
東日本大震災からの 

農林水産業の復旧・復興の状況 

平 成 ２ ４ 年 ７ 月 



目次 

１ ． 震 災 か ら の 復 旧 ・ 復 興     …………０３ 

・ 農林水産関係の被害状況     …………０４ 

・ 水産業の復旧状況      …………０５ 

・ 農林業の復旧状況       …………０６ 

・ がれきの処理状況      …………０７ 

・ 復興施策の事業計画      …………０８ 

・ 津波被災農地における年度ごとの営農再開可能面積   …………０９ 

・ 「農業・農村の復興マスタープラン」による復興のイメージ  …………１０ 

・ 水産復興マスタープラン     …………１１ 

・ 東日本大震災に対応した人的支援    …………１２  

・ 農業者の経営再開のための支援の状況    …………１３ 

・ 直轄災害復旧事業の実施状況     …………１４ 

・ がんばる漁業・養殖復興支援事業進捗状況   …………１５ 

・ 海岸防災林の復旧・再生の状況     …………１６ 

・ 復興に向けた被災地の動き     …………１７ 



２ ． 原 子 力 発 電 事 故 へ の 対 応     …………２１ 

・ 原子力発電所事故による警戒区域・避難指示区域等の見直し  …………２２ 

・ 農地土壌の放射性物質による汚染の状況    …………２３ 

・ 食品等の中に含まれる放射性物質の新たな基準値   …………２４ 

・ 原発事故による農林水産物への影響    …………２５ 

・ 食品の新基準値に対応した生産現場の主な取り組み   …………２６ 

・ 原発事故による水産関係の影響と対応    …………２９ 

・ 農地の除染への取り組み     …………３０ 

・ 森林の除染への取り組み     …………３１  

・  環境省との連携による農地・森林の計画的な除染の推進  …………３２ 

・  森林における放射性物質の除去及び拡散抑制等の技術的な指針について …………３３ 

・ 原発事故で被害を受けた農林漁業者等への賠償   …………３４ 

・ 原発事故による諸外国・地域の輸入規制の動き   …………３５ 



１．震災からの復旧・復興 
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農林水産関係の被害状況

＜東日本大震災における農林水産関係の被害＞

(平成２４年７月５日現在)

＜参考比較＞＜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

＜参考比較＞
・阪神大震災 ：900億円（約 1/27）
・新潟県中越地震：1,330億円（約 1/18）

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

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

被害額合計：１兆２，６３７ 億円 被害額合計：１兆１，２０４億円

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

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

漁船(２８，６１２隻) １，８２２億円 農地(１８，１８６箇所) ４，００６億円

農業用施設等(１７ ９０６箇所) ４ ４０８億円漁港施設(３１９漁港) ８，２３０億円

養殖関係
(内養殖施設)

１，３３５億円
(７３８億円)

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

(内養殖施設)
(内養殖物)

(７３８億円)
(５９７億円)

共同利用施設(１ ７２５施設) １ ２４９億円

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

林野関係共同利用施設(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
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※ 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）。



項目     被害状況 今後の取組 

水揚
げ 

岩手・宮城・福島各県
の主要な魚市場の水揚
げ（24年3-5月合計）
の被災前同期比（22年
3-5月合計） 

[岩手県] 
久慈、宮古、釜石、大船渡 
[宮城県] 
気仙沼、女川、石巻、塩釜 
[福島県] 
小名浜（県外で漁獲） 
 
  

今後、漁業の再開に伴い、順
次水揚げが回復する見込み。 

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）は達成の見込み。 
 

被災地の要望を踏まえ更に上
積み予定。 

加工
流通
施設 

被災３県で被害があっ
た産地市場（34施設） 
 
被災３県で被害があっ
た水産加工施設（759
施設） 

岩手県及び宮城県の産地市場
は、22施設すべてが2４年中
に再開見込み。 
 

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。 

漁港 
 

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。 

 0 20 40 60 80 

（%） 
100 

 進捗状況 

 水揚量６9％   
（４５千トン） 

 水揚金額８０%
（８２億円） 

 東日本大震災からの水産業の復旧状況 

６５％（被災3県） 
（２２施設が業務再開） 

    ８９% 
 （１０,６３７隻が復旧） 

９７% 
                         （３１１漁港で一部でも水産物の陸揚げ可能）   

５５％（被災3県） 
（４１８施設が業務再開） 

岩手 80％(19.3千㌧) 
宮城 63％(25.5千㌧) 
福島 22％( 0.2千㌧) 

岩手 72％(16.0億円) 
宮城 84％(65.8億円) 
福島  8％( 0.2億円) 

岩手 5,134隻 
宮城 3,691隻 
福島  207隻 

岩手：61%(122施設)  
宮城：50%(217施設) 
福島：62%( 79施設) 

岩手： 92%(12施設)  
宮城：100%( 9施設)  
福島： 8%( 1施設)  

岩手：100%(108漁港)  
宮城： 96%(137漁港)  
福島： 70%(  7漁港) 31% 

（98漁港で陸揚げに必
要な岸壁延長を復旧） 

(平成２４年７月２日現在) 
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 東日本大震災からの農林業の復旧状況 

項目   被害状況 備考 

農地 

６県(青森・岩手・宮城・福
島・茨城・千葉)の津波被災
農地 
→２１，４８０ｈａ 

※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」において、おおむね３年間で

復旧し、平成２６年度までに約９

割の農地で営農再開を目指す 

農業 
経営体 

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 
      (3/11時点) 

・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。（3/11時点）（東北・関東
６県） 

主要な 
排水機

場 

東北３県のうち仮復旧が可
能な主要な排水機場→72ヵ
所 

  

農地 
海岸 

後背地の重要性を考慮した
優先対策区間→7.3km 

農業集
落排水
施設 

被害のあった青森県から長
野県までの11県の被災地
区数→401地区 

木材加
工流通
施設 

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42
箇所） 

 0 20 40 60 80 
(%) 
100 

 進捗状況 

４０% 
(約４，０９０経営体が経営
再開) 

１００%  (応急対応実施：７２箇所) 

