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川俣町山木屋地区では、震災前は小菊、シャク

ヤク及びトルコギキョウ等の花き栽培が盛んに行

われていました。これらの花き栽培は、震災で一

時的に休業を余儀なくされましたが小菊とシャク

ヤクは、避難解除後の平成29年に3戸の農家が本

格的に栽培を開始し、JA等に出荷（小菊は全てJ

A、シャクヤクは一部JA出荷）しています。

特に、トルコギキョウは、8戸の農家で組織し

た生産組合「あぶくまカットフラワーグループ」が栽培していることで名前が知られてお

り、避難解除前の平成26年から出荷を再開しています。グループメンバーの菅野洋平（以

下、「洋平さん」という。）さんは父親の洋一さんから震災の前年に経営を引き継ぎ、アルバイ

トを雇用しながら17棟のビニールハウスで栽培をしていました。震災後は人手が集まら

ないため、現在は、洋平さんご夫妻とご両親で、5棟のハウスで約６万本のトルコギキョ

ウを栽培しています。

今年の出荷は7月下旬から始まっており、早朝から収穫や選別の作業を行い、選別され

た花は痛まないように約10℃に保たれた保冷庫の中で管理され、翌朝には、関東の市場

に出荷されます。今年の花は、例年より少し安価

ですが、品質は良く、特に人気があるのは八重咲

きの種類で、清涼感のあるブルーや紫の色が好ま

れているそうです。

また、洋平さんに山木屋で昔から花き栽培が盛

んな理由を聞いたところ、「山木屋の気候は、昼

夜の寒暖差が大きいことで、花が鮮やかな色にな

るため、花き栽培に適していた。これからもこの

気候を利用して頑張って花作りをしていきたい。」

と話されていました。

※震災復興室が市町村担当者から聞き取りにより取りまとめ
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震災復興室だより（第２０号）

田村市都路町では、水稲を中心に営農再開が進んで

いる中、一部で畑作物や花きが栽培されています。特

に、えごまの栽培グループ（楽 農 学 会：５人の農業者グ
らくのうがくかい

ループ）では、昨年の実証栽培を経て、本年約30ａ（昨

年より10ａ増）のえごまを販売目的として栽培してい

ます。６月中旬に苗を定植し、７月中旬に芯止めをし

て花芽を多くする作業を行っています。

収穫は10月から始まり、搾油後に販売される予定

です。

また、りんどう栽培グループ（名称：合子りんか：３人
ごう し

の農業者グループ）では35ａのりんどうを栽培していま

す。平成27年にりんどうの株を定植し、本年で３年

目を迎え、本格的に切り花の収穫ができるようになり

ました。開花時期の違う品種を14種類栽培しており、

７月始め頃から収穫・出荷を始め、９月末頃まで続き

ます。

なお、町内では紹介したグループ以外の農家でも、

様々な夏野菜が自給用として栽培されています。

南相馬市小高区では、水稲・大豆など

の穀物が営農再開の中心となっています

が、本年産からは野菜や花きなどの作付け

も始まっています。

【花き】

トルコギキョウ：約3.5a（1名：小高地区）
お だか

小菊 ：約６a（１生産組合：片 草地区）
かたくさ

カスミソウ：約２a（１生産組合：飯 崎地区）
はんさき

【その他】

ナタネ：約6.6ha（金谷地区）
か な や

約5.7ha（下 浦地区）
しもうら

綿 花：約8.9a（1名：井田川地区）
い だ がわ

椎 茸： 約8.5a（2名：下蛯沢地区）
しもえびさわ

【野菜】

山ウド ：約1.1ha（2名：飯 崎地区）
はんさき

約0.2ha（1名：金谷地区）
かな や

ミョウガ：約5.0ha（1法人：上根沢地区）
うわ ね ざわ

※今秋の作付予定

タマネギ：約0.5ha（1生産組合：飯 崎地区）
はんさき

約0.3ha（1法人：下 浦地区）
しもうら

長ネギ ： 約8.4a（1生産組合：上 蛯 沢地区）
かみえびさわ

カボチャ： 約6.0a（1名：飯 崎地区）
はんさき

ソラマメ： 約10a（1名：飯 崎地区）
はんさき
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飯舘村の園芸作物の作付状況（販売を目的

