
食べて応援しよう！

農業・農村の復旧･復興に向けた
東北農政局等の取組状況

平 成 ２ ７ 年 ４ 月

東北農政局
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Iwate

Miyagi

Fukushima

被害額計
農業関係 水産関係 林野関係

岩手県 6,633億円 688億円 5,649億円 296億円

宮城県 1兆2,952億円 5,504億円 6,804億円 551億円

福島県 3,814億円 2,395億円 924億円 495億円

合 計 2兆3,399億円 8,587億円 1兆3,377億円 1,342億円

農業関係被害の概況（岩手県、宮城県、福島県） －被害額・被害面積－

資料：各県及び農林水産省のホームページ

注：宮城県の合計金額には、県の所管施設の被害額９３億円を含む。

流失・冠水等
被害推定面積

岩手県 730 ha 

宮城県 14,340 ha 

福島県 5,460 ha 

合 計 20,530 ha 

資料：「農業・農村の復興マスタープラン」
(平成23年８月)

３県の農地の流失・冠水面積

○ ３県の農地の流失・冠水面積は約２万ha（うち約７割の１万４千haが宮城県）

○ 広域にわたり-５０cm前後の地盤沈下が発生（岩手県陸前高田市では-８４cm）

○ ３県の農林水産関係被害額は２兆円超
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３県の農林水産関係被害額 平成25（2013）年3月12日現在
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● 被災農地の公園への活用等、公共用地
として非農業的用途に供する場合には、関
係機関と連携し適切に対応

高付加価値化の推進

農地の復旧・整備

将来の農業・農村の担い手の確保

土地利用調整 低
コ
ス
ト
化

高
付
加
価
値
化

経
営
の
多
角
化

区画
整理

除塩
がれき
除去

湛水

溝掘り

大区画化
エリア

消費地

自作地エリア

食品産業
エリア

園芸作物
エリア

生産関連施設の整備及び営農指導等

居住地や農地がモザイク状に
存在

集落コミュニティ・関係機関
による打合せ

若者や女性の力を最大限に活用

６次産業化

プランナー

デザイナー

製造業者 消費者

加工・小売店

農業者

ゴミ・瓦礫の除去 水路の補修

土づくり農地の補修

経営再開に向けた復旧作業に対す
る助成（3.5万円/10a）

経営再開支援事業

担い手確保のためのプランづくり
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※「農業・農村の復興マスタープラン」（平成２３年８月農林水産省決定、同年１１月、２４年４月一部改正、２５年５月改正、26年6月改正）

農業・農村の復興のイメージ －農業・農村の復興マスタープラン－

多大な被害を受けた農業・農村の復興の観点から
○ 検査体制の強化
○ 損害賠償への対応
○ 農地等における放射性物質の除去・低減技術の開発
○ 風評被害払拭対策
○ 避難指示区域等の営農再開支援 等について取り組む (必要な対策等について随時追加)

原発事故への対応



応急用ポンプ･仮堤防等の設置、が
れき･ヘドロ撤去、除塩等

農地・農業用施設災害復旧事業

営農再開のための施設の復旧、営農資
材や農業用機械の導入

東日本大震災農業生産対策交付金

復旧作業を共同で行う農業者に対
する支援金の交付（営農再開までの
間の所得確保）

被災農家経営再開支援事業

農地・用排水ポンプ・海岸
堤防等の本格的復旧

Ｃ－１事業

農地の復旧と
大区画化

Ｃ－４事業

農業用機械、営農施設
の整備等

東日本大震災復興交付金

先端的な農林水産技術を
駆使した実証研究

先端プロ（食料生産地域再生
のための先端技術展開事業）

地域の話し合いにより、農業経営の
再開、人と農地の問題解決

人・農地プランの作成・推進

災害復旧と併せて効率的な営
農が可能な生産基盤に整備

高付加価値化等

６次産業化支援策

経営の多角化 低コスト化、新たな品目の導入

被災地域を新たな食料生産地域に再生するとともに、先進的なモデルとして復興 －4－

直轄災害関連区画整理事業等

直轄特定災害復旧事業等

農地の復旧・整備（生産基盤） 生産施設・付加価値（営農・技術） コミュニティ（地域・担い手）

復
旧
・
復
興
の
加
速
化

応
急
復
旧

本
格
復
旧

東日本大震災復興特別区域法等

復興交付金事業による支援 規制の特例等 土地利用再編手続の簡素化

農業・農村の復旧・復興関連施策の概観 －施策・事業の大まかな体系－



農地等の復旧・整備 －進捗状況－

○ 岩手・宮城・福島の津波被災農地の約７割（14,110ha）が、平成２７年春までに営農再開が可能な状態に復旧

○ 被災した３県の主要な排水機場については24年8月までに応急復旧を完了し、約9割で本格復旧を実施中

○ 被災した３県の農地海岸堤防については24年11月までに応急復旧を完了し、約8割で本格復旧を実施中

農地 20,530ha
・避難指示区域や被害甚大地区等を除
き、26年春からの営農再開を目指す。
併せて、大区画化の整備を実施中。

排水
機場

主要な
排水機場
97箇所

・応急復旧が可能な72機場（避難指示
区域を除く）は、24年8月までに完了。
これにより、除塩等に対応。

農地
海岸
堤防

113地区
・おおむね５年での復旧を目指す。
・応急復旧が必要な25地区は、24年11
月までに応急復旧を全て完了。

復旧状況
（％）項目

被害
状況

岩手
宮城
福島

備 考

６９％
（ 約14,110haで営農再開が可能）

← 26年春

23.5.18撮影 国土地理院

仙台東地区

24.9.22撮影 仙台市

９３％
（ 復旧完了又は実施中：機場
（うち復旧完了６２機場））

８０％
（復旧完了又は実施中：９０地区
（うち復旧完了２６地区））
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農地の復旧・整備（生産基盤）



農地の復旧・整備 －県別・年度別にみた復旧・整備の推移と見通し－
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２３
年度

２４
年度

２５
年度

２６
年度

２６年度
まで
累計

２７
年度
※１

２８年度
以降
※２

小計
避難指
示区域

転用
（見込み含
む）

計

岩手県 10 ha 100 150 190 450 40 190 680 0 50 730 ha

宮城県 1,220 ha 5,450 4,240 1,120 12,030 540 1,140 13,710 0 630 14,340 ha

福島県 60 ha 400 890 280 1,630 240 890 2,760 2,120 580 5,460 ha

計 7,240 ha 5,280 1,590 14,110 820 2,220 17,150 2,120 1,260 20,530 ha

比率（対全体） 35% 26% 8% 69% 4% 11% 84% 10% 6% 100%

比率（対小計） 82% 5% 13% 100%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

津波被災農地面積

730ha

岩手県
26年度まで営農再開

450ha

27年度営農再開可能見込み40ha

28年度以降営農再開
可能見込み190ha

農地転
用等
50ha

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

津波被災農地面積

14,340ha
26年度まで営農再開

12,030ha

28年度以降
営農再開可能
見込み1,140ha

27年度営農再開可能見込み540ha宮城県

農地転用等 630ha

避難指示区域等関連農地

2,120ha

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

津波被災農地面積

5,460ha

福島県
26年度まで営農再開

1,630ha

※「農業・農村の復興マスタープラン」（農林水産省決定、26年６月改正）をもとに作成

※１ 農地の大区画化等710haを含む。 ※２ 農地の大区画化等1,570ha及び被害甚大・他事業と調整650haである。

農地転用等
580ha

28年度以降
営農再開可能
見込み890ha

27年度営農再開可能見込み240ha

農地の復旧・整備（生産基盤）



【排水機場の復旧の流れ】

【農地海岸堤防の復旧の流れ】

応急用ポンプ設置 水路のｶﾞﾚｷ処理

農地の復旧・整備 －排水機場・農地海岸堤防－

応急仮堤防の設置仮締切堤の設置

○ 沿岸部では、津波により海岸堤防が破壊

○ ほとんどの排水機場の機能が停止し、地盤沈下による影響も加わり、地域の排水機能が大きく低下

○ 二次災害防止の観点から、排水機場の仮応急復旧や応急仮堤防の設置等を行い、本格復旧工事を実施中
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排水機場の仮応急復旧 排水路・排水機場
の本格復旧中

堤防の本格復旧中

農地の復旧・整備（生産基盤）



農地の復旧・整備 －農地の除塩－

畑の除塩

数回繰返す

除塩作業の内容

耕
起

散
水

作
付
け

耕 起 散 水

○ 津波による浸水のあった農地の多くでは、除塩事業を実施
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作付け

水田の除塩

数 回 繰 返 す

耕
起

湛
水

代
か
き

静
置

排
水

作
付
け

除塩作業の内容
排
水
工
事

地下排水

排水工事

地表排水

作付け耕 起 湛水・代かき 静置・排水

農地の復旧・整備（生産基盤）



福島
第一
原子
力発
電所

20km圏

30km圏

岩手県

宮城県

山形県

福島県

秋田県

羽鳥ダム

西郷ダム

①定川①定川

②仙台東②仙台東

⑤亘理・山元
（農地海岸）
⑤亘理・山元
（農地海岸）

①迫川上流
・荒砥沢ダム②迫川上流

③河南

③名取川③名取川

④亘理山元④亘理山元

④白河矢吹⑤阿武隈川上流

地震災地区

津波災地区

注：事業費は四捨五入によっているので、端数においては合計とは一致しないものがある

⑥南相馬⑥南相馬

仙台東地区復旧事業
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農地の復旧・整備 事業実施地区 －東北管内の国直轄災害復旧事業地区－

