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１、本稿の目的

　東日本大震災により数多くの宗教的施設が被災した。震災から既に約２年数

か月を経ているが、それだけの時間が経過してもなお時間が止まったかのよう

な錯覚にとらわれる。被災地の現状に直面すると、ただもどかしさばかりが募

る。

　その中でもとりわけ、地域のコミュニティの核となり、文化的・精神的な主

柱として役割を担ってきた宗教的施設は、様々な理由から再建が立ち後れてい

る。

　宗教的施設の被災状況を概観すると、被災寺院は2718寺（河北新報2011年８

月11日付記事）、被災神社は4818社（神社新報2011年８月１日付記事）、日本キ

リスト教団の被災教会は55教会（中外日報2011年６月７日付記事）にそれぞれ

のぼるとのことである。そのほか１万件近い寺社・教会が被災したとの報告も

ある（宗教情報センター藤山みどり研究員の2011年９月22日付レポート）。

　被災宗教施設の再建の障害となっている事情は様々指摘されている。災害の

甚大性、地域全体を無機能化する津波災害の特徴、過疎化の進む地域社会の衰

退など、多様な切り口の分析が行われているところである。そうした障害要素

の一つに「政教分離原則」がある。再建の重要なモーメントとなるべき公的支

援が、政教分離の壁によって阻まれているからである。

　朝日新聞では、「記者有論　震災復興　地域交流、社寺の力生かせ」（2012年
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10月19日付）が掲載され、「被災した寺院や神社は多くが再興資金の不足にあ

えいでいる。もちろん「政教分離」が壁になっていて、公的支援はない。」と

指摘している。

　しかし、果たしてそのような災害時における四角四面の対応は本来あるべき

法の解釈として正しいのか、また、災害復興の要諦に背くものではなかろうか。

　そこで本稿においては、再建・復興を支援する方法としてどんなメニューが

存在するかを点検し、その中の「復興基金」の仕組みについて特に注目して考

察を行う。それを踏まえて、こうした復興支援の政教分離原則との整合性を法

的に検討することとしたい。

２、文化財保護による再建支援

（1）日本は世界有数の災害列島である。実際、これまでも数多くの自然災害に

襲われてきた。

　　そして、その惨禍をくぐり抜けて残った歴史的遺産の多くは宗教的施設で

ある。

　　これは、災害が起きても率先して修復するなどして守られてきたからであ

る。すなわち、過去の歴史において宗教的施設のプライオリティは高く位置

付けられてきたのであり、それらが地域の社会文化の中心的存在として受け

止められていたということである。公私にわたる支えが歴史的文化財を生ん

できたともいえる。

（2）今の時代でも、国宝、文化財等に指定された宗教施設等は、復旧、修復費

用について公費補助がある。たとえば、文化庁の国宝重要文化財等保存整備

費補助金（平成24年度予算までで51億円を計上。）、公立社会教育施設災害復

旧費補助金等により復旧作業が行われている。

　　実際のところ、東日本大震災で補助対象となった文化財等の大半は宗教的

施設であった。ただし、こうした補助が受けられるのは指定を受けていた施

設に限られたため、一般の宗教的施設に対する公費投入の途はない。

　　文化財に指定されていない宗教的施設に、こうしたスキームによる再建の

途はないのであろうか。
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（3）この点については、過去に克服例がある。

