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農地・農業用施設の被害と復旧・復興状況

○ 津波被災農地については、「農業・農村の復興マスタープラン（平成23年８月公表、平成27年7月
改正）」に基づき、計画的に復旧事業を進めているところ。

○ 平成27年度中に津波被災のうちの74％で営農再開が可能となり、主要な排水機場については93％
で復旧を完了又は実施中。

農地の復旧事例(仙台市)

（提供：仙台市）（提供：国⼟地理院）

排⽔機場の復旧事例（仙台東地区）

農地の復旧
現⾏の⼟地改良⻑期計画で
は「農業・農村の復興マス
タープラン」に基づき、平
成26年度までに1.9万haの
⽬標を設定

主要な
排⽔機場

ほ場の
⼤区画化

岩 ⼿：100%(50ha)
宮 城：52%(3,770ha)
福 島：36%(600ha)

事業完了
84%

(82箇所)

74% 
（１万5,920ha）

49%
（4,420ha）

事業実施中
9%

(9箇所)

岩 ⼿： 67%(  490ha)
宮 城： 88%(12,660ha)
福 島： 33%( 1,820ha)
その他：100%(   950ha)

※ 津波被災農地21,480ha
のうち農地転⽤が⾏われた
もの（⾒込みを含む。）が
1,270haあり、これを除く
復旧対象農地20,210haに
対する営農再開が可能と⾒
込まれる農地の割合は79％
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農地の⼤区画化等の
県別⾯積 （ｈａ）

【カッコ内は計画】

岩⼿県 50
（50）

宮城県 3,770
（7,290）

福島県 600
（1,650）

計 4,420
（8,990）
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（平成28年1⽉末現在）

※津波被災農地と⼀体的に整備する農地を含む。

※ 名取地区（783ha）は、⽣産性の⾼い⼤規模な営農を展開するため、被害が甚
⼤であった農地を中⼼に⼤区画化（10〜30a→標準区画１ha）に整備する計画。

事例：復興交付⾦(名取地区(仙台市、名取市))⼤区画化整備(予定)図 被災状況

⼤区画化整備状況

⼤区画化ほ場での営農状況

H23年3⽉

H26年4⽉

H26年9⽉

参考：復興交付⾦で⼤区画化整備したほ場（⼤曲地区（東松島市））

（提供：国土地理院）

整備後整備前

○ 直轄事業や復興交付金を活用し、大区画化を8,990haで計画。平成27年度中には49％（4,420ha）
で完了。

農地の復旧にあわせた、ほ場の大区画化への取組



○ 防災集団移転促進事業と連携して農業農村整備事業を実施し、高台への集団移転と併せて、移転
跡地を含めた農地整備を行う計画を10市町（16地区）で進めており、このうち14地区で工事を実施中。
２地区において工事に向けた調査設計を進めているところ。（平成27年６月現在）

県名 市町村名 地区名

宮城県 南三陸町 南三陸地区

⽯巻市 牡⿅地区、⼤川地区、北上地区

七ヶ浜町 七ヶ浜地区

気仙沼市 気仙沼地区

⼭元町 磯地区、⼭元東部地区

亘理町 亘理地区

東松島市 ⻄⽮本地区

名取市 名取地区

岩沼市 岩沼地区

福島県 南相⾺市 原町東地区、右⽥・海⽼地区
真野地区、⼋沢地区

２県 10市町 16地区

宮城県南三陸町の南三陸地区（⻄⼾川⼯区）では、復興交
付⾦を活⽤して「農地整備事業」と「防災集団移転促進事
業」を⼀体的に実施し、住宅地の移転に必要な⽤地の創出や、
移転跡地を含めた農地整備を⾏うことにより、事業期間の短
縮と、効率的な⼟地利⽤を実現。（平成25年度事業着⼿）

さ い ど が わ

事業実施前 事業実施後

農⼭漁村地域復興基盤総合
整備事業で宅地跡地を特定
⽤途⽤地(⾮農⽤地)として
換地

↓
防災集団移転促進事業によ
る宅地造成後、分譲予定

農業農村整備事業と防災集団移転促進事業の連携
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⑥迫川上流・
荒砥沢ダム

