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本日の講義の内容

１．復興基金・義援金の背景

（1）公的支援の基本的考え方

（2）被災者再建（私有財産、営利行為、プライバシー
の回復）と公的支援の限界

２．復興基金・義援金の特色

（1）義援金とは

（2）復興基金とは

３．復興基金・義援金の意義

人間復興の視点で被災者支援を考える
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公的支援の考え方
（巨大災害で失うもの）

人命

災害
で失う
もの

財産

国有・公有財産（国・
地方公共団体が所
有するもの）

私有財産（個人や企業
等が所有するもの） 3



巨大災害で失うものと
公的支援の対象（例）

１．人命

２．家屋（マンション、戸建て）

３．仕事

４．ライフライン（電気、ガス、上下水道、電話）

５．インフラ（港湾、道路、鉄道）

６．公共施設（市役所、図書館、保健所、公立病院
、公立学校）

７．私的な公共施設（私立学校、私立病院）

８．企業の施設（オフィス、工場、集客施設等）

私有財産、営利行為、プライ
バシーに関連するものほど、
公的に支援されにくい

準公的な企業活動
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災害直後の公的支援

１．災害弔慰金・災害障害見舞金等の支給

○ 死亡者の遺族：５００万円（生計維持者以外は２５０万
円）

○ 重度障害者２５０万円（生計維持者以外は１２５万円）

２．災害救助法

○ 収容施設の供与（避難所、応急仮設住宅）

○ 食品、飲料水の供給

○ 被服、寝具等生活必需品の供与、貸与

○ 医療、助産

○ 災害にかかった者の救出

○ 住宅の応急修理

○ 生業に必要な資金、器具、資料の給与、貸与

○ 学用品の供与

○ 埋葬 等
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復旧段階での公的支援

１．原形復旧（原形を超えるものは開発と見なされる）

・ 電気、ガス、水道などのライフライン

・道路や鉄道などの交通インフラ

・避難所や仮設住宅の提供

２．国の災害復旧事業（公益性の高いものに支援す
る）

・公共土木施設（例：インフラ）

・農林水産業施設（例：漁港）

・文教施設 （例：学校）

・厚生施設（例：病院）
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災害発生後の公的支援の考え方

(基本的考え方)

直後の応急対応
では人道的観点
から支援
・見舞金
・現物支給

私有財産の形
成につながるも
のには支援が
難しい

公益性の
高いものに
支援する
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被災者の私有財産回復に
対する国の基本的見解

１．国家は天災に対して法的責任を負うものではない。

→犠牲者に賠償なり補償をする責任がない（故意、過失
がない）。

→被害を受けた土地、家屋、家財（＝私有財産）に対して
補償制度を作るのは難しい。

２．私有財産制の下では、個人の財産が自由且つ排他的
に処分し得る（憲法第２９条１項：「財産権は，これを侵し
てはならない」）かわりに、個人の財産は個人の責任の
下に維持することが原則。

３．自然災害により個人が被害を受けた場合には、自助努
力による回復が原則。 8



被災者の私有財産喪失
に対する国の基本的見解

５．税金は義援金と異なり、国民から強制的に徴収

するものであるから、被災者に配分するにはそれ

なりの合理的な理由がなければならない。

６．被災者の私有財産に対して、直接的に支援する

は難しい。被災地外の国民との間に不公平を生じ

させることはできない。

７．被害が社会的に大きな影響をもたらす場合など

に限って、低利な資金の融資や税の減免措置と

いった間接的な支援が行われる。 9



間接的支援 VS 直接的支援

直接的支援
現金給付、助成金
直接的に支援するのは焼け太りなのか？
他者への依存を強めることになるのか？
自力再建を妨げてしまうのか？

間接的支援
所得税や住民税等の減免措置
住宅融資にかかる利子補給
コミュニティ施設に対する補助
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現実には、支援なくして、
自ら再建するのは難しい

