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東日本大震災からの復旧・復興

平成 23（2011）年３月 11 日に発生した東日本大震災では、岩手県、宮城県、福島県
とう きょう でん りょく ふく しま だい いち

の３県を中心とした東日本の広い地域に東 京 電 力 福島第一原子力発電所（以下「東電

福島第一原発」という。）の事故の影響を含む甚大な被害が生じました。

政府は平成 23（2011）年７月に策定した「東日本大震災からの復興の基本方針」にお

いて、復興期間を令和２（2020）年度までの 10 年間と定め、被災地の復興に向けて取り

組んできました。取組により、復興は大きく前進し、地震・津波被災地域では、農林水産
関係インフラについて、復旧はおおむね完了し、復興の総仕上げの段階に入っています。
他方で、原子力災害被災地域においても、復興・再生が本格的に始まっていますが、避難
指示等の解除の状況等により、被災地域ごとの再建の状況は様々であり、復興の進展に伴
い、引き続き対応が必要となる事業や新たな課題も明らかになっています。令和元

（2019）年 12 月に閣議決定した「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興

の基本方針」において、復興・創生期間後も被災地の復興に向けて取り組むこととしてい
ます。

（１）地震・津波による被害と復旧・復興
ア

農地の復旧・復興

（営農再開が可能な農地は 93％に）

東日本大震災による農業関係の被害額は

9,049 億円となっています（図表 4-3-1）
。

津波により被災した農地2万 1,480ha か

図表 4-3-1

農業関係

農作物等

けいはん

では 93％で営農再開が可能となりました

（図表 4-3-2）。
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れており、令和２（2020）年１月末時点

被害額
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ら公共用地等への転用が見込まれるものを
ては、除塩や畦畔の修復等の復旧が進めら

農林水産関係の被害の状況

8,414

農地、水路、揚水機、
集落排水施設等
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農作物、家畜、農業
倉庫、ハウス、畜舎、
堆肥舎等

林野関係
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林地、治山施設、林
道施設等

水産関係

12,637

漁船、漁港施設、共
同利用施設等

合計

23,841

資料：農林水産省作成

図表 4-3-2

農地・農業用施設等の復旧状況
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資料：農林水産省作成
注：１）令和 2（2020）年 1 月末時点
２）農地は、農地転用が行われたもの（見込みを含む。）を除いた津波被災農地 19,760ha に対するもの（岩手県 100%、宮城県 99%、
福島県 71%）
３）主要な排水機場は、復旧が必要な 96 箇所に対するもの（復旧事業実施中も含む。）
４）農地海岸は、復旧が必要な 125 地区に対するもの（復旧事業実施中も含む。）
５）農業集落排水施設は、被災した 401 地区に対するもの（復旧事業実施中も含む。）
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避難指示が解除された区域内の農地やまちづくり等の他の復旧・復興事業との工程調整

が必要な残りの農地についても、早期復旧に向けた取組が進められています。
（農地の復旧に併せたほ場の大区画化が進展）

岩手県、宮城県、福島県の３県では、地域の意向を踏まえ、復旧に併せた農地の大区画

化（整備計画面積 8,230ha1）に取り組んでおり、令和元（2019）年度末時点で 8,090ha

の大区画化が完了し、地域農業の復興基盤の整備が着実に進展しています。

農地整備事業の区域内に、防災集団移転促進事業により市町村が買い上げた住宅等の移

転元地が点在する場合、土地改良法の換地 2 制度を活用することで、移転元地と農地をそ

れぞれ集団化することが可能となります。これにより、事業期間の短縮と効率的な土地利
用を実現できます。防災集団移転促進事業と連携した農地整備事業は令和元（2019）年
度末時点で、宮城県と福島県の 10 市町 15 地区で進められています。

イ

農業の復興

（先端的農業技術の現地実証研究、情報発信等を実施）

被災地域を新たな食料生産基地として再生するため、岩手県、宮城県、福島県の３県に

おいて、平成 23（2011）年度から平成 29（2017）年度にかけて、産学官連携の下、34
課題の農業・農村分野に関わる先端的で大規模な実証研究が行われました。

