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Among cities hit by the Great East Japan Earthquake, 6 cities were selected as the “Future City” by the 

national government. In this study, we discuss current status of projects in the 6 cities through analyzing the 

progression status of projects, 6 cities’ opinions about the “Future City” Initiative, and present conditions and issues 

of main projects in each city. It is difficult to evaluate whether projects in each city will contribute to creation of 

new value suitable for ideas of the Initiative at this stage. The 6 cities are now facing questions of how they create 

the “Future City” under difficult conditions that there are no national subsidies peculiar to cities selected as the 

“Future City”. 
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1．研究の目的と方法 

(1)研究の目的 

平成23年3月に発生した東日本大震災により、東北の沿岸都

市は地震と津波により甚大な被害を受けた(1)。その被災地のうち、

岩手県釜石市、気仙広域(大船渡市、住田町、陸前高田市)、宮城

県岩沼市、東松島市、福島県南相馬市、新地町の6都市は、内閣

府が新成長戦略の一つとして進める「環境未来都市」に選定され

ている。 

本研究では、この被災地枠として環境未来都市に選定された6

都市を対象として、「環境未来都市」構想に関わる事業進捗の概

況と、同構想についての自治体の認識を分析した上で、それぞれ

の都市における特徴的な取組事業・活動について詳細に分析し、

「環境未来都市」構想の取り組み実態を明らかにする。 

(2)研究の方法 

    本研究では、文献調査、アンケート調査、ヒアリング調査の3

つを主な調査手法として必要な情報を集めた。 

文献調査では、被災地枠6都市の環境未来都市計画をまとめた。 

アンケート調査では、被災地枠6都市に対し、「環境未来都市」

構想に関する意識調査と、各都市の環境未来都市計画書をもとに

作成した事業進捗調査の2種類のアンケートを行った。配布・回

収期間は平成26年11月14日～平成27年1月9日であり、回収

率は100%である。 

ヒアリング調査は、事前ヒアリングとして、岩沼市、南相馬

市、新地町、東松島市(一般社団法人「東松島みらいとし機構」)

の4都市と、内閣官房地域活性化統合事務局を対象として行った。

また、アンケート調査後に各都市の代表的な事業について、6都

市に対してヒアリングを行った。 

2．｢環境未来都市｣構想の概要 

「環境未来都市」構想とは、環境・社会・経済の3つの価値を

創造し、「誰もが暮らしたいまち」「誰もが活力あるまち」の実現

を目指すための構想である。平成21年6月に閣議決定された「新

成長戦略」の21件の国家プロジェクトのうちのひとつであり、

また平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」において

も「国家戦略特区の実現」の中で継続的に推進していく施策とし

て位置づけられている。 

環境未来都市に先行して「環境モデル都市」という取り組みが

あるが、これは平成20年1月18日の福田元内閣総理大臣の施政

方針演説において掲げられた「低炭素社会づくり」の実現に向け

た政策であり、温室効果ガスを削減するためのモデル性の高いま

ちづくりや取り組みに特化した都市を選定するものである。この

環境モデル都市の取り組みに加え、高齢化対策や産業振興等の取

り組みを行う都市を厳選したものが環境未来都市である。環境未

来都市に選ばれた都市・地域は、環境や高齢化など人類共通の課

題に対応し、先導的プロジェクトに取り組むものとされ、最終的

には、各都市の取り組みを通じて世界に類のない成功事例を創出

し、それを国内外に普及展開させることが目的とされている。 

環境未来都市として選定された都市は、合計で 11都市である

が、そのうち、被災地枠として選定された都市が6都市、被災地

以外枠として選定された都市が5都市である。選定された環境未

来都市に対し、国は円滑な事業推進のための事業補助金(環境未

来都市先導的モデル事業費補助金)の支給や、新たな制度的枠組

み・支援措置の検討、国内外への成果の発信等、総合的な支援を

行うものとされている。 
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3. 被災地枠6都市の計画の概要と事業の進捗状況 

被災地枠6都市の基本データは、表_1の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境未来都市計画書(平成25年7月更新版)の概要と、平成27

年1月現在の事業の進捗状況は、表_2～表_7と図_1～図_6の通

りである(2)。被災地枠として選ばれた6都市は、主に東日本大震

災からの復興を目的としており、さらに発展した都市を目指して

計画を立てている。主な計画としては、太陽光発電パネルを利用

したメガソーラー施設の建設や新エネルギーの活用、スマートシ

ティ計画、介護・医療ネットワークの整備・運用などがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表_1 環境未来都市 被災地枠6都市 基本データ 

(平成 22年度国勢調査(震災前人口、高齢化率、面積、就業者の割合)及び各都市ホ

ームページ(震災後の人口、人口密度(平成26年10月現在)、津波浸水面積)より) 

表_2 気仙広域の環境未来都市計画の概要と事業進捗状況 

表_3 釜石市の環境未来都市計画の概要と事業進捗状況 

表_4 岩沼市の環境未来都市計画の概要と事業進捗状況 

表_4 岩沼市の環境未来都市計画の概要と事業進捗状況 

表_5 東松島市の環境未来都市計画の概要と事業進捗状況 

表_6 南相馬市の環境未来都市計画の概要と事業進捗状況 

分類 取組名 取組内区分 詳細事業 進捗状況 事業主体 実際利用した・利用予定の補助金制度　(※：備考)
スマートコミュニティマスタープラン策定 実施完了 市町村
風力発電施設の２次展開 実施中 民間企業
木質バイオマス発電(コジェネ)の導入 廃止
LNGガス化発電(コジェネ)の導入 未実施 市町村
揚水、小水力発電の拡大支援 実施中 民間企業
緑の分権改革の推進 廃止 (市町村) ※理由：総務省事業の終了により
拠点公共施設への自立電源導入 実施中 市町村 岩手県公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金

民間の再生可能エネルギー導入支援 実施中 民間企業,住民
※当市では民間事業者による再生可能エネルギー事業の側
面支援を実施していることから、訪問や相談があった場合、随
時対応中。

スマートコミュニティ推進事業 実施中 市町村
復興事業におけるCO2削減 実施中 市町村
木質バイオマス発電(コジェネ)の導入活用 廃止
瓦礫処理技術の活用 実施完了 市町村
企業誘致の強化 未実施 未定
林業の高度化の推進 実施中 市町村
木造復興住宅の建設 実施中 市町村 東日本大震災復興交付金

海洋エネルギーの実証 未実施 未定
※釜石沖実証フィールドの実現に向けて、実証実験を行う企
業等を探している。

海洋産業、水産業への海洋エネルギーの
活用・普及に係る研究・開発

未実施 未定
※大学等研究機関と地元企業による研究開発を実施するべく
準備中。

高齢者の積極的雇用 実施中
その他(釜石公共職業
安定所)

高年齢者雇用安定助成金（高年齢者活用促進コース）
高年齢者雇用安定助成金（高年齢者労働移動支援コース）
特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇用開発助成金）
特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇用開発特別奨励金）

高齢者雇用奨励金の創設 実施完了
その他(釜石公共職業
安定所)

高齢者による健康づくり(介護予防) 実施中 住民
生活応援センターの体制強化 実施中 市町村
見守り体制構築モデル事業 実施中 市町村
かまいし・おおつち医療情報ネットワーク
（ICT を活用した地域ネットワーク）の構築

実施中
その他(釜石・大槌地域
医療連携推進協議会)

地域医療再生基金

デマンドバスの運用 実施中 市町村 東日本大震災復興交付金

在宅医療連携拠点の設置 実施中 市町村
在宅医療連携拠点事業（厚労省委託事業）
在宅医療介護連携促進事業費補助金（県補助事業）

1)東日本大震災からの不撓
不屈・復興の記録

東日本大震災の記録と復興の過程の記録 実施中 市町村 東日本大震災復興交付金

橋野高炉跡整備計画の策定 実施中 市町村
国宝重要文化財等保存整備費補助金(調査分）
史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備補助金（整備分）