亘理・山元農地海岸
海岸堤防復旧状況

仙台東地区排水路復旧状況

完

完
完

完

完 完

は事業完了した事業地区

※国直轄事業とは、国自らが実施する事業のこと

⑥請戸川

農地の復旧・整備（生産基盤）

完



Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

藤塚排水機場

二郷堀排水機場

大堀排水機場

高砂南部排水機場営農再開

堆積土撤去

被災状況

応急復旧工事後

大堀排水機場
農地被災状況

被災状況排水路

農地復旧

仙台東
部道路

復旧完了

復旧後

津波範囲

H23年度 復旧区域 500ha

H24年度 復旧区域 900ha

H25年度 復旧区域 400ha

H26年度 復旧区域 40ha
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農地の復旧・整備（生産基盤）

農地等の復旧・整備 事業実施地区の例 －国直轄災害復旧事業「仙台東地区」（23年度～）－

○津波被害にあった1,800haの農地のうち約1,760haを平成26年春までに復旧済み。残り約40をhaを復旧中。
○甚大な被害があった排水施設（排水機場等）を復旧中、４つの基幹的な排水機場は地盤沈下（平均５0cm）による排
水機能の低下を考慮し、被災前の２倍の排水能力を確保
（排水機場の規模：被災前19m3/秒→復旧後37m3/秒）
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地区面積 ：2,244ha（農地、道路・水路含む）
主要工事 区画整理 ：1,978ha

末端用水路 ：157km、揚水機：12ヶ所
末端排水路 ：135km、暗渠排水：1,593ha

工期（予定） ：平成24年度～平成28年度

・地区毎に、次のような整備を行う

○事業概要

ほ場整備前

・六郷換地区の整備イメージ図

ほ場整備後

高砂換地区

七郷換地区

六郷換地区

（平成２５年１０月３日時点）

換地区別 〈現況の整備状況〉 〈計画（整備方針）〉

高砂換地区 30a区画、パイプライン → 90a区画化（畦畔除去）

七郷換地区 30a区画、開水路 → 90a区画化（畦畔除去）、パイプライン化

六郷換地区 10a区画、土水路 → 1ha区画化、パイプライン化

六郷－４ブロック
(井土地区）

凡　例

換地区界

ほ場整備対象区域

基幹用水路（既設）

基幹排水路（既設）

26年5月大区画ほ場（井土地区）での田植え

26年9月大区画ほ場（井土地区）での刈取り

○ 地区内を27の用水ブロックに区切り、工事計画案の確定、換地計画原案確定の手順で工事を実施

○ 六郷-４ブロック（井土地区）では、26年春から大区画ほ場で営農再開

○ 26年は約260haで区画整理工事を実施中。

農地の復旧・整備（生産基盤）

「仙台東地区」ほ場整備事業概要と農地整備状況



農地等の復旧・整備 事業実施地区の例 －福島県内の国直轄災害復旧事業－

村上第二排水機場

谷地排水機場

篠原第二排水機場

塚原第二排水機場

H2６年１０月１日時点

避難指示区域の概念図

南相馬地区南相馬地区

請戸川地区

20km圏

30km圏
○請戸川地区

・南相馬市の営農再開に向けて、農業用水を安定的に供給するた

め、ダム・用水路・頭首工を復旧。

・Ｈ２６年４月から着手。ダム１基、用水路６路線を復旧。
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大柿ダム 開削調査状況

上流地覆付近の陥没

大柿ダム 小屋木用水路

盛土部の崩壊

・・・請戸川地区の進め方・・・
福島復興再生特別措置法に基づく避難
解除等区域復興再生計画に即して、避
難指示区域の見直し等に応じた段階的
な復旧を進める予定です。

○南相馬地区

・自治体からの申請により、排水機場の復旧を国が代行で復旧。

・Ｈ２５年４月から着手。排水機場７ヶ所、排水路３路線を復旧。

損壊した排水機場 復旧中の排水機場

農地の復旧・整備（生産基盤）



生産施設の整備・高付加価値化 関連施策の例 －「農業生産対策交付金」（２３～25年度）－生産施設の整備・高付加価値化 関連施策の例 －「農業生産対策交付金」（２３～25年度）－

○ 営農の復旧・再開を主目的に、生産・営農施設の復旧、農業用機械の導入、営農用資機材の購入等を支援
＜事業名称＞東日本大震災農業生産対策交付金（略称「農業生産対策交付金」）

【23年度予算額 ：341億円 24年度予算額：29億円（復興庁計上） 25年度予算額：104億円（復興庁計上）】

・被災施設の補修・修繕、老朽化した被災施設の機能高度化
（模様替）、複数の被災施設の再編整備

・特定被災市町村又は特定被災区域(岩手・宮城・福島全域、
青森４市町村)における新設、非被災施設の機能の高度化、
再編整備（23年度のみ）

○ 乾燥調製施設 １７５件、2,414,380千円

○ 集出荷貯蔵施設 ５９件、2,234,046千円

○ 生産技術高度化施設 １９件、2,161,311千円

○ 農産物処理加工施設 １５件、 619,927千円

○ 穀類乾燥調製貯蔵施設 ８１件、 597,241千円

○ 畜産物共同利用施設 ３４件、 976,468千円

○ その他 ７６件、 762,642千円

○ リース方式による農業機械等の導入 １１６件、 739,911千円

○ 肥料、農薬、ハウス資材等の農業用
資機材の共同調達 ２１１件、1,533,431千円

○ 放射性物質の吸収抑制対策 １６４件、3,595,084千円

○ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入 １１件、 891,192千円

○ 自給飼料生産・調製再生支援 ３５件、 440,489千円

○ 家畜改良体制再構築支援 １３件、 23,296千円

○ その他 １３３件、1,649,725千円

整備事業 推進事業

東北管内（２７年１月31日現在） １，１４２件、 約１８６億円

整備事業 ４５９件、約９７億円 推進事業 ６８３件、約８９億円

注：24，25年度の取組状況は過年度からの繰越分を含む。

取組状況

23年度 整備事業 224件、約18億円 推進事業 313件、約30億円
24年度 〃 192件、約56億円 〃 140件、約14億円
25年度 〃 43件、約23億円 〃 230件、約45億円

生産関連施設の整備

生産施設・付加価値（営農・技術）
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○ 営農の復旧・再開を主目的に、生産・営農施設の復旧、農業用機械の導入、営農用資機材の購入等を支援

【26年度予算額（復興庁計上）：75億円】 【27年度予算額：51億円（復興庁計上）】

【推進事業（補助率）】

○リース方式による農業機械等の導入（1/2以内）
（トラクターやコンバイン等の農業機械を幅広く対象）

○農業用資機材の共同調達 （1/2以内）
（営農再開に必要な肥料、農薬、ハウス資材等の購入）

○農地の生産性回復に向けた土づくり （定額）
（除塩後の堆肥投入、緑肥作物のすき込み等）

○地域における鳥獣被害防止活動 （定額、1/2以内）
（捕獲機材の導入、鳥獣の捕獲・追い払い、緩衝帯の整備等）

○自給飼料生産・調製の再生・再編 （1/2以内）
（反転耕、土壌改良資材の散布等の草地生産性向上対策、飼料生産組織の高度化
に必要な機械のリース方式による導入等）

【整備事業 （補助率1/2以内）】
○ 生産関連施設の整備
(被災した施設の補修・修繕、被災した老朽化施設の機能高度化、再編整備）

○ 鳥獣被害防止施設の整備
(野生鳥獣の侵入防止柵等の改良復旧）

○ 自給飼料生産・再編に向けた施設整備
(TMRセンターや有事の際の飼料の安定供給にも資する
広域流通拠点等の整備）

【推進事業（補助率）】
○放射性物質の吸収抑制対策 （定額）
（カリ質肥料等の購入、反転耕・深耕等）

○震災被害に対応した農業生産工程管理 （ＧＡＰ）の導入 （定額）
（協議会の開催、産地指導、調査・分析、研修会の開催等）

○新たな営農に係る技術導入 （定額）
（水稲の直播や野菜栽培の機械化等の技術導入に必要な活動）

○農業系副産物循環利用体制の確立（定額、1/2以内）
（協議会の開催、実証試験、利用手法の確立等）

○家畜改良体制再構築（定額、1/2以内）
（高能力種畜、性判別受精卵の導入等）

○落ち葉等有機質資材利用再開（定額） ［新規］
（落ち葉のセシウム濃度測定、処分等）

○公共牧場再生利用（定額） ［新規］
（再生利用のためのモデル実証（急傾斜地の除染等）等）

【整備事業（補助率1/2以内）】
○ 農業系副産物処理・利用施設の整備
(堆肥化施設、大型チッパー等の整備）

農畜産物の販売力の回復被災地における生産力の回復

東北管内（２７年１月３１日現在） １，１４２件、 約１８６億円

整備事業 459件、約97億円 推進事業683件、約89億円

取組状況

生産施設の整備・高付加価値化 関連施策の例 －「農業生産対策交付金」（２６年度～）－生産施設の整備・高付加価値化 関連施策の例 －「農業生産対策交付金」（２６年度～）－