平成 30（2018）年度からは、岩手県、福島県において新たな７課題の農業分野に関わ

る現地実証研究を行うとともに、岩手県、宮城県、福島県の３県に、これまでの実証研究

で得られた成果を現場に定着させるための拠点を設置しました（図表 4-3-3）。各拠点で

3
は、それぞれオープンラボや展示ほ場を設置し、情報発信、技術指導等を行っています。
図表 4-3-3

図表4-2-3
3
現地実証研究の例
図表4-2-3
現地実証研究の例
現地実証研究の例

研究課題

図表 
研究課題 現地実証研究の例

概要

計画名

研究課題

概要
概要

概要

○ICTを活用した安定生産および開発技術の現地実証

テムの実証研究（福島県）○キク類の温湯処理技術や気象環境データ等に基づく適期

ムの実証研究（福島県）
病害防除技術の開発
原発事故からの復興のための放射 ○除染後農地における生産力の回復・向上、セシウム吸収
性物質対策に関する実証研究（福

（福島県）
○小規模施設や地域ニーズに対応した、施設栽培における
島県）
○農地の省力的な維持管理技術の開発
きゅうり産地の復興に向けた低コ
低コスト環境制御システムの開発
スト安定生産流通技術体系の実証
○小規模施設や地域ニーズに対応した、低コスト環境制御シ
○きゅうりの障害果（フケ果）の発生予測技術及び発生低
○小規模施設や地域ニーズに対応した、施設栽培における
研究（岩手県）
○小規模施設や地域ニーズに対応した、施設栽培における低コ
きゅうり産地の復興に向けた低
きゅうり産地の復興に向けた低コ
きゅうり産地の復興に向けた
減技術の確立
ステムの開発
低コスト環境制御システムの開発
スト環境制御システムの開発
コスト安定生産流通技術体系の
低コスト安定生産流通技術体系の
スト安定生産流通技術体系の実証
○きゅうりの障害果（フケ果）の発生予測技術及び発生低減技
○きゅうりの障害果（フケ果）の発生予測技術及び発生低減
資料：農林水産省作成
○きゅうりの障害果（フケ果）の発生予測技術及び発生低
実証研究（岩手県）
実証研究（岩手県）
研究（岩手県）
術の確立
技術の確立
減技術の確立

資料：農林水産省作成

トルコギキョウの安定生産
トルコギキョウの

安定生産

トルコギキョウの安定生産
トルコギキョウの安定生産

抑制対策等に係る適切なカリ水準の設定

原発事故からの復興のための放
○除染後農地における生産力の回復・向上、セシウム吸収抑制
原発事故からの復興のための
○除染後農地における生産力の回復・向上、セシウム吸収抑
原発事故からの復興のための放射
○除染後農地における生産力の回復・向上、セシウム吸収
島県）
○農地の省力的な維持管理技術の開発
制対策等に係る適切なカリ水準の設定
対策等に係る適切なカリ水準の設定
放射性物質対策に関する実証研究
射性物質対策に関する実証研究
○農地の省力的な維持管理技術の開発
性物質対策に関する実証研究（福
抑制対策等に係る適切なカリ水準の設定
（福島県）
○農地の省力的な維持管理技術の開発

資料：農林水産省作成
資料：農林水産省作成

第4章

花きの計画生産・出荷管理システ
○ ICT を活用した安定生産および開発技術の現地実証
花きの計画生産・
○キク類の温湯処理技術や気象環境データ等に基づく適期
○ICTを活用した安定生産及び開発技術の現地実証
○キク類の温湯処理技術や気象環境データ等に基づく適期病害
出荷管理システムの実証研究
ムの実証研究（福島県）
花きの計画生産・出荷管理シス
○ICTを活用した安定生産および開発技術の現地実証
○キク類の温湯処理技術や気象環境データ等に基づく適期病
病害防除技術の開発
（福島県）
防除技術の開発
花きの計画生産・出荷管理システ
害防除技術の開発

緑肥作物のすき込み

緑肥作物のすき込み
緑肥作物のすき込み
緑肥作物のすき込み

キュウリの障害果

キュウリの障害果
キュウリの障害果
キュウリの障害果





（農業分野でも「新しい東北」の創造に向けた取組を推進）
被災地域では、東日本大震災発生前から人口減少や高齢化、産業の空洞化等、全国の地
 域が抱える課題が顕著に現れていました。このため、復興庁では、復旧・復興に取り組む
1 整備計画面積は、大区画化に取り組む地区の計画面積の総計であり、大区画化の取組を行わない農地（端部の狭小農地等）も
に当たり、単なる原状回復にとどめるのではなく、地方公共団体、企業、大学、132（ ）
一部含まれている。
等がこれまでの手法や発想にとらわれない新しい挑戦に取り組み、地域の諸課題の解決を
2 用語の解説3（1）を参照
進める、「新しい東北」の創造に向けた取組を推進しています。
平成 （）年度から「新しい東北」復興ビジネスコンテストを開催し、被災地域に
 おける地域産業の復興や地域振興に資する事業の表彰を行っています。令和元（）年
度においては、農業関係では、
「地域を次の世代につなぐ」ことを理念として、地元小学生
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（「新しい東北」の創造に向けた取組を推進）