１００%   （応急対策実施：7.3km） 

6 
８３%  （３５箇所で操業再開） 

(平成24年度までに営農再
開が可能となる見込みの面
積：約8,310ha) 

 ３９％ 

８９%  （復旧完了又は実施中：３５６地区） 



 東日本大震災で発生したがれきの処理状況（農林水産省関係） 

県名 がれき 
推計量(①) 

仮置き場へのがれき搬
入済量※１(②) 

（②/①） 処理・処分量計
（（③） ※２） 

処理処分 
割合（③/①） 

岩手県 ５，２５０千ｔ ４，１９０千ｔ ８０％ ６３７千ｔ １２，１％ 

宮城県 １１，５３７千ｔ ９，８０２千ｔ ８５％ ２，３６８千ｔ ２０，５％ 

福島県 ２，０１１千ｔ １，３８４千ｔ ６９％ ２００千ｔ １０，０％ 

3県計 １８，７９９千ｔ １５，３７６千ｔ ８２％ ３，２０５千ｔ １７，１％ 

（参考）岩手、宮城、福島県のがれきの処理状況（5月31日時点） 
※１ 生活場所周辺の廃棄物については仮置き場へ

の搬入は平成23年8月までにほぼ完了。 
※２ 処理処分量計は、破砕・選別等により有価焼却、

原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処理等に
より処理・処分された量。 

※３ ５月２１日に推計の見直しをしたため、それ以前
の推計量とは異なる数字となっている。 
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項目   被害状況 備考 

農地 

がれきが堆積していた岩
手・宮城・福島（警戒区域を
除く）の農地 
→１７，３００ｈａ 

４月３０日時点 

漁港の
航路・
泊地 

応急工事による航路・泊地
のがれき撤去が必要な漁
港→２３２漁港 

６月１日時点 

定置 
漁場 

がれきにより漁業活動に支
障のある定置漁場 
→９５８ヶ所 

６月１日時点 

養殖 
漁場 

がれきにより漁業活動に支
障のある養殖漁場 
→８０４ヶ所 

６月１日時点 

 0 20 40 60 80 
(%) 
100 

 進捗状況 

１００%  （応急工事実施：２３２漁港） 

１００%  （応急工事実施：９５８ヶ所） 

９９%   （応急工事実施：８０１ヶ所） 

 ８９％  （がれき撤去済み：１５，５００ha） 



※「目指す時期」については、事業実施地区の状況により変更される場合がある。 

項  目 目指す時期 ※ 

農地 
・ 

農業用施設 

基幹的農業用施設（本格復旧） 27年度末まで 

農地等 25年度末まで 

漁港 
・ 

漁場 
・ 

養殖施設 
・ 

大型定置網 

拠点となる漁港 25年度末まで 

その他の漁港 27年度末まで 

漁場のがれき処理等 24年度末まで(がれきの分布状況に応じて25年度も実施) 

漁場施設 25年度末まで（魚礁整備等は27年度末まで） 

養殖施設（養殖業再開希望者全員が整備に目途） 24年度末まで 

大型定置網（操業再開希望者全員が整備に目途） 24年度末まで 

海岸対策  
国施行区間で重要施設がある海岸 24年度末までに概ね完了 

上記以外の区間の海岸 27年度末までに概ね完了 

海岸防災林 
の再生 

海岸防災林の基盤造成 27年度末までに概ね完了 

植栽 32年度末までに概ね完了 

   「東日本からの復興の基本方針（平成23年7月29日 復興対策本部決定）」に基づき、農林水産関係の
復興施策について、事業の工程表を策定・公表（平成23年８月26日策定、同年11月29日改定、平成24年５月18日改定。） 

復興施策の工程表 

24年度 25年度 26年度 27年度 27年度以降 
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○「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、お

おむね３年間で復旧し、平成２６年度までに約９割の農地で営農再開を目指す。 

 ① 農林水産業における農地の復旧状況 

津波被災農地における年度ごとの営農再開可能面積 

 ② おおむね３年間で農地を復旧 

○ ６県(青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉)の津波被災農地21,480haのうち、約
8,310haで除塩完了又は実施中（H24.3.31時点） 

 （Ｈ24年度までの営農再開目標8,550haをおおむね達成。） 

被災農地における年度ごとの営農再開可能面積の見通し 

【参考】宮城県の農地の復旧可能性図面 

（注）その他は、水没した農地、原子力災害による警戒区域等 

  24年度 25年度 26年度 その他 計 

岩手県 230 140 350 10 730 

宮城県 6,670 4,120 3,440 110 14,340 

福島県 460 1,350 1,200 2,450 5,460 

青森・茨
城・千葉県 

950 - - - 950 

計 8,310 5,610 4,990 2,570 21,480 

割合 39% 26% 23% 12% 100% 
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営農指導 
家畜導入 

施設整備 

自
然
調
和
型
産
業
を
核

と
す
る
活
力
あ
る
産
業

の
育
成

 

災
害
に
強
い
地
域
と
し

て
の
再
生

 

自
然
に
根
ざ
し
た
豊
か

な
生
活
基
盤
の
形
成

 

新
た
な
食
料
供
給
基
地
へ

 

23 
年度 

24 
年度 

25 
年度 

26 
年度 

岩手県 10 220 140 350 

宮城県 1,220 5,450 4,120 3,440 

福島県 60 400 1,350 1,200 

青森・茨城・千葉県 810 140 0 0 

「農業・農村の復興マスタープラン」による農業・農村の復興のイメージ 

● 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 

営農再開が可能と見込まれる 
年度別面積（ha) 

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 

 多大な被害を受けた農業・農村の復興の観点から 
○ 損害賠償への対応 
○ 検査体制の強化 
○ 農地における放射性物質の除去・低減 
○ 風評被害防止対策 
 等について取り組む (必要な対策等について随時追加) 

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 

原発事故への対応 

担い手確保のためのプランづくり 
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１．漁港 
 
 
 
 

○ 漁港間で機能分担を図りつつ、地域一体として 
 必要な機能を早期に確保 
    ①   全国的な水産物の生産・流通の拠点漁港 
    ②   地域水産業の生産・流通の拠点となる漁港 
    ③  その他の漁港 

７．漁協 
 
 

