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研究ノート 

岩手県大槌町の震災復興の現状と課題 

関 幸子 

東洋大学客員教授 

 

 

はじめに 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災で東北地域の 189 の自治体が大きな被害

を受けた。それから早くも２年が経過しようとしているが、東北地方の復興には程遠い

現状にある。本稿では、町長と多くの職員を津波で失い、家屋が 3,092 棟全壊した岩手

県大槌町の震災復興計画の策定、そして地域の暮らしを支える産業復興計画の策定にお

ける行政と民間、住民の役割を調査し、復興の現状と課題を明確にするとともに産業振

興戦略への提言を行うものである。 

 

第 1 章 震災前の大槌町 

岩手県大槌町は、上閉伊郡に位置し、三陸海岸を形成する太平洋に面した漁村の町で

ある。大槌町は、盛岡から釜石線を使って 2 時間で釜石、そこから山田線を使って 30

分で大槌駅に到着という、非常に交通不便な立地にある。現在は山田線が津波で壊滅し

ており、釜石からはバスもしくはタクシーで入るしかない状況にある。大槌町は震災前

には、人口 1 万 5,994 人
1
、面積 200.59km2

で、大槌湾の漁業を中心とした港町であり、

釜石市のベッドタウンとしての機能を形成してきた。 

 

１ 大槌町の歴史と地勢 

大槌町には縄文時代の遺跡が数多く見られ、早くから人が住んでいた形跡がある。 

14 世紀から戦国時代、周辺地域の有力武将であった大槌氏が支配していた。大槌氏は

南部方の武将として活躍するとともに、安土桃山時代には、城主大槌孫八郎が特産の鮭

を新巻に加工する方法を開発して「南部鼻曲がり鮭」の名で江戸にて人気を博し財をな

した。しかしながら、1617 年に、大槌孫八郎政貞が南部利直から謀反の疑いをかけら

れ切腹し、大槌氏は家名断絶している。 

                                                   
1 2011 年 3 月 11 日の住民登録人数 
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大槌氏亡き後、この地は大槌城代が置かれて盛岡藩の管理下となり、その後は大槌（南

閉伊）代官所が置かれ、現在の山田町と釜石市の一部を含めた地域の行政を管轄した。 

同時に 1590 年代には、豊臣秀吉の小田原征伐で北条家が没落し、主君を亡くした伊豆

清水氏が船で気仙浦に逃れてきた。その後吉里吉里村に移住した清水氏は、ふるさとの

相模国前川村にちなんで前川姓に改名している。当主は、代 「々前川善兵衛」と名乗り、

海産物を江戸、大阪、長崎に送る廻船問屋として有名になり、その後は地名から吉里善

兵衛として知られるようになった。 

明治 22 年には、大槌村、小槌村、吉里吉里村が合併して大槌町として町制をひいた。

昭和 3 年には、国鉄（現・JR）が山田線の大槌駅、吉里駅を開業している。昭和 30 年

には、隣接する金沢村と合併し、現在の大槌町の面積となる。その後、昭和 48 年には

東京大学海洋研究所が赤浜地区に開設された。 

地勢としての大槌町は、北上山地に発してほぼ並行して南東方向へ流れ、太平洋に開

けた大槌湾へと注ぐ 2 つの川である大槌川と小鎚川が形成する、沖積平野部が地域の中

心を形成している。大槌湾の北には船越湾もある。 人口は大槌湾に面した海沿いに集

まり、鉄道や主要道路も海岸に沿って走っている。北上山地の一端をなす西部は人口が

少ないことが特色となっている。 

 

２ 大槌町の産業 

震災前の大槌町の産業構造を概観する。 

大槌町の人口が最も多かったのは、昭和 55 年の 21,292 人
2
でそこから人口が毎年減少

してきている。大槌町は、釜石市のベッドタウンとしての要素が大きく、人口において

も新日鉄釜石工場の動きと連動した相関関係が見えてくる。昭和 55 年に釜石工場の中

でも大型工場を休止、昭和 64 年には高炉を停止するなど、工場がだんだんと縮小して

きた。それにあわせて、大槌町の人口も減少の一途をたどってきている。大槌町の桜木

町は、昭和 40 年代に新日鉄が社員向け住宅として開発した団地で、そこに暮らす住民

のほとんどが新日鉄に勤務していた。この桜木町でも今回の震災で津波被害は大きく、

家を建て替える住民も出ている。 

以下の表から大槌町の所得構成から大槌町が従業員・サラリーマンの多い地域であっ

たことが分かる。また、大槌町の所得は全国平均よりも 50 万円も低い。 

 

 

                                                   
2 大槌町役場資料 
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平成 16 年度総務省事業所統計 

産業大分類 事業所数 従業者数 

全産業 800 4,598 

農林漁業 4 22 

農業 1 3 

林業 2 16 

漁業 1 3 

鉱業 2 58 

建設業 80 476 

製造業 68 1,416 

電気・ガス・熱供給・水道業 - - 

情報通信業 2 5 

運輸業 12 111 

卸売・小売業 281 1,205 

金融・保険業 8 63 

不動産業 59 87 

飲食店，宿泊業 92 267 

医療，福祉 28 321 

教育，学習支援業 15 38 

複合サービス事業 11 44 

サービス業（他に分類されない） 138 485 

 

震災前の平成 16 年度総務省事業所統計によれば、大槌町の事業所総数は 800 件。産業

の構造から見ると卸売・小売業が 281 件で 35%、サービス業が 138 件で 17%、飲食・

宿泊業が 92 件で 11%、建設業が 80 件で 10％という構成で、大槌町は卸小売業、飲食

業が産業の中心であった。震災により地域経済の基盤が失われているが、大槌町の再生

には、卸小売りの振興が欠かせない。 

製造業の事業所数は 68 件で 8.5%であるが、従業員数から見ると、1,416 人となり全体

の 31%を占め、多くの雇用を作り出していることが分かる。次に多いのは卸小売業の

1,205 人で 26％、次いでサービス業が 485 人で 10％となっている。 

加えて、1 次産業としての産業構造は以下のとおりである。 

大槌町での耕作面積は 399ha であり、町の面積 20,059ha からみて、1.9％であること

から、農業としての優位性はほとんどないことが分かる。一方で林野面積が 17,798ha

平成 21 年度市町村民所得の分配 

市町村名 総額(百万円) 

