
 （参考）避難指示区域見直し後の営農再開状況 

≪浪江町≫ 
・26年産米から実証栽培を行う予定 

≪飯舘村≫ 
・25年産米から実証栽培を実施 
 （25年産米は1.4ha） 

≪川俣町（山木屋地区）≫ 
・25年産米から実証栽培を実施 
 （25年産米は1.1ha） 
・25年度から、トルコギキョウの実証
栽培をハウス１棟（272㎡）で開始、
26年度から栽培農家数が増加する予定 

≪田村市（都路地区等）≫ 
・25年産米から作付を再開。 
 （25年産米は180ha（H22比約４割）） 

≪広野町≫ 
・25年産米から作付を再開 
 （25年産米は110ha（H22比約６割）） 

≪川内村≫ 
・20km圏外では、25年産米から作付を再開 
 （25年産米は102ha（H22比約５割）） 
・20km圏内では、25年産米から実証栽培  
 （25年産米は0.1ha） 
・25年度から、そばの作付を本格的に再開 
 （25年度は93ha） 

≪富岡町≫ 
・26年産米から避難指示解除準備区域で 
 実証栽培を行う予定 

≪南相馬市≫ 
・25年産米から実証栽培を実施 
 （25年産米は125ha） 
・26年産米から避難指示区域以外の地域で 
 作付を再開する予定 

≪楢葉町≫ 
・25年産米から実証栽培を実施 
 （25年産米は3.4ha） 

○  広野町、川内村、田村市の約400haにおいて、米の作付を本格的に再開。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、営農再開に向けた取組が進行。 
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（参考）産地の取組事例 ～福島県産あんぽ柿の出荷再開～ 
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福島県産あんぽ柿について 

 あんぽ柿は、干柿の一種で、販売金額が
約30億円に上る福島県伊達地域の特産品。 
 あんぽ柿は、加工段階で乾燥させるため、
放射性セシウム濃度が高まる。 

柿の木の表面に
付着した放射性
セシウムを除去
するため、厳寒
期に高圧水によ
る除染作業を実
施 

年産 
放射性セシウム濃度

（Bq/kg） 
検体数 

100 Bq/kg 
超過数 

超過率 

H23 ＜13～710 ５３ ２６ ４９％ 

H24 ＜11～410 １０５ ２１ ２０％ 

原発事故による影響 

 【安全な原料柿の確保】 
  25年初夏～秋にかけて、全ての原料柿生産者（約1,600戸）で

幼果期検査を実施し、「加工再開モデル地区」を設定。加えて、
収穫期には、地区内の園地で成果検査を実施し、加工可能な
園地を特定。 

 24年1～2月、柿の樹体洗浄（約26万本）や粗皮削りを実施。 
 24年産の原料柿の放射性セシウム濃度は大幅に低下したもの
の、加工試験の結果、基準値を超過、２年連続で加工自粛。 

３年ぶりのあんぽ柿の出荷再開（25年12月） 

出荷再開に向けた取組 

 【非破壊検査機の開発】 
  高精度の非破壊検査機を

導入し全量検査体制を構
築したうえ、検査済の製品
を出荷。 

２５年産あんぽ柿については、関東地域を中心に約２００トン(平
年出荷量の約２割弱)を出荷。 

加工自粛となった
ため、生産者は、
柿の木の樹勢を弱
らせないよう、柿
を廃棄するために
収穫 

◆加工試験の結果 

◆非破壊検査機 

検査を合格した場合、
食品トレー毎に検査済
みシールを貼付 

伊達地域 

○ 原発事故により、江戸時代から続く福島県の特産品「あんぽ柿」が２年連続で加工自粛。 
○ 柿の樹の除染、加工再開モデル地区の設定、非破壊検査機の開発等の取組を経て、平成25年

12月に３年ぶりに出荷を再開。 



 避難指示区域における放れ畜の現状と対策 

○  原発から半径20km圏内の旧警戒区域で放れている家畜について、福島県は、原子力災害対策本部長指示に
基づき、捕獲を推進し、区域の復興を支援。 

○  当省及び（独）家畜改良センターからは、延べ約5,400名を派遣し、県の捕獲作業等を支援。 
○ 平成26年１月29日までに、牛約2,400頭、豚約3,400頭を捕獲。これまでの巡回確認において放れ畜の形跡が

認められないことから、県は２月28日に全頭捕獲と判断。 

【残された課題】 
  旧警戒区域内で継続飼養されている家畜に対する出荷や繁殖の制限、個体識別の徹底等の指導。 
  一時埋却等されている家畜死体の処理。 

 

 

