
東日本大震災復興対策本部の体制について

東日本大震災復興対策本部

幹事 （各省次官級）

事 務 局

事務局長含め、常駐８人、

非常駐１９人

本部員
関係地方行政機関の長等

岩手現地対策本部
（位置：盛岡市）

福島現地対策本部
（位置：福島市）

議 長 ： 五百旗頭 真（防衛大学校長、神戸大学名誉教授）

議長代理 ： 安藤 忠雄（建築家・東京大学名誉教授）
御厨 貴（東京大学教授）

特別顧問 ： 梅原 猛（哲学者）

その他委員 ： １２人

諮 問

・諮問に応じて建議
・必要に応じて意見具申

東日本大震災復興構想会議

専門委員会（検討部会） 委員：１９名

宮城現地対策本部
（位置：仙台市）

（任期：２年）

本部員
関係地方行政機関の長等

本部員
関係地方行政機関の長等

※本部・現地対策本部合わせた事務局体制 １８４人（非常駐４６人を含む。）

本部長 内閣総理大臣：野田 佳彦

副本部長 内閣官房長官：藤村 修

本部員 全閣僚

内閣官房副長官

現地対策本部長

※
※

（※本部長補佐）

内閣府副大臣：後藤 斎
内閣府大臣政務官：郡 和子

本部長
国土交通大臣政務官：津川 祥吾

本部長
内閣府大臣政務官：郡 和子

本部長
財務大臣政務官：吉田 泉

復興対策担当大臣：平野 達男

外務大臣政務官：浜田 和幸
経済産業副大臣：松下 忠洋

事 務 局

事務局長含め、常駐１１２人、非常駐７人

事 務 局

事務局長含め、常駐９人、

非常駐１９人

事 務 局

事務局長含め、常駐９人、

非常駐１９人

資料１参考



 

東日本大震災復興対策本部 構成員 

 

 

本 部 長：野田 佳彦 内閣総理大臣 

副 本 部 長：藤村 修 内閣官房長官 

平野 達男 東日本大震災復興対策担当大臣 

本 部 員：本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣 

    齋藤 勁 内閣官房副長官 

長浜 博行 内閣官房副長官 

竹歳 誠 内閣官房副長官 

 郡 和子 内閣府大臣政務官（宮城現地対策本部長）※ 

 津川 祥吾 国土交通大臣政務官（岩手現地対策本部長） 

 吉田 泉 財務大臣政務官（福島現地対策本部長） 

後藤 斎 内閣府副大臣 ※ 

松下 忠洋 経済産業副大臣 

浜田 和幸 外務大臣政務官 

 

※本部長補佐 

 



東日本大震災復興対策本部 幹事名簿 

 

内閣法制次長 

内閣府事務次官 

警察庁長官 

金融庁長官 

消費者庁長官 

総務事務次官 

法務事務次官 

外務事務次官 

財務事務次官 

文部科学事務次官 

厚生労働事務次官 

農林水産事務次官 

経済産業事務次官 

国土交通事務次官 

環境事務次官 

防衛事務次官 



 

平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部員 

 

本部長  内閣総理大臣                              野田 佳彦 

副本部長 内閣府特命担当大臣（防災）                       平野 達男 

内閣官房長官                              藤村 修 

防衛大臣                                一川 保夫 

総務大臣兼内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策、地域主権推進）   川端 達夫 

本部員  法務大臣                            平岡 秀夫 

外務大臣                      玄葉 光一郎 

財務大臣                      安住 淳 

文部科学大臣                    中川 正春 

厚生労働大臣                    小宮山 洋子 

農林水産大臣                    鹿野 道彦 

経済産業大臣                     

国土交通大臣                    前田 武志 

環境大臣兼内閣府特命担当大臣（原子力損害賠償支援機構） 細野 豪志 

国家公安委員会委員長兼内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全） 山岡 賢次 

内閣府特命担当大臣（金融）              自見 庄三郎 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策、科学技術政策）   古川 元久 

内閣府特命担当大臣 

（行政刷新、「新しい公共」、少子化対策、男女共同参画）  蓮 舫 

内閣府副大臣                     後藤 斎 

内閣危機管理監                    伊藤 哲朗 

 



原子力災害対策本部 構成員 
 

本 部 長：内閣総理大臣                      野田 佳彦  
 

副本部長：経済産業大臣                        
                            
事務総長：環境大臣、 

原発事故の収束及び再発防止担当、 
内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償支援機構)         細野 豪志 

 
本 部 員：総務大臣、 

内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策、地域主権推進)、 
地域活性化担当                   川端 達夫  
 
法務大臣                      平岡 秀夫  
 
外務大臣                      玄葉 光一郎  
 
財務大臣                      安住 淳 
 
文部科学大臣                    中川 正春 
 
厚生労働大臣                    小宮山 洋子 
 
農林水産大臣                    鹿野 道彦 
 
国土交通大臣、 
海洋政策担当                    前田 武志 
 
防衛大臣                      一川 保夫 
 
内閣官房長官                    藤村 修 
 
国家公安委員会委員長、 
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、 
拉致問題担当                    山岡 賢次 
 
郵政改革担当、 
内閣府特命担当大臣(金融)              自見 庄三郎 
 
国家戦略担当、 
内閣府特命担当大臣(経済財政政策、科学技術政策）、 
社会保障・税一体改革担当、宇宙開発担当        古川 元久 
 
内閣府特命担当大臣(行政刷新、「新しい公共」、少子化対策、男女共同参画)、 
公務員制度改革担当                    蓮 舫 
 
東日本大震災復興対策担当、 
内閣府特命担当大臣(防災)               平野 達男 
 
経済産業副大臣                   松下 忠洋 
 
内閣危機管理監                   伊藤 哲朗 
 

※本部員ではないが、本部会合には原子力安全委員会委員長が出席する。 


	資料１参考00-0復興本部の体制
	資料１参考00-1復興本部名簿
	資料１参考00-2復興本部幹事名簿
	資料１参考01緊対本部名簿
	資料１参考02原災本部名簿