金額(百万円) 

人口(人) 

人口一人当 

所得(千円) 雇用者報酬 財産所得 企業所得 

市町村計 2,937,510 2,123,367 37,323 776,820 1,340,852 2,191 

大槌町 26,066 19,405 342 6,318 15,590 1,672 

※人口は、「岩手県人口移動報告年報」（調査統計課）の平成 21 年 10 月１日現在。人口一人当たり市町村所得は、

「総額÷人口」（少数点第 1 位を四捨五入）で算出した。「平成 21 年度岩手県の市町村所得推計の概要」参考 
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で 89％を占めており、大槌町はほとんどの面積が林野であることが分かる。その意味

で、林業の振興は、大槌町にとって大きな可能性を持った産業であり、今後何らかの手

立てを打つ必要があると考えられる。 

加えて、大槌町の大きな産業の一つである漁業については、震災前には、大槌湾を中

心に漁船数が 404 隻あった。震災で多くの漁船を失ったが、平成 24 年の 9 月 30 日現

在で、納入船 193 隻、発注中の漁船が 213 隻となっていて、復興の兆しを見せている。 

また水産加工関連施設についても冷凍・冷蔵施設が 15 工場、水産加工場も 16 工場あ

ったがどれも海の近くに立地しており、大きな被害を受けた。現在では 5 事業者が操業

開始、準備中が 18 工場となっており、如上に操業へと動き出している。 

 

大槌町 1 次産業基礎統計

3

 

■ 面積 

 

■ 世帯等   

総土地面積 20,059  ha 総世帯数 5,689  世帯 

耕地面積 399  ha 農業経営体数 195  経営体 

 田耕地面積 170  ha 総農家数 308  戸 

 畑耕地面積 229  ha  自給的農家数 117  戸 

林野面積 17,798  ha  販売農家数 191  戸 

■ 人 口     主業農家数 32  戸 

総人口 15,276  人   準主業農家数 56  戸 

農業就業人口 326  人   副業的農家数 103  戸 

漁業就業人口 437  人 林業経営体数 92  経営体 

    漁業経営体数 225  経営体 

 

 

漁船隻数等 

■ 地域   

農業集落数 29 集落 

農産物直売所

数 

2 施設 

漁港数 2   港 

漁船隻数 404  隻 

 

 

 

 

                                                   
3

 農業データ【面積】総土地面積、林野面積、耕作放棄地面積は「2010 年世界農林業センサス」、そのほかは「平

成 23 年面積調査」総務省「平成 21 年度都道府県別決算状況調」「平成 21 年度市町村別決算状況調」【事業所数】

総務省「平成 21 年経済センサス-基礎調査」【農業経営体数・農家数】【作付・飼養別販売農家数】【経営耕地規模

別販売農家数】【農業就業人口等】「2010 年世界農林業センサス」【地域】集落営農数は「平成 23 年集落営農実態

調査」、そのほかは「2010 年世界農林業センサス」 

畜産業 
 

乳用牛   

 飼養戸数 10  戸 

 飼養頭数 120  頭 

肉用牛  

 飼養戸数 35  戸 

 飼養頭数 360  頭 

 

漁業関連施設数 

冷凍・冷蔵工場数 15  工場 

水産加工場数（実数） 16  工場 

 冷凍水産物 9  工場 

 冷凍食品 5  工場 

 塩干し品 2  工場 

 塩蔵品 5  工場 

 くん製品 1  工場 

出典：2008 年漁業センサス 
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第 2 章 大槌町の復興計画策定への取り組み 

１ 大槌町の被害状況 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災によって、大槌町は次のような大きな被

害を受けている。 

上記表で見られるように、大槌町では津波被害が大きく、死者数、収容遺体数、行方

不明者を入れると、2,027 人もの尊い命が奪われただけでなく、大槌町を離れる住民も

多く、平成 24 年 9 月 30 日では 13,101 人となり、2011 年 3 月 11 日の人口が 15,994

人だったものが、2,893 人もの住民が減少している。これは全町民の 18.1％にも及んで

いる。 

全壊及び半壊の家屋が 3,878 棟にも及ぶとともに、町役場、病院、学校、商店街等、

大槌漁港、魚市場、製氷施設等の行政関係施設も大きな被害を受け、大槌町の都市・経

済機能が殆ど消滅してしまった。 

合わせて、大槌町の復興に欠かせない町のリーダーシップを担う、町長や役場の課長

クラスの幹部が、震災対策本部を開催している時に津波が襲ったために、町長、課長ク

ラスや都市政策の技術畑の職員が約 60 人も津波で流されており、行政機能が喪失して

しまっていた。 

平成 23 年 3 月 11 日以降は副町長が職務代理を行っていたが、6 月 20 日に任期満了に

伴い辞職した。その後は総務課長が町長代行を務めたが、8 月 28 日に町長選が実施さ

れ、現在の碇川町長が当選し、トップ不在から 5 カ月目にやっと新町長が就任するとい

う事態であった。 

その意味で大槌町の復興は、他の地域よりも相当に遅れ、「周回遅れ」とまで言われて

きた。 

 