生産施設・付加価値（営農・技術）
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■ プロフィール

農作業の共同化を通じた効率的な農業
経営の実現、農用地の利用集積を推進
することを目的として、水田基盤整備
を契機に平成21年１２月に設立。
津波により大きく被災したが、現在

は組合員数９７名で水稲を作付。

・沿岸部の水田、畑地約10haは、津波浸水

等により被災。

・当組合の農地も経営面積の３分の２が浸

水したほか、トラクターや田植機等の農業

機械が家屋とともに流失。

被 災 の 概 要

【 23年産 】
・ 水稲
主食用米 0.9ha

○ 広田町地域では、津波による農業機械の流失と高

齢化により、営農の継続が懸念される状況となった

が、農業改良普及センターなどの支援の下、広田半

島営農組合が地域農業の担い手となり営農を継続。

○ 23年度には、岩手県立農業大学校等の協力によ

り、主食用米約１haを試験栽培するとともに、本格

的な作付再開に向けて田植機やコンバイン等の農業

機械を東日本大震災農業生産対策交付金を活用して

導入。

○ 24年度には、導入機械の活用や農業大学校の学

生による作業研修を兼ねた営農支援によって、主食

用米2.8ha、飼料用米4.5haに作付拡大。

○ 地元産食材を活用した加工販売にも取り組んでお

り、今後、販路の拡大を予定。

取組の内容と特徴

【 24年産 】
・ 水稲
主食用米 2.8ha

飼料用米 4.5ha

経営再開の状況等

～地元産食材を使った手づくり工房「めぐ海（み）」～

コンバイン（事業対象機械）による収穫田植機（事業対象機械）による田植え

全壊した加工場を再建し、オープン

【 25年産 】
・ 水稲
主食用米 4.7ha
飼料用米 5.5ha

事例１：広田半島営農組合（岩手県陸前高田市）

農業生産対策
交付金

～活用事例～

【 26年産 】
・ 水稲
主食用米 7ha
飼料用米 8ha



【 23年産 】 ・輪菊 作付面積 0a

【 24年産 】 ・輪菊 作付面積 224a

■ プロフィール

南三陸町復興組合「華」は、東日本大震災で

壊滅的な被害を受けた若手のきく生産者４戸

（うち認定農業者2戸）で結成された。構成農

家は、きく生産に特化し、一日も早い復旧と更

なる経営発展を目指している。

完成した鉄骨ハウス群

導入した選花機 収穫目前の輪ぎく

○ 小規模基盤整備により被災農地を復旧するため、削土
と客土を実施。

○ JA南三陸がきく類の周年出荷用低コスト耐候性ハウ
ス及びトラクター、選花機等の農業機械を整備し、これ
を南三陸町復興組合「華」へリースする形で、きく栽培
を再開。平成24年７月の施設完成後、順次栽培を開始。

＜東日本大震災農業生産対策交付金＞
【事業内容】
・低コスト耐侯性ハウス12棟（14,700㎡）
・土地造成工事（3.3ha）
・生産資材・農業機械の導入
【総事業費】498百万円、国交付額】225百万円

＜宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金＞
【県補助金額】112百万円

＜南三陸町東日本大震災農業生産対策交付金＞
【町補助金額】41百万円

○ 周年出荷の再開により、安定的な出荷が可能となり、
新たな市場との取引が実現。

○ 研修生（1名）を受け入れ、今後、構成員として加わ
ることにより、規模拡大が期待される。

取組の内容と特徴 経営再開の状況等
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・田尻畑地区の被災農地には多量のガレキが

流入。農業用施設・機械等は、津波により

全て流失。

被 災 の 概 要

【 25年産 】 ・輪菊 作付面積 400a（露地１ha、ハウス３ha  ハウス栽培は２回
転となり生産量は増加）

事例２：南三陸町復興組合「華」（宮城県南三陸町）
農業生産対策
交付金

～活用事例～

【 26年産 】 ・輪菊 作付面積 400a（現在、ハウス建設中）
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【 23年産 】
・ 水稲 18ha
うち飼料用米

２ha

・ 大豆 ２ha

【 24年産 】
・ 水稲 34ha
うち飼料用米

0.7ha

経営再開の状況等

■ プロフィール
仙台イーストカントリーは、集落営農組合
を前身に、組織経営の向上と地域営農の発展
を目指して平成20年１月に設立。津波により
大きく被災したが、現在は構成員８名と雇用
者４名で水稲を中心に作付。
仙台市の「農と食のフロンティア推進特
区」認定の第１号。

・仙台市東部は、農地の８割に及ぶ1,800ha

が津波により被災。

・仙台イーストカントリーでは、当時の経営

面積72haの２／３が浸水し、トラクター

や田植機等の農業機械のほとんどが流失。

被 災 の 概 要

○ 23年度は、農業機械のほとんどを失うという状況
にありながら、水稲18ha（うち飼料用米２ha）と
大豆２haを作付。水稲のうち６haは、機械の手当
が間に合わず、ラジコンヘリによる湛水直播で対応。

○ 東日本大震災農業生産対策交付金を活用して、農
業機械（トラクター、コンバイン、田植機）と乾燥
調製施設を導入。

○ 23年10月に6次産業化法・地産地消法に基づく
事業計画認定。24年度には仙台市の「農と食のフロ
ンティア推進特区」第１号に認定。米を中心として、
６次産業化に積極的に取り組む。

○ 味噌・米粉麺・おにぎりの製造販売、飲食店への
白米の直販を展開。また、２５年５月には農家レス
トランをオープン。

コンバイン（事業対象）

乾燥調製施設（事業対象）
取組の内容と特徴

【 25年産 】
・ 水稲 55ha
・ 大豆 ６ha

トラクター（事業対象）

事例３：仙台イーストカントリー（宮城県仙台市）

農業生産対策
交付金

～活用事例～

【 26年産 】
・ 水稲 63ha
・ 大豆 5ha



【 24年度 】

（取組開始～Ｈ25.7）

・中玉トマト（夏秋）
定植：5月末 収穫：7月～12月

出荷量：90トン

・きゅうり（中玉トマトの後作）
定植：12月 収穫：25年2月～7月

出荷量：110トン

【 25年度 】 （Ｈ25.8～26.7）

※新たに近隣のハウス60ａ
を借り受け、栽培面積を
拡大。

・中玉トマト（きゅうりの後作）
栽培面積40a

出荷量38トン

・きゅうり（周年栽培）
栽培面積120ａ
出荷量150トン

経営再開の状況等

■ プロフィール
平成23年12月、被災した若手農業者４名（う
ち青年農業士２名）で設立。ＪＡいしのまき
が、東日本大震災農業生産対策交付金を活用し
て整備した生産施設を借り受け、平成24年5月
末から営農を再開。同年７月中旬、初出荷。

品 目：中玉トマト、きゅうり

規模等：低コスト耐候性ハウス ３棟
（約10,220㎡ ）
養液土耕栽培（0.9ｈａ）

・石巻地域は、きゅうり、トマト等の施設園芸が
盛んな県内有数の園芸産地だったが、津波によ
り甚大な被害を受け、園芸施設の全損・損壊面
積は20ｈａに上り、被害額は17億円超。

・特に、沿岸部は、ハウスの流失、施設内への泥
やガレキの流入により、生産額が大きく減少。

・津波で住宅も失ったことから、生活再建、営農
再開とも非常に困難な状況となった。

被 災 の 概 要

園芸産地の早期復旧を図るため、ＪＡが事業実施主体と

なり、１ｈａ規模の園芸施設団地を整備。震災前から法人

化の夢を持っていた30～40歳代の若手農業者が、完成し

た施設を借り受けて営農を再開。

○ＪＡいしのまきによる事業支援

・平成23年度東日本大震災農業生産対策交付金を活用し、生産

施設を整備（ＪＡいしのまき園芸用貸付ハウス事業）

・平成24年５月、賃貸借契約締結(１5年後に無償譲渡予定)

低コスト耐候性ハウス 3棟

（Ａ棟 3,432㎡、Ｂ棟 3,432㎡、Ｃ棟 3,360㎡）

養液土耕栽培システム（9,960㎡）、暖房機、循環扇等

○宮城県石巻農業改良普及センターによる指導

・用水確保対策の推進、園芸産地復興研修会の開催、先進

地研修（省エネ技術、雇用管理等）の実施等

低コスト耐候性ハウス
（トマト・きゅうり栽培用）

きゅうりの養液土耕栽培 いちごの高設養液栽培
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取組の内容と特徴

