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野田村
ファンクラブのつどい

出所：USGS 

地震・津波の概要 



1.東日本大震災の概要 
 地震の概要 
• 地震発生日時： 

  2011年3月11日14:46 

• 地震のタイプ： 

  日本海溝沈降域均衡プレート境界衝上 

  断層型地震 

• 震源地： 

  東北地域太平洋沿岸130km沖 

  (38°N, 142°E)深さ24km、震源域は 

  南北約500km、東西約200km 

• マグニチュード： 

  9.0(史上4番目の規模) 
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野田村
ファンクラブのつどい

事前の地震発生確率 

出所：地震調査研究推進本部 

出所：USGS 

出所：USGS 



震源域における断層面のすべり分布 
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野田村
ファンクラブのつどい

出所：H23防災白書 

出所：USGS 



世界の歴史上の巨大地震 
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野田村
ファンクラブのつどい

出所：東大地震研究所 

出所：USGS 
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出所：USGS 

野田村
ファンクラブのつどい

出所：中央防災会議 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震発生の状況 
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出所：USGS 

野田村
ファンクラブのつどい

出所：中央防災会議 

被害想定と今回の津波高さの比較 
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出所：USGS 

野田村
ファンクラブのつどい

被害想定と今回の津波高さの比較 

浸水高さ(痕跡高さ) 

遡上高さ 
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野田村
ファンクラブのつどい

出所：USGS 

被害の概要 
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出所：USGS 

被災者の推計 

野田村
ファンクラブのつどい

全国 うち3県 注 

死者 15,841 15,775 12月5日現在警察
庁調べ 

行方不明者 

 (1)届出あり 3,490 3,486 12月5日現在警察
庁調べ 

   (2)届出なし 不明 不明 

避難者(避難所) 704 35 12月1日東日本大

震災復興対策本
部調べ 避難者(避難所以外) 17,732 1,109 

住宅等に入居済みの者 314,255 260,566 

自宅にいるが被災した者 不明 不明 

(単位：人) 

出所：東日本大震災復興対策本部 
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出所：USGS 

全国の施設別避難者等の数 

野田村
ファンクラブのつどい

出所：東日本大震災復興対策本部 
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出所：USGS 

野田村
ファンクラブのつどい

避難所生活者の推移 
(阪神・淡路大震災及び中越地震との比較) 
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出所：東日本大震災 
    復興対策本部 
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出所：USGS 

自然災害による死者・行方不明者数 

出所：H23防災白書 野田村
ファンクラブのつどい
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出所：USGS 

死者数(年齢別・原因別) 

野田村
ファンクラブのつどい

出所：H23防災白書 
    社会実情データ図録 
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都道府県別の被害状況 

出所：H23防災白書 

死者数(H23年5月30日現在) 

被害家屋数(H23年5月26日現在) 



17 
野田村ファンクラブのつどい 17 

出所：USGS 

津波による農地の流出・冠水被害 

出所：H23防災白書 野田村
ファンクラブのつどい
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野田村
ファンクラブのつどい

野田村ファンクラブのつどい 18 

阪神・淡路大震災との比較 

震度分布図(震度4以上を記載) 

阪神・淡路 
大震災 

東日本 
大震災 

出所：H23防災白書 
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出所：USGS 

被害総額 

出所：政府緊急災害対策本部発表資料より編集 
野田村
ファンクラブのつどい

項目 被害額 

建物等(住宅・宅地、店舗・事務所、工場、機械等) 約10兆4千億円 

ライフライン施設(水道、ガス、電気、通信、・放送施設) 約1兆3千億円 

社会基盤施設(河川、道路、港湾、下水道、空港等) 約2兆2千億円 

農林水産関係(農地・農業用施設、林野、水産関係施設等) 約1兆9千億円 

その他(文教施設、保健医療・福祉関係施設、廃棄物処理施設等) 約1兆1千億円 

総計 約16兆9千億円 

• 各県・関係府省からのストックの被害額に関する提供情報に基づき、
内閣府においてとりまとめたもの 

• 今後、被害の詳細が判明す
るに伴い、変動がありうる 

• 風評被害による2次損失も
深刻な状況にある 

Cf.阪神淡路大震災：直接被害額9.9兆円 
(復旧・復興事業費16兆円) 
Cf.ハリケーン・カトリーナ$125billionを上回
り史上最大の被害額 復興経費を入れると

