の進捗に影響を

及ぼした。

　また、避難生活が長期化する中で被災者の心と

体の健康への配慮や、コミュニティの形成・維持の

支援などの新たな課題が生じた。

主な取り組み

時 期

課 題

災害への備え

　市は、国・県の防災計画修正や震災の教訓などを踏

まえ、平成26年3月、平成27年1月および平成28年5月

に市地域防災計画を修正するとともに、防災行政無線

の復旧やデジタル化、市内42カ所に災害用備蓄倉庫

を整備するなどの災害への備えを行った。

　また、市役所の業務について、BCP(業務継続計画)

の見直しを行い、平成28年3月に改定した。

　海岸防潮堤の整備については、漁港の利便性や将

来の土地利用の方向性の検討と合わせ、地域との合意

形成を図り、合意の得られた箇所から工事に着手した。

しかし、従前の防潮堤に比べて計画高が高いことに対

する抵抗感や、高台移転との整合、磯資源や海水浴場

等の砂浜の回復等の観点から、合意までに時間を要し

たところもあった。

　また、津波シミュレーションにより、数十年~百数十年

に1回発生するレベル1津波に対応する防潮堤を設置

しても浸水被害が発生する可能性が高い地域を平成

24年7月に災害危険区域に指定し、住宅などの建築制

限を定めた。

気仙沼市における復興の歩み

集中復興期間 産業の再生

　まずは、基幹産業である水産業の復興と活性化を図る

ため、北日本最高位の水揚げを目標に掲げ、そのシンボ

ルとして密閉型低温売場を有した高度衛生管理対応型

の魚市場の整備を進めた。

　市内に38港ある漁港全てが被災したことから、漁港

施設災害復旧事業などを活用して漁港施設および海岸

保全施設の復旧を進めた。また、沿岸漁業・養殖漁業に

ついても漁船や養殖施設、共同利用施設などの復旧に

対する補助金などの支援を行った。

　漁港を核とする漁業集落においては、漁業集落防災

機能強化事業を活用して、安全・安心な住居環境を確

保するための生活基盤や防災安全施設の整備等を実

施し、災害に強い漁業地域づくりを進めた。

　関連する水産加工業についても、南気仙沼地区と鹿

折地区の一部を水産加工施設等の集積地として整備

し、早期復旧・復興を図るとともに、平成24年３月に赤岩

港地区で事業認可を受け、津波復興拠点整備事業によ

る赤岩港水産加工団地の整備に着手した。

　被災した中小企業は、補助金や制度融資を活用しなが

ら、被災した建物や設備の復旧を進めた。個 の々理由で復旧

に時間を要する事業者は、仮設施設において店舗や作業場

を仮復旧させ、早期の本格復旧を目指した。市は被災した事

業者の販路開拓・拡大への取り組みに対して支援を行った。

　観光面では、観光の再生を図るため、平成24年3月に

気仙沼市観光戦略会議を設置し、平成25年３月に「観光

に関する戦略的方策」を策定するとともに、市内の観光・

水産関係者等で構成する「観光チーム気仙沼」を組織し、

観光資源の発掘や磨き上げ、情報発信の強化を行った。

　津波の浸水被害を受けた農地は県が圃場整備として

復旧を進めたほか、市においても被災農家の早期営農

再開と農業生産量の回復に向けて、農業生産施設の復

旧や農業機械・生産資材などの再整備を支援した。

被災市街地復興土地区画整理事業の着工式被災市街地復興土地区画整理事業の着工式
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災害廃棄物の処理