橋野鉄鉱山インフォメーションセンター計画
の推進

実施完了 市町村 岩手県森林・林業・木材産業づくり交付金

鉱山ニューツーリズムの創出 実施中 市町村 国宝重要文化財等保存整備費補助金（耐震補強・公開整備）
鉄の歴史教育の展開 実施中 市町村,民間企業

3)近代化産業遺産群の世界
への情報発信

世界遺産登録の推進 実施中 市町村

ラグビー競技普及啓発事業 実施中 その他(市競技団体) ラグビー普及実行委員会運営事業補助金

多目的公園整備計画の推進 実施中 市町村
東日本大震災復興交付金
都市公園事業補助等都市公園関連補助
スポーツ振興くじ助成金

計画書に記載されていない新たな事業
なし

社会
産業福祉都市
かまいしの構

築

1)高齢者が「生きがい」を持
てるまちづくりの推進

2)生活応援センターを軸とし
た保健・医療・福祉・介護の

一体化

その他
歴史環境を活
かすまちづくり

2)釜石フィールドミュージア
ム構想の展開

4)ラグビーＷ杯誘致に向け
た取組（仮称）

環境

エネルギー地
産地消の推進

1)多様なエネルギーの導入
拡大

2)エコ－ライフの普及促進

多様なエネル
ギー環境を活
かした産業創

出

1)再生可能エネルギー利用
型事業の展開

2)緑のシステム創造事業の
拡大

海洋エネル
ギーの活用に
係る研究開発

分類 取組名 取組内区分 詳細事業 進捗状況 事業主体 実際利用した・利用予定の補助金制度　(※：備考)
メガソーラー発電所の建設 実施中 民間企業

再生可能エネルギーと蓄電技術を導入したモデルの構築 実施中 市町村
岩手県再生可能エネルギー設備導入等推進基金
（環境省：グリーンニューディール基金）

メガソーラー発電所運営体(新設) 廃止

防災都市にふさわしい電気エネルギーシステム構築 実施中 市町村
岩手県再生可能エネルギー設備導入等推進基金
（環境省：グリーンニューディール基金）

地域に分散している発電システムを集中型メガソーラーシス
テムと結合

未実施 未定

系統電力とメガソーラー電力との効率的な連携システムの構
築

未実施 未定 ※東北電力と事前協議を行い課題を確認

新設する公共施設の低炭素施設化 実施中 市町村
岩手県再生可能エネルギー設備導入等推進基金
（環境省：グリーンニューディール基金）

新設する公共施設を防災及びコミュニティ拠点とする 実施中 市町村
岩手県再生可能エネルギー設備導入等推進基金
（環境省：グリーンニューディール基金）

エネルギーコストの削減 実施中 市町村
岩手県再生可能エネルギー設備導入等推進基金
（環境省：グリーンニューディール基金）

太陽電池と二次電池を導入
したスマートハウス普及のた
めのスマートハウス仕様設
計と経済効果の評価を行う

スマートハウス仕様設計 未実施 未定

1)都市機能を集約したコンパ
クト中心市街地の整備

商業施設、公共施設、集落間の交通システムの効率化 実施中 市町村

環境負荷が少なく利便性の高い交通システムの実現 実施中 市町村
地域ICTシステムによる防災、交通インフラ、医療・介護イン
フラの連携、高度化

未実施 未定

実施中 市町村
在宅生活を支える、各種医療サービスが連携した医療モデ
ルの設計
（遠隔診療の実現、クラウドカルテの活用、病院業務自動化
の推進）

実施中
その他(官民連
携による共同
事業体）

国内外の先進的な医療・福祉取組の調査・評価・応用可能
性の検討

実施完了 住民

定置型蓄電池工場誘致等
による新産業の振興

定置型蓄電池(リチウムイオ
ン電池)の生産工場や環境

関連産業の誘致・振興
大規模低地型蓄電池の生産工場誘致 実施中 民間企業

植物工場・水産加工場等の自然エネルギー導入・ICT導入に
よるスマート化

実施中 民間企業

地場産業の復興促進のためのブランディング・マーケティン
グ等ソフト面の支援

実施完了 市町村 復興庁：復興交付金

岩手県産の木材を利用したゼロエネルギー住宅を用いた団
地開発

実施中 市町村

住宅団地への木質バイオマスを活用した地域冷暖房システ
ム導入

実施中 市町村

高齢化
対応

コンパクトシティの整備
2)中心市街地に対する周辺
地区(高台移転集落含む)の

環境未来都市の推進
3)コミュニティバス交通ネットワークの構築

医療・福祉・介護の先進モ
デルの構築

ICTを活用した医療・福祉情
報ネットワーク設計

その他
(産業)

先端技術及びノウハウを生かした水産業、農業、林業の
振興

地場の産業を活性化する木造環境性能住宅団地の開
発

計画書に記載されていない新たな事業
なし

環境

蓄電池を付帯したメガソー
ラー発電所の建設

地域分散型のソーラー発電
と大規模蓄電池及び蓄電シ
ステムによる、小規模都市

での部分的な地産地消型エ
ネルギーシステムの構築

既存電力と再生可能エネ
ルギーのハイブリッド・エネ

ルギーシステムの構築

既存電力と再生可能エネル
ギー発電によるハイブリッド・
エネルギー供給システムの

構築

自然エネルギー活用型ス
マート施設の構築

新たに新設する学校などの
公共施設に、太陽光発電、
蓄電池、バイオマス発電を

導入したスマート化などの概
念設計を行う

詳細事業 進捗状況 事業主体
実際利用した・利用予定の補助金制度　(※：備

考)

沿岸部から市東部へのエココンパクトシティの集団移転事業 実施中 市町村
復興交付金
※来年夏には、住民の方々の引っ越しが終わる予
定

居久根の再生 未実施 住民

「千年希望の丘」の造成 実施中 市町村
復興交付金
※現在３つ完成しており、残り１２基を今後整備して
いく予定

植林活動 実施中 市町村
※植樹祭の主催という意味で事業主体を市町村とし
ている。実施にあたっては、多方面からの協力を得
ている

メガソーラーの誘致 実施中 民間企業
※丸紅（株）により「いわぬま臨空メガソーラー（株）」
を設立、事業を進めている

健康・医療関係産業及び研究機関の誘致・集積 実施中 市町村
復興交付金
※基本構想はできているが、その後の具体的な進
め方等について地元の方々と一緒に検討中

医療機関どうしでの医療福祉情報ネットワークの導入・利用
による高齢者の健康情報共有

未実施 未定

岩沼市、仙台市の医療機関での医療福祉情報ネットワーク
導入促進、カルテの共有化による高度医療を受けられる体
制の整備

未実施 未定

外食産業等の企業が出資す津農業生産法人の誘致 未実施 未定

超省エネ型水耕栽培技術の次世代アグリビジネスのモデル
実施

実施中
その他(農林水
産省等)

※国の食料生産地域再生のための先端技術展開事
業の場として、民間企業と市内の農家が共に「キャベ
ツにおける機械化」や「農業のエネルギーマネジメン
ト」の実証に取り組んでいる

被災農家の雇用及び地域の雇用創出 未実施 未定

６．次世代アグリビジネスの展開

計画書に記載されていない新たな事業
なし

取組名

１．エココンパクトシティの形成

２．「千年希望の丘」の造成事業

３．自然エネルギーによるエネルギーマネジメントシステムの構
築

４．自然共生・国際医療産業都市の整備

５．医療福祉情報ネットワーク導入による予防医学推進事業

詳細事業
(*…取り組み名をまたいで重複している項目)

進捗状況 事業主体 実際利用した・利用予定の補助金制度　(※：備考)