被災地域では、東日本大震災発生前から人口減少や高齢化、産業の空洞化等、全国の地

域が抱える課題が顕著に現れていました。このため、復興庁では、復旧・復興に取り組む
に当たり、単なる原状回復にとどめるのではなく、地方公共団体、企業、大学、NPO1 等

がこれまでの手法や発想にとらわれない新しい挑戦に取り組み、地域の諸課題の解決を進
める、
「新しい東北」の創造に向けた取組を推進しています。

平成 26（2014）年度から「新しい東北」復興ビジネスコンテストを開催し、被災地域

における地域産業の復興や地域振興に資する事業の表彰を行っています。令和元（2019）
年度においては、農業関係では、「地域を次の世代につなぐ」ことを理念として、地元小

学生向けの米作り体験活動に関与し、そのお米でできた焼酎を小学生が 20 歳になった時
ただ み まち

に渡すなどの活動を実施している合同会社ねっか（福島県只見町）が大賞を受賞しました

（図表 4-3-4）。また、
「もったいない」「残る果物」をきっかけとして SDGs や持続性を目

指したテーマを追求し、地域企業との連携等の6次産業化 2 を実現している株式会社やま
てんどう し

がたさくらんぼファーム（山形県天童市）が優秀賞を受賞しました。そのほか、農業関係

では４つの取組が企業賞を受賞しました。

さらに、平成 28（2016）年度から、被災地域で進む「新しい東北」の実現に大きな貢

献をしている個人や団体を顕彰する、
「新しい東北」復興・創生顕彰を実施しています。

令和元（2019）年顕彰においては、農業関係では、「顔の見える関係に風評被害はなし」
との考えの下、農業支援の仲立ちを行うとともに、相互の情報交換、助け合い、全国の消
費者との交流の促進や、放射能対策を知る農業体験等の活動を行ってきた特定非営利活動
ふくしま

のうぎょうしゃとう

かい

法人がんばろう福島、農 業 者等の会が選定されました。

1 用語の解説３（２）を参照
2 用語の解説３（１）を参照
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図表 4-3-4 「新しい東北」復興ビジネスコンテスト 2019 の受賞者（抜粋）
団体名

事業概要
「田園風景を次世代に。米農家がつくる世界一和食に合う米焼酎」

大賞
合同会社ねっか
ただ み まち

（福島県只見町）

福島県が誇る日本酒の醸造技術を活用して香り高い米焼酎を製造販売する事業。お酒
の全量を自社米のみで作る点が特徴であり、JGAP の認証も取得。「地域を次の世代
につなぐ」ことを理念として、地元只見町の小学生向けの米作り体験活動に関与し、
そのお米でできた焼酎を小学生が 20 歳になったときに渡すなどの活動を実施。地産
地消、地域貢献、将来への継承といったストーリー性がわかりやすいこと、和食にあ
う品質の追求やメディア展開等の戦略的な販売計画等の検討により、将来的に更に魅
力ある事業として成立する可能性を高く評価された。
「もったいないを６次産業化と観光農業で解決！収益力カイゼン事業」

優秀賞
株式会社やまがたさくらんぼファーム
てんどう し

（山形県天童市）

６次産業化と観光農業を組合わせた様々な体験プランを企画し、相乗効果により収益
を改善する事業。収穫されずに廃棄されるさくらんぼの果汁を利用してソフトクリー
ムやパフェ、リキュール等に商品化。来園者に収穫体験を行ってもらうことで、後継
者不在の農地活用を可能としている。明確な意思を持って「もったいない」「残る果
物」をきっかけとして事業化している点や、SDGs や持続性を目指したテーマを追求
している、地域企業との連携や地元貢献を実現している点、アグリツーリズム等各種
の新しい事業展開を積極的に実行している点が高く評価された。
「ワイナリーから始まる食・人・農のあるまちづくり事業」

企業賞
のう か

ゆめ

ふくしま農家の夢ワイン株式会社
に ほんまつ し

（福島県二本松市）

阿武隈山地の地の利を活かし、ツアー受け入れやイベント開催等を通じて活気のある
まちづくりを目指す事業。ワイナリー、ブドウ栽培農家、有機野菜栽培農家、農家民
宿、道の駅等全てが繋がり、人が流れるまちづくりを展望
「世界へ羽ばたく「青森の黒ニンニクⓇ」～海外 20 カ国への展開と復興～」