○ 地域の漁業を支える漁協系統組織
の再編・整備 

○ 資本注入等を通じた信漁連等の健全
性の確保 

２．漁場・資源 
 
 

○ 早期再開に向けて優先
すべき漁場から、がれき
撤去を支援 

○ 継続的に漁場環境調
査を実施 

６．漁業経営 
 
 

○ がれきの撤去等を通じた
被災漁業者の雇用機会の
確保 

○ 地元漁業者と民間企業と
の連携に向けた仲介・マッ
チングの推進等 

８．漁村 
 

○ 地元住民の意向を尊重
しつつ、災害に強い漁村
づくりを推進 

○ 漁村の状況に応じた 
最善の防災力を確保 

○ エコ化や６次産業化の
取組を推進 

４．養殖・栽培漁業 
 

○ 生産性等の高い養殖経営体の育
成に向けた共同化・協業化・法人化 

○ さけ・ます等の種苗生産・放流体
制を再構築 

３．漁船・漁業管理 
 

○ 漁船･船団の近代化・ 
合理化の促進 

○ 共同利用漁船の導入等
や共同化・協業化の推進 

○ 燃油価格の高騰等への
対処等を通じ、水産物供給
を確保 

５．水産加工・流通 
 
○ 地域の意向等に応じ、集積化・団地化や施設整備等を推進 
○ ６次産業化や品質・衛生管理の向上等を支援 
○ 漁港の復興と整合をとりつつ、産地市場を再編 

水産を構成する各分野を広く見渡し、
地元の意向を十分に踏まえ、 
全体として我が国水産の復興を推進 

   原発事故への対応 
 

○ 放射性物質の調査等に対する国の
取組を強化 

○ 食品の安全性に関する情報の海外
に向けた発信等 

水産復興マスタープラン ～水産を構成する各分野を総合的・一体的に復興～ 
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東日本大震災に対応した人的支援 

＜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） 

○ 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 

都道府県 市町村 計 

935人月 135人月 1,070人月 

派遣先 派遣人員 

岩手県 434人月 

宮城県 393人月 

福島県 243人月 

漁港関係  

東北局管内 
延べ56人月 

北陸局管内 
延べ115人月 

中国四国局管内 
延べ207人月 

九州局管内 
延べ299人月 

近畿局管内 
延べ73人月 

東海局管内 
延べ82人月 

関東局管内 
延べ166人月 

北海道管内 
延べ72人月 

○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83.5人月 

関東局管内 
延べ88人月 

近畿局管内 
延べ79人月 

九州局管内 
延べ107.5人月 

中国四国局管内 
延べ164.5人月 

東北局管内 
延べ49.5人月 

北海道開発局管内 
延べ64.5人月 

北陸局管内 
延べ81.5人月 

沖縄総合事務局管内 
延べ4人月 

※平成24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 

117人月 605人月 722人月 

派遣先 派遣人員 

岩手県 111人月 

宮城県 337人月 

福島県 274人月 
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○ 震災被害農地の経営再開に向けたゴミ除去等の復旧作業のために、その地区内で営農を

行う農業者で組織する地域農業復興組合を設立。 

○ 現在、３７市町村において、１１９組合で取組を実施。 

○ 復興組合への支援として、８県に対し約５１億円を交付決定済み。 

農業者の経営再開のための支援の状況 

ゴミ・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(例) 

東日本大震災に係る復旧作業を共同で行う農業者に対して、 
復興組合等を通じてその活動に応じ経営再開支援金を支払い。 

被災農家経営再開支援事業 

注：単価の( )内は公共事業によらず、自力で施設の撤去等を行う場合 

家畜の種類 支援単価 

乳用牛 29,700円/頭  
肉用牛 
(繁殖経営) 

182,200円/頭 

肉用牛 
(肥育経営) 

21,700円～ 
59,000円/頭 

家畜の種類 支援単価 
肉用牛 
(育成経営) 

10,500円～ 
13,200円/頭  

豚(繁殖豚) 22,400円/頭  

鶏(採卵鶏) 12,000円/千羽 

営農の種類 支援単価 

水田作物  3.5万円/10a 

露地野菜(花きを含む)  4.0万円/10a (7.0万円/10a) 

施設野菜(花きを含む)  5.0万円/10a (14.0万円/10a) 

果樹  4.0万円/10a  ( 9.0万円/10a) 

水田作物・野菜・果樹支援単価 

畜産支援単価 

13 ※ 農林水産省聴きとり調査(１月３１日現在) 

復興組合の設立状況 
（１月３１日現在） 

気仙沼市 
南三陸町 

石巻市 
東松島市 

松島町 

多賀城市 

七ヶ浜町 

仙台市 
名取市 

岩沼市 

亘理町 
山元町 

洋野町 
野田村 

一関市 
岩泉町 

須賀川市 

相馬市 
新地町 

稲敷市 

いわき市 

陸前高田市 

大船渡市 

奥州市 

宮古市 
山田町 

栄村 

南相馬市 

下妻市 
鹿嶋市 

東海村 

香取市 

津南町 

十日町市 

    は、既に復興組
合が設立された市町村 

    ※ 

八戸市 

上越市 

大槌町 

支援の状況 



○ 土地改良法特例法等に基づき、東日本大震災により被災した農地・農業用施設の直轄災害復旧事

直轄災害復旧事業の実施状況

良法特例法 、東 震 被 農 農業 設 轄 復
業を実施。

○ このうち、仙台東地区については、宮城県及び仙台市からの要望に基づき、農業用施設の復旧に
加え、除塩、区画整理を含む農地の復旧を国が一貫して実施。

②仙台東
①定川

【白河矢吹】国営幹線用水路（パイプライン） 【仙台東】藤塚排水機場

⑥迫川上流・荒砥
沢ダム ※ポンプを雨水等から防錆するため、

建屋を仮復旧※液状化で浮上したパイプラインの復旧が完了（左：被災時、右：復旧後）

⑦迫川上流

宮城県
③名取川

【河南】矢本幹線用水路

⑧河南

【名取川】閖上排水機場

④亘理山元

⑨白河矢吹

福島県

③名取川

⑤亘理・山元
※地盤沈下による水路溢水箇所
の側壁嵩上げ復旧を実施中

※ポンプ設備を応急修理し、
排水機能を仮復旧

【 】大畑浜排水機場
⑨白河矢吹
（羽鳥ダム）

⑩阿武隈川上流
（西郷ダム）

栃木県

⑤
農地海岸

凡 例

直轄特定災害復旧事業
実施地区(津波被災地域)