　　平成９年２月の火災で全焼した長崎県の江袋カトリック教会は、被災時に

は文化財としては未指定だった。しかし、創建時の1882年の状態に復元する

方針があったとして、市民団体の「長崎の教会群を世界遺産にする会」など

が中心となって文化財指定を求め、専門家が調査したところ、教会の構造体

は残っていて文化財としての価値は保たれているという意見が得られた。こ

れを受けて、事後的に町指定文化財と指定され、制度を弾力的に適用するこ

とにより復旧費の公費助成を得る結果となった。

　　文化財保護の仕組みを上手に生かした工夫例と言えよう。

３、阪神・淡路大震災における復興基金

（1）文化財保護そのものではないが、これに類似・応用したものとして、歴

史的に価値ある建造物への支援という名目で準公的な支援を行ったものとし

て、阪神・淡路大震災における例がある。

（2）平成７年１月17日発生の阪神・淡路大震災では、国による支援のメニュー

がほとんど存在せず各方面の復興事業が置き去りにされたため、兵庫県と神

戸市が起債して「復興基金」を創設した。運営主体は、県や市そのものでは

なく、新たに「公益財団法人阪神・淡路大震災復興基金」を立ち上げ、この

財団により事業が遂行された。

（3）復興基金の行った事業メニューは非常に多岐にわたるが（157頁以下の表

参照）、このうちの一つに「歴史的建造物等修理費補助」がある。

　　文化財に指定されていない建造物であっても、歴史的に価値あるものと認

められる場合には、修理費を50％補助するものとされた。

　　復興基金による補助が行われた建造物の内訳を点検して見ると、西宮市の

浄橋寺庫裏・書院の修復保全、西宮神社六英堂の修復保全、芦屋市の如来寺

十三重石塔の修復、芦屋神社本殿屋根、坪殿の壁の補修、八幡神社鳥居の修

復工事など、宗教的施設を対象としたものも決して少なくなかった。

（4）ところで、「復興基金」の仕組みを概観してみると、やや複雑になってい

る。その原資が義援金であったり国の特定交付金であれば単純なのである
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が、地方交付税を間接的に原資とする仕組みが、ここで紹介する方法である。

　　まず、銀行が県や市に対して貸し付けを行い、貸し付けによって発生し

た債権を復興基金に債権譲渡する。そして、この譲り受けた債権から発生す

る利息が事業資金になる。一方、県や市が支払うべき利息については、これ

に見合う地方交付税を国が措置して、これを原資に利払いをすることにとな

る。全体を概観すると、国のお金が回り回って事業資金になっているのであ

る（下図参照）。この方法は一般的には「指名債権譲渡方式」と呼称されて

（出典：「伝える―阪神・淡路大震災の教訓」
　　　 阪神淡路大震災復興フォローアップ委員会著　ぎょうせい刊）
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いるが、一種の資金迂回策である。

　　なぜ、こうした迂遠な方法をとらなければならないのか。基金は、形の上

では民間の財団である。すなわち、国が直接的に宗教的施設にお金を出して

いないことになっているのである。しかし、元を辿れば公金ということにな

る。こうした中間団体の存在を介することによって、支障を回避し、復興の

目的を果たそうとする方法なのである。優れた知恵と言えるだろう。また、

文化財指定という公的な手続きを経なくても、地域が文化的に価値あるもの

と認めればよいとしている点で、柔軟でもある。

（5）この手法を最初に採用したのは、平成３年に立て続いた雲仙普賢岳噴火災

害における長崎県や島原市による「雲仙岳災害対策基金」、「島原市義援金基

金」である。当時も、公的資金による私財回復は禁忌とする国の独特の考え

方によって、復興の諸事業が支障を来した。これを克服する迂回ルートとし

て復興基金の仕組みが考案され、復興に大いに役立ったのである。

　　その後も、「奥尻町南西沖地震復興基金」、「阪神・淡路大震災復興基金」、

「中越大震災復興基金」、「能登半島地震復興基金」、「能登半島地震被災中小

企業復興支援基金」、「中越沖地震復興基金」、「中越沖地震被災中小企業復興

支援基金」が設立され、いずれの災害においても、復興基金が重要な役割を

果たしてきたのである。

（6）復興基金の特徴は、第１に、制度の谷間を救済するというところにある。

柔軟性・弾力性が求められるのは、こうしたブリッジ的な役割に理由があ

る。第２に、公助の限界を補完するというところにある。まさに、基金構想

の契機となったのが、公的資金の融通の利かないところにある。第３に、い

わゆる自助の支援である。復興は、被災者または被災地の自立回復の営みで

あるが、これを支援するのが復興基金の本来のミッションである。そして、

第４に、共助の支援である。多様なセクターの間をつなぎ、あるいは、行政

と市民の間をつなぐことも、復興基金の使命なのである。

　　こうした特徴から、いくつかの利点と難点が導かれる。

　　まず利点としては、①制度化されていないため、元来の決まりがなく変更

しやすいということである。次に②用途に制限がないため、縦割りで縛られ
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ることはなくどの分野にも使えるということである。さらに、③財源の定め