企業賞
かしわざきせい か

有限会社 柏 崎青果

ちょう

（青森県おいらせ町）

青森県の主力野菜であるニンニクを黒にんにくへ加工し、国内及び海外向けに販売す
る事業。同業者 10 社で青森県黒にんにく協会を組織し、世界黒にんにくサミットを
開催。効果として、全米 450 店超を含め、海外 20 カ国への輸出に成功
「福島から「幻の蒟蒻芋」復活・コラボレーションプロジェクト」

企業賞
おおしま や

有限会社大島屋
しらかわ し

（福島県白河市）

在来種のこんにゃく芋「和玉」で昔ながらの製法で生蒟蒻を作ることを通じて、絶滅
寸前の在来こんにゃくの存在とその品質の高さを伝える事業。白河実業高校農業科と
連携し、学生の製造・販売体験を通した教育実習に貢献し、人材育成の一端を担う取
り組みを開始
「日本の誇る福島県の米、日本酒、山塩を使った自家製ビーントゥバーチョコレート
の開発」

企業賞
ふ く えいしょうかい

株式会社富久栄 商 会
こおりやま し

（福島県 郡 山市）

珈琲で培った焙煎技術を応用し、生カカオからビーントゥバーチョコレートを自社で
一貫製造する事業。福島県郡山市のウイスキーメーカーとコラボしたウイスキーボン
ボンチョコレートにより、地元ウイスキーの存在を大きく PR。福島県の米、日本酒、
山塩等の商品とのコラボレーションも展開中

資料：復興庁「「新しい東北」復興ビジネスコンテスト 2019 受賞一覧」を基に農林水産省作成
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（２）東京電力福島第一原子力発電所事故の影響と復旧・復興
ア

原子力被災 12 市町村の復興

（原子力被災 12 市町村の営農再開等の状況）

ふくしまそうそうふっこう

農林水産省は、福島県の農業の再生に向けて、福島相双復興官民合同チームの営農再開

グループに参加し、地域農業の将来像の策定を支援しています。平成 29（2017）年４月

からは、農業者訪問による要望調査や支援策の説明を行っています。要望調査の結果、ア

ンケートに回答した原子力被災 12 市町村 1 の農業者のうち、認定農業者 2 では 62％が営農

再開済となり、23％が営農再開を希望すると回答しており、営農再開への意欲が高い状
況となっています。一方、主に認定農業者以外の農業者を対象とした個別訪問において

は、57％が営農再開未定又は再開意向なしと回答しており、担い手の確保が重要な課題
となっています（図表 4-3-5）
。

1 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
2 用語の解説３（１）を参照
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図表 4-3-5

原子力被災 12 市町村の農業者の営農再開状況及び意向

営農再開済
61.7％（322 者）

回答者の
意向
個別訪問農家
の回答状況

未回答
合計
26.3％
708 者
（186 者）

回答あり
73.7％（522 者）

認定農業者の
回答状況

回答あり
17.0％
（1,774 者）

未回答
83.0％（約８千者）

営農再開済
29.2％（518 者）

回答者の
意向

表

再開未定又は
合計
再開意向なし
522 者
14.9％（78 者）

営農再開を希望
23.4％（122 者）

営農再開を希望
13.9％
（247 者）

再開未定又は再開意向なし
56.9％（1,009 者）

合計
1,774 者

個別訪問農家のうち再開未定又は再開意向なしの農業者（1,009 者）の農地の活用意向
課題（理由）

者数

既に出し手となっている

割合

85 者

８%

出し手となる意向あり

739 者

73%

出し手となる意向なし

72 者

７%

耕作予定のない農地なし

75 者

７%

資料：農林水産省作成
注：福島相双復興官民合同チーム営農再開グループにおいて、平成 29（2017）年４月から令和元（2019）年 12 月までに農業者 1,774 者
を訪問（再訪問を含む）