【白河矢吹】 幹線用水路 【亘理・山元農地海岸】応急堤防

の側壁嵩上げ復旧を実施中
【亘理山元】大畑浜排水機場

⑪芳賀台地

栃木県
( )

直轄災害復旧事業実施
地区

代行海岸保全施設災害
復旧事業実施地区※全半壊した堤防の前面に応急

堤防を設置

※損壊した建屋及びポンプ設備を
応急修理し、排水機能を仮復旧

（左：建屋、右：建屋内部）

※復旧工事実施状況 14



がんばる漁業・養殖復興支援事業 進捗状況（６月１日現在） 

東京電力 
福島第一原発 

八戸 

大船渡 

気仙沼 

女川 東松島 

いわき 

神栖 

南三陸 

は認定復興計画の実施地域 

宮古 

釜石 

石巻 

亘理 

志摩 

三重県 

【復興計画の認定状況】 
○漁船漁業(予算額：約238億円) 
      H24.6.1現在：認定１６件  

    認定漁船数： 22隻及び9ヶ統（事業費：約178億円(見込)） 
 

○養殖(予算額：約567億円) 
      H24.6.1現在：認定２１件  
    参加経営体数： 330経営体（今期事業費：約70億円(見込)） 

陸前高田 

北茨城 

 
【がんばる漁業復興支援事業】 
 地域で策定した復興計画に基づき、震災後の環境に対応し、震
災前以上の収益性の確保を目指し、安定的な水産物生産体制の
構築に資する事業を行う漁協等に対し、必要な経費（人件費、燃
油代、氷代等）を支援。 

 
 

【がんばる養殖業復興支援事業】 
 地域で策定した復興計画に基づき、養殖業の復興を推進するた
め、５年以内の自立を目標とした共同化による生産の早期再開に
必要な経費（人件費、燃油代、氷代等）を支援。 
 

事業の概要 
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○野田内閣総理大臣は、平成24年4月23日、「『みどりのきずな』再生プロジェクト」構想として、ガレキを再生・利
用し、地域に安全と安心を与える海岸防災林を復旧・再生するプロジェクトを推進していくことを発表。 

    被災地と支援する方々の間、被災地の人々の間、大震災を経験した今の世代と未来の世代、さらには人間と自然との間などを            

  つなぐ様々な絆を、今回の海岸防災林の再生を通じ形にしていくという意味を込めて、総理により命名。 

 
○ 林野庁は、本構想に基づき、準備の整った箇所から順次手続きを進め、被災延長約140kmのうち、今年度中

に約50kmについて海岸防災林の再生に着手予定。 
 
○ その際には、分別、無害化され安全性が確認されたガレキの再生資材も活用しながら樹木の生育基盤を造成。 
 
○ 地域の自然条件等を踏まえつつ、NPO、企業等による協力も得ながら植栽等を進める予定。 

海岸防災林の復旧・再生の状況 

■海岸防災林の復旧・再生の進捗状況について（平成24年6月1日現在） ○ 県（林務部局）、森林管理局は、環境省東北地方環境

事務所に資材必要量等を情報提供し、再生資材の需給

のマッチングを開始。 

○ マッチングの整った青森県、千葉県が実施する事業に

おいては、盛土材等として、既に再生資材を活用。 

○ 仙台市若林区荒浜の海岸防災林（3ha）の復旧事業に

ついて、５月１１日に契約。 
    本件においてもマッチングが整い次第、設計変更によ

り再生資材の活用を進める考え。 

○ ４月23日に野田総理が『「みどりのきずな」再生プロジェ

クト』として公表。 
 

※ 海岸防災林の復旧・再生スケジュール 
     盛土造成などの基盤整備を概ね５年で、全体の 
  復旧を概ね１０年で実施（復興工程表） 
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仙台市東部地区の土地利用のイメージ 仙台市「震災復興計画」 

復興に向けた被災地の動き①  

直轄特定災害復旧 「仙台東地区」  

 仙台市東部の農業地帯では、東日本大震
災の津波により約2,120haの農地及び農業用
施設等に甚大な被害が発生。 

 仙台市では、復興特区制度を活用し地域の
農業の再構築を進めるため、仙台市復興推進
計画「農と食のフロンティア推進特区」を申
請、24年３月２日に認定された。（左下図参照） 
 

 当該特区においては、新規立地新設企業の法人税
を５年間無税とする措置等を活用することで、新た
な農業法人の設立や加工・流通産業、試験研究関連
産業等の集積を図る。 

 また、同特区内（左図の
「農と食のフロンティア
ゾーン」）において、国直
轄の災害復旧事業を実施し、
被災農地の早期復旧やほ場
の大区画化による生産性の
向上等を目指すこととして
いる。 

仙台市の復興計画 

 津波により被災した農地約1,800haについて、平成
26年度を目途に営農が再開できるように、農地復旧
及び除塩工事を実施するとともに、ほ場の大区画化
等を検討。  

※ 農地の区画の大規模化や集約化などを迅速かつ円滑に実
施するため、今回にかぎり農業者負担分を仙台市が負担 

区分 事業名 事業内容 

復旧事業 

除塩事業 海水が浸入した農地の塩害除去 

施設復旧事業 被災した農業用施設の復旧 

農地復旧事業 被災した農地の復旧 

関連事業 区画整理事業 農地の復旧と併せて実施する区画整理（ほ場整備） 

農林水産省が実施する事業  

ほ場整備後の仙台東地区イメージ 

１ha以上の大区画ほ場 

土地利用の整序化 

転作の団地化 

地区名 現況の整備状況 区画形状の基本方針 

高砂 
・30a区画 
・農道・用排水路
は整備済み 

・90a, 60a,30a 区画 
・農道・用排水路は機能復
旧 

七郷 
・30a区画 
・農道・用排水路
は整備済み 

・90a, 60a,30a 区画 
・農道・排水路は機能復旧。 
 用水路はパイプライン化 

六郷 
・10aの小区画 
・農道は狭く、用排
水路も未整備 

・100a, 50a,30a 区画 
・農道、用排水路を整備 

ほ場区画計画の基本的な考え方 
（２４年１月 住民説明会資料） 
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復興に向けた被災地の動き② 

