
 水産加工団地の土地の嵩上げや、高度衛生管理に対応した荷さばき
所の整備

○ 石巻漁港・気仙沼漁港等において水産加工団地の土地の嵩上げや高度衛生管理に対応した荷さばき所の整備を実施、早期
の完成を目指しているところ。 

【残された課題】 
高度衛生管理に対応した荷さばき所の整備の着実な実施。 

これまでの取組
復旧・復興に向けた取組み

現在の取組

  高度衛生管理に対応した荷さばき所の整備について、
平成２５年１１月に工事着工し、平成２６年８月に一部供
用開始。平成２７年度早期の完成を目指す。

漁港の高度衛生管理のイメージ

積み込みエリア市場エリア（陳列、セリ・入札） 陸揚げエリア（陸揚げ・選別）

消費地市場
加工場 等へ出荷

漁船から陸揚げ

① 岸壁・漁港施設用地の一部を嵩上げし、背後の水産加工
団地への海水の流入を防止（２３年末完了）

② 平成２４年４月より、岸壁・漁港施設用地の嵩上げと合わ
せ、背後の水産加工団地の土地の嵩上げ工事を実施、
平成２６年３月末完成。

嵩上げした岸壁と

仮復旧した水産物
卸売市場

12 

○ 防波堤、岸壁、市場施設、水産加工団地等
が壊滅。 

○ 約７０ｃｍの地盤沈下により、満潮時には、
漁港及び水産加工団地へ海水が流入し、冠
水する状況に。 

市場の倒壊、冠水

被災・沈下した水産加工団地 

満潮時の海水流入

水産加工団地の冠水状況

石巻の被災状況



乾田直播 

○ 官民連携の下、被災地において、成長力のある新たな農林水産業を育成するため、生産・加工等に係る先端
技術を駆使した大規模実証研究を、岩手県、宮城県及び福島県で実施。 

【 土地利用型農業や施設園芸農業の経営改善 】 

 
・ 大型機械を用いた乾田直播や、鉄コーティング種子を用いた湛水直

播により、土地利用型農業における育苗の手間や管理面積の制約を
克服 

 （農研機構、宮城県古川農業試験場、富士通(株)ほか） 

・イチゴ栽培において、株元（クラウン）温度管理や紫外光蛍光
灯照射（病害防除）等の新技術を活用 

（農研機構、宮城県農業・園芸総合研究所、イシグロ農材(株)、パナソニッ
ク(株)ほか） 

【 水産業・養殖業・水産加工業の高度化 】 
・ギンザケ養殖を基幹養殖業として復活させるための、安定

化・省コスト化生産技術の実証 
・市場競争力の回復によるカキ産業の復興と地域特性を活かし

たブランド化による収益増が見込める高品質カキの効率的・
安定的生産 

・被災したアワビ種苗生産体制の早期復興に向けた増殖技術の
実証 
（水産総合研究センター、岩手県水産技術センター、宮城県水産技術総合

センターほか） 

                       
                                                           

農業・農村分野 漁業・漁村分野 

株元温度管理 

「ミガキイチゴ」ブラン
ドで、百貨店やインター
ネットで販売 

新たな農林水産業を切拓く先端的技術の大規模実証の推進
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【残された課題】 
 既に、これまで実証を行ってきた様々な技術の一部は、再生された農業生産団地などで取り入れられつつあるが、今後
はこれら一連の技術の体系化と経営体単位での導入効果の検証を行い、被災地への普及を図る必要。 

多様な被災地の状況を踏まえ、以下の実証研究地域で実施中 
農業・農村分野の研究開発：岩手県（７課題）、宮城県（９課題）、福島県（９課題） 
漁業・漁村分野の研究開発：岩手県（４課題）、宮城県（７課題） 
農業・農村分野及び漁業・漁村分野共通：（１課題） 

