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東日本大震災による農林水産関係の被害状況

東 本大 災 農林水産関係 被害

○ 東日本大震災では、農林水産関係全体で約２兆４千億円の被害が発生。

○ 阪神大震災の時の農林水産関係被害の約２６倍、新潟県中越地震の約１８倍。

＜東日本大震災における農林水産関係の被害＞

合計 ２兆３，８４１億円
水産業関係被害 農林業関係被害

全国の漁業生産量の５割を占める７道県(北
海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、
茨城県 千葉県)を中心に大きな被害

特に津波によって、６県(青森県、岩手県、
宮城県、福島県、茨城県、千葉県)を中心に、
総計２．１万haに及ぶ農地に被害が発生

被害額合計：１兆２，６３７ 億円

漁船(28,612隻) 1,822億円

被害額合計：１兆１，２０４億円

農地(18,186箇所) 4,006億円

茨城県、千葉県)を中心に大きな被害 総計２．１万haに及ぶ農地に被害が発生

全国２１都道県の漁船に被害
（岩手宮城福島では約９割が被災）漁船( 8,6 隻) ,8 億円

漁港施設(319漁港) 8,230億円

養殖関係 1 335億円

農 ( , ) ,

農業用施設等(17,906箇所)
(水路、揚水機、集落排水施設等) 4,408億円

農作物 家畜等 142億円

７道県の漁港の約４割
（岩手,宮城,福島のほぼ全て）

（岩手,宮城,福島では約９割が被災）

養殖関係
(うち 養殖施設)
(うち 養殖物)

1,335億円

(738億円)
(597億円)

農作物、家畜等 142億円

農業・畜産関係施設等
(農業倉庫、ハウス、畜舎、堆肥舎等) 493億円

共同利用施設(1,725施設) 1,249億円 林野関係
(林地荒廃、治山施設、林道施設、木材加
工流通施設等)

2,155億円

※ 本表に掲げた被害のほか、民間企業が所有する水産加工施設や製氷冷
凍冷蔵施設等に約1,600億円の被害がある（水産加工団体等からの聞き取り）。
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東日本大震災からの農林水産業の復旧状況

○ 農地や主な漁港については、概ね３年間での復旧を目指し、計画的に復旧事業を進めているところ。

○ 農地については、今春までに津波被災農地の約６割以上で営農再開が可能となる見込み。

○ 漁港については、約4割の漁港で全延長の陸揚げ機能が回復。水産加工施設も約7割で業務再開。○ 漁港 、約 割 漁港 延長 陸揚げ機能 回復。水産加 施設も約 割 業務再開。

３８％
（ 8 190haで営農再開が可能） (5 280haで営農再開

６３％

項目 被害状況 備考

農地
（25年１月末

６県(青森・岩手・宮城・福島・茨
城・千葉)の津波被災農地

※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」に基づき、被災農地の営農

0 20 40 60 80

(%)
100

進捗状況

４０％
（約4,090経営体が経営再開）

（ 8,190haで営農再開が可能） (5,280haで営農再開
が可能となる見込み)

（25年１月末
時点）

城 千葉)の津波被災農地
→２１，４８０ｈａ 再開に向けて、農地復旧や除塩を実施中。

農業
経営体 (24
年3/11時点)

津波被害のあった農業経営体(東
北・関東６県)
→約１０，２００経営体

経営を再開した約4,090経営体は、農業生産過程
の対象作業又はその準備を一部でも再開した経
営体を含む。(24年3/11時点)(東北・関東６県)

９８％ （４０箇所で操業再開）

岩手37%(40漁港) 宮城11%(14漁港) 福島20％(2漁港)

木材加工
流通施設
（25年２月末

時点）

津波等被害のあった木材加工流
通施設の復旧(国が復旧を支援し
ている施設41箇所）

１２３％

14% (46漁港で潮位に

よっては陸揚げ可能)４７％(150漁港で部分的に陸揚げ機能が回復)