　災害廃棄物については、市が一次仮置き場で選別処理

し、県が階上地区と小泉地区の２カ所に設置した破砕・

焼却施設を備えた二次仮置き場で中間処理を行った。

平成26年３月までに処理は完了し、市・県による市内の災

害廃棄物の全体処理量は、推計198.7万トンに及んだ。

医療福祉の復旧・復興

　気仙沼・本吉圏の災害拠点病院である気仙沼市立

病院は、安全な高台に移転新築し、災害救急医療の機

能充実を図るとともに、住民の生命と健康を守る中核

的医療機関として平成26年９月から整備を開始した。

　被災した福祉施設は、災害の影響を受けない安全な

場所に復旧した。

　また、保健・医療・福祉・介護のネットワークを強化す

るため、地域包括ケア推進協議会を設置した。

　応急仮設住宅での生活が長引く中、高齢者等の孤

立防止や見守りの強化を図った。また、市民の健康づく

りを支援するため、県と共同による健康調査や健康教

育・健康相談、家庭訪問による健康状態の把握や保健

指導、心のケアの普及啓発などを行った。

コミュニティの形成・維持

　応急仮設住宅内において住民同士が共に支えあう

地域づくりを目指して関係団体と連携を図りながら取

り組みを進め、平成24年４月からは一関市の一部を含

む応急仮設住宅が建設された各地域に地域支援員を

配置し、応急仮設住宅内のコミュニティの形成・維持に

努めた。

　また、広域的な被災地域のコミュニティづくりを支援

するため、復興まちづくり協議会の設置や運営・活動に

対する専門家派遣や経費の助成等を行った。

その他の取り組み

　教育機関においては、東日本大震災の教訓を踏ま

え、地震・津波マニュアルの作成と防災教育計画の指

針確認を行いながら、防災に関する授業の改善や、災

害に適切に対応する能力の基礎を培うことを目指した

実践的な学習を開始した。併せて、安全担当主幹教諭

を中心とした各校の防災主任に対する防災研修などに

より、教職員の指導力の向上を図った。

　復旧・復興事業に当たって必要なマンパワーは、日本

各地の自治体・団体からの職員派遣や復興庁からの期

間業務員派遣、県や市での任期付職員の採用などによ

り必要な人員の確保に努めた。

　震災の恐ろしさや教訓を後世に伝え、将来の防災・

減災につなげることを目的に、震災遺構の保存を含む

震災の伝承について、平成25年11月に「東日本大震災

震災伝承検討会議」、平成26年10月には「東日本大震

災震災遺構検討会議」を設置して検討を重ねた。

　市震災復興計画の着実で迅速な推進に向けては、

市民・企業・団体などと密接に連携し、意見などを事

業内容に反映するため、平成24年３月に「気仙沼市震

災復興推進会議」を設置した。また、市議会では、平成

24年6月から「東日本大震災調査特別委員会」を毎月

11日を基本として定期開催し、市当局との情報共有を

図った。
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の既定制度が利用できない、または、十分な支援がな

い被災世帯に対しては、独自支援として4,830件、67億

1,764万円の支援を行った。

市土基盤の整備

　被災市街地復興土地区画整理事業では、商業地等

の市街地の形成を図るため、平成31年1月に松崎片浜

地区が新たに事業認可を受けて事業を開始した。

　また、令和元年9月には鹿折地区、令和2年9月に南

気仙沼地区の工事がそれぞれ完了した。両地区では

盛土嵩上げゾーンとして安全な住居系市街地の整備、

商業・産業ゾーンとして商業・工業系市街地の整備を

行った。魚町・南町地区では、店舗併用住宅を含む商

業系市街地の形成と、一部住宅エリアを整備した。

　震災により広範囲で地盤沈下が発生していたため、

被災市街地復興土地区画整理事業や津波復興拠点

整備事業等さまざまな事業を活用して嵩上げを行っ

た。しかし、事業地区以外での民有地等の嵩上げは、

「個人の資産形成に当たる」とされ、活用できる制度が

ないことが課題として残った。

　避難施設や高台までの道路整備および都市計画

道路の拡幅改良については、防災集団移転促進事業

や漁業集落防災機能強化事業を活用しながら併せて

行った。

　復興のリーディングプロジェクトである三陸沿岸道路

は小泉海岸IC～唐桑小原木ICまでの市内の全ての区

間が令和3年3月に完成を迎えたほか、平成31年4月に

は気仙沼大島大橋が開通した。

産業の再生

　水産業の復興と活性化を図るために整備された新魚

市場は、高度衛生管理対応型として密閉型低温売場を

有するとともに、被災した水産振興センターを合築し、新

たにクッキングスタジオを整備して、平成31年４月から

供用を開始した。

　漁港施設および海岸保全施設の災害復旧は、市管理

の31漁港の工事が平成31年度に完了した。

　水産加工業の集積を図るために整備していた赤岩港

水産加工団地は平成28年に基盤整備工事が完了し、
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　住まいの再建や社会基盤の復興が進み、さまざま