(1)東松島地域エネルギービジョン策定* 実施完了 市町村
H23環境未来都市先導的モデル事業補助金
※見直しを検討中

(2)奥松島「絆」ソーラーパーク設置及び東松島「絆」
カーポートソーラー設置

実施完了 民間企業
東松島市環境交流特区（税制優遇措置）
※三井物産からトランスバリュー信託（株）に売却予定。
H26.12よりファンド募集中

(3)多機能可搬型スマートデバイス(スマートポール)設
置事業*

実施完了 市町村
H23環境未来都市先導的モデル事業補助金
※庁舎含め市内１０ヵ所に整備

(4)バイオマスプラント整備事業 実施中 市町村,民間企業
復興交付金効果促進事業
※H25にF/S調査実施。

(5)風力発電事業 実施中 市町村
復興交付金効果促進事業
※H25.12～H26.12の期間、風力賦存量調査実施中

(6)各種太陽光発電事業 実施中
市町村,民間企業,
住民

みやぎ環境交付金事業（住民主体のもの：住民対象の太陽
光発電設置補助）
※市町村主体のものについては、モデルとして、公共施設屋
根貸事業（市民体育館屋根）を実地。現在、災害公営住宅を
対象に事業者選定中。

(7)農地ソーラー創成事業 実施中 民間企業
新しい東北先導モデル事業
※民間企業が採択を受け、市内の農地を活用した実証実験を
実施中

(8)太陽光発電等発電能力保障保険創成事業 廃止 ※理由：一定の規模が必要となるため、市場として不足
(9)小型風力発電事業 未実施 民間企業

(10)バイオガス発電事業 未実施 民間企業
バイオマス産業都市（H25選定）
※被災元地活用方針の確定が遅れたこと、補助金を活用しよ
うとした場合に、経営安定性が採択条件となっていること。

(11)平地林業・緑地整備事業 未実施 民間企業
※早生樹選定のため、土壌調査を実施。今後、樹種選定など
実行段階の検討を開始する。

(12)地域分散型電源整備事業* 実施中 市町村
地域の元気創造事業（分散型エネルギーインフラ導入可能性
調査）
※H25実施。H26詳細F/Sの応募については見送りとした。

(1)東松島市地域エネルギービジョン策定* 実施完了 市町村

(2)LED街路灯実証実験事業 実施中 民間企業
※市内運動公園内の街路灯を活用して、民間企業が実施。
H27.3で実証期間終了

(3)EV利用のスマートシティ構築事業 未実施 未定

(4)プラスエネルギー・健康住宅推進事業* 実施中 市町村

少子高齢化環境対応等補助金
※H26年度に東松島市版地域型住宅モデルハウス完成。コン
セプトに関しては、地元工務店関係者と意見交換を重ねたも
のを設計思想の根幹に据えている。

(1)プラスエネルギー・健康住宅指針事業* 実施中 市町村

(1)医療をツールとしたまちづくり事業 実施中 民間企業,住民 ※地域住民と市外の医療機関の合同事業として実施中。

(2)森の学校推進事業 実施中 市町村,民間企業

復興交付金
※被災した野蒜小学校を新築移転する事業。校舎完成前に、
復興の森をフィールドに事業を展開中。CWニコル　アファンの
森財団の支援を受けている。

(3)癒しの森創成事業 実施中 民間企業
※市有林を民間事業者に貸し、事業を展開中。今年度、数回
のWSを実施し、市内の児童が参加。

(4)木質利用推進都市検討事業 実施中 民間企業
※市と復興の包括協定を締結している住友林業が主導してい
る事業。構想を策定し、それぞれの事業を落とし込んでいく予
定。

(1)意識共有創成事業 実施中 民間企業
※市内の仮設住宅で展開中。民間企業の支援を受けて、足
湯カーが寄贈された。

(2)地域コミュニケーション適正化(マルチメディア等)検
討事業

未実施 市町村
※構想策定し、整備着手前の課題整理中。整備完了後の維
持経費の捻出が課題となっている。

(3)高齢者見守り事業 未実施 市町村
※構想策定し、整備着手前の課題整理中。整備完了後の維
持経費の捻出が課題となっている。

(4)コレクティブハウス整備事業 未実施 民間企業 ※構想策定を進める予定

(5)各種市内情報発信・連携事業 廃止 ※理由：地域コミュニケーション適正化検討事業と統合のため

(1)6次産業化事業 未実施 民間企業 ※民間資本により、直売所整備検討開始

(2)ソーシャルツーリズム推進事業 実施中 民間企業
※癒しの森創成事業等のプログラムに対するコーディネイトを
試験的に開始している。

(3)人材発掘・育成事業 実施中 民間企業 ※被災した小学校を一時的に貸し出しし、実施している。
(4)市内商工業者の販路拡大事業 廃止

(5)園芸施設・植物工場誘致事業 実施中 民間企業
バイオマス産業都市（H25選定）
※用地の確保等に時間を要している状況。

(1)多機能可搬型スマートデバイス(スマートポール)設
置事業*

実施完了 市町村
H23環境未来都市先導的モデル事業補助金
※庁舎含め市内１０ヵ所に整備

(2)避難所における再生可能エネルギー等導入事業 実施中 市町村
グリーンニューディール基金事業
※防災計画において、中核避難所として位置づけられている
公共施設を順次整備中。H27完了予定。

(3)防災備蓄用品購入事業 実施中 市町村
復興交付金
※防災計画に基づき、順次整備中。H27完了予定。

(4)地域分散型電源整備事業* 実施中 市町村
地域の元気創造事業（分散型エネルギーインフラ導入可能性
調査）
※H25実施。H26詳細F/Sの応募については見送りとした。

(1)沿岸津波監視システム先行モデル導入事業 実施完了 市町村
復興交付金
※H25に整備完了。市内に４基設置。

(2)防災教育、防災訓練の実施 実施中 市町村,住民
※毎年１回、自主防災組織主導の防災訓練に加え、今年度
より原子力防災訓練実施予定。

(3)移転先まちづくり整備協議会の運営 実施中 市町村,住民
復興交付金
※市民協働による合意形成方式の協議会運営。

(4)復興まちづくり計画市民委員会 実施中 市町村,住民
復興交付金
※復興事業の進捗状況や事業内容についてWSを開催。進め
方について意見を徴している。

(5)復興まちづくり土地利用計画策定 実施中 市町村

実施中 市町村,民間企業

二酸化炭素排出抑制等対策事業補助金
※H26～H28の３ヵ年事業として環境省より採択。積水ハウス
（株）と共同事業により、特定供給による電力エリアマネジメン
ト構築を目指す。

実施完了 民間企業
※国内初展示の科学地球儀SOSをはじめ、微細藻類研究ラ
ボを併設。環境教育の拠点を目指す。

ディスカバリーセンター開設

5．地域住民相互の高齢者介護・見守り体
制の構築等による地域コミュニティの再

生、活性化

6．高齢者雇用を支える地域雇用の拡充

7．エネルギーおよび食糧に関する域内自
給率向上

8．災害に強く安全なまちづくり

計画書に記載されていない新たな事業

東松島スマート防災エコタウン電力マネジメント構築事業

4．安全で健康な住環境の整備(地域環境
の整備による健康推進)

取組名

1．MATSUSHIMA 自然エネルギーパーク
構想の実施

2．ネット・ゼロ・エネルギーシティの実現

3．安全で健康的な住宅の整備(健康住宅
の整備による疾病・怪我の抑制)

分類 詳細事業 進捗状況 事業主体 実際利用した・利用予定の補助金制度　(※：備考)
太陽光発電事業 実施中 民間企業 ※H26年度：SPC設立 ソーラーパワー南相馬㈱（鹿島・原町）
風力発電事業 実施中 民間企業 ※H25年度：SPC設立　㈱南相馬サステナジー
山林資源を活用したバイオマス発電事
業

