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１．大地動乱・大水奔流の四半世紀 

日本の直近の四半世紀は、大地動乱の時期である。

名称がつけられた主な地震災害を被災地域の特性で

整理すると表 1 である。津波を発生させた海溝型地

震３件に対し、日本の国土面積の 7 割を占める中山

間地域での内陸直下地震 8 件、沿岸直下地震３件、

そして都市直下地震 1 件である。遠隔地を震源域と

する海溝型地震よりも圧倒的に直下型地震の発生が

多い。同時に、集中豪雨などによる市街地での水害（内

水氾濫）と河川堤防を破壊する水害（外水氾濫）も多

発している。 

 

表１ 最近四半世紀に発生した地震災害と被災地域 

地震と主な被災地 震災名称（発生年） 

内

陸

直

下 

大都市地域 阪神・淡路大震災(1995) 

中山間地域 

鳥取県西方地震(2000)、芸予地震(2001）、  

宮城県北部地震(2003)、新潟県中越地震

(2004)、新潟県中越沖地震(2007)、岩手宮

城内陸地震(2008)、長野県北部地震(2014) 

島嶼・沿岸地域 
福岡県西方沖地震(2005)、 

能登半島沖地震(2007) 

海

溝 
島嶼・沿岸地域 

北海道南西沖地震(1993)、 

十勝沖地震(2003）、東日本大震災(2011) 

そして、全ての災害で、被災者の生活復興と地域の

基幹施設の復旧復興に取り組むが、大規模災害になる

とコミュニティの再建や地域基盤の整備など復興ま

ちづくりの災害復興が不可避となる。この四半世紀で

も、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震

災の地震津波災害からの地域の復興、佐用町(2009)

や常総市(2015)でも水害からの地域の復興に取り組

んでいる。 

２．現代日本の震災復興の構造 

（１）災害復興の４つの課題 

被害と被災者の発生が災害である。災害対策として、

その被害および被災者の生活を回復する復旧復興対

策は、これからの人口減少・高齢社会の時代ではます

ます重要な取り組みとなる。事前防災対策よりも災害

対応対策よりも、復旧・復興対策は最も多額の費用と

長い時間が必要でもある。この四半世紀の災害復興か

ら、現代日本の災害復興は 4 つの復興課題の４次元

構造を持つ取り組みであると理解できる。 

第一は、地域や市街地の基盤が脆弱で被害が集中し

た地域に対して、安全、快適、機能的な地域基盤施設

を整備して再度被災を防止する「基盤復興」の取り組

みである。大規模に市街地の基盤復興に取り組んだ阪

神・淡路大震災(1995)、集落の基盤復興に取り組んだ

福岡県西方沖地震(2005)の玄界島や新潟県中越地震

(2004)、津波被害からの安全な基盤復興に取り組んだ

北海道南西沖地震(1993)の奥尻島、東日本大震災

(2011)の沿岸市街地や集落である。道路事業や公園事

業に加えて、土地区画整理事業、都市再開発事業、津

波防災拠点市街地形成事業、防災集団移転促進事業や

集落環境整備事業などの事業手法による「基盤復興」

は、従前の市街地や地域の基盤整備状況が本来必要な

水準に達していなかったためで、多くの費用と時間を

かける都市計画事業としての「基盤復興」は日本の災

害復興の特徴である。救急車や消防車も走行できない

密集市街地が戦後 70 年を経てもなお広範に分布して

いる日本では「都市復興」の特徴的な課題でもある。 

第二は、被害が地域に集中的に発生した結果、人々

の日常生活を支えてきた地域社会システム（コミュニ

ティ）が破壊され、被災者が離散する事態が発生する
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「被災社会」の問題がある。高齢社会の進展する時代