• 「住まい」には、物理的な住宅だけでなく、文化的な人間生活を営むための居
住環境が含まれる（→人間としての尊厳）。

• 「職」は生活を維持するのに不可欠であるだけでなく、生業や仕事を通しての
生き甲斐や誇りが含まれる。

• 「まち」には交通や情報、商業集積といった都市機能だけでなく、そこで生活し
仕事をする人のコミュニティとしての機能が含まれる。

（参考：憲法第二十五条：すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営
む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。）

住まいを
失う

職を失う

まちを離れる

仕事を求めて
移動する

まちに人がいなく
なり、衰退する
→「公益性を見い
出せる」
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被災者を支援する仕組みが必要

１．一歩踏み込んだ公的支援の必要性

＝復興基金

２．民間（市民）からの資金を活用

＝義援金

主体（担い手）は、被災地の自治体（県・市町村）
である（国の補助金に縛られない、地方の裁量で
執行する）。
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義援金とは

１． 「誰でも」 「いつでも」「どこでも」「いくらでも」気軽に寄付できる。

２．義援金の配分を決めるのは、義援金募集（配分）委員会。委員会の主な構成
員は、

（１）国の場合（例：東日本大震災）

・ 義援金受入４団体（日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会、ＮＨＫ
厚生文化事業団） ・ 国 ・ 被災県 ・ 有識者

（２）県の場合（例：宮城県、東日本大震災、事務局：宮城県庁）

・ 宮城県庁 ・ 日赤宮城県支部 ・ 宮城県共同募金会

・ NHK仙台放送局 ・ 宮城県市長会 ・ 宮城県町村会

（３）市町村の場合（例：宮城県仙台市、東日本大震災、事務局：仙台市役所）

・ 仙台市役所 ・ 有識者 ・ 民生委員 ・ 児童協議会

・ 連合町内会 ・ 弁護士 ・ 社会福祉協議会

３．被災自治体が、実質的に住宅再建支援の財源として使う。

４．義援金を託したが、どのように使われたか見えないとの意見もある。
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義援金とは

【日本赤十字義援金取り扱いのガイドライン】

１．市民の自発的意思（善意）によって拠出された民間の
寄付金（⇔公的支援）

２．拠出する市民の意思を考慮すると、慰謝激励の見舞

金の性格を濃厚に持つものであり、一義的には、被災

者の当面の生活を支えるものと位置づける。

→私有財産の補填が可能

３．配分に関して、できるだけ早く配るという「迅速性」、寄

託者の意思を生かしかつ適正に配られる「透明性」、

被災者皆に被害の程度に応じて等しく配られる「公平

性」といった三原則を守る必要がある。
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義援金の金額、用途、特色
（多寡は集まった額と被害世帯数で推測できる）

災害名
金額
(億円)

義援金の用途例
（公的支援以外のものを対象）

全半壊
（焼）

1世帯当たり平
均額(万円)

雲仙普賢岳噴火 234
人的被害，住家被害，避難，児童生徒，
事業所，復興基金等

727
世帯

3219

北海道南西沖地震 260

人的被害，住家被害，農業・漁業・商
工業被害，追悼式，救援物資，防災計
画，造成事業，復興基金，人材育成基
金，育英基金，奨学基金等

1,032
世帯

2519

阪神・淡路大震災 1793
人的被害，住家被害，児童，生活支援，
被災市町復興事業等

448,929
世帯

40

新潟県中越地震 372
人的被害，住家被害，生活基盤，事業
所，要援護世帯，教育，ボランティア，
自治会，福祉施設等，青少年事業等

17,277
世帯

216

能登半島地震 32
人的被害，住家被害，コミュニティ，県
民ボランティア基金

1,983
世帯

161

東日本大震災
（H29.9.30、内閣府調）

3811
人的被害、住家被害、震災孤児、母
子・父子家庭、高齢者・障がい者施設
入所者

255,295
世帯

149

•任意の寄付に依ることから、災害によって支援の額が異なる。
•被害が甚大なほど、個々の配分額が少なくなる傾向。

（約7.7倍） （約618倍） （約80倍）
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その他の配分事例（平成２８年熊本地震）

