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は じ め に

人知を越え、想像を絶する、あの東日本大震災から１年が経過しました。

お亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈りします。また、震災に遭わ

れ、不自由な暮らしを余儀なくされている被災者の方々に、お見舞い申し上げ

ます。

この間、兵庫県として、関西広域連合として、阪神・淡路大震災の経験と教

訓を活かし、被災地の支援に全力で取り組んできました。発災直後の平成 23 年

3 月 12 日に東日本大震災兵庫県災害対策支援本部を設置するとともに、3 月 13

日には緊急の関西広域連合委員会を開催し、被害の大きい東北３県をカウンタ

ーパート方式で支援することを決定しました。そして、それぞれが責任をもっ

て、機動性、迅速性、継続性のある効果的できめ細かな支援を目指しました。

「情報のないところほど被害が大きく、情報は自ら積極的に取りに行く」と

いう阪神・淡路大震災の教訓から、宮城県庁に現地支援本部を設置し、さらに

特に被害が甚大な宮城県北部沿岸の石巻、気仙沼、南三陸の３市町には現地支

援本部を設けて、被災自治体の様々な課題解決を直接支援しました。

そして、被災地の情報やニーズを的確に把握することに努めながら、救援物

資の提供、緊急援助隊の派遣、避難所運営、健康相談、ボランティア支援、被

災自治体の業務支援などのほか、阪神・淡路大震災の復興過程で活躍したまち

づくりの専門家やコミュニティづくりの実践活動リーダーの派遣、建築・土木

を中心とした技術職員の中長期派遣など、切れ目のない支援を続けてきました。

このたび、関西広域連合・兵庫県として、これまでの東日本大震災の支援活

動の足跡や派遣職員が支援活動を通じて得た経験・教訓などを総括し、近い将

来の発生が懸念される東海・東南海・南海地震などの大規模災害における被災

自治体への効果的な支援や、本県が被災した場合の他自治体等からの支援に対

する円滑な受援に生かすため、記録誌を取りまとめました。今後の災害への備

えとして、皆様のお役に立つことができれば幸いです。

国の第４次補正予算が成立し、復興庁が設置されるなど、被災地では本格的

な復旧・復興のスタートを切りました。今後の被災地の復興がスピード感をも

って進むことを期待します。

阪神・淡路大震災を経験した兵庫県として、また、関西広域連合として、こ

れからも東日本大震災の被災地への支援を続けていきます。

東日本大震災兵庫県災害対策支援本部
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