石巻の水産業復興に向けた取組み 
～水産加工流通施設等を活用した地域産業の復興の動き～ 

○  防波堤、岸壁、市場施設、水産加工団
地等が壊滅。 

○  約７０ｃｍの地盤沈下により、満潮時に
は、漁港及び水産加工団地へ海水が流
入し、冠水する状況に。 

石巻の被災状況 

市場の倒壊、冠水 

被災・沈下した水産加工団地 

満潮時の海水流入 

水産加工団地の冠水状況 

岸壁・漁港施設用地の一部を嵩上げし、背後の水産
加工団地への海水の流入を防止（２３年末完了）。 

① ２４年４月より、岸壁・漁港施設用地の嵩上げと合わせ、
背後の水産加工団地の土地の嵩上げ工事に着手。  

背後への海水の流入防
止を行うための漁港施
設用地の嵩上げ 

18 

これまでの取組み 

今後の取組み 

② 荷さばき所用地等の復旧の進捗に合わせて、高度衛生
管理に対応した荷さばき所の整備を実施。海外への輸出
をも視野に力強い産地としての復興を目指す。  

一般的な漁港漁場の衛生管理のイメージ 

復旧・復興に向けた取組み 



復興に向けた被災地の動き③ 

亘理町の被災状況 

19 

復旧・復興に向けた取組み 

宮城県亘理町のいちご団地の造成 
～復興交付金事業等を活用した地域産業の復興の動き～ 

亘理町 復興交付金事業計画 添付図 

資料：亘理町復興交付金事業計画 
    亘理町復興計画 

○ 復興交付金事業（被災地域農業復興総合支援事
業）等を活用して大規模ないちご団地といちごファー
ム（計約８０ｈａ）を造成し、被災した農家に施設を貸
し出す予定。       （亘理町 復興交付金事業計画より） 

○ 亘理町の基幹作物であるいちごは、津
波により壊滅的な被害（町のいちご栽培
面積の約９割が被災）  

被災したいちご栽培施設 

除塩作業の様子 

③ 
亘理いちご団地造成事業 

（開墾場いちご団地） 
36ha 

③ 
亘理いちご団地造成事業 

（逢隅いちご団地） 
10ha 

① 
亘理いちご団地造成事業 

（浜吉田いちご団地） 
30ha 

⑤ いちご選果場 2ha 

④ 亘理いちごファーム造成事業 2ha 



復興に向けた被災地の動き④ 

 
 官民連携のもと、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（名取市、岩沼市、亘理町、山元町）及び岩手県（釜石市周辺）で実施。 
         【 H23年度３次補正 4.3億円、H24当初 7.6億円 】 

湛水直播 

【 土地利用型農業における生産コスト半減 】  
 

 
・ 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 
 育苗の手間や管理面積の制約を克服 
・ クラウドを活用し生産工程を管理 

（(独)農研機構、宮城県古川農業試験場、(株)富士通、ほか） 

鉄コーティング種子 

マッピング技
術による生産
工程管理支援 

【 施設園芸農業の高度化 】 

・イチゴ栽培にあたり、紫外光蛍光灯照射
（病害防除効果）や収穫ロボット（省力化）
等の新技術を活用 

・トマトの低段多収穫体系の確立、培土や
養液システムの高度化 
（ (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） 

イチゴ株に紫外線を
照射 

 
免疫機能に関わる 
遺伝子が活性化 

 
紫外線のストレスで抵抗
性を獲得し、うどんこ病

にかかりにくくなる 

紫外光照射による 
イチゴうどんこ病 
発生抑制のイメージ 

トマト低段栽培 

ワカメ陸上刈り取り機 

【 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の機械化、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、沿岸漁業への
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）） 

先端的農業技術の大規模実証研究 
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２．原子力発電事故への対応 

21 



○ 川内村、田村市、南相馬市、飯舘村において、

警戒区域及び避難指示区域の見直しを行い、

避難指示解除準備区域、居住制限区域及び

帰還困難区域を設定。    

避難指示解除準備区域： 
 年間積算線量20ミリシーベ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ミリシーベルトを超えるおそれがあ

り、住民の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

ベルトを下回らないおそれのある、現時点で年間積算
線量が50ミリシーベルト超の地域 
 

 原子力発電所事故による警戒区域・避難指示区域等の見直し 
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○ 農地土壌の放射性物質濃度分布図を作成し、農地土壌がどの程度放射性物質に汚染され
ているかを把握し、農地の除染など今後の営農に向けた取組を推進。 

農地土壌の放射性物質濃度分布図 

（3423地点）（平成24年3月23日公表） 

（参考）農地土壌の放射性セシウム濃度の簡易算定法 

放射性物質濃度調査の結果から、農地上1mの高さの空間
線量率と農地土壌中の放射性セシウム濃度との間には、そ
の土質や農地の状態に応じて一定の相関があることが判明。
これを踏まえ、簡便に測定できる空間線量率から、農地土
壌中の放射性セシウム濃度を簡易的に算定する方法を提示。 

（http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/pdf/120323_04_
santeihou.pdf） 

 農地土壌の放射性物質による汚染の状況 

23 



○ 暫定規制値を下回っている食品は、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保され
ていたが、より一層、食品の安全と安心を確保するために、新基準値を設定（平成24年4月1日）。 

○ 食品衛生法上問題のない農畜水産物の生産を確保するため、飼料の放射性セシウムの暫定許
容値も改訂し、新たな暫定許容値を超える生産資材が使用・流通されないよう検査・指導。 