がないため、地方交付税、交付金、義援金などあらゆるものを原資にするこ

とができるということである。また、④国の意向に縛られないことから、地

方自治体の裁量で使えるということである。そして第５に、議会の議決を要

しないため意思決定が迅速にできるということである。

　　一方、難点としては、①必ずしも設置されるとは限らないこと、②管理者

の意向に大きく左右されやすいこと、③運用利益に左右されやすいというこ

とが指摘できるだろう。

４、区画整理における弾力的対応

（1）区画整理事業は行政が事業主体となって行われるのが一般である。その事

業費も、公費の割合が多い。公的事業であるということが原因となって、地

域に点在する御地蔵様の行き場所がなくなるというケースが見られる。

（2）阪神・淡路大震災では、広い地域にわたって土地区画整理事業が行われた

が、宗教に対する特別の配慮を施せないとして、地域の御地蔵様の行き場が

なくなる例が多発した。たとえば、神戸市須磨区の須磨寺には、こうして行

き場所を失った御地蔵様が数多く預けられている。

　　しかし、その一方で、各地域では地蔵盆などのお祭りが行われていた。何

とか地域に残して欲しいという住民のニーズが存在した。

　　木村拓郎氏（減災・復興支援機構理事長／宮城県震災復興会議委員）は、

講演において、「神戸の震災の時にかなりの数のお地蔵さんがありましたが、

区画整理後はほとんどいなくなってしまったのです。震災前はあるお地蔵さ

んを地区のおばあちゃんたちでケアしていたがもうできなくなった。地蔵盆

という高齢者と子どもたちの接点を結ぶお祭があったのが、震災後はほとん

どなくなりました。どこの地域でも、そこで生まれ育ったときにどこにお地

蔵さんがあったとか、そういうことを災害前は気にしていなかったのが災害

後に全部なくなると自分の過去の生活が全てなくなる、記憶もないし物もな

いというのは非常に良くないことです。例えばお祭などもそうです。この前

女川で聞いたら12 の漁村で各漁村に獅子頭を持っていて、どうも全部形が
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違うらしいのです。今はほと

んど流されて１個だけ残って

いた。私はそういうものは今

後なんとかして復活させてあ

げたいと思うのですが、神様

仏様に公金を使うのは難しい

ので社寺仏閣の類は公的資金

での復活はできません。でも

地元の被災した方にとっては

そういうものが生活のよりど

ころなのです。「なくなったものを回復する」ということを徹底してやろう

という話をしています。今話した獅子頭であり、お祭であり、一切なくなっ

ていますからこれをどうやって回復するかというと本当に一大プロジェクト

です。ですから形のあるものは簡単な話ですが、そういう文化的なもの、形

があるようでないようなものをもう一度再生させるのは至難の業だと思いま

す。これになんとか取組んでいかないと本当の意味の復興にはならないのか

なと思います。」と述べている。

（3）この点、兵庫県西宮市の森具地区で行われた震災復興土地区画整理事業が

参考になる。この地区の区画整理事業では、コミュニティの維持を図る場と

して地域の自治会が自由に使用できる換地先を確保し、そこから先の具体的

な利用方法は自治会に委ねる形にして行政が関与しないこととした上で、自

治会の裁量で御地蔵様の祠を設置した。ほんのちょっとした工夫に過ぎない

が、地域の精神的な拠り所を守ることができた好例の一つである。

５、中越・中越沖の復興基金

（1）被災した宗教的施設に対する修復費用の支援として最も有効だったと考え

られるのは、平成16年の新潟県中越地震、平成19年の新潟県中越沖地震でそ

れぞれ設立した「財団法人新潟県中越大震災復興基金」と「財団法人新潟県

中越沖地震復興基金」の各復興基金において実施された「地域コミュニティ

お地蔵さんも引越

（西宮市森具地区の震災復興土地区画整理事業より）
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施設等再建支援事業」である。