①熊本
県

②市町村上乗せ分

熊本市 益城町 南阿蘇村 阿蘇市 宇土市 西原村

全壊 80万円 ＋2万円 ＋10万円 ＋20万円 ＋20万円 ＋2万円
＋2万円

＋10万円（※6）

解体 80万円 ＋2万円 ＋10万円 ＋0万円 ＋20万円 ＋2万円 ー

大規模半壊
40万円 ＋１万円 ＋5万円 ＋10万円

＋15万円
＋2万円

＋１万円（※6）

半壊 ＋10万円 ＋5万円（※6）

一部損壊
（※１）

10万円 ー ＋5万円 ＋6万円 ー ＋2万円 ー

一部損壊
（独自基準）

ー ー ー
＋6万円
（※2）

ー
＋5万円（※3）
＋4万円（※4）
＋12万円（※5）

+7万円（※7）

（特色） 県内の同じ災害でも、被災市町村で配分額が異なる。
・ 配分額は、県義援金＋市町村義援金
・ 市町村によって、配分方針が異なる。

表：熊本地震での主な被災市町村の義援金の配分

（※１）修理費用100万円以上、 （※２）：修理費用30-100万円、 （※３）：修理費用50万円以上
（※４）：修理費用30-50万円、（※５）：自己解体、再建、 （※６）：非住家は半額、（※７）：要件なし16



その他の配分事例（平成２６年豪雨災害）

広島市 割合 兵庫県丹波市 割合

全壊棟数 179棟 8.1 22棟 1

半壊棟数 217棟 4.6 47棟 1

一部損壊棟数 189棟 4.0 47棟 1

床上浸水棟数 1084棟 7.6 143棟 1

床下浸水棟数 3080棟 4.3 723棟 1

義援金総額 64億240万円 28.6 2億2502万円 1

全半壊棟数 396棟 4.2 94棟 1

1棟数当たり平均
配分額

1617万円 6.8 239万円 1

（特色）同時期に起こった同種の災害でも、地域が異なると支給額に差が生じる。

表：平成２６年８月豪雨災害による広島市と丹波市の被害状況と義援金総額
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その他の配分事例（平成３０年豪雨災害）

岡山県倉敷市 広島県呉市 愛媛県宇和島市 岐阜県関市

死亡者 1,843 2,500 3,450 548

重傷者 256 1,250 465 164

全壊 1,843 2,500 2,519 547

大規模半壊 1,690
1,250 1,278

438

274半壊 1,536

床上浸水/一部
損壊

- 500 - -

床上浸水 512 - 505 219

一部損壊 - -
275（土砂）

55（床下浸水）
30（床下浸水）

（特色） 同じ時期に起こった同種の災害でも、地域が異なると支給額に差が生じる。

表：平成３０年７月豪雨災害による岡山県、広島県、愛媛県、岐阜県市町村
の義援金配分例（単位：千円）
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＜特色＞ ＜問題提起＞ ＜提案＞

義援金のあり方に関する問題提起

【事例Ⅰ】

・被害が大きいほ

ど義援金の受取

額が少なくなる。

【事例Ⅱ】
・同一県内の同一
災害でも、被災市
町村によって、配
分額や方針が異
なる。

【事例Ⅲ】
・同時期の同種
の災害でも、県
域を超えると、
配分額や方針
に差が生じる。

・配分に余裕が

ある時は、一定

額を将来にプー

ルできないか。

・地域特有の事
情による分を
除き、配分額を
県内で統一で
きないか。

・地域特有の事
情による分を除
き、配分額が同
一になるよう相
互に融通できな
いか。

※義援金のあり方について、
国民全体での情報共有、
議論が必要

• 公平性の観点から（準公
的資金）、義援金を融通
し合う。

• 基準となる配分額を決め
る（例：被災者生活再建
支援法の額）。

• 余剰の場合は、プールや
融通し合う（努力目標）。

【留意事項】
• 義援金の融通について、予
め寄付者の了解（選択権）を
とる。

• 地域特有の事情に配分する
額を確保する。
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復興基金が生まれた背景

