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戸数（戸） 10,637 1,836    529 127 2,492 13,129
人数（名） 23,201 4,535 1,606 348 6,489 29,690

概況・被害状況と復興計画概況・被害状況と復興計画概況・被害状況と復興計画

※死者数は直接死のみ（岩手県警調べ）。
※家屋倒壊数は、全壊及び半壊数。
※痕跡高は、堤防付近での測定値（「岩手県沿岸における海岸堤防高さの設定について」による）。

岩手県における被害状況

02 03

家屋倒壊数 ……………26棟
洋野町

死者数…  2人／行方不明者数……2人
家屋倒壊数 ………… 278棟

久慈市

死者数 …………… 4,672人
行方不明者数 …… 1,130人
家屋倒壊数 …… 25,716棟

本県全体

行方不明者数 ………… 5人
家屋倒壊数 ……… 1,844棟

内陸部

死者数…  14人／行方不明者数 …15人
家屋倒壊数 ………… 270棟

田野畑村

死者数…  7人
家屋倒壊数 ………… 200棟

岩泉町

死者数…  420人／行方不明者数 …94人
家屋倒壊数 ……… 4,098棟

宮古市

死者数…  604人／行方不明者数 …148人
家屋倒壊数 ……… 3,167棟

山田町

死者数…  803人／行方不明者数 …427人
家屋倒壊数 ……… 3,717棟

大槌町

死者数…  340人／行方不明者数 …79人
家屋倒壊数 ……… 3,937棟

大船渡市

死者数…  888人／行方不明者数 …152人
家屋倒壊数 ……… 3,655棟

釡石市

死者数…  1,556人／行方不明者数 …207人
家屋倒壊数 ……… 4,045棟

陸前高田市

岩手県

痕跡高・死者数・行方不明者数・家屋倒壊数
（平成26年11月30日現在）

岩手県東日本大震災津波復興計画

「いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造」目指す姿

計画期間　平成23年度から平成30年度までの８年間

復興基本計画

復 興 実 施 計 画
 〔第１期〕

基盤復興期間
（平成23～25年度）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

 〔第２期〕
本格復興期間
（平成26～28年度）

 〔第３期〕
更なる展開への
連結期間

（平成29～30年度）

（平成23～30年度）

　岩手県では、今回の震災を乗り越えて力強く復興するための地域の未来の設計図として、
平成23年８月11日に「復興計画」を策定しました。
　この計画に基づき、再び津波によって命が失われることのない、より安全で暮らしやすい
地域を創り上げていきます。

○推定資本ストック被害額・被害率

○応急仮設住宅等への入居状況   （平成26年10月31日現在）

岩手県東日本大震災津波復興計画

復旧・復興の第一歩となる緊急的
な取組のほか、本格的な復興に向
けた基盤づくりに取り組む。

復興まちづくりを概成させ、被災者
の生活の安定と住宅再建、水産業を
はじめとする地域産業の再生など
の本格復興に取り組む。

被災からの復旧にとどまら
ない、将来にわたって持続
可能な新しい三陸の創造
に向けた取組を展開する。

問合せ先»復興局復興推進課　☎019-629-6945

○産業被害額○産業被害額 ○公共土木施設被害額○公共土木施設被害額（平成23年11月25日現在）（平成23年11月25日現在） （平成23年7月25日現在）（平成23年7月25日現在）

○津波浸水範囲の土地利用構成率○津波浸水範囲の土地利用構成率

（平成23年4月18日国土地理院「津波浸水範囲の
  土地利用別 面積について」による）

※推定資本ストック被害額及び被害率については、株式会社日本政策投資銀行推計（平成23年4月28日） 
※ＧＤＰ値は、「平成21年度の県民経済計算について」（平成24年2月29日 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部）による 

推定資本
ストック

A

推定資本ストック被害額 被害率

B/A

GDP値

C

被害額が
GDPに
占める割合
B/C

生活・社会
インフラ 住宅 製造業 その他 合計

B

岩手県
内陸部 26,369 457 22 64 211 754 2.9％

4,255 1.0年分沿岸部 7,449 1,943 607 191 781 3,522 47.3％
合計 33,818 2,400 629 255 992 4,276 12.6％

死者数…  38人
家屋倒壊数 ………… 479棟

野田村 痕跡高…野田湾21.4ｍ

行方不明者数 …… 1人
普代村 痕跡高…普代海岸18.4ｍ

痕跡高…田野畑海岸23.0ｍ

痕跡高…重茂海岸21.8ｍ

痕跡高…船越湾19.0ｍ

痕跡高…綾里湾23.8ｍ

痕跡高…広田湾18.3ｍ

痕跡高…久慈湾13.7ｍ

痕跡高…岩泉海岸20.2ｍ

痕跡高…大槌湾15.1ｍ

痕跡高…両石湾22.6ｍ

痕跡高…洋野・久慈北海岸12.0ｍ

東日本大震災津波の概況
（岩手県災害対策本部調べ）

東日本大震災津波の概況
（岩手県災害対策本部調べ）

▶名称（発生日時） 東日本大震災津波（平成23年3月11日（金）14時46分頃）
 ※地震による震災の名称について、政府は「東日本大震災」としていますが、
 　岩手県では「東日本大震災津波」と表記することとしています。
▶震央地 三陸沖・牡鹿半島の東南東約130km付近（ 北緯38°06.2’／東経142°51.6’）
▶震源の深さ・規模 24㎞・マグニチュード9.0（モーメントマグニチュード）
▶本県の最大震度 震度６弱：大船渡市、釡石市、滝沢村、矢巾町、花巻市、一関市、奥州市、藤沢町
▶津波の最大波 [宮　古]11日15時26分 8.5ｍ以上 [釡　石]11日15時21分 4.2ｍ以上
 [大船渡]11日15時18分 8.0ｍ以上 [久慈港]8.6ｍ（推計値）

▶名称（発生日時） 東日本大震災津波（平成23年3月11日（金）14時46分頃）
 ※地震による震災の名称について、政府は「東日本大震災」としていますが、
 　岩手県では「東日本大震災津波」と表記することとしています。
▶震央地 三陸沖・牡鹿半島の東南東約130km付近（ 北緯38°06.2’／東経142°51.6’）
▶震源の深さ・規模 24㎞・マグニチュード9.0（モーメントマグニチュード）
▶本県の最大震度 震度６弱：大船渡市、釡石市、滝沢村、矢巾町、花巻市、一関市、奥州市、藤沢町
▶津波の最大波 [宮　古]11日15時26分 8.5ｍ以上 [釡　石]11日15時21分 4.2ｍ以上
 [大船渡]11日15時18分 8.0ｍ以上 [久慈港]8.6ｍ（推計値）

●農林業 984億円
●水産業、漁港 5,649億円
●商工業 1,335億円
●観光業(宿泊施設) 326億円
●合計 8,294億円

●河川、海岸、道路等施設 1,723億円
●公園施設 405億円
●港湾関係施設 445億円
●合計 2,573億円

陸前高田市陸前高田市陸前高田市

大船渡市大船渡市大船渡市

釡石市釡石市釡石市

大槌町大槌町大槌町

山田町山田町山田町

平成23年3月11日　宮古市平成23年3月11日　宮古市平成23年3月11日　宮古市

田野畑村田野畑村田野畑村

野田村野田村野田村

久慈市久慈市久慈市

いわて
復興の歩み
2011-2014

1

田 その他の農用地 森林 建物用地

17％ 4％ 9％ 34％

応急仮設住宅団地（釡石市）

（単位：10億円）