事例４：イグナルファーム（宮城県東松島市）

農業生産対策
交付金

～活用事例～

【 26年度計画 】（Ｈ26.8～27.7）

※新たにねぎ（露地）を栽培。ま
た、東日本大震災農業生産対
策交付金を活用し、いちごの
生産施設（2棟1ha規模）を整
備、栽培を開始。

・ミニトマト（きゅうりの後作）
栽培面積70a

出荷量37トン

・きゅうり（周年栽培）
栽培面積120ａ
出荷量251トン

・ねぎ（冬まき夏どり）
栽培面積30ａ
出荷量15トン

・いちご（収穫11月～6月）
栽培面積100ａ
出荷量55トン
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【 23年産 】
・ 水稲 0.45ha
・ 大豆 60ha
・ 綿花 0.4ha

等

【 24年産 】
・ 水稲 40ha
・ 大豆 35ha
・ 綿花 １ha

等

経営再開の状況等

■ プロフィール

耕谷アグリサービスは、農地集積等による
生産の効率化と高付加価値型農業による経営
の安定化を目指す組織として、平成15年１月
に地域の担い手農家４戸が役員となり設立。
津波により大きく被災したが、現在は役員４
名のほか社員８名、パート７名を雇用し、水
稲と大豆を中心に作付。

・名取市は、約1,700haの農地が津波により

被災。

・耕谷アグリサービスも津波により大きな被害

を受け、当時の経営面積76haのうち約９割

の農地が浸水したほか、トラクターなど農業

機械も流失。

被 災 の 概 要

○ 津波被災の１週間後には、自社の運転資金の確保
と農業機械（トラクター３台、大豆コンバイン）の
再整備に着手。（東日本大震災農業生産対策交付金
のほか、日本政策金融公庫の震災特例融資を活用）

○ 名取市内の排水機場が津波により全損したため、
市内の多くの地域で23年産水稲の作付が自粛となっ
たが、水稲の作付自粛を余儀なくされた近隣農家か
らの委託が集中したことにより60ha規模で大豆を
作付。

○ 従前から、生産した米を使った餅「耕谷もち」の
製造販売や若い世代の雇用に取り組み、地域の中核
的担い手として農業を支えてきた。

○ 当省の食料生産地域再生のための先端技術展開事
業（略称「先端プロ」）における大規模営農技術の
実証や、被災農家支援の取組「東北コットンプロ
ジェクト」にも参画。

収穫を待つ大豆（除塩実施圃場） 水稲の収穫作業

【 25年産 】
・ 水稲 77ha
・ 大豆 39ha
・ 綿花 １ha

等

営農再開の取組について語る佐藤代表

取組の内容と特徴

事例５：耕谷アグリサービス（宮城県名取市）
農業生産対策
交付金

～活用事例～

【 26年産 】
・ 水稲 94ha
・ 大豆 41ha
・ 綿花 1ha
・ 麦 20ha



○ 被災市町村が策定した復興交付金事業計画に基づく、①乾燥調製施設や施設園芸用ハウス等の農業用施
設の整備、②トラクターや田植機等の農業用機械の導入を総合的に支援

＜事業名称＞東日本大震災復興交付金（略称「復興交付金」）のうち、
被災地域農業復興総合支援事業（C－４事業） （復興庁計上）

○仙台市は、津波被災を受けた仙台東地区（六郷、七郷、
高砂地区）で営農再開（約1200ha）に必要な田植機、トラ
クター、コンバイン、育苗ハウス等を整備し、被災地の１０
営農組織へ貸与。

宮城県仙台市

被災前は、個々
の農業者が農業
機械を所有

営農組織

仙台市

農業機械等貸与農業機械等貸与

貸与された機械

○ほぼ全域が居住制限区域である飯舘村では、パイプハウ
ス等を避難先での営農再開に活用しているが、帰村が可能
になった際には飯舘村に移設し、村の農業復興に役立てる
予定。

福島県飯舘村

<中島村>

１戸 ハウス型牛舎

2棟

<喜多方市>
１戸 ハウス２棟、

ﾄﾗｸﾀｰ１台

<福島市>
7戸 ハウス34棟

トラクター３台

<栃木県那須塩原市>
１戸 ハウス7棟

<南相馬市>

１戸 ハウス６棟

<田村市>

１戸 ハウス１棟

トラクター１台

コンバイン１台

<相馬市>

2 戸 ﾄﾗｸﾀｰ 2台飯舘村

福島市に建設された
園芸用パイプハウス

南相馬市で栽培
されているストック

－20－

生産施設の整備・高付加価値化 関連施策の例 －「復興交付金」（23年度～）－

<二本松市>

１戸 ハウス４棟

生産施設・付加価値（営農・技術）

復興交付金
～活用事例～

復興交付金
～活用事例～



◆平成２３年 早期営農再開への取組
産地の取組を関係機関一丸となった支援に
より11月中旬から出荷開始
被災前の約２割の面積でいちご栽培を再開
・畑地の除塩実証試験、地下水塩分モニタリング調査
・県内外から定植用の苗を確保
・交付金を活用した被災ハウスの補修や新設
・耕作放棄地対策による代替地の確保 等

◆平成２３年 早期営農再開への取組
産地の取組を関係機関一丸となった支援に
より11月中旬から出荷開始
被災前の約２割の面積でいちご栽培を再開
・畑地の除塩実証試験、地下水塩分モニタリング調査
・県内外から定植用の苗を確保
・交付金を活用した被災ハウスの補修や新設
・耕作放棄地対策による代替地の確保 等

クリスマス向け出荷へ

「感謝の心」で販売開始

◆平成２４年 本格的な産地復興への取組
◇ 被災前の約３割の栽培面積に回復
◇ 復興交付金で「いちご団地」整備を開始
・用地造成、栽培用施設（約40ha）等の造成

◆平成２４年 本格的な産地復興への取組
◇ 被災前の約３割の栽培面積に回復
◇ 復興交付金で「いちご団地」整備を開始
・用地造成、栽培用施設（約40ha）等の造成

－21－

◆平成２５年 大規模園芸施設で営農再開
◇ 被災前の約６割の栽培面積に回復
また、出荷量は被災前の約７割に回復

◇復興交付金の「いちご団地」(25年9月)、
「いちご選果場」(25年11月)が完成し出荷を
開始
【生産方式】従来の土耕栽培から高設養液栽培への転換

◆平成２５年 大規模園芸施設で営農再開
◇ 被災前の約６割の栽培面積に回復
また、出荷量は被災前の約７割に回復

◇復興交付金の「いちご団地」(25年9月)、
「いちご選果場」(25年11月)が完成し出荷を
開始
【生産方式】従来の土耕栽培から高設養液栽培への転換

代替地の確保、パイプハウスの整備

栽培用鉄骨ハウス、高設養液栽培の普及

畑地の除塩対策、県内外からの苗の確保

農業生産対策
交付金

～活用事例～

復興交付金
～活用事例～

いちごの早期営農再開から産地復興へ(宮城県亘理町・山元町)

完成した 「いちご団地」 と 「いちご選果場」

いちご選果場の出荷状況

東北最大のいちご産地である亘理町と山元町

は、栽培面積(96ha)の95％が津波により被災

参考



○ 先端技術を用い被災地の農業を復興させ、技術革新を通じて成長力ある新たな農業を育成

○ 平成23年度からは宮城県内で、25年度からは岩手・福島県内においても新たに研究を開始
＜事業名称＞食料生産地域再生のための先端技術展開事業（略称「先端プロ」）

【23年度：4.3億円、24年度：7.6億円、 25年度：24億円、26年度：24億円】 【27年度予算額：18億円（復興庁計上）】

（亘理郡山元町内）
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生産施設の整備・高付加価値化 関連施策例 －「先端プロ」（23年度～）－

岩手

宮城

福島

 周年安定生産を可能とする花き栽培技術の実証（い
わき市、南相馬市、新地町）

 野菜栽培による農業経営を可能とする生産技術の実
証（南相馬市）

 持続的な果樹経営を可能とする生産技術の実証（福
島市、伊達市）

 持続的な畜産経営を可能とする生産・管理技術の実
証（福島市）

 エネルギー・資源循環型営農技術の実証（川俣町）

 岩手県内での実証研究 ～中山間、冷涼気候

地域における高付加価値型営農技術の支援～

 中小区画土地利用型営農技術の実証（陸前高田市、大船渡
市、大槌町）

 中山間地域における施設園芸技術の実証（陸前高田市）
 ブランド化を促進する果樹・野菜の生産・加工技術の実証
（陸前高田市、大槌町）

 宮城県内での実証研究 ～低コスト大規模営

農技術を核とした経営力向上による復興促進支援～

 土地利用型営農技術の実証（名取市）
 大規模施設園芸技術の実証（山元町）
 露地園芸技術の実証（岩沼市、名取市）
 果樹生産・利用技術の実証（山元町、亘理町）
 生体調節機能成分を活用した野菜生産技術の実証（山元町
ほか）

 高品質な果実等を提供する流通技術の実証（亘理町ほか）
 被災地における農産物加工技術の実証（山元町ほか）
 農村地域における未利用エネルギー利活用実証（岩沼市）
 減災・防災システムの開発・実証（七ヶ浜町ほか）