また、原子力被災 12 市町村間でも避難指示解除の時期により営農再開率に差が生まれ、

二極化が進んでいます。営農再開割合の高い市町村は、
「人・農地プラン」の作成や農業

委員会の活動が進んでいる一方、営農再開割合の低い市町村はそれらの活動が停滞してお
り、集中的に対策を講じる必要があります。

さらに、農地については、営農休止面積1万 7,298ha から、帰還困難区域（2,040ha）

と農地転用等（1,440ha）を除いた１万４千 ha のうち、6,590ha は農地復旧・整備が実

施・検討されていますが、検討中の地域においては、帰還率が低く、農地復旧・整備の実
施に向けた調整が課題となっています。

残りの 7,230ha については、基盤整備が未実施の条件の悪い農地で不在地主化が進ん

でいること、整備済みの農地であっても将来の営農展開に合わせた再整備が必要となるこ
とといった新たな課題が見えてきました（図表 4-3-6）。
図表 4-3-6

原子力被災 12 市町村の農地の整備状況
原子力被災 12 市町村の農地の復旧・整備

津波被災地の農地整備
（約 2,850ha）
農地復旧
約
1,140ha

農地復旧
＋
整備
約 1,710ha

営業休止面積 17,298ha（H23.12 時点）

農地整備
約 3,740ha

農業再生の加速化のための農地整備
（約 5,450ha）
農家の帰還状況等を踏まえ、担い手の確
保と持続的経営が可能となる農地の大区画
化・汎用化を行い、高収益作物への転換や
生産性の向上を促進
資料：農林水産省作成
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水路や小規模な整備
約 3,500ha

その他
約 3,730ha

農地転用等 帰還困難区域
約 1,440ha 約 2,040ha

※福島県による各市町村聴き取りを基に集計
※特定復興再生拠点で実施予定のほ場整備面積は「農地復旧＋整備」
「農地整備」の内数
※農地転用等面積のうち、太陽光発電施設への転用は 731ha

農家の帰還状況等を踏まえ、きめ細かなほ場
レベルの整備を支援
（暗きょ排水、畦畔除去、客土等）

（大規模で労働生産性の著しく高い農業経営の展開へ）

このような課題の解決に向けて、これまで行ってきた被災農業者への支援を引き続き継

続して営農再開を促進しつつ、大規模で労働生産性が著しく高い農業経営（土地利用型農
業、管理型農業）の展開を図る必要があります（図表 4-3-7）
。このため、将来の担い⼿の

確保、関係機関が連携した営農再開推進チームの編成、市町村を越えた広域的な高付加価
値化が可能な産地の将来像の策定を進めています。また、このような農業経営の展開に向
けては、一筆ごとの土地利用調整が必要であるため、令和２（2020）年度からは、農林

水産省から常駐職員を原子力被災 12 市町村へ派遣した上で、農林水産省、福島県、市町
村、福島相双復興推進機構、農協が連携し、市町村が行う営農ビジョンの策定から具体化
までの支援を進めていくこととしています。さらに、営農再開の加速化に向け、農地の利
用集積の促進、６次産業化施設の整備の促進、農業委員会の事務の特例等の措置を講じる
こととする福島復興再生特別措置法の改正を含む、復興庁設置法等の一部を改正する法律
案が令和２（2020）年３月に国会に提出されました。
図表 4-3-7

大規模で労働生産性の著しく高い農業経営の展開

土地利用型農業と管理型農業を核とした営農再開

福島県の農業の未来像

【従来】これまで行ってきた被災農業者への支援等によって
引き続き営農再開を推進
+
【今後】
○ 土地利用型農業
・生産から加工に至るまで、機械・施設の整備を支援
（企業による営農再開も対象）
・ロボットトラクタ、収穫コンバイン等の ICT を活用し
た大規模で労働生産性の著しく高い農業の実現
○ 管理型農業
自動で、温度、CO₂、水分等を管理できる ICT を活用し
た花き栽培等風評にも強い施設園芸等の横展開

大規模稲作

人工衛星
（みちびき等）

Ｃ生産組合

個人

(株)Ｆ

（復興公営住宅）
（太陽光パネル）

施設園芸
スマート農業

Ｄ牧場

Ｅ法人
個人

ロボトラ、収穫コンバインの導入
先端技術の実証研究と技術導入

ほ場整備（大区画化、パイプライン、FOEAS等）

Ａ機械利用組合

個人

Ｃ生産組合
個人

Ｂ生産組合
個人
個人

個人
個人

個人

個人

個人

＋
現在営農再開している事例のように、地域の農業ビジョン、人・農地プラン等の土地利用調整が必須

農林水産省

福島県

市町村

福島相双復興推進機構

第4章

＋

各機関が連携

JA

資料：農林水産省作成

（令和元年度は４つの研究開発を実施）

東日本大震災、東電福島第一原発の事故によって多大な影響を受けた福島県浜通り地域

においてイノベーションによる産業基盤の再構築を目指す「福島・国際研究産業都市（イ
ノベーション・コースト）構想研究会報告書」が平成 26（2014）年６月に取りまとめら

