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震災前の大熊町～自然豊かな住み良い町～

大熊町は、面積の約６割を森林が占める自然豊かな町です。西側は阿武
隈高地の一端にあたり、東側は太平洋に面します。町民は山、川、海の恵
みとともに生活してきました。

■ 人口１１，５０５人
（２０１１年３月１１日時点）

■ 世帯数４，２３５世帯
（２０１１年３月１１日時点）

■ 面積７８．７ km2

（※山手線の内側：６３ｋm2）

太

平

洋

2



震災前の大熊町～フルーツの香り漂う大熊町～

温暖な気候を生かしたナシやキウイの果樹栽培が盛んでした。熊川を上
るサケ、養殖のヒラメも町の特産品として親しまれていました。
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大熊町と東京電力福島第一原子力発電所

１９６７年 東京電力福島第一原発１号機着工
１９７１年 １号機営業運転開始
１９７４年 ２号機 〃
１９７６年 ３号機 〃
１９７８年 ４号機 〃 ※５、６号機は双葉町に立地

東京電力福島第一原子力発電所は１９７１年の営業運転開始より首都圏
にエネルギーを送り続けてきました。１号機の着工を境に町の人口は増加
傾向へ。原子力発電所は町の雇用産業の中心でもありました。

浪江町
葛尾村

双葉町

大熊町

富岡町

楢葉町

広野町

川内村

双葉郡８町村

（１F)

（２F)
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東日本大震災による被害

町内では震度６強を観測し、地震に伴う津波により沿岸部２㎢が浸水しました。

■人的被害：死者140名（直接死12名、震災関連死128名）
■建物被害：津波による全壊家屋48棟

地震による全壊296棟、大規模半壊703棟
半壊1,747棟、一部損壊28棟

（被害状況は2021.4.1時点）4
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大熊町復興拠点(大川原地区)

大川原地区復興拠点には、新しい役場庁舎や災害公営住宅、賃貸住宅、福
祉施設、交流・商業施設等がまとまって整備されます。

業務施設（計画）再生賃貸住宅

災害公営住宅

交流ゾーン

役 場 庁 舎 医療・福祉施設 教育施設予定地
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特定復興再生拠点～帰還困難の避難指示解除へ

２０１７年11月、帰還困難区域内のＪＲ大野駅周辺や先に解除された大川原
地区と連なる地域が「特定復興再生拠点」に認定されました。除染やインフ
ラ整備を進め、2022年春の避難指示解除を目指しています。

■ 面積 約８．６ km2

■ ＪＲ大野駅は常磐線全
線再開に合わせて2020
年3月14日に避難指示
解除。

■ 中間貯蔵施設建設地
／特定復興再生拠点

以外の帰還困難区域
＝約29 km2

町は町全域の避難指示
解除を国に要望。
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大野駅周辺・下野上地区の整備

◇下野上地区全体シナリオ
～大熊町復興の核となる拠点～
Ⅰ．中長期的復興を見据えた規模の

施設整備
Ⅱ．持続的な生業を創出する産業と

生活の場づくり
Ⅲ．先行的整備で周辺市街地の復興

に寄与

戸建住宅用賃貸宅地
◆約50戸分, 400～500㎡のゆとりある画地
◆主に家屋の再建・新築が必要な帰還町民

向けの宅地
◆町民等の要望を丁寧に汲みながら時間を

かけて最適な整備を実施

公益・業務施設等
◆大街区に複数の施設を配置して施設間の

連携強化
◆駅前のにぎわいを創出し、中長期的復興に

向けた拠点として整備
◆廃炉関連のテナント需要を見込み早期に

整備

福島再生賃貸住宅
◆約80戸，単身想定中心
◆特に産業交流施設入居事業者を中心とした

廃炉関連従業員向けの賃貸住宅
◆産業交流施設や商業施設など大野駅周辺

施設の開業に合わせて整備

戸建住宅用賃貸宅地
◆約100戸分，400～500㎡のゆとりある画地
◆主に家屋の再建・新築が必要な帰還町民向

けの宅地
◆既存の旭台団地等と一体的な住宅地を形成
◆早期に帰還を望む町民に向けて、大野駅西

口エリアに続き早期に整備を実施

産業用賃貸敷地
◆約9ha

◆町内事業者及び廃炉関連事業者等向け
の産業団地

◆需要調査等に合わせた画地割りを実施
◆廃炉関連需要等を見込み、大野駅西口
エリアに続き早期に整備
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町内の現在～営農再開への挑戦～

■大熊町の日本酒

2020年から大川原で栽培した酒米
を利用し日本酒を作っています。

震災でお世話になった、会津若松
の酒蔵で醸造して頂きました。

名前は「帰忘郷」です。

2014年から、除染した水田で試験的にコメ作りを続けています。これまで国の基準を超え
る放射性物質は検出されておらず、本格的な稲作再開を目指しています。
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R元・2年は測定値が小さすぎたた
めにNO DATA（測定不能）
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○営農活動再開の先駆けとして、町復興を
広く伝えるとともに、町民が帰還した際の
雇用の場となることを目指して、約４．８ヘ
クタールの敷地に、高さ6メートルほどの
ビニールハウスや集出荷管理棟、作業室
等を建設。