なハード事業が完了を迎え、市民も新しい環境での

生活を始めた。震災前と大きく状況が変わり、人口

減少（少子高齢化）といった深刻な課題も出てくる

中で、産業の振興やまちづくりに資する人材の育成

など、新たな取り組みが必要となった。

主な取り組み
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災害への備え

　市は市地域防災計画について、平成28年5月に「防

災を考える日」の指定や避難準備情報の活用、早期避

難勧告等の発令などの修正を行った。

　市民の防災意識の啓発のため、市民を対象とした総

合防災訓練や防災フォーラム、地域で結成された自主

防災組織や小中学校に対する防災講座などのほか、東

北大学災害科学国際研究所と共催で防災文化講演

会を開催している。

住まいの再建

　住宅再建は着実に進捗し、防災集団移転促進事業

は平成31年1月末までに38地区（46団地）、907区画

全ての造成を完了し、引き渡しを行った。また、災害公

営住宅は平成29年5月末までに28地区2,087戸が完

成した。これらの整備に当たって必要な区画数・戸数

については、移転予定者の意向を確認しながら行った

が、その後の意向変更によって空き区画や空き部屋も

発生したため、一般公募も行っている。また、段階的に

集約してきた応急仮設住宅は、令和2年3月末には全

入居者が退去し、令和3年3月に県による解体・現状復

旧が完了した。

　がけ地近接等危険地域住宅移転事業として1,403

件、約23億3,907万円を支援し、住宅再建に関して国

気仙沼市における復興の歩み

復興・創生期間 各工場が順次稼働を開始した。また、今後の津波災害

においても「造船機能」、「燃油供給機能」を維持できるよ

う、津波復興拠点整備事業を活用して市が用地を造成

し、造船業者5社が合併して運営する株式会社みらい造

船の新工場は令和元年5月、燃油事業者による朝日町

漁業用燃油施設が令和元年6月に完了した。

　中小企業・小規模企業に対しては、引き続き制度融資

や販路開拓・拡大への支援を行った。仮設店舗や工場

については、貸与期限が経過した後、令和2年5月末まで

に事業者への無償譲渡又は解体を終えた。

　震災後に東北未来創造イニシアティブおよび経済同

友会などの協力を得て「人材育成道場　経営未来塾」

を開講し、復興を担う経営者の意識の醸成・事業構想

の立案を支援してきた。平成29年度からは、「気仙沼経

営人材育成塾」として事業を引き継ぎ、時代の変化に対

応し、事業の変革を図ることのできる経営者の養成を

行っている。

　気仙沼大島の玄関口となる「気仙沼大島ウェルカム・

ターミナル」は令和2年6月に産直店舗の営業を開始し、

三陸沿岸道路の大谷ICに近接した道の駅「大谷海岸」

は令和3年3月にリニューアルオープンした。

　観光面では、平成29年４月に総合的な観光施策の意

思決定機関として「気仙沼観光推進機構」を設立し、平

成30年12月に観光庁から日本版DMO法人として登録

された。

　内湾地区においては、平成30年10月に内湾地区のに

ぎわいの再生を図る「気仙沼市内湾地区まちなか再生

計画」が内閣総理大臣から認定され、市とまちづくり会

社が公共施設と商業施設を整備し、令和２年７月にグラ

ンドオープンを迎えた。

医療・福祉の復旧・復興

　平成26年９月から安全な高台に移転新築工事を進

めていた気仙沼市立病院は、平成29年10月に新病院

として開業した。

　応急仮設住宅から災害公営住宅や防災集団移転

団地に移転したことにより生活環境が大きく変わった

高齢者等の生活再建や自立生活を支援するため、巡

回訪問により、安否確認や見守り・声がけ・相談等を行

う「生活援助員」（LSA）を配置した。

コミュニティの形成・維持

　復旧・復興事業の進捗に合わせて、行政区の再編・

統合が行われたことによるコミュニティの形成や、防災

集団移転団地、災害公営住宅整備地区の既存自治会

と新たな住民とのコミュニティの醸成、新たな自治組織

の設立などの支援を行っていく中で、「ぬま大学」、「アク

ティブコミュニティ塾」、「アクティブウーマンズカレッジ」

などのまちづくりやコミュニティの担い手育成の取り組

みも開始した。

　これらの取り組みは、人材育成を復興の柱に据える

とともに、人から始まる地方創生を目指すために掲げた

「まち大学構想」の具現化に向けて進む第一歩となっ

た。

その他の取り組み

　震災によって犠牲となられた方々に対する追悼と鎮

魂の場であり、防災への想いを新たにする場、地域の再

興を実感しつつ、未来永劫の安寧を祈る場として、復興

祈念公園を整備することとし、「復興祈念公園施設検討

委員会」での検討を踏まえ、令和元年10月に着工、令

和3年2月からその供用を開始した。公園内のモニュメン

ト「祈りの帆—セイル—」の整備に当たっては、クラウド

ファンディングなどを通じて約5,600万円の寄附をいた

だいた。

　また、震災の記憶を未来へ伝えるため、これまでの

震災遺構保存に関する検討を踏まえ、平成31年３月に

「気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館」をオープンし

た。震災遺構を拠点とした震災語り部・館内ガイド、階

上中学校生徒有志などによる語り部活動などによって

震災の伝承に取り組んでいる。
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