２ 復興への足音 国による支援 

こうした大きな被害にあった大槌町のために、国や県も支援を急いでいた。まずは、

家屋がなくなった町民に対して、国および県が復興住宅を 2,064 戸建設し、4,667 人が

入居できるまでになった。合わせて、日々の暮らしに欠かせない食糧や日用雑貨を購入

大槌町被害状況 
人的被害状況 人口推移 物的被害状況 

死亡者 793 人 2011 年 3 月 11 日 15994 人 家屋全壊 3,092 

収容遺体数 863 体 2012 年 9 月 30 日 13101 人 家屋半壊 786 

行方不明者 461 人 増減 ▲2893 人 浸水面積 431ha 

    宅地浸水率 52% 

    商業地浸水率 98% 
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出典：いずれも大槌町 
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する場所として、町内で最も大きなショッピングセンター「MAST」が中小企業庁のグ

ループ施設等復旧整備補助金第 1 号に採択され、2011 年 12 月には再開された。合わせ

て、中小企業基盤整備機構による仮設店舗が大槌町の北小学校の跡地を中心に町内数か

所に整備され、84 事業所が営業を再開するまでになった。住宅と商店が整備されるの

にほぼ 9 か月以上がかかったが、何とか日々の暮らしが営まれるようになった。その他

は、大槌漁港の裏には、中小機構による仮設水産加工所も整備されてきて、経済が動き

出すかと思われた。 

３ 大槌町役場による復興への取り組み 

新町長が就任してすぐに取り組んだのが「大槌町災害復興基本条例」を制定すること

だった。これは大槌町の復興への決意表明であった。9 月 30 日に制定された条例の第 1

条に「この条例は、大槌町が大規模な災害により重大な被害を受けた場合において、被

災後における暮らしの復興を実現するため、町民、事業者及び町の協働により復興対策

を総合的かつ計画的に推進し、もって町民が安心して住み続けられる地域づくりを進め

ることを目的とする」として、復興に向けて住民の関与を明文化した。 

この条例を基に具体的に、震災復興計画の策定に向けた体制づくりに乗り出した。 

まずは、町長を本部長とする大槌町災害復興本部を立上げる。その下に本部会議を置

き、副本部長に副町長３人と部課長を配し、審議と調整会議の役割を持たせた。その下

に各種の素案を作成する実行部隊であるワーキングチームを置き、震災復興計画チーム

と公共施設検討チームの二つのワーキングチームを編成した。この災害復興本部の事務

局は、復興局が行うこととした。 

   本部長：大槌町町長 

        

本部会議（審議・調整） 

【構成】副本部長：副町長 

本部員：部課長 

ワーキンググループ（WG） 

（素案作成） 

震災復興計画 WG：関係課 

公共施設計画検討 WG：同上 

事務局：復興局 

大槌町復興まちづくり懇談会 

（意見・提言） 

【構成】学識経験者 

大槌町再生創造会議 

（意見交換・審議） 

【構成】町内各界の代表、学識

経験者、行政機関等 

地域復興協議会 

（意見交換・提言） 

【構成】地域住民＊町内１０地区 

（浸水被害のない 2地区含む） 

審議 

意見

提言 

提言 

大槌町災害復興本部 
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こうした庁内体制だけでなく、町長の諮問機関として学識者で構成される「大槌町復

興まちづくり懇談会」を設立。本部会議用には、町内会、商工会、商店街等経済団体も

含んだ「再生創造会議」を整備し、地域住民が個別に参加できるように町内１０地区に

は「地域復興協議会」を設立し、階層毎に意見交換や提案が出来るように官民連携によ

る復興本部体制を創り上げた。こうした体制整備を経て、約２ヶ月間で「大槌町東日本

大震災津波復興計画（以下「復興計画」という）」を平成 23 年 12 月 26 日議会の承認を

経て策定した。 

合わせて、大槌町では町長や幹部職員の多くが津波で死亡したこともあり、国土交通

省、岩手県庁から副町長が派遣され、大槌町の生え抜きの副町長も含めて 3 人の副町長

体制をとるだけでなく、震災前は 8 課 20 班だった組織を、部局制を導入し、6 部局 12

課 3 室 33 班という、市役所レベルの体制に増強している。加えて、北は北海道から南

は沖縄まで自治体の職員 63 人が応援派遣をされてきており、震災前の職員数 136 人に

対して平成 24 年の 10 月 1 日現在で 195 人となっている。特に都市計画部門への応援

が必要であり、もともと地域整備部の 1 課だったものを 3 課体制にして、今後の都市機

能の復興に当たる体制を整えている。 

予算規模も復興交付金や各種補助制度を使って事業を行うことから、震災前の平成 22

年度予算は 5,570 百万円だったが、平成 24 年 9 月段階で 53,110 百万円と、約 10 倍に

拡大しており、大槌町の職員の仕事が過重であることは明確だろう。 

 

出典：大槌町 

復興事業のスケジュール（町方地区） 
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４ 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要 