① 災害は、その時々の制度、法令等では解決で
きない問題を引き起こす（災害により潜在的課題
が表面化する）。

② 個人、生業の損失補償は私有財産の形成に
つながるとして、支援の対象から外れる。

③ 義援金だけでは不十分である（阪神・淡路大
震災）。

④ 一歩踏み込んだ公的支援として、復興基金と
いう手法が編み出された。
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復興基金による支援は被災者再建の
あらゆる分野に渡る

１．住宅再建（例：建替・購入・補修、仮設住宅や災害公営住宅
の集会所設備）

２．生活再建（例：ボランティア・NPO活動、相談員雇用）

３．コミュニティ再建（例：まちづくり専門家、イベント開催、復興支
援員の雇用）

４．商工業再建（例：工場や事業所の再開、商店街の再開、観光
イベントの実施、被災者の雇用）

５．農林水産業再建（営農、転作、六次産業化支援）

６．教育・文化再建（外国人学校の再建、通学のバス代、芸術文
化活動助成） 等
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これまでの主な復興基金
名称 設置期間 基金規模(主な財源)

事業
数

事業費総額

雲仙岳災害対策基金 H3.9-H14.8 1090億円（地方交付税補填＋義援金） 73 275億円

島原市義援金基金 H3.12H17.5 44億円（義援金） 56 約76億円

（北海道）奥尻町南西沖
地震復興基金

H6.1-H10.3 133億円（義援金） 73 約140億円

阪神・淡路大震災復興
基金

H7.7- 9000億円（地方交付税補填） 118 3670億円

中越大震災復興基金 H17.3- 3050億円（地方交付税補填） 140 646億円

能登半島地震復興基金 H19.8- 500億円（地方交付税補填） 23 34億円

能登半島地震被災中小
企業復興支援基金

H19.7-
300億円（中小企業近代化資金貸付
金＋石川県）

16 非公表

中越沖地震復興基金 H19.10- 1200億円（地方交付税補填）

89

90億円

中越沖地震被災中小企
業復興支援基金

H19.10-
400億円（中小企業近代化資金貸付
金＋新潟県）

30億円

東日本大震災復興基金
第一次 H23.10- 1960億円（特別交付税）＋寄付金等 継続中 継続中

第二次 H25.3- 1047億円（特別交付税） 継続中 継続中

熊本地震復興基金 H28.12- 523.2億円（特別交付税） 継続中 継続中22



復興基金の財源

復興基金は制度化されていないため、財源はこれでないといけ

ないといった決まりがない。（＝却って柔軟に財源を検討できる）

１．現実には国費の投入が欠かせない
・ 自治体の裁量を考えると地方交付税か

・ 特定の交付金を使う手立てもある（例：能登や中越沖での中小企
業対策）

２．被災自治体で借金することも可能

・ 地方債を発行し、地方交付税で補てんする（阪神・淡路や新潟の
ケース）

３．他の財源も投入する
・ 震災復興の宝くじ
・ 義援金
・ 企業や市民の寄付金
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阪神・淡路大震災復興基金（住宅再建）