23兆円越え 
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野田村
ファンクラブのつどい

出所：USGS 

野田村の被害概要 
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出所：野田村東日本大震災津波復興計画(H23.11)SGS 

野田村の被害状況 

野田村
ファンクラブのつどい

 人的被害 
死亡者  ：37名 
うち村内死亡者 ：28名 
行方不明者 ：0名  
(3月28日には行方不明者が0名となり捜索終了。 
このためにいち早く復旧・復興に着手できた。 

 家屋被害 
全壊家屋 ：308棟 
大規模半壊家屋 ：136棟 
半壊  ：33棟 
一部破損 ：34棟 
合計  ：512棟 

門前小路 
(36人) 

野田中
(315人) 

泉沢 
(76人) 

米田 
(51人) 

えぼし荘
(22人) 

仮設住居への入居状況 
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※野田村のH23年度一般会計における歳入は30億4200万円S 

野田村の被害総額 

野田村
ファンクラブのつどい 出所：野田村東日本大震災津波復興計画(H23.11) 

項目 被害額 備考 

1.建築物 16 億 8932 万円 庁舎、村営住宅、住宅（住家等） 

2.公共土木施設 4 億 3000 万円 土木施設 

3.文教施設 1 億 3520 万円 社会教育施設、社会体育施設 

4.農林水産関係  29 億 2222 万 3 千円 漁港施設、産業施設、農地 

農業用施設 

5.保健医療・福祉関係施設 3 億 8546 万 6 千円 保健医療施設、老人福祉施設 

児童福祉施設 

6.上下水道施設 6 億 3300 万円 上下水道施設 

7.通信施設 2 億円 通信施設 

8.商工関係（観光含む） 3142 万 9 千円 観光施設 

9.その他の公共施設等 1 億 2687 万円 消防施設、防災施設、車両等 

 
合計65億5350万8千円（H23.6.28） 
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出所：USGS 

市町村別被災者比率(浸水人口/市町村人口) 

野田村
ファンクラブのつどい

被災者比率 被災者比率
宮古市 30.9% 宮城野区 9.1%
大船渡市 46.7% 若林区 7.1%
久慈市 19.4% 太白九 1.5%
陸前高田市 71.4% 石巻市 69.8%
釜石市 33.3% 塩竈市 33.1%
大槌町 78.0% 気仙沼市 54.9%
山田町 61.3% 名取市 16.6%
岩泉町 10.5% 多賀城市 27.2%
田野畑村 41.2% 岩沼市 18.2%
普代村 36.1% 東松島市 79.3%
野田村 68.6% 亘理町 40.4%
洋野町 15.3% 山元町 53.8%
いわき市 9.5% 松島町 26.9%
相馬市 27.6% 七ヶ浜町 44.8%
南相馬市 18.9% 利府町 1.6%
広野町 25.6% 女川町 80.1%
楢葉町 22.7% 南三陸町 82.6%
富岡町 8.8%
大熊町 9.8%
双葉町 18.4% 70%-90%
浪江町 16.1% 50%-70%
新地町 56.7%

岩手県

福島県

宮城県

出所：総務所統計局データより作成 
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出所：USGS 

市町村別人口増減率 出所：社会実情データ図録 

野田村
ファンクラブのつどい
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出所：USGS 

被害の様子(下安家) 

野田村
ファンクラブのつどい

出所：Googlemapより作成 

• 村の主要産業であり、全国的にも有数の生産量を誇っていた鮭の養殖場が津波
により全壊となるなど、数字以上に大きな被害を受けた。 

橋桁が流出し、  
施設に甚大な被害 

下安家の鮭の養殖場の被災前後（左：H22.9 右：H23.4） 
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野田村 村役場周辺の被災前後の様子（左：H22.9、右：H23.4） 

被害の様子(役場周辺) 

野田村
ファンクラブのつどい 出所：Googlemapより作成 

• 村の中心部に位置する村役場周辺も、津波による浸水被害を受けた。役場周辺の
久慈消防署野田分署、市街地、公民館等も同様の被害。本来、災害時に対策本部
として機能する村の主要拠点は、想定外の津波による浸水被害に見舞われ機能
不全となった。 