未実施 未定 ※H26年度～バイオマスに　「資源作物」「藻類」を追加

個人でソーラーパネルを設置する際の
補助金助成

実施中 住民
※【市】家庭の創エネ・省エネ促進支援事業H26年度～　HEMS
補助を新設
※【県】福島県住宅用太陽光発電補助制度

民間資本等を活用した設置・導入の促
進

実施中 民間企業
再生可能エネルギー発電設備等導入復興支援補助金（経産
省）

EV導入・促進 実施中 市町村
クリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金(経産省)
次世代自動車充電インフラ備促進事業補助金(経産省)
PHV・PHEV・EV充電インフラ普及プロジェクト支援金(民間)

再生可能エネルギーのモビリティへの
活用、非常用電源としての活用を図る

未実施 未定

庁舎や社会福祉施設等の公共施設へ
の再生可能エネルギー導入

実施中 市町村
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境省)
情報通信技術利活用事業費補助金(総務省)

新たな市内主要市街地周辺の集落に
「Co-housing」の考えを取り入れ整備
する

実施中 市町村,民間企業,住民 住民参加による低炭素都市形成計画策定モデル事業(環境省)

高齢者見守り・訪問活動(孤立対策) 実施中 市町村
自主性・主体性を持って取り組む町づ
くり事業や人材育成事業へ補助金を
交付

実施中 住民
※【市】まちづくり活動支援事業
※【市】地域の絆づくり支援事業

その他(一
次産業の

再生)

再生可能エネルギーを活用した植物
工場の設置

実施中 市町村 被災地域農業復興総合支援事業(復興庁)

超高齢化
対応

誰もが暮らしやすい世代循環の
まち(Co-housingの考えを取り

入れた集落の形成)

一次産業の再生(EDEN計画)

計画書に記載されていない新たな事業
なし

取組名

環境

再生可能エネルギー基地の整
備・運用

家庭用太陽光発電設備の導入
促進

EV導入の環境整備

公共施設の再生可能エネル
ギー導入促進

 大船渡
市

住田町
陸前高
田市

３都市
合計

震災前 (H22.9) 39574 40737 6190 23300 70227 42903 44187 70878 8224
震災後(H26.10) 36570 38973 6058 20426 65457 40111 44040 63700 7956

人口密度(人/㎢) 82.9 120.5 18.1 87.9 75.5 393.6 725.4 159.8 171.5
人口減少率(%) 7.6 4.3 2.1 12.3 6.8 6.5 0.3 10.1 3.3
高齢化率(%) 34.8 30.9 38.7 34.9 34.8 23.2 19.8 26.6 26.9

面積(㎢) 441.4 323.3 334.8 232.3 890.4 101.9 60.7 398.5 46.4
津波浸水面積(%) 1.6 2.5 14.8 17.3 36.3 28.5 10.3 19.4

第1次産業(%) 7.1 10.6 22.5 15.1 13.8 9.1 3.4 8.2 13.3

第2次産業(%) 29.5 29.2 31.7 28.5 29.7 25.4 27.1 33.4 34.8

第3次産業(%) 63.4 60.1 45.8 56.4 56.4 65.4 69.5 58.4 51.9

人口

釜石市

面積

就業
者の
割合

環境未来都市
被災地枠6都市

基本データ

東松
島市

岩沼市 新地町
南相
馬市

気仙広域

- 2 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.14, 2015 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.14, May, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各都市の進捗状況を見ると、「実施完了」に当てはまるものは、

計画の策定を含むソフト事業や設備設置などの比較的小規模な

ハード事業が多い。「実施中」については、環境未来都市計画が

5年間を通して行う事業が多くを占めているため、ほぼすべての

都市で事業全体の半数以上を占めている。「未実施」も同様で、

今後予算が決まり次第・構想が固まり次第取り組まれる予定であ

る。なお、既に廃止された事業があるが、これらは、他の事業と

統合した、事業規模が都市の規模に見合わないことが分かった等

が理由である。 

事業主体については、全体的に市町村主体の事業が多いが、東

松島市では民間企業主体の事業が最も多い。これは、産学官民連

携の事業を推進するためのプラットフォームとして「東松島みら

いとし機構」を設立し、民間企業から行政への事業提案を積極的

に行っていることによるものであると考えられる。 

 

4.被災地枠6都市の「環境未来都市」構想に関する認識 

 本章では、アンケート調査のうちの意識調査の結果をベースと

しつつ、ヒアリング調査の結果を踏まえながら、「環境未来都市」

構想に関する各都市の認識を分析する。 

(1)応募した理由について 

「環境未来都市」構想に応募した理由については、図_7 の通

りである。 

「①環境未来都市先

導的モデル事業費補助

金などの予算措置を優

先的に受けるため」が

4都市(67％)で最も多 

く、次いで「③「環境未来都市」に選定されることによって都

市のブランドイメージを上げるため」が3都市(50％)となった。 

 「⑤その他」については、復興計画を産学官民の連携によって

早期の復興を目指すため、低炭素・省エネルギーの取り組みとし

て原発に依存しないエネルギーの地産地消を目指し未来志向で

復興を進めるため、という回答があった。 

(2)選定されたメリットについて 

 環境未来都市に選定されたメリットについては、図_8のよう

な結果となった。 

「(1)予算措置を

優先的に受けられ

る」については、「②

多少はメリットにな

っている」(3都市・ 

50%)という意見と「③全くメリットになっていない」 (3都市・

50%)という結果になった。 

これは環境未来都市の固有の補助金である「環境未来都市先導

的モデル事業費補助金」が平成26年度から打ち切りになり、そ

れ以前に補助を受けた都市と受けていない都市があったためで

ある。また、多少はメリットであると感じていても、事業のイニ

シャルコストとしてのもので、事業を続けていくために必要な費

用への対応はなく、自治体の負担が嵩んでいる状況であるという

意見もあった。 

「(2)推進ボード委員からのアドバイスが受けられる」につい

ては、「②多少はメリットになっている」と答えた都市が4都市

(67%)、「③全くメリットになっていない」と回答した都市が 2

都市(33%)だった。有益な意見を貰うことができた反面、地域の

状況に対応した密な意見ではないという回答があった。 

「(3)ブランドイメージが上がる」については、「①大きなメリ

ットになっている」と回答した都市が1都市(17%)、「②多少はメ

リットになっている」と回答した都市が3都市(50%)、「③全くメ

リットになっていない」と回答した都市が2都市(33%)だった。

知名度の向上や民間企業の誘致などでメリットを感じている都

市が多いが、住民の認識や理解が浸透していないという印象を持

っているという回答も見られた。 

(3)構想に関して改善してほしいと考えること 

 「環境未来都市」構想に関して、改善してほしいと考えること

については、図_9の通りである。 

「環境未来都市先導的モデル事業費補助金などの予算措置つ

いて」では、「①改善してほしい点がある」と答えた都市が5都 

表_7 新地町の環境未来都市計画の概要と事業進捗状況 

図_8 環境未来都市に選定されて感じるメリット 
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図_1 釜石市 事業主体別進捗状況 

 

図_2 気仙広域 事業主体別進捗状況 

 

図_4 東松島市 事業主体別進捗状況 

 

図_3 岩沼市 事業主体別進捗状況 

 

図_5 南相馬 事業主体別進捗状況 

 

図_6 新地町 事業主体別進捗状況 

 

取組内区分 詳細事業 進捗状況 事業主体 実際利用した・利用予定の補助金制度　(※：備考)
民間事業者主体の大規模太陽光発電施設の設置 実施中 民間企業
「再生可能エネルギーパーク」整備 未実施 未定
町内の小中学校4校への太陽光発電システム及び蓄電
装置の設置

実施完了 市町村 コカ・コーラ基金

学校以外の公共施設への太陽光発電システム導入 実施中 市町村 グリーン・ニューディール基金
高台移転事業(7か所の住宅団地等の整備) 実施完了 市町村 復興交付金
高台移転事業先での太陽光発電システム導入 実施中 市町村 コカ・コーラ基金