左）低アミロース米等高付加
価値米を利用した加工品

右）中山間立地に適用性の高
い木骨ハウス

 福島県内での実証研究 ～放射性物質

からの早期営農再開の支援～

上）トルコギキョウ大規模水耕栽培施設
下）果樹の早期成園化技術実証

生産施設・付加価値（営農・技術）



大型機械を利用した低コスト水田輪作体系の実証

(1)大型機械を利用した低コスト稲－麦－大豆水田輪作技術の実証
(2)高能率な鉄コーティング水稲湛水直播技術の実証
(3)大区画水田における圃場作業支援技術の実証

鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ種子の無人ﾍﾘ散播 鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ種子の高能率点播

ｽﾀﾌﾞﾙｶﾙﾁによる高速耕耘 グレーンドリルによる播種 カルチパッカによる鎮圧

○深耕＋整地播種体系の高速化技術

○作目切り替えの迅速化技術

○乾田直播

○総合的雑草管理技術

○鉄コーティング水稲湛水直播技術

○省力的除草体系

○地下水位制御システムの導入

○GPSレベラーを用いた大区画圃場の均

平化技術

○GPSを用いた農業機械の運転支援技術

○農作業ロボットの活用

○ コスト競争力のある水田農業の展開のため、各種先端技術を組み合わせて導入することにより、低
コスト大規模水田農業（高能率・安定多収）を実証

○ 復興に伴うほ場区画や経営規模の拡大に対応

－23－

「先端プロ」における実証研究テーマ例 －土地利用型営農技術－参考



○ 園芸施設において、いちご、トマトを対象に、各種の生産技術を組み合わせて技術実証

○ 被災地の産地復興及び高収益型農業を確立

１．いちご養液栽培システムの構築と周年生産性
の大幅向上技術の実証

○いちごの低コスト高設栽培システムと環境に優しい培
養液管理技術
○いちごの局所温度管理による収量・品質の安定化技術
○夏秋栽培における生産安定化技術
○いちごの病害虫総合管理(IPM）

低コスト高設ベンチシステムと高度な
培養液管理

いちごのＩＰＭ技術

２．トマト等の高収益周年生産システムの実証

○低段栽培用の良苗生産技術

○低コスト栽培システムと高品質生産技術

○低段栽培の周年高品質多収のための環境制御

○低段栽培の病害虫総合管理(IPM)の実証

トマト低段栽培(３段摘心） 光質を利用した花房形成制御
と高品質苗の生産

－24－

各種LED光源ミヤコカブリダニ

チリカブリダニ

天敵利用による
ハダニの防除

UV‐B照射による病害
抵抗性の誘導(ウドン
コ病等）

「先端プロ」における実証研究テーマ例 －大規模施設園芸技術－参考
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加工・
直売

（株）舞台ファーム （宮城県仙台市）
http://butaifarm.com/ 【H24年5月認定】

自社ブランドの確立とボランタリーチェーン展開による販路拡大

◆認定事業の概要

現在製造しているカット野菜について、新
たな包装形態の商品（高二酸化炭素にする
事により鮮度が長持ちする）を製造し、販売
については、促進事業者の協力を得て新た
なチェーンオペレーション体制（ボランタリー
チェーン）の構築に取り組む。

加工・
直売

南部どり（鶏肉）の少子高齢化に対応した商品開発及び販売多角化

(株)アマタケ （岩手県大船渡市）
http://www.amatake.co.jp/index2.html 【H24年5月認定】

◆認定事業の概要

少子高齢化に伴う消費者ニーズに対
応した鶏肉の小包装（150g、250g等）
及び加工食品（トマト煮等）を開発し、
既存の取引先であるスーパー以外に、
インターネット及びカタログ販売による
販路拡大に取り組む。

ふくしま農家の夢ワイン (株) （福島県二本松市）
【H25年2月認定】

加工・
直売

地域資源を活用した東和地ワインプロジェクト事業

◆認定事業の概要

地区で生産したりんご及びぶどうでワ
インを製造し、地元の農家民宿や直売
所への販売を足掛かりに、首都圏や福
島県物産館等を通じた販路の拡大によ
り、所得の向上と地域の活性化を図る。

被災地域における６次産業化・
地産地消法に基づく事業計画例

生産施設の整備・高付加価値化 関連施策例 －6次産業化関連の支援策－

生産施設・付加価値（営農・技術）

参考
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

気仙沼市

南三陸町

石巻市

東松島市

仙台市

名取市

亘理町

山元町

相馬市

新地町

陸前高田市

宮古市

山田町

○ がれき拾いや除草等の復旧作業を共同で行う農業者に対して、復興組合を通じて経営再開支援金を支払い、
地域農業の再生と早期の経営再開を図る（支援単価：水田作物 3.5万円/10a）。
○ 平成23年度は約１万２千haにおいて本事業が実施されたが、26年度では約２千ha、13市町において本事業が
実施されている。

事業実施市町村（２６年度）事業実施面積

単位：ｈａ

注：避難区域及び作付制限区域については、２３～２４年度までに約６千haにおいて本事業を実施。
２５年度からは福島県営農再開支援事業により営農再開に向けた取組を実施している。

２３年度
事業実施
面積

２４年度
事業実施
面積

２５年度
事業実施
面積

２４年度
営農再開

２４年度
営農再開

２５年度
営農再開

注：２４年度に本事業を実施した福島県南相馬市、川内村、広野町
については、２５年度からは福島県営農再開支援事業を実施。

H23 H24 H25 H26
28 26 19 13

　うち新規取組 28 3 0 0
　年度内に終了 5 4 6 -

96 72 46 30

　実施市町村数

　復興組合数

注：

２４年度
営農再開

２５年度
営農再開

２６年度
営農再開

２６年度
事業実施
面積

コミュニティ・担い手の確保等 関連施策例 －「被災農家経営再開支援事業」（23年度～）－

コミュニティ（地域・担い手）

【23年度：733億円、24年度：48億円、 25年度：21億円、26年度：8.5億円】 【27年度予算額：4.2億円（復興庁計上）】

－26－



震災翌日のイチゴ栽培
のビニールハウス

海水に浸水した水田

イチゴ栽培のビニ－ルハウス
からがれきを運び出す組合員

組合員による水田のがれき
撤去

Ｈ２５年度に営農再開
した水田の様子。
（亘理町荒浜地区）

営農再開したイチゴ栽
培のビニールハウスの
様子。
（亘理町吉田地区）

営農再開した農地で
収穫されたイチゴの販
売の様子。

おいしい､と大変好評
でした。

伊達なわたり
まるごとフェア
（Ｈ２５年３月開催）

被災農家経営再開支援事業の活用事例（宮城県亘理町）参考
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岩手県 33 33 ( 461 ) 0 33 ( 461 )

宮城県 35 33 ( 228 ) 3 30 ( 146 )

福島県 59 51 ( 242 ) 19 32 ( 176 )

３県計 127 117 ( 931 ) 22 95 ( 783 )

東北計 227 217 ( 2,203 ) 23 194 ( 2,030 )