：役場 
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被害の様子(城内地区) 
出所：左の2枚は野田村役場広報 
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野田村
ファンクラブのつどい

１ 東日本大震災の概要

3 産業・雇用支援と課題

 地震・津波の概要 
 被害の概要 
 野田村の被害概要 

 野田村の復興状況 
 政府の対応 

発表内容 

2 震災から9ヶ月の歩み

 すずらんのこれまでの活動 
 他団体の支援事例 
 見えてきた課題 
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野田村
ファンクラブのつどい

出所：USGS 

野田村の復興状況 
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野田村の復興状況 

野田村
ファンクラブのつどい

・3月11日  被災  
・4月8日  仮設住宅着工（野田中学校） 
・4月14日  社会福祉協議会仮設事務所完成 
・4月17日 犠牲者合同葬儀・合同慰霊祭 
・4月20日 災害義捐金申請受付開始 
 配分額（1人・1世帯あたり） 

・5月1日 野田村東日本大震災津波復興本部設置 
・5月7日 仮設住宅入居者決定通知と入居者説明会の 
       案内の発送 
・5月12、13日 入居者説明会、鍵の引渡し 
・5月12、16日 むらづくりを考える住民懇談会 実施 
・5月14日～ 仮設住宅入居開始 
・5月24日 野田中学校以外の仮設住宅着工 
・5月24日 加算支援金の受付開始 
(基礎支援金の支給を受けた方で、自宅の建築・購入、 
修理、賃貸などを行なった方が対象) 
・7月1日～ 仮設住宅入居開始（野田中学校以外） 

被害区分 交付額 

死亡・行方不明 50 万円 

全壊 60 万円 

大規模半壊 32 万円 

半壊 30 万円 

 

 複数人世帯 一人世帯 

建築・購入 200 万円 150 万円 

補修 100 万円 75 万円 

賃貸 50 万円 37.5 万円 

 

・7月3日 全避難所閉鎖 
→食料配布、入浴施設補助の終了 
・7月7日 野田村東日本大震災津波復興基本方針 策定 
・7月18日 第2次義援金の支給 
   配分額（1人・1世帯あたり） 

被害区分 交付額 

死亡・行方不明 81.5万円 

全壊 87.5万円 

大規模半壊 59.4万円 

半壊 59.4万円 

 

・7月14日 支援物資受付終了 
・8月1日 郵便局窓口業務再開 
・8月7日 野田村議会議員選挙 
・8月中旬 養殖ホタテガイの作業開始 
・8月26日 野田村現地拠点オープン 
→野田村で支援活動を行う外部ボランティアのための拠点 
・8月27日～28日 野田村復興祭 
・9月5日 県外等からの災害ボランティア募集・ 
      受け入れ終了 
・9月11日 岩手県知事・県議会議員選挙 
・9月21日～ 復興計画策定のための住民懇談会開始 
・10月上旬 サケのふ化事業 本格化 
・10月21日 震災後、初の定置漁船 網起こし 
・11月17日 野田村東日本大震災津波復興計画 策定 

→野田村の復興は、全国的にも比較的早く進んで
おり、3.11東日本大震災からの復興のモデルケー
スとして注目されている。 
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野田村復興計画：計画の期間 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい



32 
野田村ファンクラブのつどい 32 

野田村復興計画：基本理念と基本方針 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい

 基本理念 

 東日本大震災から本村を迅速に蘇らせ、安全・安心なむらを想像するため、基本理念
を「安全・安心で活力あるむらづくり」と定め、全ての村民の力を結集し、結いと協働によ
る復旧・復興・発展に取り組みます。 

 基本方針 
• 防災まちづくり 

 津波に強い多重的な防災施設や避難路の整備、高台移転や地盤。道路の部分
的な嵩上げの推進、情報伝達施設や防災計画の再整備など安全なむらづくり 
• 生活再建 

 被災した医療。社会福祉施設等の復旧、公営住宅等の整備、交通ネットワークや
情報通信の再構築など安心して暮らせるむらづくり 
• 産業・経済再建 

 漁業や農業および商工業等の産業基盤の復旧・復興、雇用の場の確保、漁港や
観光施設等の整備など活力あるむらづくり 
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野田村復興計画：生活再建 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい

1. 生活基盤の復旧 
2. 住宅の再建と支援策 
3. 雇用の確保 
4. 保険・医療・福祉の復興 
5. 教育・文化の推進 
6. 地域コミュニティの継続 
7. 行政機能の充実・強化 

3. 雇用の確保 

 緊急的に雇用の維持・創出を図るほか、地域産業の早期復興により、安定的な雇用の場の創出
を目指します。 

2.  住宅の再建と支援策  
• 建築制限を行うエリアの方々の住まいの再建に対して、説明会等により村民の合意形成を図り
ながら、高台移転や公営住宅の整備等の復興策を具体化します。 

• 建築誘導エリアの方々についても、国・県と連携し、安全・安心な建築物の誘導や公営住宅等の
整備を図ります。 

• 安全で良質な応急仮設住宅や公営住宅及び高台宅地の整備を進めるとともに、住宅再建支援
制度の周知や充実を図ります。 
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野田村復興計画：産業・経済再建 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい

1. 水産業の復興 
2. 農林業の復興 
3. 商工業の復興 
4. 観光の復興 

1. 水産業の復興 
• 漁業協同組合を核とした漁業・養殖業の再構築と併せ、魚市場の再生と安定的な運営に必要な
施設・設備の整備、さらには将来の漁業を支える担い手の確保を推進します。 

• 水産業の再生に向けた漁港・漁場・漁村生活環境基盤や海岸保全施設の早期復旧・整備を推
進します。 

2. 農林業の復興 
• 村の土地利用計画や海岸保全施設等の整備と一体的な農用地利用計画を作成し、それらを踏
まえた農業施設・機械整備を推進します。 

• 復興に向けた整備と併せ、農用地の利用集積や園芸品目の導入、農業用機械等の共同化に向
けた合意形成を進めるとともに、担い手の確保に努めます。 

• 防潮林については、津波や潮風に対しての専門的な見識を踏まえながら、震災の教訓を生かし
た適正な整備を進めます。また、景観を考慮し、広葉樹等の植栽を検討します。 
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野田村復興計画：産業・経済再建 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい

1. 水産業の復興 
2. 農林業の復興 
3. 商工業の復興 
4. 観光の復興 

3.  商工業の復興 
• 野田村商工会商工業復興ビジョンと連動した推進を図ります。 

• 中小機構の仮設施設整備事業による仮設店舗での再会や光ケーブル通信ネットワークを活用
した買い物難民支援等の施策を推進します。 

• 被災地域の経済を支える中小企業等の事業再開や復興に向けた支援を実施し、早期に経済の
収縮に歯止めをかけるとともに、新たな商店街の再構築による賑わいの回復や地域の特性を生
かした産業の復興を推進します。また、新たなまちづくりと連動した商店街の景観づくりを推進し
ます。 

• 国・県等と連携し、経営再建に向けた支援制度の周知や充実を図ります。 

4. 観光の復興 
• 多くの観光資源が失われた十府ヶ浦海岸付近の早期復旧・復興に努め、魅力あふれる観光地
や観光産業を創出します。 

• 観光イベントや復興イベントにより、震災に負けない野田村を広く県内外へ情報発信し、観光客
の誘致を推進します。 

• 特産である野田塩は、製造施設や製造豊富の改善を図るとともに、販売戦略、製造の安定化等
を検証し、さらなる販路拡大に取り組みます。 
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野田村復興計画：主要事業計画 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい

 主要事業の整備目標 
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野田村復興計画：主要事業計画 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい

 主要事業計画の概要：防災まちづくり 
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野田村復興計画：主要事業計画 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい

 主要事業計画の概要：生活再建 
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野田村復興計画：主要事業計画 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい

 主要事業計画の概要：産業・経済再建 



野田村
ファンクラブのつどい
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野田村：高台への集団移転に合意 