復興計画の将来像に「海の見えるつい散歩したくなるこだわりのある美しいまち」と

定め、震災復興に向けた基本的な施策の方向を示した。計画期間は平成 30 年度までの

8 年間とし、平成 23～25 年度を復旧期、平成 26～28 年度を再生期、平成 29～30 年度

を発展期として 3 段階による時間軸を定めている。 

計画では 3 つの基本的な要素として「津波防災」「土地利用」「交通体系」を緊急に考

慮することが掲げられ、 将来像に向けたビジョンとしては、 

① 安全で安心して暮らせるまち 

② 地域で町民が寄り添い支え合うコンパクトなまち 

③ 多様な交流と連繋で産業が興る活力あるまち 

④ 豊かな自然環境や景観形成に配慮した美しいまち 

⑤ 地域に対する誇りや愛着を大切にするまち 

の 5 つのビジョンが定められた。現在では、この復興計画に基づき、各個別計画が進

められている。 

まず、防災集団移転事業として、町方の 60ha の内 30ha でちょうど JR 山田線より海

側の地域については、災害時の防火貯水槽となるように大槌町で買い上げ、そこに住宅

や店舗等を保有する地権者に対しては、高台や町が用意したその他の土地に集団移転を

行う事が決定している。また、JR 山田線より内側の 30ha については区画整理区域とし

ており、最大で 2 メートルの盛土を予定している。町方では、平成 25 年の 6 月までに

家屋の基礎や土台を完全に撤去を行うことで盛土や道路建設の準備が整うこととなる。

しかしながら、実際の盛土工事が始まるのは平成 25 年の秋口となり、区画整理後に家

が立ち並ぶには、さらにもう 1 年の時間を必要としており、大槌町の復興した姿が見え

るには 2 年はかかることになる。また、津波の高さが非常に大きかったこともあり、県

で整備する防潮堤については 14.5 メートルの高さとすることが決定している。 

 断面イメージ（町方地区） 

出典：大槌町 
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５ 民間機関との連携 

震災復興は、都市政策、区画整理事業、防災集団移転事業等、通常では考えられない

ほどのハード事業を進める必要がある。大槌町では、先に述べたように大槌町災害復興

本部等を立ち上げ、行政としての事業推進体制を整備してきたが、行政だけでは、具体

的な事業実施も限界となっており以下のように民間との連携を進めている。 

 

（１） 都市再生機構との連携 

平成 24 年 7 月 5 日には、都市再生機構（以下「UR」という）と大槌町は、復興まち

づくりを円滑に推進するための協力協定を締結した。国は、UR への規制緩和措置とし

て、「東日本大震災復興特別区域法」において、UR が、従来の業務のほか、委託に基づ

き、復興整備計画に記載された復興整備事業を行うことができることとした。大槌町は、

土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、災害公営住宅整備事業を UR に一括して委

託し、行政内部の人材不足を補おうとしてきた。しかしながら、区画整理事業の推進に

不可欠な被災された町民への「住宅再建意向調査」を実施してきているが、平成 24 年

12 月末時点での確認状況は約 5 割と、まだまだ不十分な状況となっている。この地権

者への意向確認は、UR に事業推進を委託しているものの、行政職員が各戸や説明会に

出向くこと等が求められており、大きな事務負担となっている。 

出典：大槌町 
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（２） 東京大学との連携 

東京大学は、大槌町に東京大学海洋研究所が設置されていた事もあり、震災後すぐに

学長が自ら大槌町を訪問する等、積極的に支援を行ってきた。平成 24 年 3 月には、大

槌町は東京大学と「震災復旧及び振興に向けた連携・協力に関する協定書」を締結し、

東京大学が保有する海の知識や学術だけでなく、人口減少や高齢化に向けた町のあり方

やコンパクトシティ等へのアドバイスを得ている。 

 

（３） 一般社団法人震災復興ワークスとの連携 

東北の復興の要となるのは、市長や町長のリーダーシップであるとともに、それを支

える行政組織の存在であり、その力量も問われている。しかしながら、もともと被災地

は、人口減少と過疎化の波の中で、新しい人材や意欲的な人材を確保してきたとは言え

ない状況にあった。震災後、自治体の職員は、通常の公共サービスの提供と共に復興事

業という二重の事業を実施せざるを得ない境遇にあるが、復興事業はどれも初めての事

業でモデルがないこともあって、戦略的に動けていない状況にあった。 

こうした状況の中で、全国のまちづくりを担ってきた専門家や自治体 OB が中心にな

って、被災地の自治体の行政力を支援するための団体「一般社団法人震災復興ワークス」

が平成23年の8月に設立された。大槌町とこの震災復興ワークスとは平成24年2月に、

復興に向けて相互に協力して取り組むための覚書を締結している。 

震災復興ワークスは、第 3 章で述べる中心市街地活性化検討会に専門家アドバイザー

として参加し、大槌町の商業や中心市街地の復興に向けて地元商業者と意見交換を行っ

てきた。合わせて、復興の原動力となるまちづくり会社の設立に向けた調査や企画案な

震災復興ワークススキーム 

企業・個人スポンサー企業・個人スポンサー企業・個人スポンサー企業・個人スポンサー    

復興支援プラットフォーム 
震災復興ワークス震災復興ワークス震災復興ワークス震災復興ワークス    

 

大学・企業・ＮＰＯ 

専門人材の人選、派遣 

プロジェクトマネージメント 

契約主体 

自治体 
企業、 
組合 
市民 

大学

教授 

 

 

経営者

派遣 

事業推進 

要望 
 

公務員

専門家 
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ども作成してきた。 

 

（４） 一般社団法人おらが大槌夢広場 

一般社団法人おらが大槌夢広場（以下「おらが大槌」という）は、大槌町が震災で大

きな被害を受け町内の食堂が壊滅して食べるところがない時期に、地元住民と東京等町

外のメンバーが一緒になって食材や機材を集め、早くに復興食堂を開設した。おらが大

槌の設立目的としては、町民、各分野の専門家、サポーターとともに知恵と行動を結集

し、観光業・商工業・農業・水産業を再建し生活と雇用を支援することとしている。 

この目的にそって、以下の事業を実施している。 

① 大槌総合案内（ボランティア等の受け入れや、町全体の問い合わせ窓口） 

② 復興食堂（職人の提供とレシピ開発） 

③ ご当地グルメの開発 

④ 大槌復興ツーリズム 

⑤ 大槌の命と水野復興館 

⑥ ひょっこりひょうたん島プロジェクト（NHK で放映された人形劇のモデル） 

 

これらの事業が評価され、平成 23 年度地域づくり総務大臣表彰の優秀団体に選定され

ている。おらが大槌を中心として、今後、創業や地域資源型のプロジェクトが推進され

る可能性が高くなっており、注目すべき団体の一つである。 

 

第 3 章 産業復興基本構想(案)策定への提案 

 