にあっては、近隣関係を基盤とする在宅・在地での地

域社会サービスは重要な社会インフラである。被災後

の災害対応期から復旧・復興期における社会インフラ

としての地域の絆の重要性は阪神・淡路大震災の復興

過程で指摘された。この「社会復興」は、高齢化が進

展した中山間地域が被災した新潟県中越地震では、

人々の日常生活を支えてきた集落コミュニティの復

興課題として災害復興の基本課題に位置づけられ、災

害復興は公共事業としての基盤復興よりも人々によ

る社会復興が重要であると取り組まれた。 

第三は、地域経済であり人々の雇用先である産業の

被災からの復興である。都市を直撃した阪神・淡路大

震災では、都市の地域経済を支えた企業が被災し、被

災企業とそのネットワークとしての地域産業システ

ムの復興が重要課題となった。被災を契機に閉業する

事業所も多く、伝統的な産業地域社会（地域内でサプ

ライシステムを形成していた地場産業コミュニティ）

や、地場の消費システムを支えてきた商店街や公設市

場などの地域商業が壊滅し、地域社会も大きな変質を

余儀なくされた。一方、新潟県中越沖地震(2007)では、

自動車エンジンのピストンリング生産のオンリーワ

ン企業が被災し、国内のすべての自動車生産ラインを

止める事態となった。WTC テロ(2001)以来、企業の

倒産防止の取り組みとして注目されてきた BCP（事

業継続計画）が、日本の民間企業にも喫緊の課題と認

識され、従来の企業防災から被災産業の復旧復興問題

としての「産業復興」の認識が高まった。東日本大震

災(2011)では、わが国で初めて企業 BCP の意義と効

果が試された。津波で壊滅した沿岸地域の立地産業は、

その基盤復興の長期化の中で、BCP に基づき代替施

設（代替生産の場）を求めて被災地域外に転出し、事

業継続した企業の「産業復興」が紹介される一方、地

域にとどまり地場のシステムとして生産機能を回復

した企業がサプライチェーンとしての販路を失い、被

災地域の雇用の場である企業経営に苦慮していると

いう「産業復興」の課題も示している。 

そして第四に、災害復興の最も基本である課題が、

すべての被災者の日常生活と、生活の糧となる生計

（仕事・雇用）の回復と生活の場である住まい再建と

いう「生活復興」である。東日本大震災(2001)の津波

被災地域では産業復興の遅れが被災者の雇用の喪失

となり被災者の地域流出を加速している。また、福島

第一・第二原子力発電所事故による放射能汚染の被災

地域では、地域総体を自治体の範囲を越えて広域避難

する事態が長期化し、復興の見通しすら立たない、空

前の「生活復興」の困難さに被災者は直面している。 

津波と放射能汚染による 42 の主要な被災自治体の

被災後 4 年間の人口動向は、宮城県女川市の 29.1%

の人口減少を筆頭に 39 の被災地域では犠牲者を含め

て急激な人口減少をきたし、人口増加は仙台市とその

郊外住宅都市の利府町、名取市である(表 2 参照)＊１。 

 

表 2 主な被災地域の人口動向(2011.3.1-2015.2.1) 

人口増減率別自治体数 人口増減別上位自治体・率・人口数 

＋3.4～5.0％ 1 女川 －29.1% －2,912人 

＋0.0～3.3％ 2 山元 －23.6% －3,942人 

－0.0～－3.3％ 6 大槌 －21.8% －3,481人 

－3.4～－6.6％ 11 南三陸 －20.8% －3,673人 

－6.7～－10.0％ 11 陸前高田 －16.1% －3,874人 

－10.1～－13.3％ 4 山田 －13.5% －2,609人 

－13.4～－16.6％ 3 浪江 －11.4% －2,438人 

－20.1～－23.3％ 2 富岡 －11.3% －1,789人 

－23.4～－26.6％ 1 双葉 －11.0% － 782人 

－26.7～－29.9％ 1 南相馬 －10.2% －7,275人 

沿岸自治体 計 42 釜石 － 9.5% -3,781人 

減少 －92,275人 利府 ＋ 4.0% ＋1,398人 

増加 ＋31,142人 名取 ＋ 3.6% ＋2,633人 

増減 61,133人 仙台 ＋ 2.7% ＋27,109人 

 

その人口動向の背景には、わが国で初めて被災地に

建設する応急仮設住宅役 53,000 戸を上回る民間賃貸

住宅を中心とする借上仮設住宅（みなし仮設住宅）約

63,000 戸が内陸都市地域を中心に提供されたことが

ある。その結果、年金受給者ではない若い世帯を中心
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に、雇用先を失った被災世帯は生活自立のための仕事