○   旧警戒区域内に放れている家畜については捕獲を進め、原則  

  として所有者の同意を得た上で、家畜に苦痛を与えない方法 

  （安楽死）による処分を実施。 

 

○ 通いが可能となった農場において継続飼養を望む場合は、①当 

  該家畜の子孫も含めた出荷・移動・繁殖の制限、②個体識別の   

  徹底、③ 隔離飼養などを、所有者に対して徹底して行うよう要請 

  した上で、当該家畜を引き渡す。 

 

原子力災害対策本部長（総理）指示 
（平成24年４月５日）に基づく対応 

平成26年１月末に捕獲を終了 

群れの捕獲に適した固定柵 少頭数の牛に適した移動柵 

旧警戒区域内では、 
５市町村、10数カ所で 
捕獲した家畜約770頭を 
継続飼養中 

（平成26年1月22日現在） 

 

 

 

継続飼養農家への対応を推進 

個体識別のためのマーキング実施 
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 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
向けた取組を支援しています。 

○ 被災地の森林・林業の再生を図るため、 
 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（放射性物質の付着した枝葉の処理 
    や木柵等の拡散抑制対策など）を一体的に推進する実証事業（林業再生対策） 
 を平成24年度補正予算から実施。現在、福島県及び19市町村で全体計画等の策定や所有者の同意取得等の 
 取組を推進中。 

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 
 ・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。 

○放射性物質対策の実証 
  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 
 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 

○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 
 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。 

間伐等の適切な森林整備 
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【残された課題】 市町村、地域住民等の理解に基づく本対策の計画的かつ着実な実施。 



◎ 福島県によるモニタリング検査で、放射性セシウムの値が基準値以下の状態が一定期間続いて

いることを確認した上で、福島県地域漁業復興協議会及び福島県下漁業協同組合長会で協議し、

試験操業対象種として決定（試験操業海域についても同様）｡ 

＜相馬・双葉地区＞ ○ 平成24年６月下旬から底びき網漁船により､３種（ミズダコ､ヤナギダコ､シラ

イトマキバイ）に絞った試験操業・販売を開始。 

＜  いわき地区  ＞  ○ 平成25年10月18日より底びき網漁業による試験操業を開始｡ 

    安全性を確認した上で、対象種及び海域を順次拡大。 

○ 漁獲された水産物は、福島県内に加え、仙台、東京等の市場に出荷されている（全て完売）｡ 

 

   

 放射性物質検査の結果を踏まえつつ、試験操業・販売を進め、漁業の再生
に向けた取組を支援しています。 
○ 福島県沖における操業自粛が長期化する中、平成24年6月下旬から､放射性物質の値が低い海域・種につい

て試験的な操業･販売を実施（順次､漁業種類､対象種､海域を拡大）。   

○ 引き続き、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26年３月１日現在 

注１：底びき網漁業は①+②+③+④+⑤+⑥の海域で実施 
注２：たこかご漁業(７～８月)は①+②+③+④の海域で実施 
注３：船びき網漁業はA+Bの海域で実施 
注４：刺網漁業はA+久之浜以北のBの海域で実施 

【残された課題】 試験操業の実施を通じた本格操業の再開。 

  
  

  

  

 

    

    

   

 

 
 

  

 

漁獲物の流れ ・漁連が中心になり、放射性物質の検査、 
 販売物の管理等を実施 

※ 試験操業対象魚種（33種類：平成26年３月１日現在） 

 ＜底びき網漁業等：30種類＞ ミズダコ､ヤナギダコ､スルメイカ､ヤリイカ､ケンサキイカ､ジンドウイカ､ケガニ､
ズワイガニ､ベニズワイガニ､ヒゴロモエビ､ボタンエビ､ホッコクアカエビ､沖合性のツブ貝（シライトマキバイ､
チヂミエゾボラ､エゾボラモドキ､ナガバイ）、キチジ､アオメエソ（メヒカリ）、ミギガレイ（ニクモチ）､ユメカサゴ※、
ヤナギムシガレイ､キアンコウ､アカガレイ､サメガレイ､アカムツ､ヒレグロ､チダイ､マアジ､メダイ､スケトウダラ 
  ※ ユメカサゴについては、平成26年2月27日に110Bq/kgを検出したため、漁業者の自主規制により出荷されていない。 

 ＜船びき網漁業：２種類＞ コウナゴ（イカナゴの稚魚）､シラス(カタクチイワシの稚魚)  

 ＜刺網漁業：１種類＞ イシカワシラウオ 

漁

業

者 

加工業者 
加工品を検査 

漁獲
物を
検査 

消
費
者 

流
通
業
者 34 
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