１．被災者の住宅再建を支援する

• 購入や再建にかかる利子補給を行う（＝被災者住宅購入・再建支援事業補
助）。

• ローンを組めない高齢者に利子補給相当分を支給する（=高齢者住宅再建
支援事業補助）

２．集合住宅等に配慮する

• 被災マンションの建替えを支援する（＝集合マンション建替支援事業補助）

• 基準により従前の住宅を再建できない被災者に共同化を促す（＝民間住宅
共同化支援事業補助

３．中間所得層の住宅再建にも配慮する

• 住宅を購入できるよう供給側を支援する（＝災害復興準公営建設支援利子
補給）

• 災害復興公営住宅との家賃格差を抑える（＝民間賃貸住宅家賃軽減事業）

24



復興基金がその後の住宅再建支援に
及ぼした影響

1995年：阪神・淡路大震災復興基金
で融資にかかる利子補給を行う。

2001年：鳥取県が住宅再建に対し始めて
補助金（上限300万円）を支給する。以後
、自治体独自の補助金制度が増える。

1998年：被災者生活再建支援法が成立

、被災者に対し年齢、所得要件を設け、
最大100万円を支給することを決定（住
宅再建そのものに使ってはいけない）。

2004年：被災者生活再建支援法を改正。
年齢、所得要件を設け、最大300万円を

支給することを決定（住宅再建そのもの
に使ってはいけない）。

2005年：中越大震災復興基金で、深

雪に応じた特別仕様や地元の木材
を使う際に補助措置を行う。

2007年：被災者生活再建支援法2回目の
改正。年齢、所得要件を撤廃し、最大300
万円を支給（住宅再建に使っても良い）。

2011年：東日本大震災復興基金で、住宅

再建支援に対する補助金支給が実施さ
れる。2016年の熊本地震復興基金では
宅地の修復に補助金が支給される。

阪神・淡路大震災復興基金を契機に、住
宅再建に対する事実上の公的支援が拡
大した。 25



阪神・淡路大震災復興基金（生活再建）

１．低所得・高齢者の自立を支援する。

• （当初）毎月、助成金を支給する。「被災者生活再建支援
法」が遡及適用されなかったため、独自に支給を行う（＝
被災者自立支援金）

２．高齢者等が取り残されないようケアする。

• 仮設住宅にふれあいセンターを設置する（＝ふれあいセン
ター設置運営事業補助）。

• 災害公営住宅への移行後、同住宅・周辺地域で高齢者を
見守り自立を支援する（＝高齢者世帯生活援助員設置事
業補助）。

• 見守り、健康づくり、コミュニティ支援、支援者のプラットフ
ォーム支援を行う（＝高齢者自立支援広場）。 26



阪神・淡路大震災復興基金（生活再建）

３．外国人県民を置き去りにしない。

• 国民健康保険に加入していない外国人の医療費を支払う（＝外国人
県民救急医療費特別補助）

• 外国人学校等の復旧を支援する（＝私立専修学校・外国人学校施設
等災害復旧費補助）

４．ボランティア・NPO/NGO等支援者を支援する。

• 運営費や活動経費を助成する（＝災害復興ボランティア活動補助）。

• 「生活復興県民ネット」を設置し、支援者と協働しながら、支援事業を
展開する（＝「生活復興県民ネット」設置運営事業補助）。

５．新たな医療・保健事業等を展開する。

• 設置したこころのケアセンターの運営を支援する（＝「こころのケアセ
ンター」運営補助）。

• まちの保健室を運営する（＝「まちの保健室」事業）。
27



阪神・淡路大震災復興基金（コミュニティ再建）

１．住民主体の復興まちづくりを支援する

• 住民主体によるコミュニティ再生のため、まちづくりアドバイ
ザー・コンサルタントを派遣したり、活動費を助成する（＝復
興まちづくり支援事業）