出所：2011年12月5日朝日新聞 

• 東日本大震災で壊滅的な被害を受けた岩手県野田村で平
成23年12月４日、一部の世帯が村の計画する高台への集
団移転に正式合意した。被災地の高台・内陸移転で住民
と自治体の正式合意は初めて。村によると、今回の対象は
９５世帯で、このうち４０～５０世帯が同意する見通し。高台
移転が本格的に動き出すことになる。 

• 一方で、一部支援を受けても移転費用に1280万円かかる。
被災者に重い負担がかかる状況は解決されていない。 
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野田村村民アンケート調査結果:年齢・職業 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい

実施時期：平成23年6月 調査対象：村内居住の全世帯 有効回収率73.4%(1,171世帯回答) 
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野田村村民アンケート調査結果:世帯 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい
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野田村村民アンケート調査結果:住まい 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい

震災前の住まいについて 
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野田村村民アンケート調査結果:住まい被害 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい

住まいの被害状況について 
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野田村村民アンケート調査結果:高台移転 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい
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野田村村民アンケート調査結果:被災世帯 

出所：野田村復興計画 
野田村
ファンクラブのつどい
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野田村
ファンクラブのつどい

出所：USGS 

政府の対応 
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出所：USGS 

日本政府の復興政策 
• 5月2日   第1次補正予算成立(4兆円) 
• 6月24日 東日本大震災復興基本法公布・施行 
• 6月25日 東日本大震災復興構想会議提言 
• 6月28日 東日本復興対策本部発足 

年月日 災害発生からの日数 年月日 災害発生からの日数
国の緊急対策本部の設置 2011年3月11日 0 1995年1月19日 2
復興基本法の制定 2011年6月24日 105 1995年2月24日 38
国の復興対策本部の設置 2011年6月24日 105 1995年2月24日 38
復興委員会の設置決定 2011年4月11日 31 1995年2月15日 29
国の補正予算成立 2011年5月2日 52 1995年2月28日 42
被災自治体の復興計画の策定 未(一部のみ) - 1995年7月31日 195
電気復旧 2011年6月18日 99 1995年1月23日 6
ガス復旧 2011年5月3日 53 1995年4月11日 84
水道復旧 未 - 1995年4月17日 90
下水道復旧 データ無 - 1995年4月20日 93

電話復旧 未 -
1995年1月18日(交換機系、

1月31日(加入者系)
1,4

新幹線復旧 2011年4月29日 49 1995年4月8日 81
鉄道在来線の復旧 未 - 1995年8月23日 218
高速道路復旧 未 - 1996年9月30日 622

自衛隊撤退
2011/8/1

（原発処理を除く）
143 1995年4月21日 101

避難所解消 未 - 1995年8月10日 205
仮設住宅完成 未 - 1995年8月10日 205
仮設住宅解消 未 - 2000年1月14日 1823

ガレキ処理完了 未 -
1998年3月

(当初2か年計画)
約3年

東日本大震災(2011.3.11) 阪神・淡路大震災(1995.1.17)

• 7月25日   第2次補正予算成立(2兆円) 
• 7月29日 東日本大震災復興基本方 
• 11月21日 第3次補正予算成立(11兆7千億円) 
• 12月7日 東日本大震災復興特別区域法成立 
• 12月9日 復興庁設置法成立 阪神・淡路大震災  

との比較 

出所：IRP川脇氏作成「防災・災害復興の公共政策」授業スライド 
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東日本復興基本法 

出所：IRP川脇氏作成「防災・災害復興の公共政策」授業スライド 

• 平成23年6月24日に公布・施行された法律 
• 平成23年3月11日に発生した東日本大震災からの復興に関する基本理念などを定
め法律 

• 第1章総則、第2章基本的施策、第2章東日本大震災復興対策本部、第4章復興庁
の設置に関する基本方針からなる 

• 復興計画の実施にあたる復興庁の早期設置を盛り込んだ 
• 復興に必要な財源として復興債の活用を明記 
• 復興債はほかの国債と分けて管理し、償還の道筋を明らかにする 

• 地域限定で規制緩和などを行う復興特区の創設が明記され、復興基本方針に盛り
込まれた 

野田村
ファンクラブのつどい
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東日本大震災復興特区の概要 

出所：日経新聞2011年9月30日、東京新聞12月8日 

 対象区域(政令で指定) 
• ほぼ全域：岩手、宮城、福島、茨城 
• 一部自治体：北海道、青森、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野 