１ 大槌町の現状と産業復興への基本認識 

大槌町の産業は、東日本大震災により甚大な被害を受け、震災から 1 年 9 ケ月経過し

てもなお、地域産業は再生には至っていない。現在、町内企業の雇用は回復しておらず、

他市町村への人口流出が懸念される。このことから、大槌町の産業を早期に復旧し、将

来にわたって安定した雇用の確保や強い競争力を備えた産業の創造を図るための上位

計画「大槌町産業復興基本構想(案)」を平成 25 年 3 月までに策定することとなった。 

産業振興に向けた基本的な考え方としては、今まさに「大槌の再生」として、以前の

状態に戻るだけの単なる“復旧”ではなく、将来の発展につながる経済的な“復興”が

必要とされており、特に産業と地域経済活動こそ、住民の暮らしを足元から支える重要

な要素である。 
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今回、大槌町産業復興基本構想を策定するにあたり、以下の項目に着眼して産業復興

計画を策定することが重要となる。 

 
① 人口動態面＝震災後の流出人口、高齢者数、生産労働、就業者数の把握 

⇒ 震災後に大槌町に居住しているもしくは復興後に戻りたい住民数。今後

の将来人口予測。その人口構造数を把握することにより産業復興の基礎と

なる地域経済規模、所得規模を推定する。 

② 地域資源面=被災前の産業構造の把握、今後の期待できる新産業の方向 

⇒ 大槌町は、大槌湾、吉里吉里湾等、三陸海岸特有なリアス式の魅力的な

海から、1100ｍの高さを持つ白見山、清流が流れる大槌川、小槌川等、地

理的そして地形上の豊かな資源を有している。この資源を産業に結びつけ

るために、歴史、文化、地勢、気候や１次、２次、３次産業から、地域資

源を明確化する。そしてその地域資源を活かした新産業創出、新製品化を

図る。 

③ 土地立地環境面＝大槌町の用途地域、既存産業の立地ゾーニングと今後の

産業用地のゾーニング 第１次産業（農業、林業）の用地面積、漁港と加

工所、商業と中心市街地などの適正ゾーニング土地利用計画、都市政策連

携を図る。 

⇒ 産業復興の基本となるのが、土地政策である。その地域が産業用用地を

どのように形成出来るのか、その戦略で地域産業の基盤が見えてくる。産

業は立地政策である。特に１次、２次産業はその面積、合わせて効率的な

配置、ゾーニングが可能であるか等により事業規模が確定される。また、

産業用地の配置や面積も商業や加工業、流通に大きな影響を与えることか

ら、土地政策、ゾーニングの視点からも検討する 

④ 公共施設と住宅面＝公共施設の適正配置と産業集積地（中心市街）との連

動の視点 

⇒ 震災の復興に当たり学校、病院、公民館、福祉施設、公営住宅などの公

共施設の規模、立地場所は、人々の暮らし、交流、買物動線といった経済

活動と連動していることから、経済活動の視点で公共施設の規模、立地を

検討する 

⑤ 人材面＝産業、そして企業経営面で中心となる人材の育成、新規創業者の

発掘 

⇒ 産業は、人々の思いやニーズ等暮らしの中からその課題を解決すること

にある。産業の中心には「人」があり、企業経営の要は経営者の資質と言

われている。そこで、大槌の産業を支え、今後の地域経済を担う人材の発

掘、育成を図るとともに、外からの新しい人材、特に女性や若者等の参加

や移住を促進する 

⑥ 公共交通面＝鉄道、バス、タクシー 等公共交通の視点 

⇒ 大槌町内での移動や、釜石市や山田町等近隣自治体への移動手段として

の公共交通網が脆弱となっている。買物や人々が交流できるような移動手

段としての公共交通網も検討する 

 

２ 復興まちづくりの基本的考え方の整理 

大槌町はその将来像として『海の見えるつい散歩したくなるこだわりのある「美しい

まち」』と定め、地域の最大資源である「海」を大切にし、誇れる海との共存をしてい
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くことと宣言してきた。 

まちづくりの推進に当たっては上記課題を踏まえて「安全・安心の確保」「暮らしの再

建」「地域経済の復興」「教育環境の整備」を基本施策としている。さらに、「おおつち

の未来を創る重点プロジェクト」の方向性として、①復興まちづくり創造おおつち、②

歴史・文化・芸術の街おおつち、③国際海洋研究都市おおつち、④美しい街なみ・景観

おおつち、⑤スマートタウンおおつち、が挙げられている。この中で、今後「地域の活

性化」に向けて、特に取り組まなければならないことを以下に整理する。 

①復興まちづくり創造おおつち－地域経済の復興、新規ビジネス創出 

②歴史・文化・芸術の街おおつち－おおつち固有の歴史、文化、芸術の活用 

③国際海洋研究都市おおつち－生涯学習との連携、研究者と町民の交流 

④美しい街なみ・景観おおつち－町民が愛着を持てる、来訪者にとって魅力ある美し

い景観形成 

⑤スマートタウンおおつち－災害に強く、安全・安心、持続可能なまちづくり 

 

３「大槌町産業復興基本構想（案）」の前提  

大槌町復興の基盤となる地域経済と産業の復興は、復興まちづくりにおけるコンセプ

ト、基本施策、重点プロジェクトと連動して、復興事業を進める過程で産業基盤を強化

し、新産業の創出を目指すことが大切となる。その基本は、復興事業後に産業が興るの

ではなく、復興事業を進める中に産業のチャンスを見つけていく視点が重要である。 

具体的には、スマートシティ構想と連動したエネルギー創出事業。公共住宅や個別住

宅を建設するときの防災対策における新技術の導入。例えば、今回の震災で停電後に再

通電した際、漏電やショートしたことで火災が発生した事例が多かった。最近では、京

都大学の知財を使った通電をコントロールする防災コンセントも開発されており、大槌

町の住宅にはこうした防災コンセントの導入を進める。近隣自治体への普及を広め、導

入規模を拡大することで、支店や工場などの建設を誘致する。また、上下水道などの使

用料検査にスマートメーターを導入させることで、関連産業の企業機会の拡大・事業創

出を図る。こうした一連の復興事業において、新技術や仕組みの導入を図ることで新産

業の振興も図ることが可能となる。 

産業は、人や生活に密着している。その意味において、産業とは、社会の課題を解決

する手法であり、解決に必要な技術や商品、サービスが産業となる。従って、社会の課

題や人間の WANT を明確化させることで次の産業が見えてくる。地勢や文化、歴史等

その地域が保有する地域資源を生かした産業、合わせて新技術や新分析方法等、技術オ
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リエンテッドの産業もある。 