を求めて、内陸都市地域の借上仮設住宅を仮住まいの

場として「生活復興」を目指す選択をしている。 

（２）災害復興の４次元構造 

津波被災地における地域の基盤復興として公共事

業が 5 年目の 2015 年に集中的に進められているが、

この復興事業は住宅復興のための高台開発事業と産

業復興のための低地の嵩上げ事業が、山を削って低地

を盛る事業として同時進行している。被災地の「現地

復興」のみの阪神・淡路大震災と異なる「移転復興」

を基本とする東日本大震災でも、上記の 4 次元の復

興の総体的な進展が不可欠である。災害復興の構造と

は、図 1 のような４次元構造として提示できる。 

東日本大震災でも、それぞれの地域の特性により総

合的な取り組みのバランスは異なるものの、被災者の

生活復興は 6 年目以降にどのように本格化するのか、

被災地域に被災者が復帰することができるのか、重大

な局面を迎える震災 5 年目となっている。 

 

図 1 災害復興の 4次元構造 

 

３．復興研究の概念と意義 

 災害復興に関する研究は、事後復興研究と事前復興

研究に区分できる。「事後復興研究」とは、災害発生

後の復興の現実を対象とする研究で、実体として取り

組まれた災害復興に学び将来の災害復興に活かす「復

興検証研究」と、災害発生後に進行中の災害復興を対

象として復興プロセスと同時進行してモニタリング

し、進行している復興に即時的に復興モデルや復興の

デザインを提案・提示し、助言する「復興支援研究」

がある。 

一方、「事前復興研究」とは、いまだ発生していな

い災害の被害想定から、迅速に復旧し着実に復興する

ための復興ビジョン、復興プロセスや復興施策・事業

手法などを事前に検討、準備するための研究である。 

 

４．東日本大震災被災者の復興感研究 2011-15 

 筆者らは、東日本大震災大震災に対する復興過程の

モニタリング調査による「復興支援研究」に取り組ん

でいる。その研究から見えてきた、これからの東日本

大震災の復興過程とこれからの課題を整理しておく。 

（１）調査の概要 

 調査は、東日本大震災からの復興にかかわる包括的

支援に関する協定を筆者が所属する明治大学と締結

している福島県新地町、宮城県気仙沼市、岩手県大船

渡市の津波被災エリアに震災前に居住していた方を

津波浸水地図と住宅案内地図および NTTハロワ―ク

電話帳とで確認し、2012年 2月末から 3月にかけて

郵送による質問紙調査を行い、2013年から 15年にも

同様に回答いただいた方に引き続き質問紙調査（科学

研究費 B課題番号 24300322研究代表者 中林一樹）

を継続してきた。調査の概要は表 3である。 

質問紙は、被災者の生活において当該事項が自分が

希望する復興水準に対して現状で何パーセント回復

（復興）したと思うか」など、各年次の被災者の「復

興感」を問うものである（表３参照）。 

 

表 3 被災者の復興感に関する質問紙調査の概要 

対象地域 福島･新地町/宮城･気仙沼市/岩手･大船渡市 

調査時期 震災経過 配布数 回収数 回収率 

2012年 3月 1年目 8,939件 2,698票 38.1% 

2013年 2月 2年目 8,927件 2,349票 26.3% 

2014年 2月 3年目 7.572件 1,850票 24.4% 

2015年 1月 4年目 3.326件 1,495票 45% 

 

回答を毎年「復興感別の累積曲線」に集計し、５年

分を重ねたグラフを作成した（図２～図 7）。各図は

右下に凸であるほど「復興感が低い」回答者が多く、
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左上に凸になるほど「復興感が高い」回答者が多いこ

とを示している。生活全般、毎日の食生活、買い物、

お出かけ、通勤交通の便、医療の状況、近所の繋がり、

子供の生活、収入、住まいの回復、街の基盤整備の

11事項を取り上げ、被災者は震災から 4年間の復興

をどのように評価し、時間とともに進捗したと認識し

ているのかを把握した。被災者の復興感調査から見え

てきた東日本大震災の当初 4年間の復興プロセスや 5

年目以降の復興の課題として次の 11 点が指摘できる。 

 

１）震災からの 4年間、被災者は、すべての項目で復

興が進捗していると感じている。とくに 1年目～3

年目の 3年間は、回復・復興感が高まっているが、

3年目から 4年目は、被災者の回復感・復興感は、

すべての事項で高まっていない。 

２）被災者の「生活全般」の回復感は、日常生活関連

項目と比較して進捗が遅れている。 

３）生活関連の項目別には、「食生活」等の日常生活

や、津波で主要な医療施設が被災しているが「医

療の水準」の回復感も高く評価されている。 

 

図２ 被災者の生活全体の復興感 

 