• 復興住宅や自治会の集会所等にコミュニティ拠点を設ける（
＝被災地域コミュニティプラザ設置運営事業補助）

• 画一的な住宅供給が行われるなかで、歴史的な街並みの保
全や復興を行う（＝景観ルネサンス・まちなみ保全事業）

• グリーンツーリズムを推進する（＝復興まちづくり支援事業）

• まちづくり、商店街活性化、芸術文化活動を一体的に行う事
業を支援する（＝復興まちづくり支援事業補助）

28



阪神・淡路大震災復興基金（産業再建）

１．被災中小企業の再生を支援する。

• 国、県、神戸市等の資金融資に対し利子補給を行う（＝各種利子補給）

• 中小企業団体等が行う販路開拓事業経費の一部を補助する（＝被災産業活性
化支援事業補助）

２．商店街の再生を図る。

• にぎわいづくりのイベント等に対し補助する（＝被災商店街にぎわい支援事業）

• アーケード、カラー舗装等共同施設の建設等に対し補助する（＝商店街・小売市
場共同施設建設費助成事業）

３．雇用を促進する。

• 被災者や震災失業者を雇う事業者に奨励金を支給する（＝被災者雇用奨励金）

４．新しい産業を誘致する。

• 新産業構造拠点地区に進出して新規成長事業を行う事業者等に対し、建設費
や賃貸料を補助する（=新産業構造拠点地区形成促進助成金交付事業・進出企
業賃料補助）

29



阪神・淡路大震災復興基金（教育・文化再建）

１．私立学校の復興に補助する。

•全半壊した私立学校の仮設校舎建設・リースに対し

一部を補助する（＝私立学校仮設校舎事業補助）。

２．芸術文化活動を支援する。

•芸術、文化活動を継続的に行っている個人・団体に
対し、公演・展示・出版事業の一部を補助する（＝
被災地芸術文化活動補助）。

３．歴史・文化財を守る。

•被災した国、県、市町指定文化財の修理費用の一
部を補助する（＝文化財修理費助成事業補助）。 30



阪神・淡路大震災復興基金（教訓の継承）

１．追悼・記念事業を開催する。

• 周年記念行事の開催を支援する事業に対し補助
する（＝震災周年追悼・記念行事関連復興事業補
助）。

２．震災の経験・教訓を継承する。

• 防災教育事業の推進、震災の経験・教訓を発信
する事業、東日本大震災の被災地まちづくり復興
のための専門家派遣事業、自主防災組織活性化
支援事業に対し支援する（＝震災の経験・教訓継
承事業）。
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復興基金のもう一つの機能
（＝自助、共助を後押しする）

【中越大震災復興基金の事例から】

１．被災地の特色

（1） 震災前からの課題

集落の課題（中山間地、豪雪地帯、高齢
化、過疎化、閉鎖性をどう克服するか）

（2） 伝統的な相互扶助の仕組み

文化・習俗等の共有（行事、除雪、道普
請…）

（3） 震災を機に集落の衰退が加速し、負の
スパイラルに陥らないか 32



復興基金のもう一つの機能
（＝自助、共助を後押しする）

２．集落再生に復興基金を活用（主な例）

（1） 仮設住宅での孤立化を防ぐ。

• 生活相談員を配置する。

（2） 集落民の心の拠り所、アイデンティティを守る。

• 神社、鎮守、祠等の再建に補助する（＝コミュニ

ティ施設と見なす）。

（3） 通学・通院の足を確保する。

• 震災を機に廃止されたバス路線をNPOで復活さ

せるのに補助する。

（4） 田畑を復活させる。

• 被災農家が自ら修復するのに補助する。
33

http://www.fukkou-dc.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/復興通信_太田r.jpg