そのためにも、日本の課題、東北の課題、そして住民が「大槌町の中でどのように暮

らし、継続して住み続けたいのか」、地域資源の可能性を明確にしていくことが重要と

なる。 

 

● 日本の WANT をみる＝社会変化を見る＝環境変化に対応する事業に挑戦する 

１国内産業については、人口構造、東日本大震災後の安心・安全への関心が高まり防災

対策への消費動向が高まっている 

２高齢化により医療、福祉、保健、予防、介護の需要は拡大し、合わせてアンチエイジ

ング、美容、健康、食事、栄養への関心が高まっている 

３ スマートフォンを中心に移動端末(モバイル)での情報取得、発信手法が増えている。

使用機器、コミュニティサイト等のソーシャル性の高いコンテンツ(ソーシャルゲー

ム等含む)に ITの需要が高い 

４太陽光、風力、小水力、バイオマスなどの再生可能エネルギーへの関心と需要が高ま

っている 

５ COOLJAPAN、かわいい、裏原宿、マンガ等の日本で完成された文化が世界の新トレン

ドを作り始めている 

→ こうした社会構造変化から市場が見えてくる 

  大胆な発想による新産業の芽を育む 

 

● 大槌町の WANT を見る＝消費者である住民の暮らし方を把握する 

地域は人々の暮らしを中心に置くべきであり、その暮らしの中から産業を生み出す力

をつけることが重要である。最近は、成熟社会の中で価値観が多様化するとともに、そ

れを支える産業構造も多様化してきている。そして産業は、一つの分野（カテゴリー）

で単体に動くのではなく、各産業分野が相互に影響しあい、連関している。その動きも

複雑かつ細分化されつつある。ある意味、どこからでも産業を創ることができる、参入

できる柔軟な社会になってきたと言える。 

消費においても、大量消費から小量でデザイン性、安全性が高く、こだわりのある商

材が好まれており、小規模事業者でも対応可能である。加えて、インターネットの普及、

電子商取引の活性化、宅配などのインフラが整備されたことで、地方でも全国へ向けた

物販が可能となっている。従って、大槌町においても地域商圏だけを見据えた産業でな

く、大消費地向けのストックヤード、商材開発も可能だということになる。問題はどの

ような人材がそこにいて、何をしたいのか。まさに「WANT」をどう浮かび上がらせるの

が重要となる。 

 

４ 大槌町産業復興基本構想の策定手法 

（１） 大槌町での産業振興の考え方 

大槌町の産業復興を考えるに当たり、次のような前提とする。 

震災の被害が大きかったこともあり、防潮堤、護岸工事、港整備、土地造成、道路整

備、上下水道工事、住宅、公共施設建設等、５年から１０年にわたり長期的な復興事業

が継続して実施されることになる。従って、復興時期で必要とされているサービスや機
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能を提供する産業も視野に入れた産業振興が不可欠である。いわば、震災復興建設時期

にこそ地域経済の基礎及び雇用が確保できる産業を創ることが肝心である。 

そのために、 

① 復興時期に必要な産業＝公共事業や都市基盤整備中の事業から産業を創る 

② 復興特需後の地域での基幹・基盤産業＝従来産業の強化 

③ 新産業＝新しい観光等の産業、新分野への転業、新規創業 

に区分した産業復興と産業振興を同時に図ることを提案する。 

 
■ 震災復興時期産業（2012 年～2017 年 5 年を想定） 
この時期には、大きな都市政策、建築関連等ハードの事業が中心となり、他の地域か

ら建築関係者が多く大槌に仮住、交流人材の増加することから 宿泊、ホテル業、貸家、

飲食・飲み屋、移動手段（タクシー、レンタカー）事務所、PC 等 OA 機器、駐車場、

クリーニング等の需要が見込まれる。 
基盤産業の中心になるのが、卸小売、飲食、医療福祉、サービス業（観光、視察、代

行、情報発信）、それと漁業・水産加工業であり、大槌町の経済基盤を支える産業が考

えられる 
 

■ 新産業として、再生可能エネルギー、水耕栽培農業、医療薬品関係企業誘致、地元資源

型産業（ワカメ加工、木工、食品加工）創出等、これまでに大槌になかった産業を興す 

合わせて、地域課題解決型のコミュニティビジネスが期待できる小さな企業の創出、育成

が不可欠である 

 

（２）「大槌町産業復興基本構想（案）」策定に向けた工程 

大槌町復興を支える産業と経済の再生には上述の復興まちづくりにおけるコンセプト、

基本施策、重点プロジェクトを具現化するものでなくてはならない。そのためにも、産

業復興基本構想には、『基本理念』（どんなまちにしたいのか）を明確に定め、その基本

理念の下に目指すべき目標とそれを実現する事業方針を立案することが重要となる。以

下に、策定に当たっての具体的な工程を提案する。 

 