高品質カキのブランド化 

鉄コーティング種子 
（湛水直播） 

あまころカキ 

ギンザケ養殖の省コスト化 アワビの増殖技術 



 「がんばる漁業・養殖業支援事業」を創設し、震災前以上の収益性の確保を
目指す漁業者等の取組を支援

○ 震災からの速やかな復興のため、「がんばる漁業・養殖業支援事業」を創設。

○ 震災前以上の収益性の確保を目指す漁業者等の取組を支援。
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【事業概要】 
 地域で策定した復興計画に基づき、震災後の環境に対応
し、震災前以上の収益性の確保を目指し、安定的な水産物
生産体制の構築に資する事業を行う漁協等に対し、必要な
経費（人件費、燃油代、氷代等）を支援。

 

【事業概要】 
 地域で策定した復興計画に基づき、養殖業の復興を推進す
るため、５年以内の自立を目標とした共同化による生産の早
期再開に必要な経費（人件費、燃油代、氷代等）を支援。

 

生産費用（人件費、 
減価償却費等） 

燃油費 

種苗代 

資材費 

販売費等 

返還不要 

国に返還 

国に返還 
水揚金額 

赤字 

事業の
実施

赤字の一部を
国が9/10～1/2負担 

返還不要 

国に返還 

国に返還 
水揚金額 

赤字 

赤字の一部を
国が9/10負担 

事業の
実施

【事業のイメージ】 【事業のイメージ】 

必要経費を支援 必要経費を支援 

操業費用（人件費、 
減価償却費等） 

燃油費 

えさ代・氷代 

魚箱代 

販売費等 

【残された課題】放射性物質による出荷制限・風評被害の影響等により十分な操業・生産ができない地域や陸上
施設の復旧の遅れ等により事業当初に見込んでいたほどの生産額の回復が達成されていない地域がある。 

【がんばる漁業復興支援事業】 【がんばる養殖業復興支援事業】 

【復興計画の認定状況】 
○ H27.6.30現在：認定115件（漁業：68隻及び24ヶ統、養殖：965経営体）
○ H27.3月末時点での執行額：406億円



○傾斜区分毎の
米生産費の推移 

東海局管内

関東局管内 

近畿局管内 
九州局管内 

中国四国局管内 

東北局管内 

北海道開発局管内 

北陸局管内 

沖縄総合事務局 
管内 
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＜農林水産省及び都道府県等からの職員派遣（農林水産関係） ＞ 

震災からの復興のため、人的な支援を実施

※平成27年6月末まで
の派遣実績 

・農地・農業用施設や漁港・海岸等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のため、農林水産省及
び都道府県等の職員を被災地に派遣 

○ 農地・漁港の復旧をはじめとする東日本大震災からの復旧復興や、農地・森林の除染を速やかに進めるため、
農林水産省職員を復興庁・環境省に出向させているところ。 

○ また、被災地における災害復旧工事の迅速・円滑な実施のため、平成23年度から、被災県からの支援要望に
沿って、農林水産省及び他の都道府県等の専門職員を被災自治体に派遣。 

【残された課題】 
職員出向については、関係省庁等からの要請も踏まえ、継続的な人的支援を実施。 

 職員派遣については、来年度においても引き続き、被災地への人的な支援を行うこととしており、全国の都道府
県等とも連携し、被災県からの支援要望に可能な限り応えられるよう調整。 

・復興庁  ５３名 
〃 （非常駐） ５９名 

・環境省 

  東北地方環境事務所 

  福島環境再生事務所 

  指定廃棄物等処理チーム ７名 

（ほか非常駐１名） 

農林水産省から復興庁等への出向状況 
（Ｈ２７年４月末現在） 

７５名 

・岩手・宮城・福島の自治体との人事交流 
計 ２０名 

（岩手県内９名、宮城県内６名、福島県内５名） 

国 都道府県 市町村 計

農地・農業用施設 828 4,595 － 5,423人月 

森林・林業関係 30 991 － 1,021人月 

漁港関係 81 1,699 570 2,350人月 



全国から被災地に技術者を派遣①

＜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578人月 

関東局管内 
延べ799人月 

近畿局管内
延べ508人月 

九州局管内
延べ674人月 

中国四国局管内
延べ1068人月 

東北局管内 
延べ450人月 

北海道開発局管内
延べ747人月 

北陸局管内
延べ523人月 

沖縄総合事務局管内
延べ76人月

※平成27年6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828人月 延べ4,595人月 延べ5,423人月 

