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南相馬市の平成29年産米の作付面積は、約2,200haの

見込みとなり、前年の約1,760haから、約440ha増とな

る見込みです。田植えは５月３日から始まり、５月８日にピークを迎え５月23日

に終期となりました。

なかでも、平成28年７月12日に原発事故に伴う避難指示が解除された南相馬市

小高区では、個人の農業者13名と、生産組織等３団体により約21haの水田（前

年約６ha）で稲作が再開されました。小高区では、営農再開に向け中心となる「担

い手」が極端に不足している中、どのように再開を図るかが重要な課題となってい

ます。そこで、小高区の「担い手」の活動を広域的にサポートする農業法人が平成

29年１月に設立されました。この法人は、担い手不足の現状を踏まえ、自らも営

農を行うこととしており、平成29年度は約9haで主食用米を作付しました。

また、小高区金谷地区の生産組織では、省力化・軽労化・コスト低減に向けて、

鉄コーティング直播栽培を約1haの水田で実施しています。

※震災復興室が各市町村担当者から聞き取りにより取りまとめ
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田村市都路町の水稲は、実証栽培を経て平成

26年から本格的な作付け再開となり、今年で

４年目になります。田植えは、早いところで５月連休頃から始まり最盛期は５月

20日頃で、一部を除いて５月下旬にはほぼ田植え作業が終わりました。今年、

都路町で水稲を作付けした農家数は154戸で、218ha（前年比で主食用米102

％、飼料用米103％、ＷＣＳ106％）の作付

けが見込まれています（前年より6ha増加）。

また、都路町ではＭＫＦカンパニー（任意

生産組織）が、全体で34haのＷＣＳ栽培に

取り組んでおり、うち6haについては、高齢

等の事情により耕作しない水田を借り受け管

理耕作（ＷＣＳの栽培）を実施しています。

広野町では5月上旬に田植えの最盛期をむかえ、震災

前の約8割にあたる163haでコシヒカリ、天のつぶ、

ひとめぼれ等の田植えが行われました。町では28年度まで実施してきた、放射性

物質の吸収を抑制する栽培方法（農産物への移行を低減されるため基肥に塩化カ

リを上乗せして施肥を行う。）が終了（町では放

射性物質の吸収を抑制しなかった圃場で実証栽

培をし、放射性セシウムのモニタリング調査を

した結果、数値が出なかった。）したことで、今

年から震災前の水稲栽培を行うことになりまし

た。

5月17日に町内の折木字大平のたんぼで田植
おり き おおひら

えをされていた農業者の北郷さんに話を伺う機
きたごう

会がありました。田植機は、最新型の乗用5条

田植機で「平成28年度原子力被災12市町村農業者支援事業」のシールが貼り付

けられており、「今回の事業は、自分が営農の規模の

拡大を図りたいと考えていた時に、タイミング良く4

分の3の補助を受けて田植機を購入することができて

大変ありがたかった。今年は2haの水稲作付けを予定

しているが、今後5年後を見通して購入した田植機の

稼働率に合わせた規模拡大と農作業全体の効率化に取

り組みたい。」との話しがありました。
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川内村は、自然豊かな環境が広がり年間を通じて比