○２０１９年４月から施設管理運営者「株式
会社ネクサスファームおおくま」による太
陽光利用型植物工場として、夏秋いちご
と冬春いちごの周年栽培を開始。 出荷第
一号として、 「すずあかね」を同年８月に
収穫。

○『ポットスライド型高設養液栽培』により労
働負荷を軽減。
また、『環境制御システム』により、ハウス
内の環境をセンサーで感知し、いちごに
適した環境を作り出し効率的な栽培を行
う。

町内の現在～新産業への挑戦～

※農作業を立ったまま行う
ことができ、腰やひざの
負担を軽減

※かおり野、やよいひめ、すずあかね等、い
ろいろな個性と特徴を持ついちごを周年
栽培
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町内の現在～産業誘致と新産業創出～

名 称 ①⼤熊⻄⼯業団地 ②⼤熊中央産業拠点 ③産業交流施設（⼤野駅⻄） ④インキュベーション施設

規 模 • 敷地面積/約4ha＋α【最大】
• 3〜7区画程度の⽤地を確保

• 敷地面積/約9ha【最大】
• 7〜10社程度の⽤地を確保

• 床面積/4,600㎡程度
• 8〜10社程度の貸事務所（1室あ

たり100㎡〜）を整備

• 床面積/2,000㎡程度
• 貸オフィス6室程度のほか、シェアオ

フィスやコワーキングスペースを整備

コ ン セ プ ト • 大熊町の原風景を活かした憩いの
場としての機能も付加し、帰還住
⺠・新住⺠の移住・定住のための就
労地/雇⽤創出の場としつつ、高機
能インフラを導入した工業団地として
整備

• 働き手のヘルスケアに寄与しつつ、経
済と環境が両⽴するSDGs型団地

• 除染/廃炉関連技術の研究開発や
次世代技術・産業を育む企業群を
集積する職住近接型の産業拠点と
して整備

• 高度技術・産業の導入やオープン
ファクトリーなどの体験型産業集積拠
点

• 駅前⽴地や中間貯蔵施設に近接と
いう⽴地特性を活かしつつも、大熊
町の玄関口として街の賑わい創出や
情報発信などの機能も付加した公
的施設として整備

• 住⺠向けサービスや産業を担う各種
施設等も併設した超利便的施設

• 近隣⽴地企業との親和性のある高
度技術や産業シーズのほか、学術的
⾒識を⽤いたシナジー効果を狙った
インキュベーション機能を整備

• 新サービスによる地域課題解決型ビ
ジネスや最先端産業の創出拠点の
ほか、異業種交流による賑わい創出
ベース

ユーティリティ 電気（特別高圧）/工業⽤水/上水/
一般通信

電気（高圧）/上下水/高速通信 電気（高圧）/上下水/高速通信 電気（高圧）/上下水/高速通信
（ローカル5Ｇ検討）

整備予定時期 2023年4月頃供⽤開始予定
（2022年4月頃一部供⽤開始予定）

2023年春頃供⽤開始予定
（2022年10月頃一部供⽤開始予定）

2024年春頃開業予定 2022年5月頃入居開始予定

４つの産業拠点を中心に産業誘致と新産業の創出を進めます。
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第5回
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第3回
（平成24年9月）

戻りたいと考えている（住んでいる） まだ判断がつかない 戻らないと決めている 無回答

町民の想い～住民意向調査での帰還意向～

避難の長期化に伴い、帰還を諦める町民が増えていきました。一方で、
「判断がつかない」人の割合は揺れ動き、時が経過しても割り切れない故郷
への思いが反映されています。

12



主な課題

１．人口の減少（帰還希望者 12.1％）
２．医療機関の不足（※）
３．介護施設の不足（※）
４．放射線への不安（※）
５．原子力発電所の安全性（※）
６．特定復興再生拠点外の避難指示解除
７．風評被害
８．雇用創出
９．住居不足（町で整備した住宅に入居できない。）

１０．生鮮食品の調達（買い物できる場所がない）

※は、住民アンケートによる意見
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町補助金を利用した大学生アイデアソン

」については、

昨年度、(株)Oriaiによる補助事業で「ハチドリプロジェクト」を行いま

した。関東の大学生を中心に大熊町の課題解決アイデアソンを行いま
した。大変有意義なものとなり、中には事業実施のために移住したいと
の声も上がりました。

特に評価が高かったのは、「フェスが花を咲かせる街」と「自衛隊式
防災キャンプ場」でした。また、「＃熊ジョブ」は、HAMADOORI１３と協力
しながら事業化に向けて調整しています。

「フェスが花を咲かせる街」と「自衛隊式防災キャンプ場」については、
９月の実施に向け学生団体SWITCHが動いておりましたがコロナの影
響で中止になってしまいました。

