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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）

７



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。

９



②原子力発電所事故への対応②原子力発電所事故 の対応



原子力発電所事故による警戒区域・避難指示区域の見直し状況

○ 平成25年３月11日現在、「警戒区域」及び「避難指示
区域」を含む12市町村のうち、10市町村において順次区域」を含む 市町村のうち、 市町村において順次
区域見直しを行い、「避難指示解除準備区域」、「居住
制限区域」、「帰還困難区域」を設定（葛尾村、富岡町、浪

江町については、それぞれ３/22、３/25、４/１に施行予定）。

区域名 概要区域名 概要

避難指示解除
準備区域

年間積算線量が20ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下となる
ことが確実であることが確認された地域

居住制限区域

年間積算線量が20ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄを超えるお
それがあり、住民に被ばく線量を低減す
る観点から、引き続き避難の継続を求め
る地域

帰還困難区域

５年間を経過してもなお、年間積算線
量が20ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄを下回らないおそれがあ
る 現時点で年間積算線量が50ﾐﾘｼ ﾍﾞﾙﾄる、現時点で年間積算線量が50ﾐﾘｼｰﾍ ﾙﾄ
超の地域
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環境省などと連携し、農地・森林の計画的な除染を推進

○ 除染については、復興大臣の陣頭指揮の下、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いる
ところ。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。

○ 今後とも 着実な除染の実施に向け 現場の課題に応じた除染技術の開発等を実施

◇ 環境省との連携による農地・森林の計画的な除染の推進 農地土壌の放射性物質濃度分布図
（3 423 地点）

○ 今後とも、着実な除染の実施に向け、現場の課題に応じた除染技術の開発等を実施。

協議 連携

○効果的・効率的な除染に向けた実証
等の実施

除染特別地域（警戒区
域・ 計画的避難区域）

農林水産省環境省市町村
（3,423 地点）

・森林及び農地の除染の適当な方法等
の公表（２３年９月）

・農地土壌の放射性物質除去技術（除染
技術）作業の手引き（２４年3月）や森林

における放射性物質の除去及び拡散
抑制等に関する技術的な指針（２４年４

域 計画的避難区域）

国直轄事業の除染実施計画
の作成

汚染状況重点調査地域
（追加被ばく年１mＳｖ以上）

市町村の除染実施計画の作成

福島環境再生事務所 抑制等に関する技術的な指針（２４年４
月）を公表。

・農地除染技術を工事実施レベルで実証
し、農地除染対策の技術書を公表（２４
年８月） 。

・更なる放射性物質除去・低減技術等の

福島環境再生事務所

※ 域内11市町村のうち９市
町村で策定（24年12月末現在）

※ 101市町村のうち93市町村
で策定（25年1月29日現在）

更なる放射性物質除去 低減技術等の
開発を推進。

○環境省及び福島環境再生事務所への
職員の派遣

市町村が実施 国が実施

本格除染
除染の進捗状況に応じて

生じた諸課題に関して協力
平成24年3月23日農林水産省公表 11



汚染された農林業系廃棄物の一時保管・減容化等を推進

○ 放射性セシウムに汚染された稲わら等農林業系廃棄物については、放射性物質汚染対処特措法に基づき、
8,000 Bq/kg超は指定廃棄物として国(環境省)が、8,000 Bq/kg以下は一般廃棄物等として市町村等が処理。

○ 農林水産省としては、中間処理・ 終処分までの間、営農等に支障が生じないよう、また、風評被害の原因と
ならないよう、汚染稲わら等の一時保管や汚染樹皮（バーク）の減容化等を推進。

共同または農家ごとに
放射性物質汚染対処特措法に基づく対応

指定廃棄物として国（環境省）が処理
（収集・運搬・保管・処分）

●基本的な考え方
排出された都道府県内で処理

共同または農家ごとに
隔離一時保管

８，０００
Bq/kg超

○ 人がむやみに立ち入らない場所の確保
○ シート等による遮水、飛散防止

•排出された都道府県内で処理
•既存の廃棄物処理施設の活用を 優先等
●指定廃棄物の今後の処理の方針
・３年程度（26年度末）を目途として 終処分場
（福島県は中間貯蔵施設）の確保を目指す