県　名
プラン作成予定
市町村 （地域数）

プラン作成済
市町村
（地域数）

プラン未作成
市町村

市町村数

凡例：前回（H26.6月末時点）までにプラン作成済 (95/127） 今回新たにプラン作成（0/127） 計（95/127）

の市町村は、プラン作成対象市町村［管内39市町村：うち30市町村がプラン作成済み］
（作成済みの地域が１地域でもある場合に市町村全域を着色。）

－28－

参考 被災３県における「人・農地プラン」作成状況（H2６.１２月末現在）

【岩手県】 【宮城県】 【福島県】



復興交付金事業計画

・復興交付金の支給

・財政上の支援

特定被災区域の市町村
（県との共同作成も）

・土地区画整理事業

・集団移転促進事業

・

・

・漁港漁場整備事業 等

対象事業

復興推進計画

・漁業権の免許特例

・建築基準法の特例

・農地法等（食料供給等施設）

の特例

・課税の特例

・復興特区支援利子補給金

の支給

等

・規制、手続の特例
・税制、金融上の支援

特定被災区域の市町村
又は県が作成

（特区） 復興整備計画

・都市計画法・農地法の許可基準

の緩和

・ゾーニング、許可、事業計画のワ

ンストップ特例

・復興一体事業（住宅地と農地を

一体的に交換・整備）の創設

・建築行為の届出・勧告

・農用地区域の除外の厳格化 等

・津波被災地域等における
土地利用再編の特例

特定被災区域内の市町村
（県との共同作成も）

（まちづくり）

○ 復興特別区域での規制・手続き等の特例、税・財政・金融上の支援を実施

○ 地方公共団体の取組みにワンストップで総合的な支援を行う仕組みを構築

－29－

復興特区法

東日本大震災復興特別区域法（平成23年12月26日施行）



• 農地転用許可みなし
（農用地区域内農地であって

も、農業の健全な発展に支障
がない等の条件を満たせば転
用可能とする）

• 開発許可みなし（※２）

復興整備協議会（※１）で協議

農林水産大臣･知事の同意

計画の
公表

迅速な事業実施
の実現

※１ 許認可権者である県等を含む関係主体で構成

※２ 市街化調整区域での開発行為であっても、復興のために必要な場合には開発可能とする

復興推進計画関連 －食料供給基地の実現に資する食料供給等施設整備に係る特例－

復興整備計画関連 －復興整備計画における土地利用再編の特例（手続の簡素化）－

市町村による
復興推進計画
の作成

市町村が計画に食
料供給等施設整
備事業を記載

内閣総理大臣
の認定

○食料供給等施設
整備計画を策定。

○整備計画につい
て知事の同意。

農用地区域・市街化調整区域内等の農地を住宅地として開発する場合

【特例内容】

他に代替するする土地がないこ
と等に配慮しつつ、優良農地で
あっても転用を許可。

復興整備協議会で、ワンストップで合意形成し、個別の許可手続なしで
迅速に事業実施 （その際、既存の土地利用計画の変更手続は不要）

市街化調整区域 農地

農用地区域
新住宅地

復興特区法
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作成事例 復興推進計画（食料供給等施設整備に係る特例）は、宮城県石巻市（食料供給体制強化特区）で作成事例があります。
【計画概要】
①認定日：平成24年3月23日
②内 容：石巻市北上地区にカントリーエレベーターを整備するため、農地法の特例措置を講じる。



平成２５年１０月１５日現在

○農地転用を含む復興整備事業の地区数 （平成27年1月現在）

復興整備事業名
岩 手 県
（5市町）

宮 城 県
（11市町）

福 島 県
（9市町村）

合 計

集団移転促進事業 ３４ １２９ ４６ ２０９

災害公営住宅整備事業 ０ ４７ １８ ６５

土地区画整理事業 ５ １５ ３ ２３

漁業集落防災機能強化事業 ５ ７ ０ １２

津波復興拠点整備事業 ０ ６ １ ７

その他の復興事業 ４ １１ ２０ ３５

合 計 ４８ ２１５ ８８ ３５１

※復興整備協議会で農林水産大臣が同意した復興整備事業の地区数

0地区

50地区

100地区

150地区

200地区

250地区

岩手県 宮城県 福島県

その他

津波拠点

漁業集落

土地区画

農地転用した土地の活用事例

東松島市（東矢本駅北地区）

続々と建ち始めた移転者の住宅続々と建ち始めた移転者の住宅

４８地区

２１５地区

８８地区

集団移転

集団移転

集団移転

災害公営

災害公営

その他

参考 復興整備協議会の活用による農林水産大臣が同意した復興整備事業の実績

大槌町（町方地区）

歩いても避難できる
まちづくり
歩いても避難できる
まちづくり

石巻市（泊浜地区）

売電収入で地域貢献売電収入で地域貢献

亘理町（浜吉田地区）

南相馬市（泉地区）電気自動車

未来を担う子供達が植物工場と太陽光で体験学習未来を担う子供達が植物工場と太陽光で体験学習

陸前高田市（高田地区）

移転先の高台の土で市街地を約１０ｍかさ上げする
（希望の架け橋）
移転先の高台の土で市街地を約１０ｍかさ上げする
（希望の架け橋）

集約化した生産団地と選果場でいちご復活集約化した生産団地と選果場でいちご復活
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平成２５年１０月１５日現在参考 住まいの復興の進捗（「住まいの復興工程表（復興庁）」を参考に推計）

100％ 99～50％ 49～0％

を色分け

計画なし

供給中＋工事中
計画戸数

津波災害や原子力災害の

あった市町村の進捗率
×１００

岩 手 県

宮 城 県

福 島 県

（平成２６年９月末時点）
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区 分

全 体 額

①
農林水産省
関係分 ②

構成比
②÷①

岩 手 県
8,155
(6,587)

1,204
(882)

15%
(13%)

宮 城 県
18,618
(15,018)

2,622
(1,921)

14%
(13%)

福 島 県
4,024
(3,201)

488
(350)

12%
(11%)

合 計
30,797
(24,806)

4,314
(3,153)

14%
(13%)

農業
15%

水産
83%

研究
2%

882億円
100%

＜岩手県＞

農業
48%

水産
50%

研究
2%

1,921億円
100%

＜宮城県＞
農

業

55%水

産

30%

研

究

5%

林

業

10%

350億円
100%

＜福島県＞

（単位：億円）【県別配分額（事業費、国費）】

上段は事業費、（ ）書きは、国費である。
資料：平成２７年２月２７日現在東北農政局集計

○ 被災３県における第１回から第１1回配分までの東日本大震災復興交付金の配分総額（全省庁分）は国費
ベースで岩手県 ８，１５５億円、宮城県１８，６１８億円、福島県４，０２４億円で、３県の合計額は３０，７９７億円

【農林水産省関係配分額（国費）の県別・分野別割合】

○ このうち、農林水産省関係の配分額は国費ベースで岩手県８８２億円、宮城県１，９２１億円、 福島県３５０
億円で、３県の合計額は３，１５３億円

－33－
端数処理の関係により合計が一致しない所がある。

復興交付金事業関連 －復興交付金の配分状況（第１回～第１1回配分）－

復興特区法
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農業分野における放射性物質関連対策の概要

 2７年産米の作付等
・ 基準値を超えない米のみを出荷するため「2７年産米の作付等に関する方針」
を策定（平成2７年2月2７日公表）。

・ 「農地保全・試験栽培」「作付再開準備」「全量生産出荷管理」の各区域
における全量管理・全袋検査の効果を担保するため、原子力災害対策本部長
が福島県知事に対し２７年産米の出荷制限指示を発出（平成2７年3月20日）。

 放射性セシウムの低減対策
・ 米 ：カリ施肥による放射性セシウムの吸収抑制対策を実施
・ 果樹・茶：粗皮削り、樹体洗浄、剪定・整枝等の徹底を指導

 農産物の放射性セシウム濃度の検査
・ 基準値を超える可能性のある品目・地域について重点的に検査（国から
検査対象地域、検体数、頻度等を明示）
・ 基準値超過がみられた場合、地域的な広がりが確認されれば、地域・品
目を指定して出荷制限を指示
・ 検査に必要な機器の整備や検査費用につ
いては、放射性セシウムによる農畜産物等影響実態調査対策にて支援
・ 26年産の放射性セシウム検査については、麦は6月下旬から、そばは7月
下旬から、米は8月下旬から、大豆は10月中旬から開始され、現在のところ
米については全て基準値以下（平成2６年1２月31日現在）

 稲の試験栽培(福島県）
・ 稲の作付制限区域における試験栽培の取組（2６年度：５試験圃）

 農地の除染技術の開発・実証(福島県）
・ 福島県飯舘村、川俣町にて、農地除染技術を工事レベルで実証
・ 除染した農地で、除染効果確認のため水稲及び野菜類を作付
・ 水路について、福島県からの要請を受け、除染対象となるよう環境省との
協議を進めた結果、除染対象として明確化(24年12月)。ため池等農業水利施
設の汚染の実態調査・分析を踏まえて技術マニュアルを策定。（2７年３月）

 牧草地の移行低減対策
・反転耕等により、利用自粛となっている牧草地の移行低減対策を実施

農産物の安全確保

 汚染稲わら、たい肥等の保管・処理
・ 中間処理・最終処分までの間、汚染稲わら等の
一時保管を推進

廃棄物の保管・処理

 原発事故連絡会議

賠償金の円滑な支払に向けた東京電力
への働きかけ

「食べて応援しよう！」

 福島県産農産物のブランド力回復等
にかかる支援

 東京電力福島第一原子力発電所事故
に係る諸外国への輸出に関する証明
書発行

被災地産食品の利用・販売の推進
農地等の除染・汚染物質対策

－35－

果樹の樹体洗浄の様子

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱｰ式検査機
による米の全袋検査

表土削り取りの様子

プラウによる反転耕の様子

米の作付制限区域の試
験圃

 農地の保全管理等
・ 農地の復旧作業に対し、被災農家経営再開支援
事業にて支援

 避難区域等における放れ畜及び鳥獣
害対策(福島県）

関 連 対 策



○ 福島原発事故の影響により生産の断念を余儀なくされた避難区域等では営農再開に向けた環境が整っておら
ず、農家の帰還や営農再開のためにも、農地の除染と併せて、安心して営農ができる環境づくりが必要

○ このため、福島県に基金を造成することにより、営農再開を目的として行う一連の取組を、農地の除染や住民
帰還の進捗に応じて切れ目なく支援（福島県営農再開支援事業：24年度補正予算232億円（復興庁計上））