（2）復興基金の仕組みそのものは、阪神淡路の例と同じである。実質的には国

からの特別交付税が事業資金となっているが、事業を実施しているのは民間

の財団であり、行政による直接の公金支出という形にはなっていない。

　　「地域コミュニティ施設等再建支援事業」は、地域・集落等のコミュニ

ティの場として長年利用されている鎮守・神社・堂・祠の復旧（建替又は修

繕）を事業内容として明記しており、宗教的施設に対してストレートに財政

支援をするものである。ただし、補助対象者は宗教団体ではなく、集落また

は自治会等である。

　　補助対象施設の要件もあり、①災害救助法適用市町村内に存在している

ものであること、②専ら当該地域（集落）の住民が利用する鎮守等であるこ

と、③当該地域（集落）住民が参加する祭り行事などのコミュニティ活動が

現に行われ、今後も引き続き行われることが確実であることの３要件が全て

満たされなければならない。それを市町村長が認定するという形で、自治体

の間接的な関与もある。

（3）事業名やこうした要件からも読み取れるとおり、宗教的施設の復旧という

名目ではなく、「地域コミュニティ」の核となる施設であるからこそ援助で

きるという建前であり、政教分離を正面から突破する制度ではない。

　　しかし、むしろ宗教活動の地域コミュニティ機能を正面から承認したとは

言えるのであって、災害復興の重要なミッションがコミュニティの回復であ

ることからすれば、むしろ災害復興制度としては多くの心情的・文化的な支

持の得られる素直な制度設計と言えよう。

（4）補助対象となる経費は、本体工事、附帯設備（電気、空調、衛生等）工

事、外構工事、地盤復旧改良工事、設計管理委託及び建替に必要な解体に要

する経費（土地購入費、調度品及び備品を除く）、これらの設計管理委託に

要する経費（敷地の地盤復旧・改良工事を含み、土地購入費、調度品及び備

品を除く）とされている。

　　補助率は75% 以内、補助金限度額は2000万円とかなり手厚い（但し、市

町村等から補助金がある場合は、補助対象経費から控除する）。数多くの神
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社等が補助を受けた。

（5）そのうちの一つである諏訪神社は、新潟県長岡市栃尾の中集落への補助

であったが、町民の方々は「集落のあらゆる行事の中心になっている神社が

復旧できなかったら、どうなっていたか想像もできない。本当に助かった。」

と口を揃える。今も集落では、震災前と同じように四季折々の祭事が行われ

コミュニティが再生されている。

　　ただし、支援例は全てが無人の神社であり、寺院や教会等への実績はな

い。補助対象を集落又は自治会に限った結果であるということにはなってい

るが、もし宗教種別による取り扱い差があるとしたら、そうした運用は正さ

れなければならない。

栃尾地区の諏訪神社の被災状況 周辺の地割れの状況

再建修理工事中の様子 再建修理完了後のにぎわい
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６、東日本大震災の支援例

（1）東日本大震災では、これほど数多くの宗教的施設が被災したにもかかわら

ず、公的支援はほぼ皆無である。重要文化財や指定文化財等への支援につい

ても、本来の修復スキームの枠を超えるものではない。「復興基金」の仕組

みも、今回は、民間の財団法人等を立ち上げて自由な運用を図る形が取られ

ず、各自治体に直接配布する「取崩型復興基金」が用意されたが、自治体の

直接施策の枠組みで思い切った事業を望むこともできず、実際、新たなアイ

ディアは見あたらない。

（復興庁「復興の現状と取組」平成25年３月７日より）
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（2）しかし、新潟県に交付された復興基金財源10億円は、そのまま従来の中