○ 必要に応じ土のう等による遮へい
○ 柵や標識による立入制限

（福島県は中間貯蔵施設）の確保を目指す

・既存の施設で処分できない場合、仮設焼却施
設の設置等を含め減容化に努める等

稲わらのラッピング（梱包） 稲わらの耐雪パイプハウスへ
の搬入

牛ふん堆肥保管用の
遮水シート敷設

放射性物質 影響から 能 ある も関わらず循環 が寸断され る農業系副産物 循環 体制

一般廃棄物等として市町村等が処理
（焼却・埋立）

８，０００
Bq/kg以下 必要に応じ一時保管

搬入

・ 放射性物質の影響から、利用可能であるにも関わらず循環利用が寸断されている農業系副産物の循環利用体制の再
生・確立を支援。

・ 地域林産物の流通安定化を図るため、滞留する樹皮、ほだ木等の放射性物質被害林産物の処理費用等を支援。
12



農林畜産物に含まれる放射性物質の低減対策を実施

○ 食品の基準値に整合する農林畜産物のみが出荷されるよう、品目ごとの特性に応じて、除染、作付制限、吸
収抑制対策や収穫後の検査等の取組を推進。

○ 引き続き 生産現場の協力を得て 放射性物質の低減対策の徹底を図る

 米米  果樹果樹
あらかわ

○ 引き続き、生産現場の協力を得て、放射性物質の低減対策の徹底を図る。

・ 24年産米は、23年産の検査結果から、米に含まれる放射性セシウム濃度
が500 Bq/kgを超過した地域等で作付制限。

・ 農地の反転耕等による除染やカリ施肥等による吸収抑制対策を実施。
・ きめ細かい検査の実施により 基準値を超過する米が流通しないよう取組

・ 樹体表面の粗皮削り、高圧水による樹体
洗浄等の除染作業を実施した結果、24年
産果実の放射性セシウム濃度は大幅に
低下

あらかわ

・ きめ細かい検査の実施により、基準値を超過する米が流通しないよう取組。

カリ施肥による稲の吸収抑制対策 米の放射性セシウム検査

壌中 カ 濃度が 壌中 カ 濃度が

低下。

高圧洗浄(モモ)の例

土壌中のカリ濃度が
不十分な場合

土壌中のカリ濃度が
適正な場合

カリ施肥

K

Cs
Cs

数
率

(k
cp

m
)

1.8

1.0
0 8

米の全袋検査（福島県全域で実施）

K

Cs
Cs Cs

Cs
K

Cs
Cs

C

CsK
K

K K

KKCsCs

K

放
射

線
計

数

(福島県農業総合センター

0.8

米の試験栽培

作付制限区域では、作付再開を
目指して試験栽培を実施

放射性セシウムを
吸収しやすい

放射性セシウムの
吸収は抑制される

K CsKCs (福島県農業総合センタ
果樹研究所資料より)
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 畜産物畜産物  きのこきのこ

・ 畜産物が食品の基準値を超える放射性セシウ ・ きのこが食品の基準値を超える放射性セシウム・ 畜産物が食品の基準値を超える放射性セシウ
ムを含まないよう、暫定許容値以下の飼料の給
与など家畜の飼養管理を徹底。

・ 牛肉については、食品の基準値以下のものの

きのこが食品の基準値を超える放射性セシウム
を含まないよう、きのこ原木等に含まれる放射性
物質濃度の指標値を設定。

（きのこ原木：50 Bq/kg、菌床用培地：200 Bq/kg）

飼料の暫定許容値の改訂 牧草地の除染

牛肉については、食品の基準値以下のものの
みが流通するよう全頭検査・全戸検査を実施。

（きの 原木 q/ g、菌床用培地 q/ g）

・ 指標値を満たすきのこ原木等の導入や、原木の
洗浄など放射性物質による汚染を低減させる技
術の普及等を通じて、食品の基準値以下のきの

旧暫定許容値 新暫定許容値

飼料の暫定許容値の改訂
(牛：24.2.3施行、馬、豚、鶏：24.4.1施行)

食品の基準値を超えない食肉や牛乳が
生産されるよう、飼料の暫定許容値を改訂

牧草地の除染
作業の事例 こ生産に取り組んでいるところ。

具体的な取組
旧暫定許容値

(Bq/kg)
新暫定許容値

(Bq/kg)