（復旧完了）

⑦迫川上流
（復旧完了）

②仙台東

④亘理⼭元⑨⽩河⽮吹
（⽻⿃ダム）
（復旧完了）

⑩阿武隈川上流
（⻄郷ダム）
（復旧完了）

⑪芳賀台地
（復旧完了）

福島県

栃⽊県

③名取川

①定川
（復旧完了）

⑤亘理・⼭元
農地海岸

【仙台東】ほ場整備（⼤区画化）

【名取川】閖上排⽔機場

※損壊した建屋及びポンプ設備の復旧が完了
（上：被災後、下：復旧後）

※損壊した建屋及びポンプ設備の復旧が完了

⑧河南
（復旧完了）

⑫南相⾺

⑬請⼾川

※津波で護岸が損壊した排⽔路の復旧
が完了（上：被災後、下：復旧後）

【仙台東】⼤堀排⽔路

【亘理・⼭元農地海岸】海岸堤防

※⼤区画化したほ場での営農状況（左：被災後、右：復旧後）

※⼀部、完成した堤防

凡 例
直轄特定災害復旧事業実施
地区(津波被災地域)

直轄災害復旧事業実施地区
(地震被災地域)

代⾏海岸保全施設災害復旧
事業実施地区(津波被災地域)

福島特別直轄災害復旧事業
実施地区（地震被災地域）

※⑫南相⾺及び⑬請⼾川は避難指⽰区域内

【南相⾺】村上第⼆排⽔機場

宮城県

（参考）農地・農業用施設の直轄災害復旧事業の実施

○土地改良法特例法等に基づき、被災した農地・農業用施設の直轄災害復旧事業を実施。

○このうち、仙台東地区については、宮城県及び仙台市からの要望に基づき、農業用施設の復旧に加
え、除塩、区画整理を含む農地の復旧を国が一貫して実施。



＜農林⽔産省及び都道府県等の職員派遣状況＞

○傾斜区分毎の米生産費の推移
（活 動 状 況）

○農地・農業⽤施設の
災害復旧に係る査定
及び復旧⼯事の設計
書作成等の⽀援

東海局管内
延べ640⼈⽉

関東局管内
延べ932⼈⽉

近畿局管内
延べ585⼈⽉

九州局管内
延べ766⼈⽉

中国四国局管内
延べ1,223⼈⽉

東北局管内
延べ520⼈⽉

北海道開発局管内
延べ866⼈⽉

北陸局管内
延べ602⼈⽉

沖縄総合事務局管内
延べ87⼈⽉

※平成28年1⽉末までの派遣実績

農地・農業⽤施設関係 国 都道府県 計

延べ954⼈⽉ 延べ5,267⼈⽉ 延べ6,221⼈⽉

派遣先 派遣⼈員
岩⼿県 1,019⼈⽉
宮城県 3,065⼈⽉
福島県 2,137⼈⽉

（参考）復旧・復興に向けた人的・技術的支援

【資⾦調達の円滑化】
○ 被災した農林漁業者等が資⾦を調達できるよう、

円滑な融資等を関係団体に依頼。
○ 農業共済掛⾦の払込期限等の延⻑・共済⾦の早

期⽀払いに向けて共済団体に指導。
【排⽔設備の貸出】

○ 農地等の湛⽔排除や応急的な取⽔に対応するた
め、災害応急⽤ポンプを地⽅農政局⼟地改良技術
事務所から搬送し供⽤。宮城県、福島県、栃⽊県
の３県で延べ９０台を供⽤。

【⼿続きの簡素化】
○ 救援活動等に最優先で取組めるよう、農業者⼾

別所得補償制度の申請期限等を延⻑。
【燃料⽤物資の供給】

○ 東北森林管理局から⼤船渡市、陸前⾼⽥市、釜
⽯市、⼤槌町等へ薪ストーブ113台を提供。

○ 関係団体等の協⼒の下、宮城県、福島県へ⽊炭
26ｔ、⽊炭コンロ1,300個を供給。

災害応急⽤ポンプによる排⽔作業（宮城県名取市）

＜復旧・復興に向けた応急対応＞
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○ 除染については、環境省や農林水産省などの関係省庁が連携して取り組んでおり、当省は、農
地・森林の効果的・効率的な除染に向けた技術開発等を推進。