３６％
（115漁港で全延長の陸揚げ機能が回復）

岩手 7,537隻
宮城 5,126隻
福島 235隻

岩手37%(40漁港) 宮城11%(14漁港) 福島20％(2漁港)
漁港

（25年３月末
見込み）

陸揚げ岸壁の機能回復状況につ
いて（319漁港が被災）

２４年度末までに、被災した漁港の概ね
４割において、陸揚げ岸壁の復旧の完了
を目指す。

漁船
約2万9千隻の漁船が被災

24年度中に、水産基本計画の目標（25年度末ま
でに1万2千隻）は達成１２３％

（14,768隻が復旧）

福島 235隻

６８％（被災３県）
（23施設が業務再開）

岩手：100%(13施設)
宮城：100%( 9施設)
福島： 8%( 1施設)

（ 25年１月末
時点）

約2万9千隻の漁船が被災 でに1万2千隻）は達成。

被災地の要望を踏まえ更に上積み予定。

加工流通

被災３県で被害があった産地市場
（34施設） （25年1月末時点）

岩手県及び宮城県の産地市場は、22施設すべて
が再開。

27年度末ま に再開希望者全員 施設を復旧

６９％ （被災３県）
（567施設が業務再開）

福島： 8%( 1施設)

岩手：76%(156施設)
宮城：65%(305施設)
福島：72%(106施設)

加工流通
施設

（34施設） （25年1月末時点）

被災３県で被害があった水産加工
施設（820施設） （24年12月末時点）

27年度末までに再開希望者全員の施設を復旧・
復興することを目途。
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農地の復旧に合わせたほ場の大区画化

○ 「農業・農村の復興マスタープラン（平成23年８月公表、平成24年４月改訂）」に基づき、被災農地
の営農再開に向けて、農地復旧や除塩を進めているところ。

○ 今春までに津波被災農地の約６割以上で営農再開が可能となる見込み。

24年度※1

25年度※2
26年度

その他※3 計

被災農地における営農再開可能面積と今後の見通し 直轄特定災害復旧事業（仙台東地区） 営農再開（予定）図

○ 直轄事業や復興交付金の活用により農地の大区画化等を約9,400haで実施中。（25年1月現在）

まで
25年度

以降
その他 計

面積（ha）

（被災６県計）
8,190 5,280 5,440 2,570 21,480

凡例
割合 38% 25% 25% 12% 100%

※1：24年度は、昨春の作付時点における営農再開面積（実績値）
年度 今春 営農 開 向 復 事 除塩を実施中 積

凡例
津波範囲 <1,800ha>

区画整理範囲 <1,909ha>

H24年度営農再開 <500ha>
（復旧済み）

６３％

※2：25年度は、今春の営農再開に向けて復旧工事又は除塩を実施中の面積
※３：その他は、水没した農地、原子力災害による警戒区域等

H25年度営農再開予定<900ha>

H26年度営農再開予定<400ha>

大区画化ほ場

整備後のほ場（イメージ）
被災農地の復旧事例（仙台東地区）

大区画化ほ場

土地利用の整序化

転作の団地化

23年３月時点 2４年８月時点 ３



経営再開マスタープランの策定による地域の担い手の明確化と農地の集積

○ 地域農業の本格的な復興を図るため、集落・地域での話合いに基づき、地域の中心となる経営体を定
めた「経営再開マスタープラン」の作成を進め、その実現に向け農地集積等に必要な取組を支援

