
◎ 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｡

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

○ 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～

【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
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試験操業海域 平成26年10月１日現在

◎ 試験操業対象漁業種類・対象種
（８漁業種類、53魚種（平成26年10月１日現在、漁業種類間で重複するものを除く。）

・ 底びき網漁業【海域①～⑦】 40種 （ミズダコ､ケガニ、沖合性のツブ貝、アオメエソ（メヒカリ）、ミギガレイ
（ニクモチ）等）

※ 詳細は、福島県漁連ホームページ（http://www.jf-net.ne.jp/fsgyoren/siso/sisotop.html）参照。
※ 40種のうち､アカガレイは平成26年3月に県漁連の自主基準である50Bq/kgを超えたものがみられたことから、

当面の間出荷を自粛し、重点的な検査を実施中。
・ たこかご漁業【海域①～⑥のうち北緯37度18.9分以北】 ５種 ： ミズダコ、ヤナギダコ、シライトマキバイ、

エゾボラモドキ、チヂミエゾボラ）
・ 船びき網漁業【海域A、B】 ２種 ： 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【海域A､B】 ４種 ： イシカワシラウオ、ヒラツメガニ、ガザミ、シロザケ
・ 沿岸かご漁業【海域B】 ２種 ： ヒラツメガニ、ガザミ
・ 潜水漁業【海域B】 １種 ： アワビ
・ 貝桁網漁業【海域B】 １種 ： ホッキガイ（ウバガイ）
・ 流し網漁業【第一原発半径20kmを除く北緯37度10.8分以北】 ５種他 ： マイワシ､マアジ､マサバ､ゴマサ

バ､サワラ､ブリ及び他の試験操業の対象種



○ 風評被害への対応については、「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」において、政府全体で包括
的に対応しているところ。本年６月に、風評対策の強化を図るため、取り組むべき施策を体系的に整理し、新たに３つの強化指針
を定めた「風評対策強化指針」が取りまとめられた。

○ 農林水産物の風評被害払拭については、科学的な見地に基づいて正確でわかりやすい情報提供と丁寧な説明を行うことが重要。
食品中の放射性物質の検査結果や農林水産現場での取組等を、関係省庁等と連携し、ホームページや広報資材を活用し、幅広
く発信しているところ。

○ 関係府省庁（内閣府食品安全委員会、消費者庁、厚生労働省、農林水産省）は連携して、食品中の放射性物質に関するリスクコ
ミュニケーションに重点的に取り組んでおり、26年度は、意見交換会を全国で６回（うち被災県において３回）開催予定。

【残された課題】 消費者庁の調査によれば、被災地産品の購入・摂取をためらう人が一定程度存在。引き続き、
丁寧に情報発信・意見交換を続けていくことが必要。
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食品中の放射性物質対策のリスクコミュニケーション

「風評対策強化指針」（平成26年6月23日）の
ポイント

強化指針１ 風評の源を取り除く

強化指針２ 正確で分かりやすい情報提供を
進め、風評を防ぐ

強化指針３ 風評被害を受けた産業を支援する

（１） 被災地産品の放射性物質検査の実施
（２） 環境中の放射線量の把握と公表

放射線に関する情報提供及び国民との
コミュニケーションの強化

（１） 被災地産品の販路拡大、新商品開発等
（２） 国内外からの被災地への誘客促進等 ポスター・リーフレット

食品中の放射性物質対策に関する
リスクコミュニケーションの開催

４府省庁連携 意見交換会

＜平成26年度開催分＞

開催日 開催場所

平成26年８月25日 京都府京都市

平成26年12月10日 神奈川県横浜市

平成26年12月17日 岩手県盛岡市

平成27年１月15日 宮城県仙台市

平成27年１月23日 長野県長野市

※ 残り１カ所調整中



「食べて応援しよう！」
とは、被災地やその周辺
地域で生産・製造されて
いる農林水産物・食品
（被災地産食品）を積極
的に消費することで被災
地の復興を応援する運動

「食べて応援しよう！」 ～被災地産食品の利用・販売を推進～

○ 消費者庁が実施した平成26年の風評被害に関する消費者の実態調査によれば、一部の消費者は福島県をはじめとする被災
地産食品の購入に依然としてためらいがある状況。