れました。本報告書では、革新的な先端農林水産業を全国に先駆けて実施することを通じ
て、地域の農林水産業の復興・再生を実現することとされています。

これを受けて、農林水産省では福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業

ロボット研究開発事業を平成 28（2016）年度から実施しており、これまでロボットトラ
クタ、アシストスーツ等の研究開発を行ってきました。令和元（2019）年度は、ブロッ

コリー自動選別収穫機、高品質米生産管理技術、農地地力の見える化技術、ICT 活用に
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よる和牛肥育管理技術の研究開発が行われました（図表 4-3-8）。
図表 4-3-8

令和元（2019）年度「福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業ロボット研
究開発事業」の研究開発例

令和２（2020）年度に完了予定の開発・実証課題（H30 ～ R2）
【ブロッコリー
自動選別収穫機】

【高品質米生産管理技術】

【農地地力の
見える化技術】

地力のバラツキを「見える
化」したほ場のイメージ図

少人数で大面積栽培が可能な
機械化体系の確立を実現

衛星画像の解析から効率的な
水稲の生産管理を実現

地力の向上とバラツキ改善
を実現

資料：農林水産省作成

（「特定復興再生拠点区域」の状況）

東電福島第一原発の事故に伴い設定された避難指示区域は、除染やインフラ整備等が進

んだ結果、令和２（2020）年3月までに、帰還困難区域を除いた全ての地域で避難指示
が解除されました（図表 4-3-9）。

また、平成 29（2017）年５月に改正された福島復興再生特別措置法において、５年を

目途に避難指示を解除し、住民の帰還を目指す「特定復興再生拠点区域」の復興・再生を
推進するための計画制度が創設され、平成 30（2018）年５月までに、帰還困難区域が存

在する全６町村 1 が認定されました。全ての復興再生計画で農業の再生を目指した区域が
設定されており、今後、本計画に基づき、インフラの復旧、生活環境の整備、産業の復
興・再生、除染・家屋解体等が進められていきます。

1 双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村
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図表 4-3-9

避難指示区域の解除の状況

平成 25（2013）年８月（区域設定時）
凡例

伊達市

令和２（2020）年３月時点
凡例

帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域

帰還困難区域

旧居住制限区域

旧避難指示解除準備区域

伊達市

JR常磐線（2020年３月14日全線開通）
※JR常磐線の線路、双葉駅（双葉町）、大野駅
（大熊町）、夜ノ森駅（富岡町）の駅舍及び周辺
の道路等は避難指示を解除

飯舘村
川俣町

南相馬市

川俣町

飯舘村
南相馬市

葛尾村

浪江町
田村市

葛尾村

双葉町
田村市

川内村

大熊町

双葉町
福島第一
原子力発電所

富岡町

楢葉町

浪江町

大熊町

川内村
福島第二
原子力発電所

福島第一
原子力
発電所

富岡町
楢葉町

福島第二
原子力
発電所
20 km

いわき市

広野町

20 km

いわき市

広野町

資料：原子力災害対策本部資料を基に農林水産省作成

イ

風評の払拭に向けた取組等

（農畜産物の安全確保の取組）

市場で放射性物質の基準値を下回る農畜産物のみが流通するように、生産現場では放射

性物質の吸収抑制対策、暫定許容値以下の飼料の使用等、それぞれの品目に合わせた取組
が行われています。このような生産現場における努力の結果、基準値超過が検出された割
第4章

合は、全ての品目で平成 23（2011）年以降低下しており、令和元（2019）年度では、
全ての農畜産物において基準値超過はありませんでした。

福島県では、作付制限、放射性物質の吸収抑制、抽出検査等の対策とともに、米につい

ては全域で全袋検査が実施されています（図表 4-3-10）。
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図表 4-3-10 令和元（2019）年産米の作付制限等の対象地域

作付制限
作付・営農は不可。
農地保全・試験栽培
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。
作付再開準備
管理計画を策定し、作付再開に向
けた実証栽培等を実施。
福島第一原子力発電所
資料：農林水産省作成
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（
「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略｣ に基づく取組のフォローアップを実
施）

福島県産の食品は放射性物質検査の徹底により安全が確保されています。また、風評の

払拭と信頼される産地づくりに向け、第三者認証 GAP1 の取得を進めています。福島県と

福島県農業協同組合中央会は平成 29（2017）年5月に、GAP 認証の取得日本一を目指
す「ふくしま。GAP チャレンジ宣言」を行っており、福島県の発表によれば、令和元