食品 肥料・飼料等 

※2 放射性ストロンチウム、プルトニウムなどを含めて基準値を設定  

※3 粗飼料については、水分含量80% 

食品群 飲料水 牛乳・
乳製品 

肉・卵・
魚・そ
の他 

穀類 野菜類 

規制値 ２００ ２００ ５００ 

食品群 飲料水 牛乳 乳児用
食品 

一般食品 

規制値 １０ ５０ ５０ １００ 

放射性セシウムの暫定規制値 （単位：ベクレル/kg） 

放射性セシウムの新基準値   （単位：ベクレル/kg） 

項目 
肥料等 

（肥料・土壌改
良資材・培土） 

飼料 
（牛・馬・豚・ 

  家きん用） 

飼料 
（養殖魚用） 

規制値 ４００ ３００ １００ 

旧暫定許容値  （単位：ベクレル/kg） 

新暫定許容値  （単位：ベクレル/kg） 

項目 
肥料等 
（肥料・土
壌改良資
材・培土） 

飼料

牛・馬 
用 

豚 
用 

家きん
用 

養殖魚
用 

規制値 ４００ １００ ８０ １６０ ４０ 

食品等の中に含まれる放射性物質の新たな基準値 

※1 放射性ストロンチウムを含めて 
規制値を設定  

－経過措置－   
 新基準値への移行に際して、市場（流通）に混乱が起きないよう、暫定規制値を適
用する準備期間を設定（米・牛肉：６ヶ月間、大豆：９ヶ月間）。 24 



原発事故による農林水産物への影響 

農林水産物等の放射性物質検査概要（H24年4月1日以降公表分) 

(単位：点) ◆農畜産物（6月15日現在） 

品 目 検査点数 
放射性セシウム 
基準値超過検体数 

米 － － 

麦      1      0 

豆類 － － 

野菜 4,173 2 

果実 385 2 

飲用茶 ※ 566 13 

きのこ・山菜類 2,788 465 

地域特産物          36            0 

牛肉   26,798 0 

豚肉 176 1 

鶏肉 47 0 

卵 126 0 

原乳※ 493 0 

※ 放射性セシウムの基準値は飲料茶が10Bq/kg、原乳が50Bq/kg、それ以外が100Bq/kg。 

○ 福島第一原発から放射性物質が放出され農畜産物等の汚染が懸念されたため、
農畜産物について放射性物質検査を実施。 

25 

(単位：点) ◆水産物（6月27日現在） 

品 目 検査点数 
放射性セシウム 

100Bq/Kg超過検体数 

海産魚種 3,101 324 

無脊椎動物 
 （イカ、タコ等） 

458 3 

海藻類 315 0 

淡水魚介類 1,218 163 

上記のうち加工品 241 0 

上記のうち広域回遊性種 
（カツオ、ビンナガ等） 

210 0 

哺乳類（クジラ） 6 0 



浪江町 

大熊町 

双葉町 

富岡町 

楢葉町 

川内村 

 食品の新基準値に対応した生産現場の主な取り組み（米） 

○ 米 
 作付制限を行うほか、放射性物質の低減対策や収穫後の検査により、安全性を確保。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

作付制限区域 

福島第一原子力発電所 

事前出荷制限区域 

23年産米で500ベクレル超過
を検出した旧市町村 

管理計画に基づき米の全量
管理・全袋調査を行うこと
により、作付を行うことが
できる区域 

23年産稲の作付制限 
を行った区域 

• ２３年産米の調査結果を基に、 

 ① 警戒区域や計画的避難区域のほか、500 Bq/kgを超過した
値が見られた地域等については作付制限 

 ② 100～500 Bq/kgの値が一定程度見られた地域等については、
事前に出荷を制限し、除染や吸収抑制対策を行った上で、地域
の米の全量を管理・調査することを条件に作付け 

• それ以外の地域については、調査により安全性を確保すること
としており、２３年産の調査結果等を基に調査を行う予定 

24年産米の取組 
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○ 米以外の農作物 
作付制限は行わず、放射性物質の低減対策を徹底するとともに、収穫後の検査に
より、安全性を確保。 

食品の新基準値に対応した生産現場の主な取り組み（米以外の農産物) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 果樹については、樹
体に付着した放射性
物質の影響が大きいと
見られており、樹体表
面の粗皮削り、高圧水
による樹体洗浄等、樹
体表面の放射性物質
を除去。 

 茶については、葉や樹
体に付着した放射性セシ
ウムの影響が大きいと考
えられるため、剪定・整
枝により、茶に移行する
放射性物質を低減。 

果樹の粗皮削り等 茶の剪定 

放射性物質の吸収抑制の取組 

収穫後の放射性物質調査 

• よりきめ細かく汚染の状況を把握するため、調査対象市町村、調査検体数、調査頻度等を明示 
• 23年度に100 Bq/kg を超過したことがある品目については、原則として、調査対象17都県において

生産・出荷のある全市町村で調査。 
 

• 調査対象17都県のうち、複数品目で出荷制限の実績がある６県において、特に綿密な調査を実施。 
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○ 畜産物 
・ 畜産物については、徹底した飼養管理と放射性物質検査により、安全性を確保。 
・ 食品の新基準値（牛肉100 Bq/kg、牛乳50Bq/kg）を超えない牛肉や牛乳が生産
されるよう、飼料の暫定許容値を改訂。 

また、これに合わせた飼養管理、牧草地の除染対策の推進、粗飼料の調査、 
代替飼料確保の支援等を確実に実施。 

  

食品の新基準値に対応した生産現場の主な取り組み（畜産物） 

 
 

１．飼料の新暫定許容値以下の                    
粗飼料（牧草等）への速やかな                       
切替え 

 
 
２．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 

 
 
３．昨年の牧草の調査結果を踏まえ 
  地域を細分化したモニタリング調査の実施 
 
４．代替飼料確保や牧草地の除染対策の支援 

 
 

○牛肉の全頭・全戸調査 

 これまで出荷制限対象４県（岩手、宮城、福島、栃木）

に限定し、出荷の条件として全頭・全戸調査を実施 

 
 → 茨城、群馬、千葉でも、モニタリング調査として

全戸調査を実施 

 

○ 乳の調査頻度 

  これまで２週間に１度調査を実施 

 
→ ７県（岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉） 

では、１週間に１度に強化   

家畜の飼養管理等の指導 

 
 