越復興基金・中越沖復興基金が管理することになった。そして、その多くが

「地域コミュニティ施設等再建支援事業」の鎮守・神社・堂・祠の復旧に使

われた。やはり、経験に裏打ちされた仕組みには強みがある。

（3）その中にあって、一つ光るのは名取市の墓地復旧のケースである。

　　名取市生活経済部クリーン対策課は、津波で破壊された墓地の撤去作業を

瓦礫撤去として扱い全額公費で処理した。さらに墓石は一時保管し、引き取

り手がなかった墓石は破砕をして砂利化し、申し込みのあった寺院の嵩上げ

に使用した。いずれの措置も、一般の災害対策の枠内のスキームの中で実施

し、宗教団体に対する特別の対応を取っていない形に徹しているが、しかし

寺院にとっては大きな助けになった（寺門興隆2012年８月号参照）。

７、公的支援を阻む「自助の原則」

（1）被災した私有財産に対する公的支援を阻む根強いドグマは「自助の原則」

である。

　　阪神・淡路大震災のとき、村山富市首相（当時）は国会において「土地、

家屋、家財に対する補償制度の創設は、基本的に困難」（参議院本会議1995

年１月25日）、「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

る回復が原則である。」（衆議院本会議同年２月24日）、「私有財産制度のもと

では、個人の財産が自由かつ排他的に処分し得るかわりに、個人の財産は個

人の責任のもとに維持することが原則になっている。」（参議院本会議で同年

10月４日）などと答弁し、公的支援の否定論を何度も繰り返した。

（2）しかし、被災者や良識ある市民は黙っていなかった。平成10年には全国

2485万筆の署名を集める運動に発展し、被災者に対して最大100万円の支援

金を拠出する被災者生活再建支援法を成立させ、分厚くて固い公的支援否定

論の壁に大きな風穴を開けた。

　　さらに、改正運動が継続され、平成19年の改正では、住宅再建に最大300

万円の支援金を使っても良いことになった。政府の頑迷なドグマを市民力で

打ち破った好例である。
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　　もちろん、私人への公金支出が全面解禁になったわけではない。しかし、

災害復興という旗印の下、不可能を可能にする先例があるということは間違

いない。

（3）宗教施設に対する公的支援も、基本的に私人への公的資金の注入となるか

ら同じハードルが横たわる。先に紹介した名取市の墓地収去費用の負担につ

いても、特定の寺院に公費投入することが問題にならないか検討されたよう

だが、一般的な行政スキームに従う形を取ることでクリアできたのであり、

そこには熱意と知恵が介在していたのであって決して超えられないハードル

ではないということを強調しておきたい。

８、政教分離原則の壁

（1）政教分離原則は、憲法20条１項後段（「いかなる宗教団体も、国から特権

を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」）、同３項（「国及びそ

の機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」）、89条

（「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しく

は維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に

対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」）に明記されてお

り、行政による宗教団体に対する公的支援が、この政教分離原則に反するか

どうかが問題になる。

（2）この点については、政教分離原則の根本に遡って考える必要がある。政教

分離原則が、もともと信教の自由を保障する目的のために設けられた制度に

過ぎない。そうである以上、過度に厳密な運用を行ってかえって信教の自由

を阻害することになったとすれば、それは本末転倒というほかない。宗教色

があれば問答無用で公金支出を禁じ、一般であれば許されることも全て許さ

ないとするならば、かえって逆差別となって、本来の目的を達成することが

できなくなる。

　　現実社会の実情に照らして見れば形式的な宗教排除は明らかに不当であ

るため、最高裁判所は「目的効果基準」を打ち出している（最判昭和52年７

月13日津地鎮祭訴訟判決、最判平成９年４月２日愛媛玉串料訴訟判決など）。
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その国の行為の「目的」が宗教的意義を持ち、かつ、その「効果」が宗教に