主な課題
◆ 農地の復旧に合わせて、人・農地プランについても24年度ま

でに約３割、25年度までに約６割の地区で作成が見込まれて

経営再開マスタープランの作成状況等（25年1月末現在）

◆ 市町村職員の業務の多くは復旧･復興に多く
が割かれ、プラン作りにマンパワーが不足して
いる状況。

いるところ。

津波被災地
域のうちプラ

今後の作成見込み

24年度末ま
でに作成見

25年度に作
成見込

26年度
以降に作成

経営再開マスタ プランの作成状況等（25年1月末現在）

対応方針
被災６県 ン作成意向

のある市町
村数等

込み 見込みまた
は作成時期
未定

◆ プラン作成の市町村のマンパワー不足を補う

市町村数 44 30 18 13

地区数 459 133 157 169

◆ プラン作成の市町村のマンパワ 不足を補う
ため、 25年度からは地域事情に詳しいJAや普
及員のOB等を推進員として設置する活動への
助成を実施する予定。

地区数割合 － 29％ 34％ 37％

４対象市町村：津波被災50市町村 63％



新たな農林水産業を切り拓く先端的技術の大規模実証を拡充し推進

○官民連携の下、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、宮城県及び岩手県で実施

○多様な被災地の状況を踏まえ、平成２５年度には、実証研究地域を拡大

これまでの取組

【 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

【 水産業・養殖業・水産加工業の高度化 】

・三陸特産のワカメ収穫を機械化し、陸上での共同作業を

農業・農村分野 漁業・漁村分野

水直播 り、 地利用型農業 おける育苗 手間 管 面積
の制約を克服
（(独)農研機構、宮城県古川農業試験場、(株)富士通、ほか）

・イチゴ栽培において、紫外光蛍光灯照射（病害防除）や収
穫ロボット（省力化）等の新技術を活用
（(独)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 ク株

三陸特産のワカメ収穫を機械化し、陸上での共同作業を
含む作業体系の高度化

・水温、塩分濃度等の情報を遠洋から沿岸部まで一体的に
解析、沿岸漁業に活用

（(独)水産総合研究センター、岩手県水産技術センター、石村工業（株））

（(独)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）

湛水直播 鉄コーティング種子

海藻乾燥施設の3次元
シミュレーションワカメ陸上刈り取り機

れ 組

研究実証用の園芸施設

百貨店やインターネッ
トで販売を開始

これからの取組 多様な被災地の状況を踏まえ、平成25年度には、実証研究地域を拡大して実施

農業・農村分野の研究開発： 宮城県（名取市、岩沼市、亘理町及び山元町） ＋ 福島県及び岩手県

漁業・漁村分野の研究開発： 岩手県（釜石市周辺） ＋ 宮城県 ５



農業農村整備事業と防災集団移転促進事業の一体的な取組

○ 農業農村整備事業と防災集団移転促進事業の一体的な実施により、移転先の用地取得の手続
きが不要となるケースがあるなど、事業期間が短縮。

○ 両事業によって、農地を復旧、大区画化すると同時に、農地に囲まれた宅地を高台に集約する

宮城県南三陸町「西戸川工区」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

宮城県山元町では、復興交付金を活用し、利用集積による
経営規模拡大や農地の大化区画を図るとともに 道路や公共

さ い ど が わ

ことを７市町村で計画中。

「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効率的な土地利用を実現。

一体的に実施することにより事業期間が短縮。（H27年度完了予定）

経営規模拡大や農地の大化区画を図るとともに、道路や公共
利用施設等の公共用地の創出や、集落跡地の利用等による
効率的な土地利用の実現を図るための計画を策定中。

事業実施前 事業実施後
ＪＲ内陸側

に移設集落
跡地集落

ＪＲ

新たな
集落

集落
跡地

集落

農山漁村地域復興基盤整備事業

農地、防災緑地、
公共施設用地等

被災前

６

農山漁村地域復興基盤整備事業
で宅地跡地を特定用途地(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

公共施設用地等
として利用被災前 被災後

土地利用整序化のイメージ



復興住宅等における木材利用及び間伐材を活用した木質バイオマス発電の
推進

○ 木材加工流通施設の復旧・整備等を支援するとともに、復興住宅等における地域材利用を促進。
○ 未利用間伐材等の木質バイオマスを活用する発電の取組を推進。○ 未利用間伐材等の木質 イオマスを活用する発電の取組を推進。