（2019）年度末時点で、GLOBALG.A.P.227 件、ASIAGAP3 ７件、JGAP4162 件及び
FGAP573 件となっています。

他方、消費者庁が令和２（2020）年３月に公表した消費者の意識調査 6 によると、放

射性物質を理由に福島県産品の購入をためらう人の割合は 10.7％となり、調査開始以来
最低の水準となったものの、依然として一定数の方が購入をためらうと回答しています。
復興庁及び関係府省庁は、平成 31（2019）年４月及び令和元（2019）年 11 月に「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」を開催し、平成 29（2017）
年 12 月に取りまとめた「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づく取組

状況のフォローアップを行い、今後の方向性について検討しました（図表 4-3-11）。これ
を受け、
「知ってもらう」、「食べてもらう」
、
「来てもらう」の３つを柱にそれぞれの観点
から、関係省庁において工夫を凝らした情報発信を実施しています。

農林水産省では、福島復興再生特別措置法に基づき、関係省庁と協力し、平成 29

（2017）年度から福島県産農産物等の販売不振の要因と実態を明らかにするための流通実

態調査と、当該調査に基づく指導・助言等を行っています。平成 30（2018）年度調査の
結果、福島県産農産物等の生産・販売は依然、震災前の水準まで回復していませんが、福
島県産農産物等と他県産農産物等の流通段階ごとの価格形成に明確な違いはなく、買いた
たきは確認されませんでした。一方、納入事業者（卸売業者、仲卸業者等）が納入先（小
売業者、外食業者等）の福島県産品に対する取扱姿勢を実態よりも後ろ向きに評価してい

ること等が明らかになりました。この結果を踏まえ、平成 31（2019）年4月に、関係省
庁と連名で、関係事業者に対し、福島県産農産物と他県産農産物とを対等に比較して取扱

第4章

商品を選択するよう指導するとともに、生産者団体に対し、GAP 等の実施により福島県
産農産物等のイメージアップを図ることが重要と助言しました。

また、「食べて応援しよう！」のキャッチフレーズの下、農業者、消費者等の団体や食

品事業者等、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
極的利用を進めています。

1 ～ 5 用語の解説3（2）を参照
6 消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第 13 回）」
（令和２（2020）年3月公表）
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図表 4-3-11 「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づく取組の今後の方向性
〇年４月日に開催した「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、
以下の取組を復興大臣から各府省庁に指示
知ってもらう
来てもらう
食べてもらう

①福島の復興の現状や放射線に関する基本的な知識について国民の理解を促進
②学校における授業での放射線副読本の活用促進のための教職員セミナー等の全国的実施
①インフルエンサーを活用した東北の魅力発信等により、福島へのインバウンドを促進
②教育旅行の回復に向けたホープツーリズムをさらに推進
①流通段階ごとの取扱姿勢に対する認識の齟齬の解消、ブランド力向上、販路拡大・開拓
②福島県産品の積極的利用・販売、魅力・安全等について強力に発信

〇年月日に開催した「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、
復興大臣から各府省庁に対し、海外及び国内に向けた取組の強化を指示
資料：復興庁資料を基に農林水産省作成

0

資料：復興庁資料を基に農林水産省で作成

コラム

被災地産の花でビクトリーブーケ

大会組織委員会は、令和元（2019）年 11 月、東京 2020 大会のメダリストに副賞として
授与するブーケのデザインを公表しました。ビクトリーブーケは、リオデジャネイロ大会以
降、３大会ぶりの復活となります。
ブーケのデザインは、日本花き振興協議会＊が提案。花
材には、福島県産トルコギキョウ等、東日本大震災の被
災地で生産されている花を活用し、制作・提供すること
としており、震災に際して世界から寄せられた支援に対
する感謝の気持ちを伝えるとともに、復興の進展を表す
シンボルになるようにとの思いが込められています。
＊花きの生産、流通、販売、文化にかかわる業界９団体が大同団結し、
平成 29（2017）年 5 月に発足

ビクトリーブーケのイメージ
Photo by Tokyo 2020 / Shugo
TAKEMI

（放射性物質による輸入規制措置の撤廃・緩和）

東電福島第一原発の事故に伴い、多くの国・地域において、日本産農林水産物・食品の

輸入停止や放射性物質の検査証明書等の要求・検査の強化といった輸入規制措置が実施さ
れています（図表 4-3-12）。
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図表 4-3-12 東電福島第一原発事故による主な輸出先国・地域の輸入停止措置の例
国・地域