図３ 自治体が取り組む基盤整備など 

まちづくり事業の復興 

 

図４ 自宅の改修や再建の見通し 

 

図５ 仕事（事業や雇用）の回復状況 

 

図６ 食生活など日常生活の回復状況 

 

図 7 地域の医療サービスの回復状況 

   

４）その反面、住まいの改修や再建の見通しがつかず

「住宅」の復興感は低く、それは仮設住宅での生

活費の獲得である「世帯収入の回復」に不可欠な

「仕事の回復」も復興感が低い。 

５）つまり、被災者の生活全般の復興感を規定する事

項として、回帰分析から日常生活の回復（毎日の
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食生活、近所づきあいの回復）、仕事・収入の回復、

住まいの回復やその見通し、街の基盤復興が有意

であることが示される。その結果、自宅での生活

を獲得した被災者の復興感が高く、仮設住宅での

生活が継続する被災者の復興感が低く、さらに街

の基盤復興の遅れが被災者の復興感を下げている。 

６）仕事の回復の遅れは、自治体が行う被災地域の「基

盤復興」の遅れに関連する。基盤復興は当初５年

間の集中復興期の最終年度である 2015年度に、集

中的、突貫的に進められているが、それは高台移

転事業・津波防災拠点整備事業と低地の盛土・土

地区画整理事業とが同時並行となった結果であり、

生活、産業、社会を復興するための「基盤復興」

に５年間を要した背景の一つで、現地復興の阪

神・淡路大震災との差異を大きくしている。 

７）基盤復興の遅れは、津波被災地域の災害危険区域

としての土地利用規制と相まって、産業の仮復旧を

どこで行うかの制約となった。とくに災害危険区域

を指定し土地利用制限を進めた宮城県と、災害危険

区域の指定を行わなかった岩手県では、産業復興に

格差も見られる。被災地域での産業復興が相対的に

展開した岩手県と、代替施設を被災地外に設置して

復興を進めた企業が少なくない宮城県である。 

８）住宅の再建・復興の見通しの獲得にも、基盤整備

の遅れだけではなく、被災地での産業復興の遅れ

が雇用回復の遅れとなり、収入の回復が遅れ、住

宅再建の見通しに影響する。産業の回復の遅れが

被災者の沿岸被災地から内陸都市部への流出とな

り、その受け皿として「みなし仮設住宅」が活用

された。しかし被災地を離れての 5年の経過は、

家族の生活スタイルを大きく変えてしまい、若い

世帯の被災地への復帰を阻害する要因となってい

く可能性がある。仮住まい先で小学校や中学校に

転向した子供たちは、そこで友達とともに卒業し、

進学していくのである。 

９）人々の生活をサポートする社会サービス、特に高

齢化している被災地で重要な医療サービスの回復

や、日常の物流の回復とも関連しる食生活や買い物

の便の回復は、相対的に回復感・復興感が高い。し

かしそのレベルは、多くのみなし仮設住宅が立地し

ている都市部での社会サービスに比べれば満足水

準は低いと推察される。 

10）基盤復興が完了し、住宅と産業施設の再建の場が

整備され復興発展期を迎えるのが 2016年度である

が、被災地では流出人口が帰還して産業復興を支え

る就労人口が回復すること、それは同時に被災者の

雇用が確保される被災地域の人口回復であり、重要

な復興発展期の復興課題である。 

11）人口減少・高齢化が急速に進捗している被災地で

は、福祉関連の社会サービスを支える介護や生活支

援を行う社会サービスの充実が求められてくる。人

口回復は復興集中期の被災地で大きな問題となっ

ている人手不足の解決にもつながる。人手不足は、

雇用業種のミスマッチの問題ではない。 

このように、東日本大震災の 4年間の震災復興プロ

セスを被災者の「回復感」、「復興感」としてモニタリ

ングしてきた調査を通して、復興の主体である被災者

にとって、復興プロセスをより良い方向、あり方を模

索し、社会への発信を目指してきた。しかし、復興行

政に活かしていくことは容易ではなかった。もしこの

ような同時進行する復興支援調査に行政が主体的に

取り組んでいけば、その成果の有効な活かし方がある

と考えている。それは、復興プロセスをモニタリング

しながら、復興事業計画を改定していく、まさに PDCA

（Plan→Do→Check→Action）サイクルによる柔軟な

復興プロセスの見直しが不可避となっている。 

（２）東日本大震災被災自治体の復興感 2012-15 

 被災者の回復感・復興感調査で取り上げた生活関連

11事項について、被災自治体として復興計画に基づ

き復興事業を推進してきた自治体担当職員はどのよ

うに評価しているのか、計画した復興目標に対する各

年度末での達成度評価の調査を行った（表 4参照）。

復興予算の執行率というアウトプット評価ではなく、

アウトカム評価として復興目標の達成度調査である。 

被災自治体を内陸の地震動被災自治体、沿岸の津波

被災自治体、原発被害自治体別に、被災者の生活関連
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11事項の復興計画で設定した目標に対する各年度末