派遣先 派遣人員 

岩手県 879人月 

宮城県 2,687人月 

福島県 1,857人月 

○傾斜区分毎の米生産費の推移
（活 動 状 況） 

○ 治山施設・林道施

設の災害復旧に係る

復旧工事の設計書作

成等の支援

東海局管内
延べ60人月

関東局管内 
延べ245人月 

近畿局管内
延べ80人月

九州局管内
延べ184人月

中国四国局管内
延べ205人月

東北局管内 
延べ62人月

北海道開発局管内 
延べ96人月 

北陸局管内
延べ89人月

※平成27年6月末までの派遣実績 

森林・林業関係 国 都道府県 計 

延べ30人月 延べ991人月 延べ1,021人月 

派遣先 派遣人員 

岩手県 282人月 

宮城県 109人月 

福島県 630人月 
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＜農林水産省及び都道府県等の職員派遣状況＞ 

全国から被災地に技術者を派遣②

森林・林業関係  

漁港関係  

＜派遣職員の活動状況＞ 

防災林造成工事設計書 
作成の様子 

防災林造成工事の出来形 
確認の様子 

復旧工事現場との 
連絡調整の様子 

防波堤復旧工事の 
出来形確認の様子 

農地・農業用施設関係  

関係機関との災害復旧工事に 
係る協議の様子 

農地の災害復旧工事の 
現地測量作業の様子 
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○傾斜区分毎の米生産費の推移
（活 動 状 況） 

○ 漁港・海岸・共同利

用施設の災害復旧に

係る復旧工事の設計

書作成等の支援

国 都道府県 市町村 計 

延べ81人月 延べ1,699人月 延べ570人月 延べ2,350人月 

派遣先 派遣人員 

岩手県 942人月 

宮城県 987人月 

福島県 421人月 

漁港関係 

東北局管内 
延べ100人月 

北陸局管内
延べ200人月

中国四国局管内 
延べ470人月 

九州局管内 
延べ527人月 

近畿局管内
延べ271人月

東海局管内
延べ193人月

関東局管内 
延べ460人月 

北海道管内
延べ129人月

※平成27年6月末までの派遣実績 



（参考）震災発生初期には、被災地域で不足していた食料品や配合飼料、
燃料等を被災地に輸送

【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長・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、農業者戸別所得補償制度の申請期限等を延長。

【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。

その他の応急対応 

災害応急用ポンプによる排水作業
（宮城県名取市） 

福貴浦漁港における水産庁漁
業取締船による救援物資の引
き渡し（宮城県石巻市） 

 ○ 今回の震災では、200社を超
える食品メーカー等の協力の下、
食料2,584万食、育児用調整粉
乳5.3万缶、飲料762万本を調達。
ピーク時には1日で約154万食分
の食料を調達。 

○ 水産庁の漁業取締船等の
計１０隻が民間漁船と協力して 
海上から物資（食料、燃料日用 
品、医薬品）を輸送。 

被災地域への食料供給 

○ 工場の被災により、供給不足と
なった配合飼料の供給確保を支援
するため、 

①飼料関係団体に対し、九州や北
海道等からの配送（内航船運搬、
トラック輸送）の要請、

②備蓄飼料穀物（35万トン）の無
償・無担保での貸付

等を措置。 

○ Ｈ２３年３～６月にかけて、他
地域から約40万tの飼料が供給。 

 

被災地域の飼料不足への対応 

九州地方等から
運搬船で輸送

北海道から 
運搬船で輸送

中部、中国、関東地
方から陸路で輸送

被
災

船舶輸送

被災した配合飼料工場 
(石巻市） 
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