 支援策①：産業復興や地域活性 
• 規制・制度の特例(自治体向け) 

̶ 漁業権を民間事業者にも取得しやすく 
̶ 行方不明者が所有する土地の活用など 

• 金融支援(企業向け) 
̶ 復興事業向けに年0.7%程度の利子補給 

 支援策②：都市の再開発の規制緩和 
• 土地利用の規制を一括緩和(自治体向け) 

̶ 農用地区域内でも農地からの転用を可能に 
̶ 市街地調整区域など開発許可が出にくい開発を可能に 
̶ 集団移転で住宅だけでなく病院、学校の整備も国費負担 
̶ 他権者の合意がとれなくても強制的に土地を買収 

野田村
ファンクラブのつどい



野田村
ファンクラブのつどい
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復興財源確保について 

出所：IRP川脇氏作成「防災・災害復興の公共政策」授業スライド 
    朝日新聞(右：2011年12月1日、左：2011年7月26日)  

• 財源は今を生きる世代全体で連帯し、負担を分かち合う 
• 従来の国債とは区分して管理する復興債を発行し復興需要を賄う一時的つなぎとする 
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インフラ等の復旧状況 

出所：東日本大震災復興対策本部 

 主なインフラの復旧状況 

項目 最大被害 復旧率 備考
電気 停電最大戸数：東北3県で約258万戸 約96% 原発警戒区域は除く
都市ガス 供給停止最大戸数：東北3県で約42万戸 約86%
LPガス 供給停止最大戸数：東北3県で約155万戸 約95%
水道 断水した戸数：230万戸 約98％ 原発警戒区域は除く
銀行 閉鎖店舗：315 約84％
郵便局 営業停止：東北3県で583 約89％
郵便配達 配達停止エリア:44 約80％
通信(NTT固定電話) サービス停止交換局の回線数：100万回線 約99％
通信(携帯電話) サービス停止基地局数：約14300 約98％
道路 約99％ 原発警戒区域を除く
在来幹線 約97％ 原発警戒区域内の区間を除く
港湾 約68％

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

交通

野田村
ファンクラブのつどい
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インフラ等の復旧状況 

出所：東日本大震災復興対策本部 

 漁港の施設の被害状況 
• 北海道から千葉県にかけての漁港施設に大きな被害が発生。特に岩手、
宮城、福島の3県ではほぼ全域にわたり壊滅的な被害 

 政府の対応状況 
• 漁を再開したいとの現場のニーズに応える為に航路や泊地のガレキ除去、
岸壁の補修などの工事に着手 

野田村
ファンクラブのつどい
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野田村
ファンクラブのつどい

１ 東日本大震災の概要

 地震・津波の概要 
 被害の概要 
 野田村の被害概要 

 野田村の復興状況 
 政府の対応 

発表内容 

2 震災から9ヶ月の歩み

3 産業・雇用支援と課題

 すずらんのこれまでの活動 
 他団体の支援事例 
 見えてきた課題 
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野田村
ファンクラブのつどい

出所：USGS 

すずらんのこれまでの活動 
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すずらんのこれまでの支援(雇用・産業面) 
 活動の基本姿勢 

  野田村の方々の「自立」 

 具体的な活動 

① アクセサリー・小物の販路開拓 

   （グラシアの会に協力） 

② 物産展 

         (学園祭にて出展) 

③ 募金活動 

   （学園祭にて実施） 

 

 

 課題 
 アクセサリー・小物では少額の支援にしかならない。 
 販路として規模が小さい。学内・学生のみでは限界がある。 
 募金の寄付をしようとしても、「外部からの支援はいずれ途切れる」として拒否された。 

 成功例 
 手に職を与えることができた。 
 大阪で野田村の物産を広報することができた。 
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野田村
ファンクラブのつどい

出所：USGS 

他団体の支援事例 
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他団体の支援事例 

野田村
ファンクラブのつどい

 ヤマト福祉財団 
クロネコヤマト関係のグループ会社で運営するヤマト福祉財団が「東日本大震災生活・産業基盤
復興再生募金」の一環で、野田村保育所再建事業に村からの土地の無償貸与を前提に、移設建
設費用の全額を助成 