④エコ・ライフスタイルに向けた
環境学習の実施

太陽光発電の「みえる化」 実施完了 市町村

多様なバイオマスを活用したエネルギー事業の実現 実施完了 民間企業
熱供給実証実験の実施 未実施 未定
相馬共同火力発電所における木質ペレット混焼による
CO2削減

実施完了 民間企業

木質・菜の花等からのバイオエタノール燃料製造事業 未実施 未定
未実施 未定

EV用充電ステーションの設置 実施中 市町村 環境未来都市先導的モデル事業費補助金(内閣府)
公用車、公共交通機関等のEV化 未実施 未定
EVを蓄電池とした効率的なエネルギーマネジメント等の検
討

未実施 未定

未実施 未定
「観光交流センター」の整備 未実施 未定
地元農家等による多様な特産物の製造・販売の支援(農
業の6次産業化の推進)

未実施 未定

未実施 未定
釣師浜漁港の復旧・新たな機能を付加した整備 未実施 未定
水産加工施設の復興 未実施 未定

未実施 未定
通勤通学等の利用者ニーズの調査をもとにした路線整備
の検討

未実施 未定

常磐自動車道開通を踏まえた高速バスとの連携による新
たな広域公共交通についての検討

未実施 未定

新地町役場及び新たなJR新地駅を中心とした中心市街
地の整備

実施中 市町村 復興交付金

「コンパクトタウン」を目指した新たなモビリティの検討 未実施 未定
マイクロ波による情報通信(FWA)の整備 実施完了 その他 総務省
防災緊急ネットワークシステムの構築 実施完了 市町村 総務省
エリアワンセグを活用した情報インフラの構築 未実施 未定
町全域で誰でも使える情報基盤の整備 実施中 市町村 総務省

実施中 市町村 環境未来都市先導的モデル事業費補助金(内閣府)
行政、商店、住民が気軽に参加できるソーシャルメディア
活用

未実施 未定

地元NPOによる「地域見守りサービス」の展開支援 未実施 未定
多様なコミュニティビジネスの創出に係る起業化サポー
ト・アプリ開発支援

未実施 未定

なし

4．多様な再生可能エ
ネルギーを活用した新

たな産業の創出

①再生可能エネルギーを活用した野菜工場の整備

②観光交流センターを拠点とし
た農業の6次産業化の推進

③スポーツ施設等や宿泊施設の整備による新たな観光産業の創出
④釣師浜漁港における水産業
の復興と6次産業化の推進

5．超高齢化に対応し
た地域モビリティシス

テムの構築

①コミュニティ交通の導入による地域内移動手段の確保

②周辺地域とつながる広域圏
の交通ネットワークの再構築

③「コンパクトタウン」を支える
新たな地域モビリティの構築

6．高齢者のQOL向上
に質する多様な地域

サービスの提供

①いつでも、どこでも、だれでも
使える高度情報通信インフラの
整備

②高齢者に使いやすいインターフェイスの導入

③多様な主体による地域サー
ビスの提供

計画書に記載されていない新たな事業

2．地域特性を活かし
た多様なバイオマスエ

ネルギーの導入

①バイオマス発電・熱供給実
証実験の実施
②地域の森林資源や植物の栽
培によるバイオエタノールの生
産

３．多様な地域分散・
自立型エネルギー供
給による[スマート・ハ
イブリッド・ネットワー

ク」の構築

①小規模スマートグリッド実証実験の実施

②EV化の促進及び充電ステー
ションの整備

取組名

1．エネルギーの地産
地消に向けた太陽光

発電の導入

①太陽光発電事業の実施

②小中学校をはじめとした公共
施設における太陽光発電の導
入
③新たな住宅団地等を中心と
した太陽光発電の導入

67%

0%

50%

33%

33%
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①環境未来都市先導的モデル事業費補助金

などの予算措置を優先的に受けるため

②「環境未来都市推進ボード」の委員からの有

益なアドバイスを受けるため

③「環境未来都市」に選定されることによって

都市のブランドイメージを上げるため

④事業を進めるための規制緩和を受けるため

⑤その他

(n=6)
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(1)予算措置を優先的に受けられる

(2)推進ボード委員からのアドバイスが受
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(3)ブランドイメージが上がる

①大きなメリットになっている ②多少はメリットになっている

③全くメリットになっていない
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図_7 「環境未来都市」構想に応募した理由(複数回答) 

 

 

- 3 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.14, 2015 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.14, May, 2015 

 

 

 

 市(83%)だった。先述

の通り、現在は固有の

予算措置はないため、

改善が必要であると感

じている都市が多かっ

た。 

 「「環境未来都市推進ボード」の委員からのアドバイスについ

て」では、「②改善してほしい点はない」と答えた都市が5都市

(83%)となった。しかし、「①改善してほしい点がある」と回答し

た都市においても、「有識者のサポートがあることはとても心強

い環境。しかし学術的な助言が中心となっているので、市民や行

政、民間企業の視点からアドバイスを貰えるともっと実用的にな

ると感じる」という回答があった。 

「事業を進めるための規制緩和について」では、「①改善して

ほしい点がある」と「②改善してほしい点はない」がそれぞれ3

都市(50%)という結果になった。「①改善してほしい点がある」が

あると答えた都市は、事業を遂行するにあたって農地転用がしづ

らい点、現行の法令や要綱・要領・ガイドラインを把握した上で

ないと規制緩和の手続きに入れない点などに不便を感じていた。

なお、内閣府に対するヒアリングによると、環境未来都市である

ことによって、規制緩和が行われた実績はないとのことだった。 

 「その他」については、2 都市(33%)が「①改善してほしい点

がある」と回答した。改善してほしいと考える内容については、

環境未来都市のPRが不足している、原子力災害の被災地では避

難を強いられ、復旧に時間を要しているために事業化が遅延して

おり、財源の確保が厳しくなっているので継続的な支援が求めら

れる、などの意見があった。 

(4)「環境未来都市」構想の実現のための工夫について 

 環境未来都市」構想の実現に向けて工夫したことはあるかにつ

いては、図_10の通りである。 

 すべての都市が「①ある」

と回答した。工夫の内容とし

ては、気仙広域では、2 市 1

町が連携して環境未来都市

となっていることが挙げら 

れる。具体的な内容については、次章で詳述する。 

 釜石市では、環境未来都市構想の市民への周知が不十分である

ことから、市民向けのスマートコミュニティイベントの開催や、

横浜市資源リサイクル事業協同組合主催の「環境絵日記」を事業

に取り入れるなど、市民の環境・エネルギーに関する意識向上に

つながる普及啓発の取組みを行っていることが挙げられる。 

 岩沼市では、再生可能な震災廃棄物を遠方まで運搬し焼却する

ことなく、復興事業である千年希望の丘に活用していることが挙

げられる。 

 東松島市では、次章で詳述するが、産学官民連携の検討を進め

るプラットフォームとして、平成24年10月に一般社団法人「東

松島みらいとし機構（愛称：HOPE）」を設立し、事業を検討し推

進していることが挙げられる。 

 南相馬市では、環境未来都市の取り組みを推進するにあたり、

庁内、庁外に推進体制を整備し、協議を行っていることが挙げら

れる。庁内の推進体制は、市関係各課で構成される「南相馬市未

来都市庁内推進会議」、庁外の推進体制は、学識経験者や関係機

関等で構成される「南相馬市環境未来都市推進会議」である。 

 新地町では、産学官が連携したネットワークを形成し、環境関

連産業に係る情報交換等の場を創出しつつ、地域エネルギーの利

活用調査や事業化検討、持続可能な環境都市の暮らしの実現に向

けた調査研究を行っていることが挙げられる。また、「新地町環

境産業共生型の復興まちづくり協議会(仮称)」を設立し、イノベ

ーション・コースト構想と連携したエネルギー関連産業の集積促

進や、復興・地域創生の柱となる環境産業共生型のまちづくりを

目指していることも工夫として挙げられる。 

 