放射性物質調査の強化 
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○ 風評被害を払拭するためには、正確な情報を提供することが重
要であり、検査結果や放射性物質の魚への影響等に関するQ＆Aを
ホームページに掲載し、正確でわかりやすい情報提供に努めてい
るところ。 

 

○ 現在、「食べて応援しよう！」のキャッチフレーズの下で、被
災地等で生産・製造されている農林水産物等を積極的に消費する
ことによって被災地の復興を応援するキャンペーンを展開。 

 

○ 輸出に当たり産地証明、放射能安全証明等を求めている国に対
する証明書の発行。 

 

○ 諸外国に対しては、外交ルートを通じて、我が国の措置等につ
いて情報提供するとともに、検査結果や放射性物質の魚への影響
等に関するQ＆Aについて、水産庁ホームページを通じて英語で公
表。 

加工・流通（風評被害・輸出）対策 

福島県沖での操業再開に向けた取組 

○ 福島県沖における操業自粛が長期化する中、放射性物  質に
対する水産物の安全・安心の確保に万全を期した上で、一部の海
域・魚種から、漁業再開に向けた取組を進めることが重要。 

 

○ このため、福島県では、がんばる漁業復興支援事業による「福島
県漁業復興協議会」を立ち上げ、操業再開に向けた検討を開始。 

 

○ ６月下旬、相馬双葉地域において、昨夏以降、放射性物質
の検査結果の値が安定して基準値を下回っている、ヤナギダ
コ・ミズダコ・シライトマキバイを対象とした小規模な試験
操業・試験販売を実施。 

原発事故による水産関係の影響と対応 
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操業自粛等の状況（海面のみ）（6月28日時点） 



○  除染については、環境省を中心に関係省庁との連携の下、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実証等を推進。これまでの成果がガイドライン等に反映される
とともに、農地土壌の放射性物質除去技術（除染技術）作業の手引き（本年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（本年４月）を公表。 

○  この他、当省の知見・情報が活かされるよう除染実施計画の立案や現地事務所への職員派遣に積極的に協力。  

◇ 除染特別地域の除染ロードマップ  
 

◇ 空間線量モニタリング 

（出典）「除染特別地域における除染の方針（除染ロードマップ）」（平成24年1月26日、環境省公表）より 

資料：平成２３年１２月１６日、「文部科学省による第4次 
    航空機モニタリングの測定結果について」 

環境省との連携による農地・森林の計画的な除染の推進 
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◇ 環境省との連携による農地・森林の計画的な除染の推進 



土壌の放射性

セシウム濃度 
適用する技術 

～ 5,000 
(Bq / kg) 

反転耕、移行
低減栽培(※)、 
表土削り取り
(未耕起圃場) 

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)

～ 

固化剤を使っ
た表土削り取
り 

土壌撹拌 

反転耕(畑、水田) 

固化剤を用いた
削り取り 

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  

○ 現地のほ場における実証試験を踏まえ、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(平成23年９月14日)。環境省の「除染関係ガイドライン」に内容が反映(平
成23年12月14日)。 

○ 今後、確立された技術を着実に現場で導入（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
染技術の手引きを公表（平成24年３月２日））。 

※ 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 

農地の除染への取り組み 

31 



 
 

放射性物質の分布状況 

 
 

放射性物質の多くは枝葉に付着し、
次いで落葉等に    蓄積 

 
 

放射性物質の大半は落葉等に蓄積 

○落葉樹林（コナラ等） ○常緑樹林（スギ等） 

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs
Cs Cs

Cs
Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

CsCs Cs Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

CsCs Cs
Cs CsCs CsCs

Cs
CsCs Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs
Cs

Cs
Cs

Cs

  （福島県川内村での調査結果） 
  （福島県大玉村での調査結果） 

調査実施：独立行政法人森林総合研究所 

 
 

現在の除染手法（※） 

・林縁から20m程度の範
囲で除去 

落葉等の除去 

枝葉等の除去 

・住居等に接している枝
葉の多い樹木について出
来るだけ高い位置まで除
去 

※除染関係ガイドライン（環境省）において、現時点で位置付けられている手法 

森林の除染への取り組み 

○ 森林内の放射性物質の分布状況調査や落葉等の除去の実証試験を踏まえ、住居等近隣の
森林における除染のポイントを公表（平成23年９月30日） 

○ 上記の内容は環境省の「除染関係ガイドライン」に反映され、現在、人の健康の保護の
観点から、住居等近隣の森林における除染を最優先に実施 
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○ 森林における放射性物質対策の基本的考え方 
  ・ 森林における放射性物質対策として、これまでの実証等により効果が期待される落葉、枝葉 
   等の除去、立木の伐採搬出や、土砂流出抑制のための表土流出防止工等の技術を推奨 
  ・対策実施にあたっては、放射性物質の森林汚染の特性、森林の多様な機能、空間線量率、 
   利用形態、入り込み頻度等を踏まえ、適切に組み合わせて、優先順位を付けつつ、取り組む 
   ことが重要  

○放射性物質の除去、抑制のために推奨する具体的な方法 

※上記各対策とあわせて、必要に応じて表土流出防止工を組み合わせる。 
※引き続き、従来のほだ木採取林の再生や森林からのさらなる拡散を抑制するための実証試験を行っていく。 
※      ・・・新たに推奨する具体的な方法 

住居等近隣の森林

落葉・枝葉等の除去
林縁から20m程度の範囲を目安に
実施

利用状況や利用区画の形状等を踏
まえ、必要な範囲において実施

－

住民等が日常的に入る森林
（森林のまま利用）

左記以外の森林
（特に人工林）

一般公衆の被ばく低減 入林による一般公衆の被ばく低減
放射性物質の除去

放射性物質の拡散抑制

立木の伐採、搬
出

皆　伐 落葉等除去とあわせて実施 － －

間　伐 落葉等除去とあわせて実施 落葉等除去とあわせて実施 下層植生が衰退した人工林で実施

方 法

森林のタイプ

対策の目的

森林における放射性物質の除去及び拡散抑制等の技術的な指針について 

○ 森林全体への除染等の対応のため、森林施業や森林土木技術を活用した拡散防止対策を
含めた技術の検証・開発を行い、それらの結果を踏まえ、対策の視点を整理しつつ、さら
に推奨される対策について取りまとめ公表（平成24年４月27日） 