 イオングループ 
岩手県の久慈漁業協同組合と提携し、北海道沖で漁獲された秋刀魚（さんま）一艘分を丸ごと購入
して久慈漁港に水揚げし、東北・関東エリアのイオングループの最大200店舗で販売する取り組み 

 ミンナDEカオウヤプロジェクト 
被災エリアの授産品を全国・都市部で販売して、被災した障害者福祉施設の経営・障害者の収入を
支える「参加型」プロジェクト（＝経済活動支援）。これまでに2700万円の売り上げ。 
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野田村
ファンクラブのつどい

出所：USGS 

見えてきた課題 
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見えてきた課題 

野田村
ファンクラブのつどい

① 金銭支援よりも、後方支援を 

• ボランティアなど「外部からの支援はいずれ途切れる。自力で復興させたいので、   
余計なことはしないでほしい。でも、自慢の鮭の宣伝はしてほしい。」 

② 仕事へのモチベーションを高める 

• 求人はあるのに応募がない状況。まずは働く意欲を掻き立てる必要が。 

③ 観光アピールを 

• 野田村の復興計画では、震災に負けない野田村を広く県内外に発信し、観光客の
誘致を推進するとある。 

• また、特産品の野田塩の販路拡大を推進するとある。 

④ 中長期的視点での支援を 

• 雇用問題は喫緊の課題であるが、震災の影響は何年もかけてやってくる。中長期的
視点で、野田村の復興支援の在り方を考える必要がある。 
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阪神淡路大震災：被災地域の総生産推移 

野田村
ファンクラブのつどい 出所：指標等からみた復興10年の成果収集調査 

震災後数年は復興需要
がくるが、その後震災の

影響が出てくる 
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野田村
ファンクラブのつどい

出所：USGS 

野田村の統計情報 

補足資料 
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野田村の経済財政状況 2008年 

出所：経済BANK 
http://www.keizai-bank.com/shicho/0250.html 

 経済財政 基本情報 

野田村
ファンクラブのつどい

http://www.keizai-bank.com/shicho/0250.html
http://www.keizai-bank.com/shicho/0250.html
http://www.keizai-bank.com/shicho/0250.html
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野田村の人口比・人口推移 出所：市町村の姿 
http://www.machimura.maff.go.jp/machi/map2/0
3/503/economy.html 

野田村
ファンクラブのつどい

64% 

36% 

生産年齢人口比(2005年) 

生産年齢人口 

その他 

16% 

84% 

年少人口比 

年少人口 

その他 

29% 

71% 

老齢人口比 

老齢人口 

その他 

http://www.machimura.maff.go.jp/machi/map2/03/503/economy.html
http://www.machimura.maff.go.jp/machi/map2/03/503/economy.html
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総生産額(産業別) 2007年 

出所：東京大学建築構法研究室 

 市町村内総生産 産業別(%) 

 市町村内総生産 産業別 表 
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就業人口(産業別) 2005年 

出所：東京大学建築構法研究室 

 勤務地(2005年) 

野田村で従業している 1,692人 
野田村以外への通勤者数 1,421人 
野田村以外からの通勤者数 271人 

 産業別就業人口(人)表 

 産業別就業人口(%)図 

野田村
ファンクラブのつどい
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野田村の農業・水産業データ 
出所：市町村の姿 
http://www.machimura.maff.go.jp/machi/map2/03/503/economy.html 

52% 

7% 

4% 

37% 

農業産出額の内訳 

鶏 

野菜 

乳用牛 

その他 

 基幹的農業従事者数：247人 
      (総人口の5.3%)  

48% 

18% 

10% 

7% 

17% 

海面漁業の魚種別漁獲量 

さけ・ます類 

さば類 

いわし類 

たら類 

その他 

 漁業就業者数：203人 
      (総人口の4.3%)  

農業従事者数の推移 
漁業従業者数の推移 

http://www.machimura.maff.go.jp/machi/map2/03/503/economy.html
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事業所数・従業者数の推移 

出所：東京大学建築構法研究室 

 事業所数・従業者数の推移 表 

 事業所数・従業者数の推移 

野田村
ファンクラブのつどい
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