の達成度の平均値を図示したのが図８～図 15 である。 

表４ 被災自治体職員による地域住民の生活復興調査の概要 

調査名称 
東日本大震災被災地域における地域住民の生活復

興の進捗に関する調査 

調査時期 2015年 3月（郵送／郵送あるいはメールで回収） 

調査対象 特定被災区域で復興計画を策定した自治体 

配 布 数 88票 回収数 56票 回収率 63.6% 

 

１）内陸、沿岸、原発被害の全自治体で、被災者の生

活関連事項の復興は進捗しているとの評価である

が、復興状況の進捗（達成度）は大きな差異がある。 

２）全生活事項について、内陸自治体で復興が最も進

捗しており、津波被災自治体を上回るが、原発被災

自治体では大幅に遅れていると評価している。 

３）前節の津波被災地域３自治体での被災者の復興感

では最も遅れていると評価された公共事業として

の「基盤整備」であるが、内陸自治体では復興集中

期間が終了する 2016年 3月には 90％に、津波被害

自治体でも 80％の進捗度に達すると評価している 

 

図８ 「基盤整備等復興事業」の進捗状況 図９ 「住民の生活回復」の実現度 

 

図 10 住民の住まいの復興状況 図 11 住民の仕事の回復状況 図 12 家族の収入の回復状況 

 

図 13 毎日の食生活の復興状況 
図 14 近所や地域の繋がりの回復 図 15 医療の復興状況 
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（図 8）。これを、津波被災者の復興感調査の復興曲

線で累積 50％の復興感の平均値と比較すると、

2012～2015年度末で被災者は 24％、33%、36%、39%

（図３）の回復と評価しており、自治体の達成度評

価はその 2倍と、大きな開きがある。 

４）一方、原発被害自治体では、基盤復興の進捗は

2016年度末でも 20％に留まるとしている（図８）。 

５）被災者の生活全般の復興については、被災自治体

の評価では、計画目標に対して 2015年 3月で内陸

自治体 80％、津波被害自治体 70％（図 9）である。

これは被災者の復興感の中間値では 2014年度末で

70%（図 2）とやや被災者の復興感が高い。 

６）一方、原発被害自治体の「生活の回復の達成度」

評価は極めて厳しく、15％でしかない。 

７）生活関連項目のうち、仕事、収入、近所や地域の

繋がりの回復では、津波被害自治体の復興達成度は

被災者の回復感の中間値より高くなっている。 

８）他方、食生活の回復、医療の状況、住まいの回復

やその見通しでは、津波被災自治体の達成度評価よ

りも被災者の回復感のほうが高くなっている。 

９）被災者の生活関連事項では、津波被災自治体に比

べて原発被害自治体の評価は非常に厳しく、復興の

見通しが持てていない達成度評価といわざるを得

ない（図 10～図 15）。その中でも、「近所や地域の

繋がり」の回復は、多くの世帯が全員であるいは母

親と子供が全国に広域避難している原発被害自治

体では最も低い評価となっている。 

 