①大槌町の震災前後の実態調査 

震災前と現状の産業規模の把握と今後の可能性を明確化する。 

大槌地域の産業を振興するためには、従来ある産業構造を把握することが重要となる。

産業はもともと、歴史的な背景、地勢や資源に依拠したものが多いこと、加えて地域所

得が近隣に立地する企業規模や内容と大きく関連していることから、震災前の産業構造、

産業規模の分析を行う。 

 
●具体的には、①農業・林業 ②水産業 ③建設業 ④製造業 ⑤商業（小売業、卸売業）

⑥サービス業等における震災前の事業所数、就業人数、売上高、出荷額等を把握する。



東洋大学 PPP 研究センター紀要 No.3 2013 

164 

事業所数、就業人数、売上高、出荷額を把握する。 
情報・データソースとしては、事業所統計、工業統計、商業統計、農林センサス等の

国及び岩手県統計、大槌町統計（現存するもの）そのほか、国及び関係団体、大学機関

等の文献やホームページ等の WEB データからデータの収集及び蓄積を図る。 
震災前の平成 18 年度総務省事業所統計によれば、大槌町の事業所総数は 840 件。卸売・

小売業が 32%、サービス業が 19%、飲食・宿泊業が 11%、建設業が 10％という構成と

なっており、大槌町は、卸小売業、飲食業が産業の中心であったことが分かる。 
 
●震災後に操業している現在の事業実態の把握 
震災で大きな被害受けた水産加工業、商業者等の中には、廃業したもの、大槌町以外

に移転し操業を開始したもの、仮設の水産加工所や店舗で営業を開始した企業など、震

災後の事業実態も正確に把握するとともに、今後の経営方向などを確認し、現状の経済

実態を把握する。 
その収集した事業統計に基づき、今後産業の可能性を探る。 

 

②地域経済規模の動向 

産業と住民規模、就業者人口は大きく連動する事から、将来の大槌町の人口規模を推

定することが重要となる。 

震災前の大槌町の人口は、1 万 5 千人以上であったが、震災後の平成 24 年には 1 万 3

千人に減少している。平成 32（2020）年と平成 42（2030）年の将来予測に関しては、

平成 22 年と 24 年の減少率を国立社会保障・人口問題研究所の将来人口予測数値に掛け

て、新たに試算してみた。この数字から見て、今後大槌町の人口減少は避けられない状

況にある。年少人口の減少が著しいことから、公共施設の規模縮小や施設転用や複合化

を視野に入れた建設が必要である。生産労働人口も今後毎年 220 人程度減少が見込まれ、

少ない働き手で地域経済をどう担うのか、人材の集中すべき分野と適正配置が重要であ

ることが明確に見える。高齢者の人数は、ピークが 2020 年でその後減少へと向かうと

予測されている。 

 

大槌町人口推移 

  2010 年 2012 年 2020 年 2030 年 

年少人口 1,778  1,402 967 740 

生産年齢人口 8,750  7,749 5,993 4,699 

老齢人口 4,904  4,022 4,226 3,784 

総合計 15,432  13,173 11,186 9,223 

 

 

 

出典：2012 年は大槻町資料、2010 年は国立社会保障・人口問題研究所、

2020、30 年は、筆者が係数掛した試算数値 
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震災によって、住民票を置いているが実際に居住していない人も多くいるのが実態で

ある。加えて、高齢化によって、人口構造にも大きな変化がある。大槌町の今後の経済

規模を推定するにあたり、人口規模、就業人員に推計するのに合わせて、所得目標や今

後の事業所数に関しても推定し、そこから大槌町の地域経済規模を確認する。 

 

試算項目  

・人口将来予測数値 

・所得数値 

・事業所数値 

 

③ 住民及び経済団体・企業の動向確認 

地域経済規模に関しては事業所数や従業員数でおおよその推計が可能である。 

一方、商業に関しては、地域住民の買い物動向、もしくはニーズ調査から市場規模を

把握していくことが大切となる。それは大槌町の中心市街地の規模とも関連するだけで

なく、釜石市や山田町に立地するスーパーや大型店等の出店によっても、大槌町の買い

物環境に影響が出る。 

 

④大槌町の住民の買い物行動、経済活動の確認 

通常はどこに買い物に行くのか、今後中心市街地が再建されたときに、そこに求める

機能や商品構成、近隣のスーパー等で購入するものと、地元商店で購入したいもの等の

需要を把握し、商業規模を推定する。合わせて、仮設住宅に居住する町民に、仕事への

意欲、働きたい職種、賃金規模、就業環境等の意向ヒアリングを実施し、地域での就業

意欲を明確にする必要がある。 

商業者に関しては、昨年 5 月に実施した「中心市街地復興検討会」に先立ち、アンケー

ト調査を実施していることから、今回は、水産団体、林業団体等、団体の中心に業界の

動向をヒアリングする。 

 

⑤各アクションプランの検討 

大槌町産業復興基本構想は、地域経済の原動力となる資源を開拓し、その資源を使っ

て地場産業を創出するとともに、地元住民の地域活動との連携などにより、地域のヒト、

モノ、カネが循環する持続可能な地域経済の方向性を示すことにある。 

そこで、地域経済の再生に向け、都市再生区画整理事業や津波復興拠点事業等、融資
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事業や投資事業等の支援施策を利用しながら、各産業分野の連関を図り地域経済を強化

する。 

そのために、①農業・林業 ②水産業 ③建設業 ④製造業 ⑤商業（小売業、卸売業）

⑥サービス業等の産業ごとに、今後の具体的な事業所数、規模や出荷額等の目標数値を

推定する。合わせて、1 次、2 次、3 次が連携した 6 次産業化や、各種産業が融合して

新たな観光産業等の創出に向けた協議を行う。協議に当たっては、大槌町役場のスタッ

フ、各分野の専門家、実際の事業者、そして首都圏での販売先、首都圏の購買層（主婦）

等も参加し、生産から販売までの川上から川下などの一連の流れを検証し、立体的な議

論と協議を実施する。 

それによって、アクションプランの方向性を示す。 

 

■アクションプランには以下の項目を盛り込む 

① 各産業分野の方向性 

② 産業振興事業を推進する仕組みとその体制 

③ 多様なネットワークを進める 

④ ICT 等の情報インフラの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥国、県、民間等の支援策、補助メニュー検討 