牛・馬 ３００ １００

豚 ３００ ８０

鶏 ３００ １６０鶏 ３００ １６０

家畜の飼養管理等の対応

○ 飼料の新暫定許容値以下の粗飼料（牧草等）を給与す
るなどの適切な飼養管理の徹底

○ 新暫定許容値以下の牧草生産が困難な牧草地の反転

きのこ原木・ほだ木の購入支援 プルシアンブルーによる除染試験

○ 新暫定許容値以下の牧草生産が困難な牧草地の反転
耕等による除染対策の推進

○ 代替飼料確保の支援
14



農林水産物に含まれる放射性物質の濃度水準が低下

○ 農業生産現場における取組の中で、農畜産物に含まれる放射性セシウムの濃度水準は低くなってお
り、２３年度末までと比べ、基準超過の比率も大幅に低下。

○ きのこ・山菜類、水産物では、基準値を超過したものが見られるが、超過割合は減少。

平成24年４月以降の農林水産物の放射性セシウム検査結果（17都県分） （平成24年４月１日～平成25年２月28日）

品 目 検査点数 基準値注2超過点数 超過割合
（参考）23年度末まで

の超過割合注3 基準値超過品目

米 １，０２３万 ８４ ０．０００８％ ２．２％ 米

麦 １，８１６ ０ ０％ ４．８％

豆 類 ４，３８７ ２２ ０．５％ ２．３％ 大豆、小豆

野 菜 類 １７ ５０８ ５ ０ ０３％ ３ ０％
ホウレンソウ注4、アシタバ、

野 菜 類 １７，５０８ ５ ０．０３％ ３．０％
ホウレンソウ 、アシタ 、
レンコン、クワイ、コマツナ注4

果 実 類 ４，３８６ １３ ０．３％ ７．７％ ウメ、クリ、ブルーベリー、ユズ、ミカン

茶 ８３７ １３ １．６％ ８．６％ 茶

その他地域特産物 ３ ２８６ １４ ０ ４％ ３ １％ そばその他地域特産物 ３，２８６ １４ ０．４％ ３．１％ そば

原 乳 ２，１９１ ０ ０％ ０．４％

肉・卵
（野生鳥獣肉を除く）

１３７，３１８ ４ ０．００３％ １．３％ 牛肉、豚肉、馬肉

きの 山菜類 ６ １１ ９９ ９ ８％ ２０％
原木しいたけ（露地栽培・施設栽

きのこ・山菜類 ６，１１５ ５９９ ９．８％ ２０％
原木しいたけ（露地栽培 施設栽
培）、たけのこ等

水産物 １５，８３５ １，０２９ ６．５％ ２０％
カレイ、アイナメ、スズキ、ヤマメ
等

注1：厚生労働省及び自治体が公表したデータに基づき作成
注 超過が見られた品目 地域 は 出荷制限や自粛などが行われ る 新基準値 茶 は浸出液 原乳 は注2：超過が見られた品目・地域については、出荷制限や自粛などが行われている。新基準値：100 Bq/kg(茶については浸出液で 10 Bq/kg、原乳については50 Bq/kg、

経過措置として、米と牛肉については ９月30日、大豆については 12月31日まで500 Bq/kg)。
注3：新基準値の超過割合。23年度末までの米については、福島県が実施した緊急調査の結果を含む。23年度末までの茶は、荒茶や製茶の状態で500 Bq/kg超のデータを集計（飲用