5.6都市の特徴的な取り組み事業・活動に関する詳細分析 

各都市が行っている特徴的な取組・活動について、各都市にヒ

アリング調査を行い、表_8にまとめた。 

(1)気仙広域について 

気仙広域は、以前から同じ文化圏・経済圏を形成してきた地域

であるが、震災からの復興にあたって、多様な地域課題を解決す

るためには1自治体での力では限界があるという判断のもと、2

市1町で連携して環境未来都市構想に参加することとなった。 

気仙広域では、2市 1町連携の取り組みとして、「医療・介護

等の先導的連携モデルの構築」が進められている。これは、大船

渡市には県立大船渡病院、陸前高田市には県立高田病院、住田町

には県立大船渡病院付属の住田地域診療センターが立地してい

るという特性を活かした事業であり、以下の2つの取り組みから

なるものである。一つは「気仙GP(ゼネラルパートナー)」、もう

一つは「地域医療連携 ICTの導入」である。「気仙 GP(ゼネラル

パートナー)」は、医療・介護の知識を教育する住民啓発のプロ

ジェクトで、住民が医療知識や介護知識を学ぶものであり、これ

とあわせて地域医療連携ICTを導入することで、住民が自己の健

康を把握・管理し、医療従事者や介護従事者と相互に支え合える

ような関係を作ることが目指されている。 

具体的な事業は、平成27年度から始められる予定である。 

(2)釜石市について 

釜石市では、スマートコミュニティ推進事業の一環として、「ス

マート復興公営住宅」の建設・運営が行われている。この取り組

みは、市が事業主体となる35ヵ所の災害公営住宅団地のうち、

最も戸数が多い上中島復興公営住宅Ⅱ期団地で行われる。その他

の災害公営住宅はそれぞれの規模が小さく、スマートコミュニテ

ィのシステムが有効に機能しないため、上中島復興公営住宅Ⅱ期

団地のみでの導入となった。 

釜石市は、東日本大震災の際、電力の確保が困難な状態が長期

にわたったことで、エネルギー環境の脆弱さを痛感することとな

った。そのため、地域のエネルギーの自立性を高めつつ、省エネ

やCO2削減に貢献できる復興公営住宅が企画された。 

当初、スマート復興公営住宅では木質バイオマス(コジェネ)

発電にも取り組むことを想定していたが、導入コストが高く、収

支として回収が難しいことが分かり断念された。木質バイオマス 

図_9 「環境未来都市」構想に関して改善して 
ほしいと考えること 

 
 

図_10 「環境未来都市」構想の実現に 
向けて工夫したこと 
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発電の今後の導入等については状況によるものの、機会があれば

取り組みたいとのことだった。 

(3)岩沼市について 

岩沼市では、広大な津波被災地を有効に利用し、また、震災の

記憶を忘れないように、「エココンパクトシティの形成」、「千年

希望の丘の造成」、「自然エネルギーマネジメントシステムの構

築」が進められている。 

「エココンパクトシティの形成」は、津波によって被災した沿

岸集落を、市の中心部にある既存集落(玉浦地区)に集約し、その

地区全体でコンパクトなまちづくりを推進する事業である。沿岸

集落の住民は平成27年度夏ごろに仮設住宅等からの移転が完了

する予定である。 

「千年希望の丘」は、高さ10mほどの丘を沿岸部に15基築造

する取り組みである。この丘は、震災の記憶を忘れないためのオ

ブジェとしての意味合いも持ちつつ、今後また津波災害が発生し

た場合、一時的な避難所となる。進捗状況としては、現在4基目

と5基目が建設中である。残りの10基のうち8基は予算が確定

しているが、2基の予算が確定しておらず、今後寄付金などを募

って建設していくことになるという。 

「自然エネルギーマネジメントシステムの構築」では、地盤沈

下により排水機能が低下した被災農地を活用し、メガソーラー事

業者を誘致して、発電事業及び緊急時の電力供給を行う。メガソ

ーラーの建設はほぼ終了し、民間事業者も決まっており、平成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27年度から売電が開始される予定である。 

(4)東松島市について 

 東松島市では、東日本大震災による被害は甚大であり、行政の

みでは手に負えないという状況の中で、震災直後からの様々な企

業の提案を活かしつつ復興を果たすため、平成24年10月に民間

企業のプラットフォームとして「一般社団法人 東松島みらいと

し機構」が設立された。現在、事務局を軸としてさまざまな事業

が取り組まれている。 

「東松島みらいとし機構」には、現在約70社が参画しており、

それぞれの企業が「くらし部会」「エネルギー部会」「産業部会」

「コミュニティ・健康部会」の4つに分かれ、それぞれの担当す

る事業に取り組んでいる。会議の開催頻度はそれぞれの部会で異

なっており、産業部会とエネルギー部会の会議は半年に1回程度、

くらし部会とコミュニティ・健康部会は毎月1回開催している。

また、各会議には市の復興政策課も参加し、進捗報告や意見交換

を行っている。 

様々な取り組みの一例として、C.W.ニコル・アファンの森財団

が中心となって行っている「森の学校推進事業」や「癒しの森創

成事業」を挙げる。この取り組みは、くらし部会の中で行われて

おり、「森の学校推進事業」では株式会社リコーが、「癒しの森創

生事業」では80エンタープライズ,Inc.が事業長を務め、そのほ

かにも民間企業やNPO等が参画し事業が行われている。これは津

波により浸水し地盤沈下した野蒜地区の高台移転に伴う事業で、

表_8 環境未来都市 被災地枠6都市の特徴的な事業・活動に関する詳細分析 
環境未来都市名 特徴的な取り組み・活動 取り組み・活動に至った経緯 取り組み・活動の内容 取り組み・活動の状況

気仙広域（大船
渡市、陸前高田

市、住田町）

医療・介護等の先導的連携
モデルの構築

●気仙広域の2市1町は、古くから共通の文化・経済圏としてひ
とつの広域圏となっていた。東日本大震災によって大船渡市と
陸前高田市は甚大な被害を受け、今後の超高齢社会等の社
会状況も考慮すると、単一の自治体での復興は限界があると
感じ、2市1町での取り組みを行う事となった。
●もともと岩手県は主要市町村に県立病院があり、当地域も
県立病院に医療を依存してきた特殊な地域である。しかし、県
立病院でありながら、住民は「それぞれの市町民のための病
院」という意識が強く、ボーダーレスな医療の実現のため、教
育による意識改革と、ICTでの情報共有が必要となった。

●介護力の強化(気仙GP(ゼネラルパートナー)…”第2の義務教育”とし
て、住民に医療・介護の知識を教育し、一般市民でも医療・介護の知識
を有することができるようにする取り組み。現在118教科を指導する予
定。講師による受動的な教育ではなく、教育を受けた人がさらに教育を
施していくという、放射的な知識の広がりを目指す。
●医療ICT導入…自分のデータや医療・介護に関する情報を管理し、
医療機関同士で共有する。「介護力の強化」事業は、ICTシステムによ
るデータ共有をより有効に活用するための取り組みでもある。

●この取り組みには県からの予算が交付されることになってお
り、現在は準備段階。介護力の強化事業については初期費用も
運用費用も県から交付されるが、ICT情報システム導入は初期
費用のみで、運用費用は行政が負担することになる。平成27年
4月に社団法人を設立し、平成28年4月に運用に入る予定。
●医療とはボーダーレスなものであり、行政区は関係なく事業に
取り組むことが重要であるが、未だに住民や行政は”地域ごとの
医療”という認識が強く、改善する必要がある。

釜石市

<低炭素・省エネ・緊急時電
力確保> 災害に強く、環境
に優しい「スマート復興公営

住宅」

●東日本大震災時、長期によるインフラの停止で、エネルギー
環境の脆弱さがあらわとなった。よって、常時省エネな暮らしが
でき、緊急時にはエネルギー供給が出来る施設をつくること
で、地域の自立性を高めるため、スマートシステムを備えた復
興公営住宅が作られることになった。