復興基金のもう一つの機能
（＝自助、共助を後押しする）

（5）地域の生業を再興する。

• 死んだ錦鯉や闘牛の焼却、生き残ったものを緊

急避難、新たな買付に補助する。

（6） 新たな事業に支援する。

• アメリカから寄贈されたアルパカで観光牧場を
造るのに補助する。

• 地元の主婦が郷土の山菜料理をふるまう食堂
の開設に補助する。

（7） 外部からの支援者を支援する。

• NPOや専門家等の活動経費に補助する。

34



復興基金のもう一つの機能
（＝自助、共助を後押しする）

（8）被災集落の将来像（地域復興デザイン）を策定する。

• 被災者や行政、支援者、専門家が一堂に会する地域

復興交流会議を開催する。

• 都市との交流を促進する（体験農家、伝統行事復活、

相互訪問、大学生招聘）。

• 地域再生の先進事例を視察する。

（9）集落に寄り添うアシスタント（＝地域復興支援員）を雇用

する（人件費・事務費・活動費）。

• 「ネットワークづくり」「イベント等の企画や実施支援」「

住民と行政との連絡調整」「被災者の見守り等」

（10）行政と被災者をつなぐ中間支援組織の持続的活動を支

援する（人件費・事務費・活動費）。

• 地域復興支援員を指導する。
35
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復興基金のもう一つの機能
（＝自助、共助を後押しする）

３．なぜこのような執行（事業化）ができたのか

（１）中間支援組織の存在

• 被災者に寄り添いニーズを汲み上げた。

• 行政と協力して復興基金による事業化を進めた。

• 地域復興支援員を指導し集落支援を拡大した。

（２）連携に対する行政（新潟県庁）の姿勢

• トップ（知事）が民間との連携に前向きで合った。

• 中間支援組織と一緒にアウトリーチに努めた、外部支援者にも耳を傾けた。

（３）集落の互助の力を活用した。

• 集落民自身が地域の潜在的資源に気付いた。

• 小さな成功体験が自力復興を後押した（事業化が正のスパイラルを呼ぶ）

• 集落が一丸となって復興デザイン策定を進めた。
36



復興基金と地域再生（中越大震災復興基金から）
住民ー行政―中間支援組織による復興（新潟県三極構造）

○集落に密着した活動

○集落と行政の橋渡し

○地域復興支援員育成

中越復興市民会議
∥

（社）中越防災安
全推進機構・復興
デザインセンター

被
災
者
・
集
落

復興
協議

人件費・事務費・
管理費支援

地
域
復
興

支
援
員

新潟県

（財）
復興基金

ニーズ把握
と支援

地域
密着

人件費・事務費・
管理費支援

外部支援者
（研究者・専門家）

外部支援者
（NPO・ボランティア）
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復興の主役は集落の被災者
（受け身からコミュニティ再生の主体へと）

被災者にインプットする
•被災集落、行政、支援者が一堂に会
し、課題や取り組みを共有する。
•被災集落同士が、励まし合い、刺激
を受け合う。

被災
集落.

被災者復興
交流会議

被災
集落.

被災
集落.

被災
集落.

被災
集落.

被災
集落. 被災

集落.

被災
集落.

被災
集落.

被災
集落.

被災者がアウトプットする
•被災集落、行政、支援者が一堂に
会し、意見交換、情報共有を行う
•被災集落の代表者が、復興状況、
成果を発表し合う。

被災
集落.

復興デザイ
ン策定
発表会

被災
集落.

被災
集落.

被災
集落.

被災
集落.

被災
集落. 被災

集落.

被災
集落.

被災
集落.

被災
集落.

（数
年
後
）
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復興基金や義援金の意義

１．人間復興の視点で支援を考える。

２．被災者の自立を支援する（エンパワメント
する）にはどうすればいいか。

被災者の私有財産や生活の営みの回復が
欠かせない

（公的支援がなじみにくいとされている）

３．原形復旧を超えた社会の再生（＝
”resilience” “revitalization”の発想）を目指
す必要がある。

４．自助・共助・公助が連携し、実現する（ボト
ムアップの必要性）。

５．主役は被災地、被災者である。創造的復興
から地方創生につなげる。

＝地方主導による民意を反映した社会イノ
ベーション

ハードの整備

ソフトの整備

制度
構築

一人ひ
と り へ
の対応

「民」の
アプローチ

「官」の
アプローチ

官 民 連
携

復興基金・義援金の守備範囲
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お疲れ様でした。

意見や不明な点等ありましたら、

aota_ryosuke@drg.u-hyogo.ac.jp

まで、連絡下さい。
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