未利用間伐材等を燃料とした
バイオマス発電の取組

復興住宅等における木材利用の推進

【取組状況】
未利用間伐材等を活用する木質バイオマス発電施設

等の整備に向けて、被災地では５ヶ所で実現可能性調査
を実施中

【取組状況】
木造復興住宅等の建設に必要な木材を供給するため、木

材加工流通施設の復旧・整備等を支援（一部稼動を含み40
箇所が復旧） を実施中。

【今後の取組】
未利用間伐材等の利用を進めるため、東日本大震災

復興交付金等を活用して、木質バイオマス発電の施設整
備に対し支援

箇所が復旧）。
【今後の取組】

民間の復興住宅については、地域材で建設された住宅の
見学会や広報活動等に対する支援、木材利用ポイント制度
の活用により 地域材の利用を促進 備に対し支援。

素材生産業者等 チップ工場
木質バイオマス

発電施設

の活用により、地域材の利用を促進。
災害公営住宅については、被災３県で約２万戸以上の建

設が予定されており、木造化や内装木質化について引き続き
働きかけ。

発電チップ加工伐採・搬出

燃料調達（伐採、搬出、運搬、加工）や発電所の運営によ
り多くの雇用を創出し、森林整備の推進、地域の活性化に
寄与。復旧した宮城県内の合板工場 岩手県内の復興住宅（モデル住宅）
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海岸防災林の再生に向けた取組

○ 津波で被災した海岸防災林（青森県～千葉県 延長合計約140km）については、植生基盤の造成を平成

23年度から概ね５年間で完了し、順次植栽を実施。その際には、安全性が確認された災害廃棄物由来の再

生資材を活用して植生基盤を整備 樹木の植栽等はNPO 企業等の協力も得ながら実施

◆海岸防災林の復旧・再生の進捗状況について

生資材を活用して植生基盤を整備。樹木の植栽等はNPO、企業等の協力も得ながら実施。

○ 全体復旧は、概ね１０年間で完了することを目指す。

◆海岸防災林の復旧 再生の進捗状況について

被災延長

0 20 40 60 80 100 120 140

約１４０１４０km （青森県 千葉県）

ガレキ仮置場・
警戒区域内等

被災延長

工事着手

約１４０１４０km （青森県 ～ 千葉県）

約５０５０km
再生資材（津波堆積物）の搬入（岩手県宮古市）

大径木化した陸側の林帯
大径木による流木や漂流物の捕捉■ 海岸防災林再生のイメージ図

植栽の実施（千葉県旭市）

※現時点での復旧方針による見込み。今後、変動があり得るもの。

事着手

既着手延長 平成25年度以降順次着手

管理道

大径木による流木や漂流物の捕捉
津波エネルギーの減衰
津波被災後の残存木による防風機能等の維持

防潮堤

【
陸
側
】

【海
側
】

■ 海岸防災林再生のイメ ジ図

人工盛土
風や飛砂等の軽減
津波エネルギーの減衰

生育基盤盛土
根系の健全な成長
樹木の根返り防止

十分な生育基盤盛土
津波エネルギーの減衰
大径木化が可能

地元住民等による植樹（宮城県仙台市）
８



漁船や養殖施設、漁港などの漁業生産基盤の復旧や加工流通分野の復旧

○ 被災漁船約２万９千隻のうち、25年１月末までに約１万５千隻が復旧

○ 被災３県で被害があった水産加工施設のうち、約７割が業務再開

漁船の復旧
漁港の復旧

24年度中に 水産基本計画の目標(25年

カキ養殖の再開

24年度中に、水産基本計画の目標(25年
度末までに1万２千隻)は達成。被災地の
要望を踏まえ更に上積み予定。

24年度中に、被
災した全岸壁延
長の約３割が復
旧見込み。

カキ養殖の再開

カキ養殖につい
ては、養殖施設
の４割～５割程

被災地域の一体的な復興
の４割 ５割程
度が復旧。２～３
年かけて育てた
後、出荷予定。

水産加工施設の復旧
製氷施設の復旧

荷さばき施設の復旧

衛生管理に対応した荷さばき製氷施設の復旧 衛生管理 対応 荷 き
施設の復旧・整備

岩手県及び宮城県の製氷能力
は、被災前の約９割まで回復。

被災３県で被害があった水産加工施設の
うち、約７割が業務再開。
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