とした事業ベース：8月31日現在）は、花き（８

戸、１法人）を中心に、施設野菜（１法人）、

露地野菜（15戸）、果樹（3戸）など、少量

多品目（詳細は※表１に掲載）での栽培とな

っています。昨年は、村内で園芸作物によ

る営農再開者は１法人でしたが、本年３月

に野菜の出荷制限、摂取制限が解除された

ことを受け、本年4月以降、村内で営農再

開される農業者が増えてきており、再開者

の中には、ハウス等の生産施設を利用した、

より収益性の高い花き栽培を行う農業者も

見受けられます。

花き栽培は、震災前も村の振興作物の品目として位置付けられていました。村では

震災後、福島再生加速化交付金（被災地域農業復興総合支援事業）を活用し、花き栽培用施

設（ガラス温室ハウス、耐候性ハウス、パイプハウス等）を整備し、当該施設を農業者に貸与

しながら、花き生産を志す農業者の営農再開を後押ししています。

また、村では、村内において生きがい的な農業に取り組むための独自の支援策とし

て、「農による生きがい再生支援事業（陽はまた昇る基金）」を創設（一戸あたり50万円まで

補助）しています。これは販売をしない自給的な農業の取組支援を目的としており、

本事業の利用者は全体で107件（8月末日現在）となる人気ぶりで、現在、村内の所々

で季節の野菜作りに取り組む住民の方々も増えています。

震災復興室だより（第２０号）
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【エゴマ（じゅうねん）】

葛尾村野川地内に「女子大農場」の看板が立っていま
の がわ

す。葛尾村と郡山女子大学が結んだ「包括連携協定（平成

28年12月締結）」によるプロジェクトの一つとして「じゅうねん（エ

ゴマ）栽培」が行われているほ場です。葛尾村では今年２月に、

この協定に基づき村の農家に栽培を呼びかけ、７戸の農家の協力

を得て、平成29年産の作付面積は、約１ha（女子大農場含む）とな

りました。10月に収穫される子実は葛尾村の「じゅうねん企業組

合」が買取り、エゴマ油等に商品化されて販売される予定です。

【花き】

葛尾村葛尾地内では、２戸の農家がトルコギキョウの栽培に取り組み、うち１戸は田村
かつらおちない

市にある直売所（ふぁせるたむら）に出荷しています。出荷農家からは「今後について、安

定した収益を得るため、もう少し栽培仲間を増やし、数量をまとめて市場への出荷を目指

したい。」と話がありました。また、８月には福島再生加速化交付金を活用した「胡 蝶 蘭
こ ちようらん

栽培施設（約１千平方㍍の栽培棟が２棟）」の建設が始まりました。施設完成後は、３戸の農家

と協力企業により設立された「かつらお胡蝶蘭合同会社」が栽培管理を行い、来年度中の

出荷を目指しています。

富岡町では、町内の農業者12名が、「とみおかワイン葡

萄栽培クラブ」を平成28年春に設立し、はじめてのワイ

ン用ブドウの栽培に挑戦しています。具体的には、（社）

日本葡萄酒革進協会の協力のもと、ブドウの栽培技術・ワ

イン醸造の技術支援を受け、川内村の「かわうちワイン推

進協議会」と連携し、取り組みを進めています。

なお、富岡町では上記の取り組みのほか、帰還した農業

者の方々数戸で、かぼちゃやトマト、なす等の自家用野菜

の栽培が始まっています。

会長の遠藤秀文さんからは、「平成28年春には試験栽培として富岡町内の小浜および下 千
こばま しもせん

里に赤ワイン用「シラー」の苗木をそれぞれ約200本、計400本、平成29年春には小浜に白
り

ワイン用「シャルドネ」の苗木約200本を植えました。また、町内２カ所のほ場に気象観測

機器を設置し、町内の海側そして山側でワイン用ブドウの栽培に適するかどうかを確認してい

ます。今後、試験栽培を通じて、苗木の成長状況、気象条件など確認し、町内に本格的なほ場

とワイナリーなどを計画できればと思っています。この取り組みが、ワイン造りだけでなく、

新たな地域づくり、雇用創出、地元の食材との繋がり、広域連携等に寄与することを期待して

います。また、ワイン用ブドウ栽培が、「夜の森の桜」のように、孫やひ孫の後世まで残すこ
よのもり

とのできる町民の財産となればと思っています。」との話がありました。
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川内村では、ソバやタラノメ、トルコギキョウ等の