●スマート復興公営住宅…156世帯が入居でき、スマートコミュティ機
能を付帯した災害公営住宅を1カ所に整備する。太陽光温水設備、エネ
ルギー使用の見える化、生活応援センターにEV・充電設備設置、屋根
貸し事業による太陽光発電事業、緊急時には太陽光発電による電力
供給を行う。
●屋根貸し事業…スマート復興公営住宅以外の公営住宅も含め、合
計5施設の屋根を民間事業者に貸す。

●スマート復興公営住宅は市が主体となって建設する災害公営
住宅35ヵ所のうちの一つで、平成27年4月に供用開始予定。今
後同様のモデル住宅を増やす予定はない(収支を考慮したうえ
で、システムの効果を得る適切な規模の公営住宅はないため)。
●屋根貸し事業については、スマート復興公営住宅が完成する
4月以降に設置し、工事が終わり次第運用を開始する。

岩沼市

エココンパクトシティの形成・
千年希望の丘の造成・自然
エネルギーのエネルギーマ
ネジメントシステムの構築

●震災からの早期復興とコミュニティの再構築を図るため、ま
た、今後の市域への施策展開に向けたモデルとして、津波被
害を受けた沿岸集落の集団移転と共に自然再生エネルギーを
活用したエココンパクトシティを形成することとなった。
●今回の地震による津波は1000年に1度と言われているが、
地質調査により400年に1度くらいの頻度で発生するものと考
えられることが分かった。沿岸部が津波で被災し、災害危険区
域に指定してあるものの、土地を安全に有効活用するため、津
波が来たときにすぐ避難できる場所が必要となった。
●地盤沈下により排水機能が低下した被災農地を有効活用す
るため、また緊急時の電力確保のために、メガソーラーが誘致
されることとなった。

●エココンパクトシティ…津波で被災した沿岸集落の人々を、内陸部の
集落と併せる形に集団移転し、コンパクトなまちづくりを目指す。同地区
内の災害公営住宅には蓄電池併用太陽光発電システムも導入する。
●千年希望の丘…沿岸部に一時避難ができる高さ10mほどの丘を15
基築造。造成の際に震災瓦礫を再利用する。
●自然エネルギーマネジメントシステム…地盤沈下により排水機能が
低下した被災農地を活用し、メガソーラー事業者を誘致。発電事業及び
緊急時の電力供給を行う。

●エココンパクトシティへの移転は平成27年夏頃完了予定。
●現在、千年希望の丘は4基目・5基目が造成中。15基のうち、
1基が寄付金、2基が宮城県の公園内の建設、10基が復興交付
金で建設される。残りの2基についての予算は明確には決まって
いない。
●メガソーラー設備については、平成27年4月から運用開始予
定。

東松島市
民間企業とのプラットフォー
ム「東松島みらいとし機構」

の活動

●バイオマスプラント整備事業⇒実施中
●風力発電事業⇒実施中
●各種太陽光発電事業⇒実施中
●農地ソーラー創成事業⇒実施中
●太陽光発電等発電能力補償保険創成事業⇒廃止
●小型風力発電事業⇒未実施
●地域分散型電源整備事業⇒実施中
●平地林業・緑地整備事業⇒未実施
●バイオガス発電事業⇒未実施
●プラスエネルギー・健康住宅推進事業⇒実施中
●医療をツールとしたまちづくり事業⇒実施中
●森の学校推進事業⇒実施中

●癒しの森創成事業⇒実施中
●意識共有創成事業⇒実施中
●地域コミュニケーション適正化(マルチメディ
ア等)検討事業⇒未実施
●高齢者見守り事業⇒未実施
●コレクティブハウス整備事業⇒未実施
●各種市内情報発信・連携事業⇒廃止
●6次化産業事業⇒未実施
●ソーシャルツーリズム推進事業⇒実施中
●人材発掘・育成事業⇒実施中
●市内商工業者の販路拡大事業⇒廃止
●園芸施設・植物工場誘致事業⇒実施中

●震災直後から、東松島市にはたくさんの企業から事業計画
の打診があった。その後環境未来都市に選定され、当初集
まった民間企業のアイディアをまとめ、活かすための組織として
「東松島みらいとし機構」が設立されることとなった。

●東松島みらいとし機構…民間企業のプラットフォームとして設立され
た一般社団法人。事務局を中心に約70社の民間企業が4つの部会に
分かれ、各自の専門分野に対する事業について、計画･進行を行う。4
つの部会は「くらし部会」「エネルギー部会」「産業部会」「コミュニティ・
健康部会」として分かれているが、部会をまたいで取り組まれている事
業もある。たとえば、エネルギー部会で「バイオガス発電事業」に取り組
んでいる企業は、産業部会で「園芸施設・植物工場誘致事業」も同時
に進め、発電の際に発生する熱を利用して花卉の生産を行うなど、そ
れぞれに連携をとって活動をしている。

●各部会で会議の頻度は異なる。産業部会とエネルギー部会
の会議は半年に一回程度、くらし部会とコミュニティ・健康部会は
毎月1回開催している。また、各会議には市の復興政策課も参
加し、進捗報告や意見交換を行っている。

南相馬市

南相馬ソーラー・アグリパー
ク事業、コ・ハウジングをコ
ンセプトとした集落の形成、

小高区の再興

●原発事故による風評被害で、南相馬市の農業も大きな影響
を受けた。震災による津波被害及び原子力災害による農産物
の風評被害を払拭し、農業の復興再生を図るため、再生可能
エネルギーを利用した植物工場を建設することとなった。
●コ・ハウジングの取り組みは、高齢者の孤独死や孤立を防
ぎ、かつ、地域住民のコミュニティ活動を活発にして、生活向上
を図るために計画された。

●一次産業再生のモデル事業…植物工場を建設。再生可能エネル
ギーを活用した施設でサラダ菜を栽培している。また、太陽光発電所で
は売電も行う。再生可能エネルギー体験交流学習も行われている。
●コ・ハウジング…防災集団移転に伴い、小川町地区に”Co-housing”
の考え方を取り入れたコミュニティの形成を目指す。移転地区に集会施
設をつくり、住民が管理をしながら、様々なコミュニティ活動に利用す
る。
●小高区の再興…原発事故で警戒区域となり、現在は地区のほとんど
が避難指示解除準備区域に指定されている小高地区の土地利用計画
や復旧・復興のための取り組み

●ソーラー・アグリパークで生産されているサラダ菜は県内の
スーパーで販売されている。体験学習は、平成26年度夏に8回
(参加者合計162人)、冬に3回(参加者合計124人)行われた。鹿
島区の植物工場の増設事業は埋蔵文化財の調査により着工に
遅れが生じている。来年度中に施設完成予定。
●コ・ハウジングの取り組みの中心となるコアハウスについて
は、平成２７年度着工予定。
●小高区については、避難指示区域等の解除目標時期を平成
28年4月と定めており、現在は市街地整備基本計画の素案が平
成27年2月に公表されている。中心市街地を「多世代交流エリ
ア」「商業活性化エリア」「景観整備エリア」「商業・住宅整備エリ
ア」「駅前チャレンジエリア」の5つにゾーニングし、新しいコンパク
トなまちづくりを目指すような計画内容となっている。

新地町
スマート・ハイブリッドタウン
の構築と中心市街地の整備

●従来、町内の若年層は就職や進学等により町外へ流出する
傾向にあったが、今後の地域産業の発展やそれに伴う移住に
備え、誰でも気軽に使え、必要な情報が得られるような情報イ
ンフラを整備することで、町内のコミュニティを強くすることを目
的とし、取り組みが行われることとなった。
●原発事故を踏まえ、原子力に依存しないエネルギー循環の
ある都市を目指すこととなった。