○ 避難されている住民の方々が帰還後速やかに営農再開できるよう、除染の進捗状況にあわせた農
業関連インフラの復旧、除染後の農地等の保全管理から作付実証、大規模化や施設園芸の導入、必
要な資金の手当等の新たな農業への転換まで、一連の取組を切れ目なく支援。

原子力被災地域の営農再開に向けた支援策

 農地、農業⽔利施設等のインフラ復旧
– 農地、農業⽔利施設等の災害復旧に対して⽀援、技術者の派遣

 除染後農地等の保全管理
– 除染後から営農再開まで、農地、畦畔等における除草等の保全管理に対して⽀援

 ⿃獣被害防⽌対策
– ⼀⻫捕獲活動や侵⼊防⽌柵等の設置に対して⽀援

 営農再開に向けた作付実証
– 農産物が基準値を下回っていることを確認するための作付実証に対して⽀援

農地除染

営農再開に向けた
条件整備

営農再開

 ⽔稲の作付再開⽀援
– ⽔稲の作付再開に必要な代かきや畦畔の修復に対して⽀援

 放射性物質の吸収抑制対策
– カリ質肥料の施⽤の実施を⽀援

 新たな農業への転換
– 経営の⼤規模化や施設園芸への転換のために必要な畦畔除去や機械・施設の

リース導⼊等に対して⽀援

⽥村市 楢葉町 川内村 ⼤熊町 葛尾村 川俣町 飯舘村 南相⾺市 浪江町 富岡町 双葉町
対象⾯積（ha） 140 810 130 170 470 480 1,700 3,100 1,900 670 120

農地除染の進捗率（％） 100 100 100 100 100 99 55 33 36 78 84



○ 避難指示解除準備区域の営農再開に向けて、農地・農業用施設等の災害復旧事業を迅速に実施。

○ 県や市町村による農地・農業用施設等の災害復旧事業が迅速に進むよう支援。

○ 農地の除染と区画整理等農地整備の一体的実施に向けた取組を推進。

原子力被災地域における農地・農業用施設等の復旧

南相⾺市の排⽔機場について、知事から要請を受け、直轄で復旧⼯事
を実施中。２機場は本格運転が可能。残り５機場は平成30年度までに
段階的に復旧予定。

農地海岸については、県が復旧⼯事を実施中。

国営かんがい排⽔事業「請⼾川地区」の⼤柿ダム、幹線⽤⽔路等
について、直轄で復旧⼯事を実施中。

請⼾川地区については、営農再開を踏まえ、段階的に復旧する⽅針。（早期の営農再開を希望する区域では、当⾯、
地区内河川の⾃流を活⽤したかんがい⽤⽔確保を検討。）

○ 農業⽤施設等の復旧

県や市町村に対し復旧・整備の⽅針検討等の⽀援を推進。県や市町村は、それらの結果等を活⽤し、農地やため
池等の災害復旧事業に順次着⼿。【福島農業基盤復旧再⽣計画調査】

排水機場の復旧状況（谷地排水機場）

関係機関からなる推進体制を整備し、モデル的に川俣町におい
て農地の除染と農地整備を⼀体的に実施中。

○ 農地の除染と区画整理等農地整備の⼀体的実施

（平成27年９月５日時点）

これまでの主な取組

今後の主な取組
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○ 福島県内のため池等について、営農再開・農業の復興の観点から、放射性物質の実態や利用・管
理の支障状況等を踏まえ、放射性物質対策に取り組む。

○ 市町村等が効果的かつ効率的に対策を実施できるよう、対策の考え方や調査・計画、設計・施工
に係る手順・留意点等を「技術マニュアル」として取りまとめ公表（平成27年３月27日）。

8

※１ 検出下限値134Cs：1Bq/L、137Cs：1Bq/L

○ 福島県内のため池等を対象に、放射性物質の実態を把握する
とともに、ため池等の利⽤や管理に及ぼす影響を軽減するための
対策を検討するため、各種調査を実施。

○ これらの結果等を踏まえ、放射性物質により利⽤・管理に⽀
障が⽣じているため池等については、その影響に応じて、放射性
物質対策を講じ、営農再開・農業復興を推進することとしている。