○ 「食べて応援しよう！」のキャッチフレーズの下、生産者、消費者等の団体や食品産業事業者等、多様な関係者の協力を得て、
被災地産食品の販売フェアや社内食堂等での積極的利用の取組を推進。（23年4月～）

○ 農林水産省・経済産業省の連名で経済団体に対し、被災地産品の販売促進を依頼する文書を発出。（24年8月、25年6月）

○ また、食品産業団体、都道府県、大学等に対しても、依頼文書を発出。（24年8月、25年6月、26年8月）

○ 全府省庁の食堂・売店において、積極的に被災地産食品を利用・販売。

○ 福島県産農産物等については、産地と連携しつつ出荷時期に合わせて効果的にＰＲを行う取組を支援。

【残された課題】 今後とも、消費者庁等との連携を強化しつつ、被災地産食品の利用・販売を一層推進。

これまでの取組：
うち被災地産食品販売フェア等：

社内食堂等での食材利用：
（23年4月～26年10月までの間）

1005件
727件
184件

「福島県産食品即売会」（26年10月農林水産省）

セブン＆アイ・ホールディングスによる
「東北かけはしプロジェクト」（26年10月）

風評被害に関する消費者意識の実態調査
（第４回）（26年10月 消費者庁公表）

あなたが食品を買うことをためらう産地 （複数回答）

(平成25年2月)

(平成25年8月)

(平成26 年2月)

(平成26 年8月)

(N  = 5,176)

「喜多方観光物産展in札幌」（26年9月 北海道）
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(参考)「新生！ふくしまの恵み発信事業」
福島発農産物等戦略的情報発信事業
Ｈ２４補正 ＋Ｈ２５ １，５９６百万円（復興庁計上）

Ｈ２５補正 １，６０４百万円（復興庁計上）

○ 消費者に対し福島産農産物等の魅力をＰＲするテレビＣＭ等を展開するとともに、メディアやバイヤーに対し現場
における安全確保の取組を理解してもらう産地ツアー等を実施。

＜県外の消費者等に向けた情報発信等＞
○テレビＣＭ…首都圏等５地区で、ＴＯＫＩＯによる野菜編（春、秋）、桃編（夏）、

米編（秋、冬）のＣＭを放送。

○電車内広告…首都圏等５地区で、年４期、映像や中吊りの広告を実施。

○各種情報誌等…生活情報誌３誌及び全国紙２紙に、読者モニター産地ツアーの
イベント等に係る広告を掲載。

○産地ツアー…メディア向けとして年３回（春：キュウリ、秋：米、冬：あんぽ柿）、
バイヤー向けとして年１回（秋：米）実施。

○キャラバン隊…首都圏で６回（うち３回は大相撲本場所知事賞授与）、大阪・
北海道・愛知・沖縄で各１回の派遣を実施。

上記のほか、県内市町村等が行うＰＲ事業への支援、米の消費回復プロモーション
等を実施。

＜県内及び海外の消費者等に向けた情報発信等＞
○県内新聞での広告…福島民報、福島民友にＴＯＫＩＯ等のカラー広告を年８回に

わたり掲載。

○県内でのＰＲ活動…年３回、県内量販店においてＰＲ活動を実施。

○海外物産フェアへの出展…タイ、マレーシアで開催される物産フェアで、ミニトマト、
アスパラ、モモ等のＰＲ・商談を実施。

個別ＰＲ事業の実施内容

福島県産農林水産物のＰＲ例
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○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

中間指針の概要(農林漁業等に関する主な内容)

原発事故連絡会議の開催

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
【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
【茶】福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、神奈川、静岡、宮城、東京
【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（広島はしいたけのみ）
【畜産物（食用に限る）】福島、茨城、栃木、岩手、宮城、群馬（岩手、宮城、群馬は牛乳・乳製品のみ）
【牛肉（セシウム汚染牛肉関係）】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）
【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
【花】福島、茨城、栃木 【家畜の飼料及び薪・木炭】福島、岩手、宮城、栃木
【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
【その他の農林水産物】福島

○農産物加工・食品製造業 ○農林水産物・食品の流通業 ○輸出

円滑に賠償金が支払われるよう、東京電力に対する働きかけ

農林水産業及び食品産業等に係る原子力損害賠償請求を円滑に進めるために、関係都道府県、関係団体等からなる「東京電力福島原子力発電
所事故に係る連絡会議」を設置（H23.4.13）。これまでに、計12回開催し、原子力損害賠償に関する 新の関連情報を農林漁業者及び食品産業
等の方々に提供。