●情報インフラ整備…インフラ・住宅・中心市街地整備に合わせ、地域
情報通信ネットワーク「スマート・ハイブリッド・ネットワーク」を整備。町
内の家庭へタブレットの配布、情報共有のためのアプリケーション開
発、商店街や行政との情報共有、公共交通の情報提供などを行う。
●中心市街地整備…新地町役場とJR新地駅を中心とした市街地整備
を行う。駅前地区は「雇用創出・就労ゾーン」「地域振興・生活利便ゾー
ン」「住居系整備ゾーン」「防災ゾーン」に分かれている。また、この地区
で、平成29年に相馬港に建設予定のLNG基地からの排熱を利用し、植
物工場に活用する等の取り組みを行う。

●住民へのタブレット配布は50個の配布が終了しており、今後
はアプリケーションを整備して情報提供を行う。
●平成27年1月に取組事業に関する協議会(新地町環境産業共
生型の復興まちづくり協議会(仮称))の準備会を実施。平成27年
度中には協議会を設立し、その中の作業検討部会で中心市街
地整備などについて話し合っていく。また、平成28年度末にJR新
地駅が開通する予定。駅を軸とした公共交通ネットワークなども
検討していく予定。

●熱供給実証実験の実施⇒未実施
●新地町役場及び新たなJR新地駅を中心とした中心市街地の整備⇒実施中
●「コンパクトタウン」を目指した新たなモビリティの検討⇒未実施
●町全域で誰でも使える情報基盤の整備⇒実施中
●マイクロ波による情報通信(FWA)の整備⇒実施完了
●防災緊急ネットワークシステムの構築⇒実施完了
●行政、商店、住民が気軽に参加できるソーシャルメディア活用⇒未実施

関連する詳細事業

●在宅生活を支える、各種医療サービスが連携した医療モデルの設計⇒実施中
●国内外の先進的な医療・福祉取組の調査・評価・応用可能性の検討⇒実施完了

●スマートコミュニティマスタープラン策定⇒実施完了
●スマートコミュニティ推進事業⇒実施中

●沿岸部から市東部へのエココンパクトシティの集団移転事業⇒実施中
●「千年希望の丘」の造成⇒実施中
●メガソーラーの誘致⇒実施中

●再生可能エネルギーを活用した植物工場の設置⇒実施中
●新たな市内主要市街地周辺の集落に「Co-houseing」の考えを取り入れ整備する⇒実施中
●高齢者見守り・訪問活動(孤立対策)⇒実施中
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造成地の背後にある森林の保全と整備を行っている。現在、森林

の中にはツリーハウスや馬の蹄の形をした展望デッキなどがで

きているが、森の整備に「完成」というものはなく、今後も住民

主体での森の整備が続けられていくという。また、サウンドシェ

ルターや森の音楽堂といった施設も増設する予定である。 

(5)南相馬市について 

南相馬市は東京電力福島第一原子力発電所に近く、原発事故に

よる放射性物質汚染や風評被害が農業の再生を妨げている現状

にある。そこで、震災による津波被害及び原子力災害による農産

物の風評被害を払拭し、農業の復興再生を図るため、南相馬ソー

ラー・アグリパークが整備された。現在、運営されている「南相

馬ソーラー・アグリパーク」で生産されたサラダ菜は、県内のス

ーパーマーケットで販売されている。 

また、高齢者の孤立防止やコミュニティ形成のために、防災集

団移転に伴い「コ・ハウジング」の考え方を取り入れた集落が小

川町地区に整備されている。「コ・ハウジング(Co-housing)」と

は、高齢者や子どもでも暮らしやすい住宅建設の推進や、歩行を

促すような仕組みを取り入れた区画整備、住民が共同活用できる

集会や中庭の整備、再生可能エネルギーの活用やリサイクル推進

による環境負荷低減などをめざすコンセプトである。現在10世

帯ほどが住宅を建設しており、取り組みの要となるコアハウスは

平成27年度着工予定である。コアハウスは、住民主体での管理・

運営を行っていくこととなっているが、具体的な活用方法につい

ては未定で、行政側からの提案や住民同士での話し合いなどを踏

まえ、今後方針を固めていくことになっている。 

なお、南相馬市の南部の小高地区では、原発事故の直後には警

戒区域が設定され、今なお避難指示が継続されている。このよう

な状況にあるため、小高地区については、環境未来都市構想にか

かわる事業は計画されていないが、避難指示の解除目標が平成

28年 4月とされており、今後の復旧・復興が大きな課題となっ

ている。 

(6)新地町について 

 新地町は、以前から進学や就職等で若年層が町外へ流出する傾

向にあった。今後の地域産業の発展やそれに伴う移住に備え、だ

れでも気軽に使えるような情報インフラを整備し、コミュニティ

の強化を図るため、地域情報通信ネットワーク（スマート・ハイ

ブリッド・ネットワーク）の取り組みが行われている。現在、中

心市街地の整備が行われており、将来的には中心市街地も含めた

町内全域での情報通信ネットワークの活用が目指されている。 

新たな中心市街地の軸となる駅前地区では、津波被害を受けた

JR 新地駅の移設に伴って再整備が行われる。駅前地区は「雇用

創出・就労ゾーン」「地域振興・生活利便ゾーン」「住居系整備ゾ

ーン」「防災ゾーン」に分かれ、それぞれのゾーンで、新たな雇

用創出や日常生活を支える商業施設の建設、住居地区整備、防災

広場や避難用の駐車場の整備などが行われる。現在は基盤整備等

の工事が行われ、土地が造成されつつある状況にある。また、平

成29年建設予定である相馬港LNG基地からの排熱等を利用した

熱供給システムも導入される予定となっている。 

こうした一連の取り組みを統一的に進めるため、平成27年度

内に「新地町環境産業共生型の復興まちづくり協議会(仮称)」の

設立が目指されており、平成27年1月にはその準備会が行われ

た。メンバーは、研究所や民間企業、地元団体、福島県、新地町

であり、今後、いくつかのワーキンググループを設置して、意見

交換や事業化に向けた検討を行っていくという。 

 

6.結論 

本研究では、環境未来都市のうち、被災地枠として選定された

6都市の取り組み実態を明らかにしてきた。第3章では、計画内

容は、都市によってさまざまであること、事業進捗状況は、まだ

計画期間が終了していないこともあって、大半が実施中又は未実

施であることを明らかにした。第4章では、多くの都市は、優先

的な予算措置を受けるために「環境未来都市」構想に応募したこ

と、しかし現在は固有の補助金はなくなっており、予算措置につ

いて改善してほしいと考えている都市が多いことを明らかにし

た。第5章では、それぞれの都市での特徴的な取組事業・活動を

取り上げ、取り組みのきっかけや詳しい事業の内容、進捗状況を

明らかにした。 

 「環境未来都市」構想とは、環境・社会・経済の3つの価値を

創造し、「誰もが暮らしたいまち」「誰もが活力あるまち」の実現

を目指すための構想である。東日本大震災および福島原発事故に

よる被害は甚大であり、被災地枠として選定された6都市では、

復興という文脈で、環境未来都市にふさわしい都市の実現に向け

た取り組みが行われている。しかし、現段階ではそうした取り組

みが新たな価値の創造につながっていくのかどうかを評価する

ことは難しい。既に環境未来都市に固有の予算措置はなくなって

いる中で、今後、それぞれの都市が創意工夫のもとに、自立的に

「環境未来都市」を構築していくことができるのかが問われるも

のと考えられる。 

 

補注 
(1)  本稿は、参考文献1)に加筆したものである。 
(2)  内閣府で毎年実施している進捗調査は、各都市が事業進捗の度合いを
示すために設定した指標に関する評価であるのに対して、本研究では取
組事業の中の詳細事業に関する進捗状況について分析しており、内容が

異なる。 
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