に供する状態での放射性セシウム濃度は荒茶の概ね1/50）。
注4：超過は各々１点のみで、汚染した被覆資材の使用による交差汚染の可能性。 15



避難区域等の除染後農地等の保全管理や作付実証等の営農再開を支援

○ 環境省の実施する農用地等の除染と連携して、農地、農業用施設の復旧等を実施。

○ 農地の除染や農業者の帰還の進捗に合わせて、除染後農地等の保全管理や作付実証など営農再開に向け
た取組を切れ目なく支援。た取組を切れ目なく支援。

○ 各市町村ごとの課題を把握し、地域の実情に応じた取組を具体化。

 避難区域等の営農再開に向けた道筋避難区域等の営農再開に向けた道筋

区域の復興計画・
除染実施計画づくり

【主な支援内容】

農地土壌等の放射性物質による汚
把

【主な取組内容】

地域 状 応 た農 地等 除染 実施

●農地・農業水利施設、共同利用施設等の復旧

地域の除染

農地等の除染技術、作物等への放
射性物質移行低減技術の確立

染状況の把握●地域の状況に応じた農用地等の除染の実施
（農用地、農業水利施設、畜舎等）

●地域の農業再生に向けた計画づくり
●除染後の農地、水路等の施設の補修・管理

（除草、水路・けい畔等の補修、土づくり等）
●鳥獣被害防止対策、放れ畜対策
●稲等の実証栽培 牧草地の除染効果の確認

営農再開に向けた条件整備

国による基幹となる用排水施設の
災害復旧

復旧を迅速に進めるための技術
職員の派遣

●稲等の実証栽培、牧草地の除染効果の確認

●稲の作付再開、野菜等の出荷制限の解除、牧
草の利用制限の解除

●避難している農家の農地管理

避難指示の解除
避難農家の帰還

農業水利施設の放射性物質調査の
実施及び拡散防止技術の確立

避難 農家 農 管
●新たな作物や栽培方法の導入（植物工場等）
●放射性物質の吸収抑制対策
●出荷開始（食品の検査の実施）
●経営再開に向けた家畜導入

営農の再開
16

営農再開を目的として行う一連の取
組（除染後の農地の保全管理、作
付実証等）に対する財政的支援



避難区域等における稲の作付再開に向けた取組を推進

○ 避難指示区域の見直しが進んできていることを踏まえ 「25年産米の作付等に関する方針」において 避難指○ 避難指示区域の見直しが進んできていることを踏まえ、「25年産米の作付等に関する方針」において、避難指

示解除準備区域については、作付再開に向けた実証栽培を進める作付再開準備区域に設定するなど、稲の
作付再開に向けた取組を後押し。

対象地域
【24年産の取扱い】

２５年産の取扱い

１．作付制限１ 帰還困難区域、居住制限区域、警戒帰還困難 域、居住制限 域、警戒
区域、計画的避難区域
【作付制限】 除染等の状況に応じて試験栽培等を実施。 ※

管理計画を策定し、作付再開に向けた実証栽培等を実施。
※

２．作付再開準備
２ 避難指示解除準備区域

【作付制限】

※

３ 旧緊急時避難準備区域
【事前出荷制限の下、作付自粛】

３．作付を再開し、全量生産出荷管理

23年産米で500 Bq/kg超のあった、又
は100 Bq/kg超の拡がりがあった地
域【作付制限】

管理計画を策定し、飯米・縁故米を含む全てのほ場につ
いて吸収抑制対策等を実施、もれなく検査（全量管理、全
袋検査）し、順次出荷。 ※

今後の主な取組 ※ 住民の帰還、除染等の状況に応じて、同一市町村内
で一体的に作付制限、作付再開準備又は全量生産出
荷管理を行うことも可能とする。 17



間伐等の森林整備と放射性物質対策の一体的な推進により、林業再生に
向けた取組を支援

○ 林業再生の観点から、2.5 μSv/h未満※1の地域において営林が進められていくことを踏まえ、
① 汚染状況重点調査地域等の放射性物質による影響のある森林※2を対象に、
② 県・市町村等の公的主体による間伐等の森林整備と放射性物質対策を一体的に講じる② 県 市町村等の公的主体による間伐等の森林整備と放射性物質対策を 体的に講じる
ための対策を平成24年度補正予算から新たに実施。

※1  2.5 µSv/h未満（週40時間、52週で5mSv/年に相当）の地域では、基本的に除染電離則に基づく労働者の線量管理等の特別な対策が不要。
※2  空間線量率が0.23 µSv/hを超える森林。