対象県

農林水産物・
食品の輸出額

主な輸入停止対象品目

香港

福島県

野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳

中国

宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、長野県

全ての食品、飼料

新潟県

米を除く食品、飼料

台湾

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県

全ての食品（酒類を除く。）

日本国内で出荷制限措置がとられた県

日本国内で出荷制限措置がとられた品目

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、千葉県

水産物

福島県

野菜、果物、乳製品、食肉・食肉加工品、卵、
水産物・水産加工品

韓国
マカオ

2,037 億円
1,537 億円
904 億円
501 億円
40 億円

資料：農林水産省作成
注：１）令和元（2019）年度末時点。輸出額は、令和元（2019）年（財務省「貿易統計」）
２）上記５か国・地域のほか、米国は日本での出荷制限品目を県単位で輸入停止、フィリピンは福島県産の一部の魚種を輸入停止
３）中国は、「10 都県以外」の「野菜、果実、乳、茶葉等（これらの加工品を含む。）」について、放射性物質検査証明書の添付を求めて
いるが、放射性物質の検査項目が合意されていないため、実質上輸入が認められていない状況

これらの輸入規制を実施している国・地域に対し、我が国が実施している安全確保のた

めの措置やモニタリング結果等の科学的データ等の情報提供を行ってきた結果、令和元

（2019）年度において、コンゴ民主共和国、ブルネイ、フィリピン等で輸入規制措置の撤
廃・緩和の動きが見られました（図表 4-3-13）。

この結果、輸入規制措置を設けた 54 か国・地域のうち、34 か国・地域で輸入規制措置

が撤廃されました。

図表 4-3-13 東電福島第一原発事故による主な輸出先国・地域の輸入規制措置の撤廃・緩和の動き（令和
元（2019）年度）
国・地域

平成 31 年（2019）
４月

米国

輸入停止（岩手県産及び栃木県産牛の肉、福島県産ウミタナゴ、クロダイ、ヌマガ
レイ、宮城県産牛の肉、クロダイ）→解除

令和元年（2019）
５月

フィリピン

輸入停止（福島県産ヤマメ、アユ、ウグイ、イカナゴ）→解除（放射性物質検査報
告書の添付）

６月

コンゴ民主
共和国

規制撤廃

７月

UAE

検査報告書の対象品目の縮小（福島県産の全ての食品、飼料→水産物、野生鳥獣肉
のみに）

９月

米国

輸入停止（福島県産ムラソイ、カサゴ）→解除

10 月

マカオ

ブルネイ
11 月

EU*
米国

令和２年（2020）
１月

フィリピン

輸入停止（宮城県産等9都県産の野菜、果物、乳製品）→商工会議所のサイン証明
で輸入可能に
放射性物質検査報告書（9都県産の食肉、卵、水産物等）→商工会議所のサイン証
明に変更
放射性物質検査報告書（山形県産及び山梨県産の野菜、果物、乳製品等）→不要に
規制撤廃
検査証明書及び産地証明書の対象地域及び対象品目が縮小
（福島県産の大豆、6県産の水産物を検査証明対象から除外

等）

輸入停止（宮城県産アユ）→解除
規制撤廃

シンガポール

輸入停止（福島県産の林産物、水産物、福島県7市町村産の全食品）→産地証明及
び放射性物質検査報告書の添付を条件に解除

インドネシア

放射性物質検査証明書（47 都道府県産の水産物、養殖用薬品、えさ）→不要に
放射性物質検査報告書（７県産（宮城県等）以外の加工食品）→不要に

米国
２月

概要

インドネシア

第4章

年月

輸入停止（岩手県産クロダイ、福島県産ビノスガイ）→解除
放射性物質検査報告書（７県産（宮城県等）以外の農産物）→令和２（2020）年５
月 20 日から不要に

資料：農林水産省作成
注：＊）スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン（EFTA 加盟国）も EU に準拠した規制緩和を実施
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第3節

東日本大震災からの復旧・復興

（東京電力による農林水産業関係者への損害賠償支払）

原子力損害の賠償に関する法律の規定により、東電福島第一原発の事故の損害賠償責任
とうきょうでんりょく

は東 京 電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。
）が負っています。

東京電力によるこれまでの農林水産業関係者への損害賠償支払累計額は、令和元

（2019）年度末時点で 9,264 億円 1 となっています。

1 農林漁業者等の請求・支払状況について、関係団体等からの聴取りから把握できたもの
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