－36－

営農再開に向けた被災農家への支援施策例 －福島県営農再開支援事業（25年度～）－

営農再開関連対策



○ 農林水産業再開のための環境整備は、原子力災害被災地の復興・再生に不可欠

○ このため、農地・農業用施設等の生産基盤、集落排水施設等の集落基盤等の総合的な整備を実施する等、

農林水産業の再開に向けた環境整備を行う

－37－

福島再生加速化交付金(再生加速化）

◆農山村地域復興基盤総合整備事業（※）、◆農山漁村活性化プロ
ジェクト支援（福島復興対策）事業、◆ 農業基盤整備促進事業、
◆被災地域農業復興総合支援事業

木質バイオマスや小水力等
再生可能エネルギー供給施
設等の整備や木造公共建築
物の整備等により、地域の
資源活用を推進する。

◆木質バイオマス施設等緊急整備事業

①復興基盤総合整備事業、②農地整備事業、③水利施設整備事業、④農地防災事
業、⑤広域農業用水適正管理対策事業、⑥農業水利施設等保全再生事業（農業用
用排水施設の放射性物質対策を実施し、再汚染の防止、被ばく線量を低減）、⑦
営農再開支援水利施設等保全事業、⑧農業集落排水事業、⑨中山間地域総合整備
事業、⑩草地畜産基盤整備事業、⑪畜産環境総合整備事業、⑫森林整備事業、⑬
復興整備実施計画。

◆農林水産関係試験研究機関緊急整備事業

森林・林道等
も整備

生活環境
の整備

農業水利施設
等の保全・点
検整備 農地・農業用

施設の整備

放射性物質の
流入・拡散防
止対策

新たな農業集
落の整備

◎営農再開に向けた環境整備（農山村地域復興基盤総合整備事業等）

地域の農林水産業を技術面
から支えている県の農林水
産試験研究機関について、
その施設等を整備する。

【ほ場整備のイメージ】

【農林水産関係試験研究機関】 【木質バイオマス関連施設整備】

＜※農山村地域復興基盤総合整備事業の対象事業＞

営農再開関連対策



○ 除染、カリ施肥等による吸収抑制対策とともに、きめ細かい検査により、基準値を超過する米が流通しないよう取組

○ 27年産米の作付について、「27年産米の作付等に関する方針」を策定・公表（平成27年2月27日）

○ 福島県内の関係市町村の意向を踏まえ確定した避難指示区域等における26年産米の「作付制限」、「農地保全・試

験栽培」及び「全量生産出荷管理」の対象地域を公表（平成27年2月27日）

米の安全確保 －作付制限、放射性物質吸収抑制対策及び収穫後の検査－

Ｈ27年産米の作付制限等の対象地域

福島市

国見町

伊達市

新地町桑折町

相馬市

飯舘村
南相馬市川俣町

二本松市

郡山市

大玉村

浪江町猪苗代湖
本宮市 葛尾村

田村市
三春町 双葉町

大熊町

川内村
富岡町

須賀川市 小野町 楢葉町
天栄村

いわき市

鏡石町

平田村

白河市

玉川村 広野町

西郷村
矢吹町

石川町泉崎村
中島村

古殿町浅川町

棚倉町

鮫川村

塙町

矢祭町

対象地域 ２７年産の取扱い

作付制限

農地保全・試験栽培

○ 帰還困難区域

（作付制限）

○ 居住制限区域

（作付制限又は作付再開準
備）

○ 避難指示解除準
備区域

（作付制限、作付再開準

備分又は全量生産出荷
管理）

作付再開準備

立入が制限されており、作付･営農は不可。

※ 市町村の管理の下での試験栽培は可能（収穫物は原則廃棄）

営農が制限されており、除染後農地の保全管理や市町村の管理の下で試験栽培を
実施。

※ 地域の状況に応じて、作付再開準備を行うことも可能。

管理計画を作成し、作付再開に向けた実証栽培等を実施。

※ 役場機能の移転等避難の状況により、きめ細かな管理が困難な市町村では、農地保全･試験栽培を
行うことも可能。
他方、除染の進捗状況によっては、全量生産出荷管理等を行うことも可能。

対象地域

農家ごとに、吸収抑制対策等を実施し、
検査（全戸検査）した後に出荷。

２７年産の取扱い

２．全戸生産出荷管理

○ ２６年産の作付再
開準備の地域

１．全量生産出荷管理

管理計画を策定し、飯米・縁故米を含む全てのほ場で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。

旧市町村又は市町村ごとに抽出検査を

行った後に出荷。

３．地域単位で抽出検査

※ 住民帰還の状況や実証栽培の結果に応じて、作付再開準備を行うことも可能。。

○ その他の地域

○ ２６年産米の全量生
産出荷管理の地域

○ ２６年産米で50 Bq/kg
超のあった地域

農家リストを作成し、検査予定数量等
を把握した上で全袋検査を行うことで、
順次出荷が可能。

福島県の場合

全戸生産出荷管理の地域では、農家ごと
に吸収抑制対策等を実施。

27年産米の作付に関する方針

米の放射性セシウム検査

避難指示区域以外の地域の取扱い

避難指示区域の取扱い

農産物の安全確保
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福島第一原子力発電所

作付再開準備

全量生産出荷管理

作付制限区域

農地保全・試験栽培
立入が制限されており、作付・営農が不可。

管理計画を作成し、作付再開に向けた実証栽培を実施。

営農が制限されており、除染後農地の保全管理や市町村の管理の下で試
験栽培を実施。

管理計画を作成し、全ての圃場で吸収抑制対策を実施、もれなく検査
（全量管理・全袋検査）し、順次出荷
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○ 放射性物質の低減対策（粗皮削り、樹体洗浄、剪定・整枝等）を徹底するとともに、ＧＡＰの導入、出荷前の
放射性セシウム濃度の検査に応じた出荷制限や収穫後の検査により、安全性を確保

果樹については、樹体に付着した放射性セシウム
の影響が大きいと考えられており、樹体表面の粗皮
削り、高圧水による樹体洗浄等により、樹体表面の
放射性セシウムを除去。

23年度の対策
除染

①樹体洗浄

②強剪定

（樹高切り下げ）

粗皮削り 高圧洗浄

果樹の安全確保 －放射性物質の低減対策、放射性物質検査－

２４年度の対策(加工自粛）
１原材料の汚染状態把握

①全戸の原料柿を検査

②樹体内の移行確認

③強剪定の効果確認

④干し場の除染方法の検討

２非破壊検査機器を活用した

検査の予備検討

２５年度の対策 (出荷量 約 200t)
１安全な原料柿の確保

加工再開モデル地区の設定のため

全戸幼果検査を実施

２非破壊検査機器による製品 の全量

検査 （機器の開発、機器の導入）

３農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入

４販売再開のＰＲ、取引先への産地の

取組周知

果樹の樹体粗皮削りと高圧洗浄等

全量検査加工再開モデル地区

放射性物質の低減制対策の取組

福島あんぽ柿の産地再生の取組（２６年度は前年度の約３倍の出荷を計画）

２６年度の対策 (出荷量約 400t）
１安全な原料柿の確保

２５年度モデル地区以外の地区の

幼果検査を実施

２非破壊検査機器による製品の全量

検査 （機器の追加導入）

３農業生産工程管理（ＧＡＰ）の高度化

４販売再開のＰＲ、取引先への産地の

取組周知

（27年1月末現在）

農産物の安全確保



○ 食品の新基準値（食肉100 Bq/kg、牛乳50Bq/kg）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
値を改訂し、これに合わせた飼養管理（暫定許容値以下の飼料の給与等）、牧草への移行低減対策（除染）の
推進、牧草等のモニタリング調査、代替飼料確保の支援等を確実に実施

○ 岩手、宮城、福島の３県では、約３万２千haの草地で移行低減対策が必要となる中、反転耕を基本として平成
24年度末までに約１万７千ha、平成25年度末までに約５千５百haの作業を実施し、急傾斜地や石礫の多い牧草
地についても実施を検討中

・ 牧草地の移行低減対策を反転耕等に
より推進。

・ 急傾斜地用の無線トラクターや石礫処
理のためのストーンクラッシャーも活用。

・ 除染後に生産された牧草の汚染状況
を確認のうえ、牧草の利用自粛を解除。

汚染濃度や草地の状況に応じた移行低減対策の推進

傾斜地向けの無線ﾄﾗｸﾀｰ
と開発されたﾛｰﾀﾘｰ

石礫を破砕する
ｽﾄ-ﾝｸﾗｯｼｬｰ

放射性物質検査の体制 （平成26年度）※

家畜の飼養管理等の指導

〇飼料の新暫定許容値以下の牧草等を給与
するなどの適切な飼養管理の徹底

○ 牛肉
３県（岩手、宮城、福島）では、出荷に当たり全頭・全戸検査
を実施。

○ 乳
３県（岩手、宮城、福島）では、２週間に１回以上検査を実
施。

※「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」

（平成２５年３月１９日 原子力災害対策本部）による

福島県
群馬県

茨城県

宮城県

岩手県

※ 警戒区域等は除く

※ 湯川村、喜多方市
及び磐梯町の一部を
除く

※ 中之条町、みな
かみ町、昭和村
及び沼田市の一
部を除く

栃木県

利用可能な地域

利用を自粛し、除染を指導する地域

23～25年度のモニタリング調査等
の結果を踏まえた対応

－40－

畜産物の安全確保

農産物の安全確保



○ 農林水産省では、現地ほ場での実証試験を踏まえ、土壌中の放射性セシウム濃度や地目に応じた農地土壌の除染技
術の適用の考え方を提示（23年9月14日）、環境省の「除染関係ガイドライン（第２版）」に内容が反映(平成25年5月2日)。