公的主体による森林整備と放射性物質対策を一体的に推進

○実証地選定のための森林調査等
実証地の選定のための森林の放射線量等の調査

○放射性物質対策の実証
放射性物質 の影響に対処するため

○公的主体による森林整備
放射性物質の影響等で所有者自ら・実証地の選定のための森林の放射線量等の調査

・作業計画の検討のための実証対象森林の調査
・森林所有者への説明・同意取付
等を実施。

放射性物質への影響に対処するため、
・森林整備に伴い発生する枝葉等の破砕、梱包、

運搬
・木質バイオマス関連施設において利用するため

のバグフィルタ、焼却灰保管施設等の整備

放射性物質の影響等で所有者自ら
では整備を進めがたい森林について、
県・市町村等の公的主体による間伐
等を実施。

等の実証的な取組を実施。

概況調査等 熱供給施設等での利用同意取付 破砕等の実証間伐等の適切な森林整備

○ 本対策の対象エリアは放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域等８県104市町村。
○ 福島県の構想（森林の汚染状況等に応じ、すみやかな除染の実施と間伐等の森林整備による森林再生を推

進）等を踏まえ、H24補正予算及びH25当初予算に計上。 18



放射性物質検査の結果を踏まえつつ、試験操業・試験販売を進め、漁業の
再生に向けた取組を支援

○ 福島県沖における操業自粛が長期化する中、福島県漁連が福島県地域漁業復興協議会を設置し、平成24年
6月下旬から､放射性物質の値が低い海域・魚種について試験的な操業を実施。

○ 引き続き、福島県漁業復興協議会等における検討に参画し、漁業再開に向けた試験操業の取組を支援する
とともに、高濃度に放射性物質で汚染された魚類の汚染源・汚染経路の解明等を実施。

◆福島県における漁業再開に向けた取組 ～販売を伴う試験操業の拡大～
試 験 操 業 海 域

○ 平成24年6月下旬から､ミズダコ､ヤナギダコ､シライトマキバイを試験的に漁獲｡
ゆでたものを販売｡一部は築地や名古屋にも出荷。

ジ ガ ブ

これまでの取組

【松川浦漁港】

試 験 操 業 海 域

○ 9月からは､上記3種に加え､キチジ､スルメイカ､ヤリイカ､ケガニ､沖合性のツブ貝
（チヂミエゾボラ､エゾボラモドキ､ナガバイ）の７種を対象(計10種)とした試験操
業・販売を実施。一部、生鮮での出荷も実施。

○ 10月下旬からは、試験操業海域を双葉沖まで拡大。

全て松川浦漁
港に水揚げ

操業海域

拡大海域
(25年2月)

約30km約20km

操業海域

○ 12月上旬からは、上記の10種に加え、アオメエソ（メヒカリ）、ミギガレイ（ニクモ
チ）、ズワイガニの3魚種の試験操業・販売を開始。

○ 平成25年2月下旬からは、試験操業海域を更に南側へ拡大。

(25年2月)

約50km

（参考）試験販売時の放射性物質検査の概要

流 消

漁獲物の流れ
・漁連が中心になって、放射性物質の検査、

販売物の管理等を実施。○ 平成24年6～25年2月の試験販売の際には、生の
状態とゆでた状態のものについて計471回 放射性

漁

業

者

相馬市の
加工業者

流
通
業
者

消

費

者

加工品を検査

状態とゆでた状態のものについて計471回、放射性
物質の簡易検査を実施。結果は 高値で3.6 Bq/kg。

○検査結果は福島県漁連のＨＰにて随時公開。

漁獲物
を検査
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「食べて応援しよう！」 ～被災地産食品の利用・販売を推進

○ 「食べて応援しよう！」のキャッチフレーズの下、生産者、消費者等の団体や食品産業事業者等、多様な関係者
の協力を得て、被災地産食品の販売フェアや社内食堂等での積極的利用の取組を推進。（23年4月）

○ 農林水産省・経済産業省の連名で流通業界団体、経済団体に対し、工芸品を含めた被災地産品の販売促進を依
頼する文書を発出 また 都道府県 大学 各府省庁等に対しても 依頼文書を発出 （24年8月）頼する文書を発出。また、都道府県、大学、各府省庁等に対しても、依頼文書を発出。（24年8月）

○ 全府省庁の食堂・売店1,303ヵ所のうち、632ヵ所で被災地産品を利用・販売。米については5,232トン（総利用・
販売量の38％に相当）のうち、福島県産米1,445トンを利用・販売。（24年10月末現在。出先機関を含む。）

○ 今後とも 消費者庁等との連携を強化しつつ 被災地産食品の利用・販売を一層推進 特に 福島県産農産物

「食べて応援しよう！」

○ 今後とも、消費者庁等との連携を強化しつつ、被災地産食品の利用・販売を 層推進。特に、福島県産農産物
等については、産地と連携しつつ出荷時期に合わせて効果的にPRを行う取組に支援。