対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる場合には違憲とする基準で

あり、災害時にもこうした基準に即して考えてみるといい。

（3）たとえば、新潟で行われた「地域コミュニティ施設等再建支援事業」のよ

うな公的支援を行うとした場合、まず地域コミュニティの核となる施設を復

旧することにより災害復興を推進することが目的であると考えれば、宗教的

意義は持っていないと十分に説得できるだろう。さらに、その効果は、あく

まで地域共同体の基盤回復の効果がもたらされるところにあるのであって、

宗教に対する援助等の効果があるとしてもそれは二次的・付属的なものであ

ると言えるはずである。

　　近時、砂川政教分離訴訟で、最高裁判所は平成22年１月20日に２つの判決

を同時に出し、政教分離原則違反なしとした富平神社事件（行政が不動産を

無償譲与したケース）と、違反ありとした空知太神社事件（行政が不動産を

無償貸与したケース）があったが、どちらの判決も、従来の目的効果基準に

は触れずに、「社会通念に照らした総合的判断」により、不動産を神社に無

償譲与する方向の結論を導いた。この判決の意味する「社会通念に照らした

総合的判断」に当てはめてみても、災害時の復興目的で公的援助する仕組み

は肯定されるだろう。

　　そうした考え方を正面から判示したものとして、さいたま地裁平成21年７

月22日判決・東京高裁平成22年１月21日判決における「本件葺替工事は三峰

地区における観光イメージ向上による観光客誘致を目的とした……かかる保

護は、私有財産に対して一般に供与される公的な保護等の範囲・内容を超え

るものということができる。しかし……本件規則は、補助金の適正な支出を

確保するためその具体的手続を定めたものであり……裁量権の濫用又は逸脱

はなかった」として裁量論で判断した考え方は参考になる。

（4）もっとも、たとえ結論として政教分離原則に反しないと分かっていても、

提訴リスクも含めた異議申立が起こり得るとなれば、あまり踏み込んだ措置

が取れないといった行政職員の本音もよく理解できる。しかし、そうした自

制的・萎縮的な対応を繰り返している限り、後退の一途を辿るのみである。
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　　災害復興のために、どんな制度を仕組んだらうまくいくのかをよく考える

姿勢が望ましい。

９、まとめ

　いくつか事例を紹介してきたが、これらに共通していたのは、第１に、災害

復興のために障害を乗り越えようとする「熱意」である。当初から恵まれた支

援制度が存在しているわけではない。必要に迫られて新たな仕組みを考え出し

てきたのである。その繰り返しが災害復興制度の進化の歴史である。

　第２に、区画整理での御地蔵様の例や、名取市の墓地撤去の例などは、既存

の制度の枠にうまく当てはまるように工夫したものであり、長崎市の教会の例

は制度の弾力的運用そのものである。阪神や新潟の復興基金は、制度の隙間を

埋めるために、迂回ルートを創設して目的を実現させた。こうした取り組みは

「知恵」というキーワードで括ることができるであろう。

　第３に、区画整理にしても新潟の復興基金にしても主体となったのは自治会

や集落である。長崎市の例でも市民団体が後押しをした。阪神や新潟の復興基

金は、基金の運営に市民の参画があり、とりわけ新潟の復興基金は事業の企画

開発にも市民組織が積極的に関与していた。行政と宗教団体だけの二当事者の

関係性だけではうまくいかなかっただろう。「市民力」は不可欠の要素である。

　宗教団体が、それぞれ団体内部の内向きな思考にとどまらず、地域社会に開

かれた存在となり、地域コミュニティに欠かせないセクターとなったときには

じめて活路が見出される。そして、その活路を知恵と熱意を持って進んでいく

ことが、公的支援の厚い壁を開ける鍵となるものと考える。
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区　分 事 業 名 期　間 実績（千円）

住　
　
　

宅

持ち家を建替・購入・修繕
される方への支援

・被災者住宅購入支援事業補助
・被災者住宅再建支援事業補助
・県・市町単独住宅融資利子補給
・大規模住宅補修利子補給
・隣地買増し宅地規模拡大支援利子補給
・定期借地権方式による住宅再建支援事業補助