【残された課題】被害者等と東京電力が協議中の事項について、東京電力に適切に対応するよう働きかけ。
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○ 農林水産省では、農林水産関係の被害者の早期救済の観点から、原発事故連絡会議をこれまでに12回開催
するなど、東京電力に対し、中間指針等に基づく賠償金の早期支払いを求めているところ。

○ 農林水産関係では26年11月30日までに、合計 約6,758億円の請求に対し、 約6,116億円を支払い（約91％）※。
※ 26年11月30日現在、農林漁業者等の請求・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。



○ 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、

マレーシア、ベトナムの輸入規制の完全撤廃等、徐々にではあるが、規制緩和・撤廃される動き。

原発事故による諸外国の食品等の輸入規制の緩和・撤廃の動き

【残された課題】 輸入規制を維持している諸外国等に対して、関係省庁等と連携して、我が国がとっている措置や検査結果のデー

タの正確な情報提供等をもとに、引き続き規制緩和・撤廃に向けて働きかけを実施。

近の輸入規制緩和の例規制措置が完全撤廃された例

解除された年月 国名

平成23年6月 カナダ

〃 ミャンマー

平成23年7月 セルビア

平成23年9月 チリ

平成24年1月 メキシコ

平成24年4月 ペルー

平成24年6月 ギニア

平成24年7月 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

平成24年8月 コロンビア

平成25年3月 マレーシア

平成25年4月 エクアドル

平成25年9月 ベトナム

平成26年1月 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

緩和された年月 国名 緩和の主な内容

平成25年 4月 シンガポール 輸入停止（８都県）→検査証明書添付で輸入可能（７都県）

〃 ロシア 輸入停止（６都県）→検査証明書添付で輸入可能（６都県）

平成25年 6月 ＥＵ 検査証明書の対象品目が縮小

平成25年10月 ブルネイ 輸入停止（８都県）→検査証明書添付で輸入可能（７都県）

平成26年 4月 ＥＵ 検査証明書の対象地域及び対象品目が縮小

平成26年 5月 イスラエル
輸入時モニタリング検査の対象県が縮小
（４７都道府県→８県）

平成26年 7月 シンガポール
輸入停止（福島県）→産地証明書添付で輸入可能（福島県の一部除く）
検査証明書の対象地域及び対象品目が縮小（８都県→３県）

平成26年11月 タイ 検査報告書の対象県が縮小（８県→３県）

〃 サウジアラビア 検査証明書等添付で輸入可能（４７都道府県）

平成26年12月 バーレーン 検査報告書（４７都道府県）→輸出実績証明書で輸入可能

〃 米国 検査報告書（３県）の対象品目が縮小
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諸外国の食品等の輸入規制の緩和・撤廃に向けた働きかけ

○ 現在、主な輸出先である香港、台湾、中国及び韓国を重点として、規制の緩和・撤廃を申し入れ中。

○主な輸出先国の輸入停止措置の例 （平成26年11月27日現在）

輸出先国・地域

輸出額
(平成25年）
※括弧内は
輸出額に占
める割合

輸入停止措置対象県 輸入停止品目

香港
1,250億円
（23%）

福島、茨城、栃木、群馬、千葉 野菜・果実、牛乳、乳飲料、粉ミルク

米国
819億円
（16%）

日本国内で出荷制限措置がとられた都県 日本国内で出荷制限措置がとられた品目

台湾
735億円
(13%)

福島、茨城、栃木、群馬、千葉 全ての食品

中国
508億円
（9%)

宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
東京、新潟、長野

全ての食品、飼料

韓国
373億円
(7%)

日本国内で出荷制限措置がとられた都県 日本国内で出荷制限措置がとられた品目

青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、
千葉

全ての水産物

(*) 中国については、「10都県以外」の「野菜、果実、乳、茶葉等」については、放射性物質検査証明書の添付による輸入が認められているが、
証明書の様式が合意されていないため実質上輸入停止。

【残された課題】 引き続き香港、台湾、中国及び韓国を重点として規制緩和・撤廃に向けて働きかけを実施。

22