食
とは、被災地やその周辺
地域で生産・製造されて
いる農林水産物・食品
（被災地産食品）を積極（被災地産食品）を積極
的に消費することで被災
地の復興を応援する運動

企業の社員食堂における被災地産

食材の利用（24年10月 東京都）
卸売市場まつりにおける販売促進フェア

（24年10月 東京都）

これまでの取組：
うち被災地産食品販売フェア等：

519件
386うち被災地産食品販売フェア等：

社内食堂等での食材利用：
（23年4月~25年2月までの間） ローソンで福島県産桃ジャムを使用し

たパンを販売中（24年11月～12月）
農林水産省内の食堂で、被災地産食材
を使用したメニューを提供（随時実施）

386
69
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○ 農林水産省 農林水産関係 被害者 早期救済 観点から 原発事故連絡会議を 年 ま

円滑に賠償金が支払われるよう、東京電力に対して働きかけ

○ 農林水産省では、農林水産関係の被害者の早期救済の観点から、原発事故連絡会議を２５年２月までに11回
開催するなど、東京電力に対し、中間指針等に基づく賠償金の早期支払いを求めてきたところ。

○ 農林水産関係では25年２月28日までに、合計約4,330億円の請求に対し、3,587億円を支払い（約83％）※。

政府等による農林水産物の出荷制限指示等に係る損害

中間指針の概要(農林漁業等に関する主な内容)

※ ２５年２月２８日現在、農林漁業者等の請求・支払い状況について、 関係団体等か
らの聞き取りにより把握できたもの。

○農林水産物・食品の出荷・作付・その他の生産・製造・流通に関する制限及び検査について、①政府による指示等、②地方公共団体が合理的理由に基づき行うも
の、③地方公共団体が関与し、生産者団体が合理的理由に基づき行うもの、に伴う農林漁業者その他の指示等対象者の損害(減収・追加的費用等)は対象

いわゆる風評被害

原則として事故と相当因果関係がある損害として、以下の類型を記載。

○農林漁業

【農産物（茶・畜産物を除き、食用に限る）】福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、岩手、宮城 【茶】福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、神奈川、静岡、宮城、東京
【林産物（食用に限る）】福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、青森、岩手、宮城、東京、神奈川、静岡、広島（ただし、広島はしいたけのみ）
【畜産物（食用に限る）】福島、茨城、栃木、岩手、宮城、群馬（ただし、岩手、宮城、群馬は牛乳・乳製品のみ）【畜産物（食用に限る）】福島、茨城、栃木、岩手、宮城、群馬（ただし、岩手、宮城、群馬は牛乳 乳製品のみ）
【牛肉（セシウム汚染牛肉関係）】北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、岐阜、静岡、三重、島根

（他の都道府県で同様の状況が確認された場合は同様に扱われるべき旨を記載）

【水産物（食用・餌料用に限る）】福島、茨城、栃木、群馬、千葉、北海道、青森、岩手、宮城
【花】福島、茨城、栃木 【家畜の飼料及び薪・木炭】福島、岩手、宮城、栃木 【家畜排せつ物を原料とする堆肥】福島、岩手、宮城、茨城、栃木、千葉
【その他の農林水産物】福島

※１ 中間指針に示されなかったものが直ちに賠償対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて、相当因果関係のある損害として賠償の対象と認められ得る。

※２ 出荷制限指示等に係る損害、いわゆる風評被害に係る損害（斜体字以外）については、中間指針（平成23年８月５日）で記載。

※３ いわゆる風評被害（斜体字）については、中間指針第三次追補（平成25年１月30日）で追加。

【その他の農林水産物】福島

○農産物加工・食品製造業 ○農林水産物・食品の流通業 ○輸出

原発事故連絡会議の開催原発事故連絡会議の開催

農林水産業及び食品産業等に係る原子力損害賠償請求を円滑に進めるために、関係都道府県、関係団体等からなる「東京電力福島原子力発電所事故に係る
連絡会議」を設置（H23.4.13）。25年２月までに、計11回開催し、原子力損害賠償に関する 新の関連情報を農林漁業者及び食品産業等の方々に提供。
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