較的温暖な気候の村です。川内村における29年産米の

田植えは、5月の大型連休からスタートしました。５月中旬から下旬にかけて最

盛期を迎え、６月中旬頃までに村内の田植えが終了しました。今年は、約193h

aの水田に主食用米や飼料用米、WCS（※１）を作付けしたほか、福島県オリジ

ナルの水稲品種「里山のつぶ（※２）」を約30a作付けしました。また、水田に

ソバを約74ha作付けしました。

６月３日には、川内村毛戸地区において、地
もう ど

元の生産者が中心となり、県内外から大学生や

消費者等約30名が参加し、「かわうちふれあい

田んぼアート2017」が開催され、川内村のキ

ャラクター「モリタロウ」の顔が6種類の品種

（①赤穂波、② 紫 穂波、③あかねあそび、④
あか ほ なみ むらさき ほ なみ

ふくひびき、⑤べにあそび、⑥ゆきあそび。）

を使用し描かれました。

5月24日には、水稲栽培の省力化のための新たな取り組みとして川内村後谷地
うしろ や じ

地区において、「密苗（みつなえ）（※３）」の田植えが試験的に行われました。

その結果、通常10aあたり育苗箱を約20箱使用するところ６箱程度の使用とな

り、約3分の１程度の箱数（省資材・

省力化）となりました。

また、現在、川内村大蛇の神地区に
だいじや かみ

農業関連施設「自動ラック式低温倉庫

（※４）」が、建設されており、今年

の秋までに完成予定です。

(※１)「WCS」：ホールクロップサイレージの

略で牛の飼料用にするイネのこと。乳熟期

～黄熟期のイネ茎葉を籾ごと収穫後に密封

し乳酸発酵させたもの。

(※２)「里山のつぶ」：平成15年から県農業総

合センター（福島県郡山市）で育種を行っ

てきた品種。栽培適地は、標高約300m以

上の中山間地域。倒伏しにくく低温やいも

ち病にも強い。良食味。

(※３)「密苗」：育苗箱あたり乾籾播種量を通常

100ｇ～150gのところを250g～300g

の高密度で播種し、１箱あたりの植付け面

積を増やすことによりコストの削減と育苗

箱を大幅に減らし、移植作業等に伴う労力

を軽減させることを目的に開発された育苗

技術。

（※４）「自動ラック式低温倉庫」：倉庫内に複

数の棚を設け、昇降機等により収納物の搬

送を行い、物品の出し入れを自動的に行う

装置を備えた低温倉庫。
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楢葉町では5月の連休を中心に田植えが行われ、昨年
なら は まち

よりも60％増の約32haで水稲の作付けが行われまし

た。楢葉町担当者からの聞き取りによると､品種別の内

訳では天のつぶが17.9ha、コシヒカリが2.7ha、ふく

ひびきが2.7ha、ハイブリット種子（※）が7.8haなど

となっており、用途別では主食用が13ha（うち備蓄米

4.3haを含む）、飼料用11.4ha、ハイブリット種子用

7.8haとなっています。平成29年は楢葉町第二次復興計

画において農業の本格復興期とされており､5月からその

中核となるカントリーエレベーター（CE）、農業用倉庫、

育苗施設の用地造成工事が開始され、夏以降､施設本体の整備が進められることと

なっております。施設の稼働時期は育苗施設が平成31年2月、CE及び農業用倉庫

は同8月を予定しており、今後、施設利用率の拡大に向け､農地復興組合や水稲生

産者などとの話し合いを進めることとなって

います。

（※）「ハイブリット種子」：異なる特性を持つ品種を

交配した一代雑種の種子。Ｆ１種子ともいう。

生育が旺盛になり収量が高まることから、水稲

だけではなく多くの農産物でハイブリット種子が

育成されている。

葛尾村は阿武隈山系に属し、双葉郡の北部に位置する

標高400ｍを超える高原の村です。原発事故による避難

指示が、一部の「帰還困難区域」を除いて昨年６月12日に解除されました。昨年

の水稲作付面積は、「作付再開準備区域（※１）」での約6.1haの実証栽培でしたが、

今年は「全量生産出荷管理区域（※２）」となって、生産者14名が、約9.1ha（昨

年比50％増）の水田で田植え（５月中旬開始）を行い水稲の作付けが再開しまし

た。用途別内訳は主食用が約7.9ha、 飼料用が約1.2haと

なっています。震災前には、水稲作付面積が約130haあっ

た葛尾村では、営農再開の歩みが一歩ずつ進んでいます。

（※１）「作付再開準備区域」：水稲再開に向けた実証栽培等を行う区域、

（※２）「全量生産出荷管理区域」：全量生産出荷管理を行うことを前提

に水稲の作付けを再開する区域。
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飯舘村の29年産水稲の作付面積は、約8.2ha（対

前年比約６倍）の面積となっており、８戸の農家

が主食米、もち米、酒米、ＷＣＳ稲等の栽培を行っています。震災後、村内

では25年産から毎年、水稲の実証栽培が行われ、水田における吸収抑制対策

の実効性が確認されてきました。

29年産からは作付制限地域（帰

還困難区域）を除き、「全量生産

出荷管理区域（※１）」の対象地

域となりました。村内の水田で

は、5月10日から直播栽培の作

業を皮切りに、概ね例年通り（５

月20日前後）田植え作業が終了

しました。

昨年の実証栽培から省力化・

低コスト生産による直播栽培（※

２）が行われたこともあって、

今年産の直播栽培は、作付全体

の７割強を占めています。また、作付品種については、震災前は「あきたこ

まち」が作付の主力品種でしたが、今年から一般栽培が始まった「里山のつ

ぶ」に様変わりし、全体の５割を超える作付けとなっています。

（※１）「全量生産出荷管理区域」：全量生産
出荷管理を行うことを前提に水稲の作
付けを再開する区域。

（※２）「直播（ちょくは）栽培」：稲作には、
一般的な田植えと種を直接水田にまく
（直播）方法があり、水を張った水田
に種をまく「湛水（たんすい）直播」
と乾いた水田に種をまく「乾田（かん
でん）直播」があり、いずれも育苗は
不要。直播は、田植えに比べて労働時
間が約２割減り、10aあたりの生産コ
ストが約１割削減できるとされる。
現在、稲作全体に占める割合は、1

～2％と少ないが年々、面積が増えて
いる。
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川俣町山木屋地区の29年産水稲の作付面積は、