５．東日本大震災の復興課題と復興研究の展望 

 この 20年以内に震度 7を記録し、災害復興の取り

組みが大きな課題となった地震災害は三つある。それ

らの震災の 5年間の復興状況を比較すれば、東日本大

震災の復興の特徴と課題が明らかになろう。 

 阪神・淡路大震災(1995)では 2000年に復興計画の

前期5年間の復興過程を振り返り後期5年間の復興に

備えるための検証事業を海外からの識者も参加して

進めた。鉄道や高速道路の復旧は 3年間で、応急仮設

住宅は 4年半で終了し、5年間で供給された住宅は公

営住宅を含め、約 19万戸の全損住戸数を上回ってい

た。土地区画整理事業による重点復興地区でも住宅の

再建はほぼ完了していたが、都市再開発事業による被

災地区では高層化の結果駐車場としての空地が広が

り、20年後も未着工の再開発ビルも残されている。 

 新潟県中越地震では、積雪期（12月～4月）には公

共事業の進捗が妨げられたが、道路事業も復興公営住

宅も 2年 10か月で完了し、応急仮設住宅期間は 2年

7か月で終了した。被災した中山間地域の居住人口は

減少し、若年世帯の都市部への転出が見られたが、高

齢世帯が帰村して復興支援員とともに新たな村づく

りが展開され、地域の活力はむしろ高まっていった。 

 東日本大震災の復興は、津波被災地域では 5年目に

基盤整備事業が終わろうとしている。しかし、この間

に 3,400人を超える震災関連死が発生し、2015年末

でも、応急仮設住宅やみなし仮設住宅などに居住する

163,000 人を含めて「避難者」は 182,000 人に達し、

東北の被災県に 134,600人、それ以外への広域避難者

が 25,000人にも達している。復興集中期とは基盤整

備の公共事業集中期であった。沿岸被災地、原発被害

地の人口回復を目指した復興はこれからである。それ

らの被災地域、被害地域では、日常生活の回復ととも

に、生計(収入)を支える仕事の回復が最も重要な復興

課題となっている。生活回復の見通しこそが東日本大

震災の津波被災地の復興のカギとなっている。原発被

害地域では、さらに日常生活を安心して回復するため

のきめ細かな汚染対策を含む『地域の安心』の回復が

重要な「復興の鍵」となっている。 

 東日本大震災が発生した後、被災自治体の支援にも

なるかと、東京都は事前復興対策として策定していた

「震災復興マニュアル（復興施策編）」「震災復興マニ

ュアル（復興プロセス編）」を急きょ送付した。しか

し、犠牲者と行方不明者が数万にも達するのではない

かという混乱の中で、被災自治体が復興への取り組み

を始めたのは震災から 2か月後からであった。国の復

興構想会議は震災直後に設置され、議論はされていた

ものの、政府も被災自治体も津波被災と原発事故への

対応に追われた。阪神・淡路大震災では、基盤整備に
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よる復興まちづくりに取り組む復興重点地域を建築

基準法 84条制限区域として、震災の 2週間後に設定

し、その基盤整備の復興事業区域を、2か月後に都市

計画決定していた。その後に、重点地域の関係権利者

による復興まちづくり委員会を立ち上げ、神戸市では

震災前から制定されていた「まちづくり条例」を活用

して復興まちづくりに取り組み、最も早い地区では

10か月後には復興事業に合意、法定決定し、1年後に

は事業に着手していった。  

しかし、東日本大震災では、政権の交代が新しい取

り組みを模索し、11が月後に復興庁が設置されて、

復興交付金と復興特区による復興事業手法が公表さ

れた。震災の 2か月後に復興のための計画づくりに取

り組み始めたものの、復興計画の決定は 1年後で、2

年目に復興の事業計画づくりに取り組み、被災地域の

復興の取り組みは大幅に遅れていった。その状況は、

被災者の復興感調査からうかがい知ることができる。 

東日本大震災までの三つの震災復興過程から、これ

からの復興研究が目指す方向を展望すれば、進行して

いる災害復興に寄り添い有効な支援につなげる「復興

支援研究」という事後復興研究の在り方を切り開いて

いくとともに、被害想定が事前に公表される時代であ

るから被害想定をもとに、より良い復興を思考する

「事前復興研究」の確立が重要になってきている。高

齢化した成熟社会時代の復興研究として、「転ばぬ先

の復興」研究が不可避になっている。 

 

補注 

＊１：表 2は各自治体の住民基本台帳への塘路機人口による動

向であるが、2010年及び 2015年の国勢調査の人口による震災 5

年間の人口動向で見ると全く異なった様相が垣間見える。国勢調

査の人口は、当該地に調査時点で 3か月以上居住を継続してい

る人口を補足しているため、福島原子力発電所の事故により全域

に避難指示が出された 

地域では人口減少率 100%の無人地域が富岡町、大熊町、双葉

町、浪江町、飯館村 99.3%、葛生村 98.8%、楢葉村 87.3%などがある

一方、隣接する相馬市といわき市では避難人口及び原発事故処

理の作業人員などによって人口増加となっている地域もある。 
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