○ 「除染関係ガイドライン」への反映については、環境省において検討中 
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適切な組
み合わせ 

落葉等の
除去 

立木の   
伐採・搬出 

表土流出
防止 

枝葉等の
除去 



○ ８月５日、原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針が策定され、農林水産業等の損害につい

て幅広く位置づけ。東京電力は、これまでに2,795億円の請求に対し、1,947億円を支払い※。 

○ 農林水産省としては、中間指針で明記された損害についてはもちろん、明記されなかった損害も

含め、東京電力に対し一層の早期支払いを求め、適切かつ速やかな賠償の実現に全力で取り組む。 

 原発事故で被害を受けた農林漁業者等への賠償 

※ ６月２９日現在、農林漁業者の請求・支払い状況について、 

  ※中間指針の冒頭に、「東京電力に対しては、中間指針で明記された損害についてはもちろん、明記されなかった原子力損害も含め、 
    多数の被害者への賠償が可能となるような体制を早急に整えた上で、迅速、公平かつ適正な賠償を行うことを期待する」旨の記載。 

 
   
   
   
  ○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 
 
 
  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食用農林産物 ： 福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉    ②茶 ： 福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、神奈川、静岡 
    ③食用畜産物  ： 福島、茨城、栃木                ④水産物 ： 福島、茨城、栃木、群馬、千葉 
    ⑤花        ： 福島、茨城、栃木                ⑥その他の農林水産物 ： 福島 
  ○牛肉等(セシウム汚染牛肉関係) 
    牛・牛肉・牛肉加工品：１７道県 (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) 
  ○農産物加工・食品製造業    ○農林水産物・食品の流通業    ○輸出 

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 

中間指針の概要(農林漁業等に関する主な内容) 
関係団体等からの聞き取りにより把握できたもの 
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 原発事故による諸外国・地域の輸入規制の動き 

○ 我が国からの農林水産物・食品の輸出については、原発事故に伴い諸外国・地域（世界45ヵ国・地域）におい
て、日本産農林水産物・食品の輸入規制を強化。 

○ 原発事故に伴い諸外国・地域において強化された輸入規制は、政府一体となった働きかけの結果、カナダの
輸入規制の解除等、徐々にではあるが、規制緩和・撤廃される動き。 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成 

○主な輸出先国の輸入規制措置の例 (平成24年6月5日現在) 

(※) 相手国政府と協議中 

  対 象 県  品     目  措     置  

中国 

１０都県  全ての食品、飼料 輸入停止 

１０都県以外 

野菜及びその製品、乳及び乳製
品、茶葉及びその製品、果物及び
その製品、薬用植物産品 

放射性物質の検査証明書(※)及び産地証明書を要求 

水産品及び水生動物 上記のほか、原産地・輸送経路を記した検疫許可申請を要求 

その他の食品・飼料  産地証明書を要求 

韓国 

８県  
ほうれんそう、カキナ、米、原乳、
飼料、きのこ類、茶等 

輸入停止 

(原乳は福島及び茨城、飼料は福島、栃木、群馬及び茨城、
茶は群馬、栃木、茨城、千葉及び神奈川、米は福島、きのこ
類は福島、栃木、茨城、宮城、岩手及び千葉が対象など)  

１５都道県  
上記８県産品目を除く全ての水産
品 

放射性物質の検査証明書を要求 

１３都県  
上記８県産品目及び水産品を除く
全ての食品 

１３都県以外 

全ての食品 産地証明書を要求 （水産品については、
１５都道県以外） 

Ｅ 
Ｕ 

１１都県  
全ての食品・飼料  

放射性物質の検査証明書を要求 
（日本酒、焼酎、ウイスキーを除く）  

１１都県以外 
全ての食品・飼料  

産地証明書を要求 
（日本酒、焼酎、ウイスキーを除く）  

台湾 
５県  全ての食品 輸入停止 

５県以外 野菜・果実、乳製品、水産物等 全ロット検査 

香港 ５県  
野菜・果実、牛乳等 輸入停止 

食肉(卵含む)、水産物 放射性物質の検査証明書を要求  

米国 
８県  

ほうれんそう、カキナ、原乳、きの
こ、イカナゴの稚魚、牛肉製品等  

輸入停止  

(栃木はほうれんそう、茶、牛肉製品等、茨城、千葉は茶、シイ
タケ等、宮城、岩手は牛肉製品等、群馬、神奈川は茶が対象
など)  

３県  牛乳・乳製品、野菜・果実等 放射性物質の検査証明書を要求 

○農林水産物輸出実績（単位：億円）          

国名 緩和措置 

中国 

H23.  5.27 水産物の産地証明書、放射性物質の検査証明書
の発行につき合意 

H23.  6.13 輸入停止12都県→10都県(山形・山梨除外) 
H23.11.24 水産物以外に産地証明の発行につき合意 

香港 

H23.11.11 ５県の水産物の放射性物質検査証明書の発行に
つき合意（５県以外は香港でサンプル検査） 

H24.  3.26 ５県の食肉（卵を含む）の放射性物質検査証明書
の発行につき合意  

ＥＵ 

H23.  7.11 放射性物質検査証明を要求(13都県) 
                       →12都県(山形・新潟除外、静岡追加) 
H23.12.25 放射性物質検査証明を要求(12都県) 
                       →11都県(長野除外) 
H24.  3.26 通関時のサンプル検査の頻度を半減 
H24.  4.  2 日本酒、焼酎、ウイスキーの規制解除 

○ 主な輸出先国の輸入緩和の動き 
（平成24年６月５日現在） 

2,038 2,168 2,359 
2,678 2,883 

2,637 2,865 2,652 

88 
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118 

93 
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123 
1,482 
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2,378 2,077 

1,724 

1,950 

1,736 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

(億円)

農産物 林産物 水産物

3,609

4,920

4,454

5,0785,160

4,490

4,008

4,511

※ カナダ、チリ、メキシコ、ペルー等は既に全ての規制を撤廃 
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