約7.8haで、新たに、29年産から3戸の農家（町

内の小綱木地区の農家）が主食米の水稲栽培（５月中下旬に田植えを実施）を行っ

ています。その中の一人、黒江忠治さん（以下、「黒江さん」という。）は、震災以

前も山木屋地区で水稲を作付けしており、今年から山木屋地区の農地を借りて、「ひ

とめぼれ」と「里山のつぶ」を合わせ3.5haを作付けしました。黒江さんは、「旨

いっ！と言って食べてもらうために品質の高い米を沢山作りたいと思っている。今

は、一人で作業を行っているので作れる面積に

限界があるが、山木屋地区には農地を貸してく

れる人がまだいるので、これから人手が増えれ

ば面積を拡大したい。」と話されていました。

また、他の２戸の農家も2.9haの水稲を作付

けしており、山木屋地区の営農再開の機運が高

まってきています。山木屋地区で収穫された米

は、放射能の全量全袋検査を受け、安全性を確認した後に主食用米として出荷され

ることになります。黒江さんの米は、JAに出荷することになっており、「収穫した

安全な米が全部売れることを期待している。」とも話されていました。

今年４月、一部の帰還困

難区域を除き避難指示が解

除された富岡町では、４戸の農業者により約5.4ha

で田植えが行われました。平成26年から実証栽培

（※）に取り組んできた「ふるさと生産組合」（組

合員14名）では、主食用として、天のつぶ2.6ha、

コシヒカリ1.2ha、こがねもち0.3haの合わせて

4.1haの水田に作付けしました。また、今年から新たに３戸の農業者が営農を再

開し、合わせて1.3haの水田で実証栽培に取り

組んでいます。

（※）「実証栽培」：県及び町で策定した管理計画に
より作付再開準備区域（旧居住制限・避難指示
解除準備区域）で実施。生産された米は全量管
理の下、食品の安全基準値以下のもは出荷・販
売が可能。
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浪江町では平成26年から米づくりの再開に取組み、

今年で4年目の田植えとなります。今年の水稲の作付け

面積は約2.3ha（水田15筆、耕作者5名）で昨

年の1.6 haから約40％の増加となります。ま

た大柿ダムからの放水による河川水を使用した

ことによる、放射線量の影響の有無を確認する

ための実証試験（面積：63a、コシヒカリ）に

も取り組んでいます。

5月20日(土)には、晴れ渡った青空の下、酒

田地区の松本清人さんの水田において、「田植えイベント」が開催され、約30名

の大学生を中心に、地元農家の方々などが参加し、コシヒカリの苗を植えました。

収穫された米については、県内の

他の地区で生産された米と同様

に、放射性物質の「全量全袋検査」

を実施し、基準値を下回ったこと

を確認した後、販売する予定とな

っています。

大熊町では、5月26日、大

川原地区の水田で、田植えが

行われました。今年は約８aの水田でコシヒカリの試

験栽培を行います。10月に収穫し放射性物質の検査

を行った上で、検査結果を広報誌や町のホームページ

を活用して、町民の皆様にもお知らせすることとなっ

ています。

なお、大熊町で

は「営農再開に向

けて、除染した農

地で耕作が可能か。」を調査するために、米の

試験栽培を平成26年度から取り組んでおり、

今年で4年目を迎えます。これまで栽培した米

は放射性物質検査の結果、全量が食品の安全基

準値を下回った事が確認されています。
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原子力被災12市町村の

営農再開のご相談
をお受けします

福島相双復興官民合同チーム 営農再開グループ
訪問受付電話 024-502-1117（受付時間 9:00～17:00 土日祝日、年末年始を除く）
Webサイト https://www.fsrt.jp/

どんな相談ができるの？
例えば、

機械や施設を導入したい

新規作物や６次産業化に取り組みたい

農地の維持・管理をどうすればいいかわか

らない

風評や販路の確保が心配だ

どんな支援策があるの？
例えば、

機械や施設を導入するのに使える支援

措置の説明

経営改善や販路確保等の支援

事業のコンサルティング

新規作物の導入や農業技術の助言・指導

相談方法はどうすればい

いの？
①まずは、下記に御連絡ください。訪問

の日程・場所を調整します。

②営農再開グループ員（東北農政局、福

島県、福島相双復興推進機構の職員）

が２～3名でお伺いし、ご相談をお受

けします。

③お伺いした内容をもとに、後日改めて、

支援策の説明、専門家による支援等を

行います。

具体的な支援内容は？
例えば、

農地等の保全管理、鳥獣被害対策、地力

回復、新規作目への転換、農業機械・施

設のリース導入等を支援します。

また、農業機械・施設・家畜の導入、果

樹の新植・改植等を補助率3/4で支援し

ます。

さらに、6次産業化や販路確保の専門家

による助言・指導等を行います。

それぞれ、要件や上限額がありますので、

詳しく御説明します。
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