平成７年～平成21年
平成７年～平成21年
平成７年～平成16年
平成８年～平成11年
平成９年～平成16年
平成８年～平成16年

42,466,184

高齢者で持ち家を建替・購
入修繕される方への支援

・高齢者住宅再建支援事業補助
・高齢者特別融資（不動産活用型）利子補給

平成９年～平成21年
平成８年～平成16年

4,866,874

被災マンションを建替・修
繕される方への支援

・被災マンション建替支援利子補給
・被災マンション共用部分補修支援利子補給

平成７年～平成21年 
平成７年～平成11年

4,926,414

共同化・協調化を希望され
る方への支援

・民間住宅共同化支援利子補給
・小規模共同建替等事業補助

平成７年～平成12年 
平成９年～平成16年

3,829,478

賃貸住宅を再建・建設され
る方への支援

・災害復興準公営住宅建設支援事業補助
・特定借上・特定目的借上公共賃貸住宅建設

支援事業補助
・被災者向けファミリー賃貸住宅建設促進利

子補給
・学生寄宿舎建設促進利子補給
・被災者向けコレクティブ・ハウジング等建

設事業補助

平成７年～平成11年 
平成８年～平成11年 

平成７年～平成11年 

平成７年～平成９年 
平成９年～平成16年

7,867,342

宅地防災工事を実施される
方への支援

・宅地防災工事融資利子補給
・被災宅地二次災害防止対策事業補助
・被災宅地二次災害防止緊急補助

平成７年～平成11年 
平成７年～平成11年 
平成10年～平成11年

458,180

二重（ダブル）ローン負担
を軽くしたい方への支援

・住宅債務特別対策 平成７年～平成21年 1,596,771

住宅再建等についての相
談、まちづくりの支援等

・総合住宅相談所設置運営事業補助
・ひょうご輸入住宅総合センター設置運営事

業補助
・復興まちづくり支援事業補助
・復興土地区画整理事業等融資利子補給
・景観ルネサンス・まちなみ保全事業補助

平成７年～平成16年 
平成７年～平成10年 

平成７年～平成21年 
平成９年～平成21年 
平成９年～平成13年

3,809,463

民間賃貸住宅等へ入居され
ている方への支援

・民間賃貸住宅家賃負担軽減事業 平成８年～平成12年 39,319,469

仮設住宅から移転される方
への支援

・生活福祉資金貸付金利子補給
・災害公営住宅入居予定者事前交流事業補助
・公営住宅入居待機者支援事業補助
・持家再建待機者等支援事業補助
・公営住宅特別交換（暫定入居）支援事業補助
・災害復興グループハウス整備事業補助

平成８年～平成11年 
平成９年～平成12年 
平成10年～平成11年 
平成10年～平成11年 
平成10年～平成11年 
平成10年～平成11年

1,537,651

小　　　計　　（33事業） 110,677,820

生　
　

活

被災者の自立のための資金
支援

・被災者自立支援金
・生活復興資金貸付利子補給等
・災害復興公営住宅等空家入居者支援事業

平成９年～平成16年 
平成９年～平成11年 
平成９年～平成16年

150,299,517

健康に不安のある方への支援

・コミュニティプラザ等医療相談事業補助
・アルコールリハビリテーション事業補助
・「こころのケアセンター」運営事業補助
・健康アドバイザー設置事業補助
・健康づくり支援事業補助
・医療情報ネットワーク整備事業補助