震災後には、復興庁も新設され、国の全面的な支援体制が整いつつある。各省庁にお

いても東北の復興支援の具体的な補助メニューが出揃っている。 

大槌町の地域経済の復興と強化に向けて、多様で幅広い支援策及び補助メニューの中

から、大槌町の地域状況に最適な支援策を選定し、具体的な事業へと展開する。 

 

⑦諸計画、個別計画との整合性 

大槌町では既に、復興計画（基本計画）を策定しており、それに呼応した、集団移転

自治体 
公共事業 

民間企業 
工事施工 
民間投資 

情報・地域資源・人材情報・地域資源・人材情報・地域資源・人材情報・地域資源・人材    
の連携ネットワーク化の連携ネットワーク化の連携ネットワーク化の連携ネットワーク化    

地域経済の拡大＆強化地域経済の拡大＆強化地域経済の拡大＆強化地域経済の拡大＆強化    地域雇用の拡大地域雇用の拡大地域雇用の拡大地域雇用の拡大 
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事業計画、区画理整理事業計画等の具体的個別計画も策定していること、その他、教育、

福祉、中心市街地基本計画等の策定が進められるとともにまちづくり会社等の設立も予

定されており、庁内の各種関連計画や具体的な施策と協議、相談、情報交換等を実施し、

整合性ある産業復興計画を策定する事が不可欠である。 

 

第 4 章 復興への課題 

本稿では、岩手県大槌町が震災から 2 年にわたり取り組んできた復興計画策定と個別

計画について論述してきた。復興に取り組む自治体として以下のような課題が明確にな

ってきた。 

 

１ 官民連携事業の拡大が不可欠 

大槌町は、本来人口 1 万 5,000 人、一般会計予算 55 億円、職員数 136 人という人口減

少と過疎化に悩む港町であった。それが一般会計 530 億円の復興事業を、全国から応援

があるとは言え 195 人で事業を実施するのは相当な無理があると言っても過言ではな

い。550 億円の予算は、人口 17 万人の東京都多摩市とほぼ同規模でるが、多摩市の職

員数は約 1,000人である。この比較からしても、復興事業の大きさが理解されるだろう。

2013 年度は、住宅、防潮堤、護岸工事などが本格化する都市でもあり、こうした事業

規模、さらに、その予算額が増えることで、大槌町の行政への負担が増大することにな

る。本稿で示したように UR 等の事業者への委託やアウトソーシングは進んでいるが、

この東北の復興には、町全体のまちづくりを民間企業に任せるなどの大胆な手法が必要

だと感じている。 

特に初期の復興事業の殆どが、ハード的な土木建設事業となる。従って、大きな面的

な再生事業に関しては、民間のゼネコンや開発デベロッパー等の民間の視点や技術や工

法、そして町全体の統一したデザインを導入することも大切である。公共事業として建

設するばかりでなく、ＰＦＩやＰＰＰ等の手法を導入し、民間の柔軟でデザイン性のあ

る発想や仕組みを引き出すことこそが、産業を創造し、地域産業振興にもつながると考

えられる。 

最も民間のノウハウを引き出せるのは、住宅、エネルギー、防災、地域ＩＣＴなどの

分野となろう。特に被災地のほとんどの地域が「スマートシティ構想」を掲げているが、

エネルギー分野は、自治体がこれまで全く関わった経験がない分野であり、その実現に

は民間の能力の活用が必要だろう。 
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２ 意思決定の迅速さ 

大槌町では町長を本部長として、復興本部を立ち上げてきた。階層毎の意思決定も迅

速に行われるようにしてきたが、やはり行政手続きとしては、正確さを重んじるばかり

に、起案から決済までの意思決定に多くの時間がかかっている。 

各課がそれぞれの分野に分かれて仕事をしているようだが、震災復興には、ある意味、

独断的で独創的な意見が必要であり、その意見が通るような、TOP リーダーの決断が

求められている。そこで、復興事業に関しては復興局や戦略推進室などに権限と人材を

集中して、首長の直下の元に意思決定を行う体制づくりが重要となっている。 

加えて、国の各省庁が出している復興交付金や各個別支援補助金についても手続きや

申請書などの簡素化を図り、地元自治体の事務作業の軽減を図るべきである。 

 

３ 関連する領域での調整が不可欠 

今回産業復興基本構想を策定することになっているが、産業は、多くの分野での復興

計画に関連している。例えば中心市街地活性化を推進するには、大槌町では商圏が小さ

いこともあり商業の集積だけでは活性化を図る事は出来ない。住宅戸数、そこに定住す

る人数、家族構成、そして公共施設の配置等が一緒になって地域の賑わいを創りだせる

ことが分かっている。従って、公共住宅計画や公共施設の配置に加えて、防災集団移転

を予定している 30ha の平面の土地の活用方策によって産業集積が異なってくる。この

30ha の利活用は非常に重要である。大槌町では貴重な平らな土地であり、広さも十分

にあることから、この土地から収益をあげられる産業を立地集積させていくことが不可

欠となる。 

こうした産業政策の視点や人の移動などをコンパクトにするためにも、総合調整機能

が不可欠となる。短期間に、個別計画を作成し、また具体的な事業に着手することから、

全体のグランドデザイン、全体的な総合調整能力を発揮できる機関が必要である。現在

のような３副町長が横並びと言うことも実は上手く動かない。多くの自治体では、第 1、

第 2 などの順位を明確にしており、今後の町長、副町長のリーダーシップが求められて

いる。住民参加で意見を求めることは重要だが、その意見を反映させていくには、意見

を聞くだけでなく、嫌われても、最善策を決定して実行するリーダーシップが必要であ

ろう。 

 
参考資料参考資料参考資料参考資料    
１ 大槌町東日本大震災津波復興計画 
２ 大槌町産業復興基本構想（案）委託仕様書 




