
 

・復興庁  ５３名 
  〃 （非常駐） ５９名 

・環境省 

  東北地方環境事務所 

  福島環境再生事務所 

  指定廃棄物等処理チーム ７名 

           （ほか非常駐２名） 

 

 

 

農林水産省から復興庁等への出向状況 
（Ｈ２６年６月１０日現在） 

○傾斜区分毎の
米生産費の推移 

東海局管内 

関東局管内 

近畿局管内 
九州局管内 

中国四国局管内 

東北局管内 

北海道開発局管内 

北陸局管内 

沖縄総合事務局 
管内 
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＜農林水産省及び都道府県等からの職員派遣（農林水産関係） ＞ 

 震災からの復興のため、人的な支援を実施しています。 

※平成26年５月末まで
の派遣実績 

・農地・農業用施設や漁港・海岸等の災害復旧に係る査定及
び復旧工事の設計書作成等の支援のため、農林水産省及
び都道府県等の職員を被災地に派遣 

６８名 

・岩手・宮城・福島の自治体との人事交流 
                       計 １５名 
 （岩手県内５名、宮城県内６名、福島県内４名） 

○ 農地・漁港の復旧をはじめとする東日本大震災からの復旧復興や、農地・森林の除染を速やかに進めるため、
農林水産省職員を復興庁・環境省に出向させているところ。  

○ また、被災地における災害復旧工事の迅速・円滑な実施のため、平成23年度から、被災県からの支援要望に添
沿って、農林水産省及び他の都道府県等の専門職員を被災自治体に派遣。 

【残された課題】 
 職員出向については、今後とも関係省庁等からの要請も踏まえ、継続的な人的支援を実施。 
 職員派遣については、来年度においても引き続き、被災地への人的な支援を行うこととしており、全国の都道府
県等とも連携し、被災県からの支援要望に可能な限り応えられるよう調整。 

国 都道府県 市町村 計 
漁港関係 52 1,403 308 1,763人月 

農地・農業用施設 594 3,227 － 3,821人月 

森林・林業関係 17 682 － 699人月 



 全国から被災地に技術者の派遣をしています。① 

○傾斜区分毎の米生産費の推移 
（活 動 状 況） 

○ 漁港・海岸・共同利

用施設の災害復旧に

係る復旧工事の設計

書作成等の支援 

国 都道府県 市町村 計 

延べ52人月 延べ1,403人月 延べ308人月 延べ1,763人月 

派遣先 派遣人員 

岩手県 722人月 

宮城県 698人月 

福島県 343人月 

漁港関係  

東北局管内 
延べ84人月 

北陸局管内 
延べ161人月 

中国四国局管内 
延べ376人月 

九州局管内 
延べ415人月 

近畿局管内 
延べ162人月 

東海局管内 
延べ141人月 

関東局管内 
延べ321人月 

北海道管内 
延べ103人月 

※平成26年５月末までの派遣実績 

＜農林水産省及び都道府県等の職員派遣状況＞ 

○傾斜区分毎の米生産費の推移 
（活 動 状 況） 

○ 農地・農業用施設

の災害復旧に係る査

定及び復旧工事の設

計書作成等の支援 

東海局管内 
延べ411人月 

関東局管内 
延べ542人月 

近畿局管内 
延べ355人月 

九州局管内 
延べ515人月 

中国四国局管内 
延べ772人月 

東北局管内 
延べ300人月 

北海道開発局管内 
延べ506人月 

北陸局管内 
延べ373人月 

沖縄総合事務局管内 
延べ47人月 

※平成26年５月末までの派遣実績 

農地・農業用施設関係  国 都道府県 計 

延べ594人月 延べ3,227人月 延べ3,821人月 

派遣先 派遣人員 

岩手県 599人月 

宮城県 1,905人月 

福島県 1,317人月 
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＜農林水産省及び都道府県等の職員派遣状況＞ 

 全国から被災地に技術者の派遣をしています。② 

森林・林業関係  

農地・農業用施設関係  

漁港関係  

＜派遣職員の活動状況＞ 

防災林造成工事設計書 
作成の様子 

防災林造成工事の出来形 
確認の様子 

○傾斜区分毎の米生産費の推移 
（活 動 状 況） 

○ 治山施設・林道施

設の災害復旧に係る

復旧工事の設計書作

成等の支援 

東海局管内 
延べ40人月 

関東局管内 
延べ164人月 

近畿局管内 
延べ54人月 

九州局管内 
延べ129人月 

中国四国局管内 
延べ137人月 

東北局管内 
延べ52人月 

北海道開発局管内 
延べ60人月 

北陸局管内 
延べ63人月 

沖縄総合事務局管内 
延べ0人月 

※平成26年５月末までの派遣実績 

森林・林業関係  国 都道府県 計 

延べ17人月 延べ682人月 延べ699人月 

派遣先 派遣人員 

岩手県   191人月 

宮城県 57人月 

福島県 451人月 

関係機関との災害復旧工事に 
係る協議の様子 

農地の災害復旧工事の 
現地測量作業の様子 
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復旧工事現場との 
連絡調整の様子 

防波堤復旧工事の 
出来形確認の様子 



（参考）震災発生初期には、被災地域で不足していた食料品や配合飼料、
燃料等を被災地に輸送しました。 

【資金調達の円滑化】 
 ○ 被災した農林漁業者等が資金を調達できるよう、円滑な融資等を関係団体に依頼。 
 ○ 農業共済掛金の払込期限等の延長・共済金の早期支払いに向けて共済団体に指導。 

【排水設備の貸出】 
 ○ 農地等の湛水排除や応急的な取水に対応するため、災害応急用ポンプを地方農政局土地 

改良技術事務所から搬送し供用。宮城県、福島県、栃木県の３県で延べ９０台を供用。       

【手続きの簡素化】 
 ○ 救援活動等に最優先で取組めるよう、農業者戸別所得補償制度の申請期限等を延長。 

【燃料用物資の供給】 
 ○ 東北森林管理局から大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町等へ薪ストーブ113台を提供。 
 ○ 関係団体等の協力の下、宮城県、福島県へ木炭26ｔ、木炭コンロ1,300個を供給。 
 

その他の応急対応 

災害応急用ポンプによる排水作業
（宮城県名取市） 

福貴浦漁港における水産庁漁
業取締船による救援物資の引
き渡し（宮城県石巻市） 

 
 ○ 今回の震災では、200社を超
える食品メーカー等の協力の下、
食料2,584万食、育児用調整粉
乳5.3万缶、飲料762万本を調達。
ピーク時には1日で約154万食分
の食料を調達。 

○ 水産庁の漁業取締船等の 
 計１０隻が民間漁船と協力して 
 海上から物資（食料、燃料日用 
 品、医薬品）を輸送。 
 
 

被災地域への食料供給 

○ 工場の被災により、供給不足と
なった配合飼料の供給確保を支援
するため、  

 ①飼料関係団体に対し、九州や北
海道等からの配送（内航船運搬、
トラック輸送）の要請、 

 ②備蓄飼料穀物（35万トン）の無
償・無担保での貸付  

 等を措置。 

○ Ｈ２３年３～６月にかけて、他
地域から約40万tの飼料が供給。 

 
 

被災地域の飼料不足への対応 

九州地方等から
運搬船で輸送 

北海道から 
運搬船で輸送 

中部、中国、関東地
方から陸路で輸送 

被
災

船舶輸送 

被災した配合飼料工場 
(石巻市） 
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