今回の事業で学生の可能性を感じました。

また、高校生や大学生が中心となり農業インターンシップを行い、大
熊に宿泊しながらイチゴ工場の手伝いをしてくれました。
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アウトドアスポーツで
フレッシュに

Cグループ スポーツ・アウトドアチーム
田村尚大
宮下礼
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HELLO

NEW OKUMA
①イベント・アウトドア・祭りグループ

◎中村、藤岡、三浦
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親子で巡る大熊町ツアー
～大熊町の今を見てみよう～
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移住体験型
バイターン

Aグループ若者支援チーム

冨山浩恵 枝松雛子 三澤史華
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大熊町の未来を
想像／創造しよう
Cグループ（その他） 寺社・横川・稲垣
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自衛隊式
防災キャンプ場

~ここでしかできない体験を~
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フラワーパークおおくま
～おおきなクマをつくろうプロジェクト～

農業チーム 山田駿 中村優斗 遠藤和斗 古川
紗也 阿野真由香
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Cグループ 商品開発➁チーム
班員：亀井遥菜 寺山遼 川口東佑
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3R(Renew,Restore,Restart)

Bグループ再生可能エネルギーチーム

小島尚紀・吉田幸希・横後弘樹・小池俊・西塚百花
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フェスが花を咲かせる街

原山勇輝 土屋光輝 小林明日香
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おおくま

SUN! SUN! プロジェクト

大熊町PR企画

特産品その他チーム
海野峻英
野澤佳那子
甲斐谷航太
宮下桃佳
秋山翔
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#大熊食堂

神山雄大
河村萌子
野口爽太朗
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ひまわりの町 大熊
~100万本のひまわりが咲く町∼
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D.I.T
〜大熊町でオリジナルグランピング〜

Do It 

Together

Do It 

Together

企画案
３月５日

見城 創介
樽本 理子
梨本 真帆

桑久保 妹佳
＃大熊DIT 
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大熊町農業インターンシップ

主催：株式会社Oriai
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大熊町農業インターンシップ
2021年6月6〜27日
8日間を３期間行い
合計17名が参加しました
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大熊町農業インターンシップ

昼は農業
（イチゴ栽培・収穫）

夜は共同生活
大熊町について考える
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大熊町農業インターンシップ事業全体像

大熊町生活支援課

株式会社Oriai

実行の上
報告&提案

委託金
支払い

株式会社ネクサスファームおおくま

●本事業の目的
本事業は、移住・定住を促進する事業とし
て、農業インターンシップを通じて、大熊町
外からの生産年齢人口及び年少人口の獲
得に重点を置きながら幅広く人を呼び込み、
交流人口を拡大することを目的とする。

インターンプログラム
の実行

協力金の支払い
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大熊町農業インターンシップ全体像

株式会社Oriai

・イチゴの植物工場での経験
・大熊町でのレアな体験
・福島の魅力の再発掘

インターン生大熊町
ネクサスファームおおくま

・大熊町に若い人が関わって欲しい
・大熊町への提案が欲しい
・イチゴの収穫を手伝って欲しい
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～プログラム全体の流れ～
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大熊町農業インターンシップ

昼は農業 夜は共同生活&企画会議 中日はBBQをしたり

伝承館や帰還困難区域の
見学をしたりしました

意見交換会で
町での生活の感想を共有し
課題などをヒアリング

最後は自分たちの経験を踏
まえて提案発表会 36
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1 企画経緯

2 企画のコンセプト

3 企画概要

4 企画の規模

5 企画の内容

6 協力していただきたい内容

7 SNS活用について
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０４ 企画の規模

日時 ：2021年8月18日（水）～21日（土） 3泊4日

集客対象：大学生・高校生

集合場所：いわき市（現地集合・現地解散）

参加費 ：無料（交通費は自己出費）
※将来的には、1人5000円徴収できるようにしたいと考えています。

協力していただきたい企業数：6社

企画費用として1社5万円（税抜）の協賛金をいただいております
※今後、定価10万円を想定していますが、今回お試し価格として上記金額にてご提案させていただきます
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０6 協力していただきたいこと

〇企業の方々へ〇

19日（木）、20日（金）の日中

職場の見学、企業説明、可能であれば職業体験

を中心としたキャリア模擬体験

企業説明ややりがい、若者に伝えたいこと、浜

通りの土地理解等、大学生・高校生が働くこと

への理解を深められるような話をしていただき

たいです。

〇地域の方々へ〇

19日（木）or 20日（金）の夕方

参加者と地域の方々との交流会

若者と地域の方々と将来のこと、地域のことや

地域の方々についてなどを話し合い交流を深め、

よりリアルに福島での暮らしをイメージできる

機会、大人を始めとした他世代の人と関わり視

野を広げる機会となることを目指します。
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約300人
大学生がＳＮＳでつながる友達は約300人という調査結果が出ています。
ここ2年連続で増加しており、このコロナ禍でＳＮＳの需要も増加しているの

ではないでしょうか。
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