① 汚濁防⽌フェンスの設置等

② 除去・減容化

・汚濁防⽌フェンスを設置することで、⽔⾯付近の流れを遮断し、
放射性セシウムを含む濁⽔の懸濁物の沈降を促進するとともに、底
質の巻き上がりを防⽌する

・⽔中の底質を吸引後、エジェクターにて底質の細粒分を剥離
し、さらにふるい分け・凝集沈殿により細粒分のみを取り出し、
回収する。放射性セシウム濃度の低い粗粒分は池敷に戻す

【福島県内のため池の水質調査結果（平成26年度）】

【福島県内のため池の底質調査結果（平成26年度）】

2,234 (98%) 145 (97%) 73 (53%)

53 (2%) 5 (3%) 65 (47%)

2,287 150 138

9 5 86最高（Bq/L）

水質の放射性セシウム濃度 避難指示区域外
避難指示解除準備 居住制限・帰還困難

避難指示区域

検出下限値未満

検出

計

～ １千Bq/kg以下 638 (24%) 21 (13%) 2 (2%)

１千Bq/kg超 ～ １万Bq/kg以下 1,577 (60%) 107 (65%) 25 (18%)

１万Bq/kg超 ～ 10万Bq/kg以下 429 (16%) 37 (22%) 81 (57%)

10万Bq/kg超 ～ 3 (0%) -          33 (23%)

2,647 165 141

最低（Bq/kg） ～ 最高（Bq/kg）

計

<20 ～　222,000 13　～　69,000 150　～　690,000

底質の放射性セシウム濃度
（乾重量あたり）

避難指示区域外
避難指示解除準備 居住制限・帰還困難

避難指示区域

ため池の放射性物質対策について ため池の放射性物質対策⼯法の例

ため池等の放射性物質による影響調査と対策の実施



避難指示区域等における営農再開の状況

市町村 ⽔稲（27年度の作付⾯積） その他の品⽬（27年度の作付⾯積）

飯館村 25年産から実証栽培（0.9ha）

南相⾺市 【避難区域内】
26年産から実証栽培（7.0ha）
【避難区域外】
25年産から実証栽培
26年産から作付再開（720ha）

川俣町
（⼭⽊屋地区）

25年産から実証栽培（1.8ha） 【花き】25年度からトルコギキョウの実証栽培
26年度から震災前にトルコギキョウ栽培を⾏って

いた農家全⼾で栽培再開
26年度からリンドウの実証栽培

浪江町 26年産から実証栽培（1.4ha） 【花き】26年度からリンドウ等の実証栽培
26年度からトルコギキョウ、27年度からリンドウを
販売開始

葛尾村 27年産から実証栽培（1.2ha）

⽥村市
（20 km圏内）

25年産から作付再開（327ha） 【野菜】H25.3.29に出荷制限解除
【畜産】26年から都路地区の農家が⾁⽤⽜の再開

⼤熊町 26年産から試験栽培（0.08ha）

川内村 【20km圏外】
25年産から作付再開（187ha）
【20km圏内】
25年産から実証栽培（0.04ha）
27年産から作付再開（7.9ha）

【そば】25年産から作付再開（70ha）
【野菜】H27.2.18に出荷制限解除
【花き】25年度からトルコギキョウを実証栽培・販売開始

26年度からリンドウを実証栽培し、27年度から販
売開始

富岡町 26年産から実証栽培（1.8ha） 【野菜】27年度からバレイショの実証栽（0.03ha）

楢葉町 25年産から実証栽培（4.7ha） 【野菜】H27.2.18に出荷制限解除
【花き】27年度からトルコギキョウ等の実証栽培・販売開始
【畜産】26年度から牧草の実証栽培（0.3ha）

広野町 25年産から作付再開（163ha） 【花き】26年度からコギク等の実証栽培
25年度キク、27年度からカンパニュラの販売開始

（平成28年２⽉末現在）

南相馬市、広野町、川内村及び田村市の約1,400haで米の作付が本格的に再開。その他の地域でも米や
花きの実証栽培等が開始されるなど、除染の進捗に応じて営農再開に向けた取組が進行。
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