○ 確立された技術を着実に現場で導入するため、必要な用具や具体的な作業手順等を示した農地土壌の除染技術の手
引き（24年3月2日）や、工事実施レベルでの実証を踏まえた施工方法、施工上の留意点や施工管理方法等を示した「農
地除染対策の技術書」を公表（24年8月31日）。実証では、表土削り取りにより土壌の放射性セシウム濃度が8～9割減少
するなどの効果を確認。

土壌の放射性

セシウム濃度

適用する主な

技術

～ 5,000
(Bq / kg)

反転耕、移行低

減栽培(※1)

5,000 ～
10,000
(Bq / kg)

表土の削り取り、

反転耕、水によ

る土壌撹拌・除

去

10,000～
25,000
(Bq / kg)

表土削り取り

25,000 
(Bq / kg)～

表土削り取り

5cm以上の厚さ
で削り取り(※2) 芝・牧草の

はぎ取り

移行低減栽培

基本的な削り取り

資材施用区の耕うん

※1 作物による土壌中の放射性
セシウムの吸収を抑制するため、
カリウムや吸着資材を施用する
栽培方法。

土壌の放射性セシウム濃度別適用技術

反転耕(畑、水田)

－41－
固化剤を用いた
削り取り

水による土壌撹拌・除去

※2 ただし、高線量下での作
業技術の検討が必要。（土ぼ
こりの飛散防止のために固化
剤を使用）

農地の除染技術の開発・実証

除染・汚染物質対策



○水中の放射性セシウムについて、ろ過後の検出は除染特別地域外で０箇所、帰還困難区域等で３２箇所

○底質の放射性セシウムについては、ほぼ全部の調査箇所にて検出され、空間線量率が高い地域を中心に高濃度に蓄積して

いる状況。

○放射性物質の拡散防止対策技術の検討・実証を実施 【ため池等汚染拡散防止対策実証事業】

－42－

ため池等の農業水利施設の放射性物質モニタリング調査結果と対策

平成23年8月28日現在の値に換算

出典：空間線量率「文部科学省による福島県西部の航空機モニタリングの測定結果について」（平成23年9月12日）

平成26年度 福島県内のため池等における放射性物質の調査結果位置図(底質）

調査対象2,956箇所（避難指示区域外2,635箇所(福島県が実施)、25年度調査継続1,640箇所、
避難指示区域内321箇所、基幹的農業用水路等23箇所(東北農政局が実施)）

調査区分
○：避難指示区域以外のため池
△：基幹的農業用水路等
□：避難指示区域内のたため池

除染・汚染物質対策



○農山村地域復興基盤総合整備事業 のうち農業水利施設等保全再生事業により農業用用排水施設の放射性
物質対策を実施し、再汚染の防止、被ばく線量を低減。

○帰還加速のための営農環境を整備し、福島の復興を加速化。

－43－

福島再生加速化交付金による放射性物質対策

事業の例

○底泥から高い濃度の放射性物質が検出されたため池の底泥を除去
し、放射性物質の拡散等を防止。

○遠隔制御装置を整備し、除染されていないエリアでの作業頻度を減少
し、農業従事者等への被曝線量を低減

例３：農業従事者等への被曝線量低減対策

間接フロート型自動式ゲート 水管理の集中管理センター

○開水路を暗渠化（パイプライン化又は蓋かけ）し、山林等からの放
射性物質の流入を防止

パイプライン化 蓋かけ

○放射性物質濃度が高い底質や有機物等をろ過・吸着するため、プルシアン
ブルー等を用水路に設置し、放射性物質の拡散を防止。

ﾌﾟﾙｼｱﾝﾌﾞﾙｰ

籾殻袋

農業用水路

籾殻袋
ﾌﾟﾙｼｱﾝﾌﾞﾙｰ土に付着した

放射性物質

例１：放射性物質の汚染拡散防止対策

例２：放射性物質の流入防止対策

ため池底泥除去（剥離洗浄工法）

除染・汚染物質対策



○ 農林水産省では、被害者の早期救済の観点から、原発事故連絡会議を25年6月までに12回開催するなど、東京電
力に対して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
○ 東北６県の農業関係支払状況は、26年12月31日までに把握できた、請求約2,921億円に対し、支払2,667億円（支払
率約90％）

※ ２６年１２月３１日現在、農業者等の請求・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。この金額には「しいたけ」が含まれている。

－44－

※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（青字以外）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（青字部分）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。

○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

政府等による農林水産物の出荷制限指示等に係る損害

いわゆる風評被害

中間指針(農林漁業等に関する主な内容)

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
①【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
②【茶】 福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、神奈川、静岡、宮城、東京
③【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）
④【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）

⑤【牛肉（セシウムに汚染された牛関連）】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

※上記以外で新たに汚染された稲わらの流通・使用による牛肉価格下落等が確認された場合、同様の扱い。

⑥【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
⑦【花】福島、茨城、栃木
⑧【家畜の飼料及び薪・木炭】福島、岩手、宮城、栃木
⑨【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
⑩【その他の農林水産物】 福島
⑪【農林水産物の加工品・食品】
主たる事務所または工場が福島県に所在。 主たる原材料が上記の産品であるもの 等
○農産物加工・食品製造業 ○農林水産物・食品の流通業 ○輸出

原子力損害賠償関係 －賠償金の円滑な支払に向けた東京電力への働きかけ－

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

請求額

（億円）

支払額

東北管内における請求額・支払額の推移

（農業関係 ）平成26年12月31日現在把握できたもの
＊

賠償金の円滑な支払に向けた東京電力への働きかけ



○ 東北６県における農畜林産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果は以下のとおり。
○ きのこ・山菜類では、基準値を超過する割合が高い状況。

平成24年４月以降の農畜林産物の放射性セシウム検査結果（東北６県分） （平成24年4月1日～26年12月31日）

※注１ 原子力災害対策本部の検査計画に基づき各県が実施した検査結果について、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２ 米の検査点数には、福島県が独自に行った全量・全袋検査（24年度1,030万件、25年度1,100万件、26年度1,079万件）及び宮城県の一部地域での全袋検査
（24年度2万7百件、25年度3万37百件）を含む。

品 目
24年度
超過割合

25年度 26年度（～12月31日）
26年度基準値超過品目

超過割合 検査点数
基準値超
過点数

超過割合 検査点数
基準値超過
点数

米 0.0008% 0.0003% 11,035,295 28 0% 10,839,591 0

麦 0% 0% 247 0 0% 234 0

豆 類 0.3% 0.9% 6,247 59 0.1% 1,391 2 大豆

野 菜 類 0.04% 0% 10,137 0 0% 7,948 0

果 実 類 0.3% 0% 2,559 0 0% 2,087 0

茶 11.1% 0% 6 0 0% 3 0

その他地域特産物 0.8% 0% 893 0 0% 559 0

原 乳 0% 0% 1,370 0 0% 963 0

肉・卵
（野生鳥獣肉除く）

0.003% 0% 96,415 0 0% 71,423 0

きのこ・山菜類 10.7% 3.6% 3,458 125 1.3% 3,636 48 野生キノコ類、山菜類

計 0.004% 0.002% 11,156,627 212 0.0005% 10,927,835 50
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農畜林産物の放射性セシウムの検査結果の概要参考



避難指示区域見直し後の営農再開状況参考

○南相馬市、広野町、川内村、田村市の約700haにおいて、米の作付けが再開。その他の地域でも、米や花きの
実証栽培等が再開されるなど、営農再開に向けた取り組みが進行中。
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≪南相馬市≫
・25年産米から実証栽培を実施
（25年産米は125ha、26年産米は11ha）
・26年産米から避難指示区域以外の地域で
作付を再開（96ha）

≪浪江町≫
・26年産米から実証栽培を実施（1.0ha）

≪富岡町≫
・26年産米から避難指示解除準備区域で
実証栽培を実施（1.2ha）

≪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）
26年産米は148ha（H22比約7割）

≪楢葉町≫
・25年産米から実証栽培を実施
（25年産米は3.4ha、26年産米は6.3ha）

≪飯舘村≫
・25年産米から実証栽培を実施
（25年産米は1.4ha、26年産米は1.5ha）

≪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、26年産米は1.4ha）
・25年度から、トルコギキョウの実証栽培をハウス１
棟（272㎡）で開始し、26年度からは震災前に栽培
を行っていた農家全戸で栽培を再開
（栽培面積H22比で約5割）

≪田村市（都路地区等）≫
・25年産米から作付を再開。
25年産米は181ha（H22比約４割）
26年産米は297ha（H22比約６割）

・26年5月から都路地区の農家が肉用牛の飼養を
再開

≪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）
26年産米は155ha（H22比約８割）

・20km圏内では、25年産米から実証栽培
（25年産米は0.1ha、26年産米は0.5ha）
・25年度から、そばの作付を本格的に再開
（25年度は93ha、26年度は86ha）