平成９年～平成21年 
平成９年～平成14年 
平成７年～平成12年 
平成９年～平成11年 
平成９年～平成10年 
平成９年

2,181,929

阪神・淡路大震災復興基金事業一覧表（平成19年度末現在）



158

区　分 事 業 名 期　間 実績（千円）

生　
　

活

被災者の方への相談・情報
提供事業等への支援

・高齢世帯生活援助員設置事業等補助
・生活支援マネジメントシステム事業補助
・「生活復興県民ネット」設置運営事業等補助
・いきいきライフサポート事業補助

平成９年～平成21年 
平成９年～平成16年 
平成８年～平成16年 
平成９年～平成11年

5,100,127

被災者の方へ就労やいきが
いづくりの場を提供する事
業への支援

・被災地求職者企業委託特別訓練等事業補助
・いきがい「しごと」づくり事業補助

平成９年～平成12年 
平成９年～平成16年 432,783

ボランティア活動に対する
支援

・災害復興ボランティア活動補助
・元気アップ自立活動補助

平成７年～平成21年 
平成７年～平成11年

1,916,114

地域のコミュニティ拠点等
に対する支援

・被災地域コミュニティプラザ設置運営事業
補助

・地域集会所再建費補助
・復興地域コミュニティ拠点設置事業補助
・フェニックス・ステーション設置運営事業

補助
・ふれあいセンター設置運営事業補助
・応急仮設住宅共同施設維持管理費補助
・仮設住宅地スポーツ遊具等設置事業補助

平成７年～平成16年 

平成７年～平成10年 
平成８年～平成11年 
平成７年～平成11年 

平成７年～平成10年 
平成７年～平成11年 
平成８年

18,668,971

私道復旧等に対する支援
・私道災害復旧等補助
・民間防犯灯復旧費補助
・住宅再建型宅地整備事業補助

平成７年～平成12年 
平成７年～平成12年 
平成８年～平成12年

1,225,626

消費生活協同組合等への支
援

・消費生活協同組合貸付金利子補給
・医療関係施設復興融資利子補給
・小規模共同作業所復旧事業費補助

平成８年～平成10年 
平成７年～平成11年 
平成７年～平成９年

210,851

被災外国人県民に対する支
援

・外国人県民救急医療費損失特別補助
・被災外国人県民支援活動補助

平成７年
平成８年

10,192

小　　　計　　（32事業） 180,046,110

産　
　

業

災害復旧資金の借入者に対
する支援

・政府系中小企業金融機関災害復旧資金利子
補給

・環境事業団融資利子補給
・緊急災害復旧資金利子補給
・国民生活金融金庫（生活衛生資金貸付）　 

災害貸付金利子補給
・農林漁業関係制度資金利子補給
・港湾運送事業者等復興支援利子補給
・民有海岸保全施設復旧融資利子補給

平成７年～平成16年

平成７年～平成11年
平成７年
平成７年～平成16年

平成７年～平成11年
平成７年～平成10年
平成７年～平成11年

36,083,143

事業再開等支援資金等の借
入金に対する支援

・事業再開者・新規開業者支援資金利子補給
・本格復興促進支援利子補給

平成９年～平成16年 
平成９年～平成21年

726,144

被災商店街等の復興への取
り組みに対する支援

・商店街・小売市場復興イベント開催支援事業
・震災復興高度化事業促進助成事業
・商店街・小売市場の共同施設建設費助成事業
・被災商店街コミュニティ形成支援事業補助
・被災商店街空き店舗等活用支援事業
・共同店舗実地研修支援事業
・店舗共同化促進利子補給事業
・商店街・小売市場共同仮設店舗緊急対策事業
・被災商店街復興支援事業
・小規模事業者事業再開支援事業補助

平成９年～平成21年
平成９年～平成13年
平成９年～平成21年
平成９年～平成16年
平成10年～平成16年
平成10年～平成16年
平成９年～平成13年
平成７年～平成８年
平成９年
平成10年～平成21年

1,260,658
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区　分 事 業 名 期　間 実績（千円）

産　
　

業

地域産業等の復興への取り
組みに対する支援

・小規模製造企業復興推進事業補助
・地域産業活性化支援事業補助
・路線バス災害復旧費補助

平成９年～平成16年
平成７年～平成16年
平成７年～平成８年

1,558,935

観光の復興への取り組みに
対する支援

・テレビＣＭ放映事業補助
・会議・大会等誘致奨励金交付事業補助
・観光復興リレーイベント開催事業補助
・観光対策推進事業補助

平成７年～平成８年
平成７年～平成８年
平成７年～平成８年
平成８年～平成９年

590,485

被災者を雇用した事業者等
への支援

・被災者雇用奨励金
・雇用維持奨励金
・被災者就業支援事業
　【被災地しごと開発事業補助】

平成７年～平成11年
平成７年～平成10年
平成９年～平成16年

11,397,375

新規成長事業者等への支援

・新産業構造拠点地区形成促進助成金交付事業
（特別会計事業）

・新産業構造拠点地区進出企業資料補助
　（一般会計事業）
・新産業構造拠点地区中核的施設建設費補

助・利子補給
・産業復興ベンチャーキャピタル制度

平成９年～平成16年

平成９年～平成16年

平成９年～平成16年

平成７年～平成16年

3,067,247

小　　　計　　（33事業） 54,683,987

教　
　

育

私立学校の復興に対する支援

・私立学校復興支援利子補給
・私立学校仮設校舎事業補助
・私立専修学校・外国人学校施設等災害復旧

費補助
・私立専修学校・外国人学校教育活動復旧費

補助
・私立専修学校・外国人学校授業料等軽減補助

平成７年～平成13年
平成７年～平成９年
平成７年～平成８年
平成７年
平成７年

1,269,326

文化財等の復興に対する支援
・文化財修理費助成事業補助
・歴史的建造物等修理費補助

平成７年～平成16年
平成７年～平成16年 1,640,063

私立博物館等の復興に対す
る支援

・私立登録博物館修理費補助
・私立博物館類似施設修理費補助
・私立博物館相当施設修理費補助

平成７年～平成11年
平成７年～平成10年
平成７年

341,278

芸術文化活動に対する支援 ・被災地芸術文化活動補助 平成８年～平成16年 384,213

小　　　計　　（11事業） 3,634,880

その他自主事業（４事業）

・震災周年追悼・記念行事関連復興事業補助
・追悼行事関連文化復興事業補助
・被災者自立復興支援事業
・震災復興広報強化事業

平成８年～平成17年
平成７年
平成８年～平成14年
平成８年～平成17年

5,950,272

合　　　計　　（113事業） 354,993,069