震災前から取り組まれてきた農産物に加え、エゴマや

リンドウ・ハウスブドウ等の新たな農産物の栽培に取

り組んでいます。「農産物直売所：あれ・これ市場（以下、「直売所」という。）」では、直売所

に登録された農業者10名が旬の野菜や花き等を出荷しています。

更に、農業法人や生産組合等の生産組織が設立され、営農再開の動きが進んでいます。

【野菜】

①レタス・ハーブ等：（株）KiMiD

oRiがLED光源を用いた閉鎖型植

物工場で生産し、直売所やスーパ

ー等に出荷しています。

②野菜全般：登録された農業者は、

直売所への出荷を目的に、これま

でキュウリやナス・インゲン・ト

マト等を栽培し、秋冬にかけてダ

イコンや白菜等の出荷が予定され

ています。

③椎茸：農業者（1名）が乾燥椎茸

として直売所に出荷しています。

【花き】

①リンドウ：農業生産法人の緑里
みど り

は、福島県のオリジナル品種の「ふ

くしまさやか」や「ふくしましお

ん」等10種類のリンドウを栽培

し、県内の市場や道の駅に出荷し

ています。

②トルコギキョウ、小菊：農業者２

名が生産し、直売所に出荷してい

ます。

【畑作物】

① ソバ ：約62ha（64名：前年比１割減）

② エゴマ：約6ha（3名：前年比５割増）

③ コムギ：約１ha（2名：前年並み）

④ タラノメ：約0.5ha（2名：前年並み）

・白エゴマは、黒

エゴマに比べ粒が

大きく皮が厚いの

で、すりつぶして

使う事が多い。

・黒エゴマは、皮

が薄く潰れやすい

性質を活かして、

エゴマ油にする事

が多い。

【果樹】

①ハウスブドウ：既存の水稲育苗施設を活用

し18名の農業者が栽培しています。今後、

新たに３～４名の農業者が原子力被災12市

町村農業者支援事業でパイプハウスを建設

し、栽培を始める予定です。

②ワイン用ブドウ：ワインの醸造と販売を手

がける「かわうちワイン」を村が設立（H

29年8月1日）し、新たな産業として推進して

いくことにしています。

（※ワイン用ブドウの取組みは、震災復興室だより第18号参照）

③ブルーベリー：14名の農業者が約15種類、

800本を植栽し、ジャムやジュースに加工

し直売所に出荷しています。

震災復興室だより（第２０号）
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１．楢葉町の今年度の畑作物は主として下記の品目が栽培されています。

①加工業務用タマネギ：1名（20a：実証栽培、今秋からは1haの本格栽培）

②加工業務用サツマイモ：３名（1.5ha：楢葉町の補助事業活用）

③トルコギキョウ等の花き：３名（30a（ハウス栽培面積）：原子力被災12市町

村農業者支援事業活用）

④ゆず：（20a：楢葉町の単独事業）

２．今回は地元双葉農業普及所の指導を受け、町内の上繁岡地区で、今年から本格
かみしげおか

的にトルコギキョウとストックによる通年栽培をされている塩井淑樹さんに営農
しお い とし き

の状況についてお話を伺いました。塩井さんは、自宅から200m南側の水田に建

設したプレハブ管理棟と７棟のパイプハウスで、水やり

と養液肥料の自動給与システムを備えた省力型施設によ

り栽培管理をしています。

訪問当日は、出荷前の調整作業をされており、「花市場

の注文で花のボリュームを出すことと､保冷庫が広野町に

あるので搬入するまでの作業が大変です。」と話していま

した。

また、双葉農業普及所によると、楢葉町のある双葉郡は、夏期の気温が比較的

低いことと、冬期の気温が比較的暖かいことで花きの栽培に適しており、夏期に

はトルコギキョウ､冬期はストックの通年出荷のに向けた技術指導をしているとの

ことです。

なお、楢葉町の担当者からは､新たに1名の方が「原子力被災12市町村農業者支

援事業」を活用して､今年の秋頃からトルコギキョウとストックによる花き栽培を

始められるとのお話もありました。

震災復興室だより（第２０号）
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浪江町では、28年度から野菜の出荷制限解除に向

け試験実証栽培を実施してきました。この結果、29

年3月14日に出荷制限が解除され、今年度から、「出

荷販売に向けた作付け（実証栽培を含む）」が実施さ

れています。

なお、収穫後の作物は放射性物質の検査を経て、出

荷・販売することになっています。

また、花きについては、平成25年の栽培開始（花き

は出荷制限が無いため出荷・販売が可能）以来、作付面積が

増加（28年度26a→29年度136a）しています。

［29年度］※作付け予定含む

（１）野菜 ①長ねぎ 8a：3名（牛渡・幾世橋各地区）

②たまねぎ 99a：６名（幾世橋・加倉各地区）

（２）花き（トルコギキョウ等） 136a：３事業者（幾世橋・加倉・川添各地区）

（３）エゴマ 70a：２名（藤橋・幾世橋各地区）

［28年度］

（１）野菜（ホウレンソウ、ハクサイ等） 26a（高瀬地区ほか９地区で試験実証栽培）

（２）花き ①電照菊 2a（北幾世橋地区で試験実証栽培）

②トルコギキョウ、露地菊 24a（幾世橋地区で出荷・販売）

（３）エゴマ 20a（藤橋地区で試験実証栽培）

広野町では水稲作を中心に一部で花き、野菜等も作

付けされています。野菜については、自家消費用に少

量多品目で多くの農家が作付けする中、一部の農家で

は、かぼちゃ、なす、トマト、とうがん、さといも、

とうもろこし等を広野町二ツ沼の農産物直売所に出荷
ふた ぬま

しています。

花きは、亀ヶ崎地区で3名の農家の方が、リンドウ、
かめ が さき

ストック、トルコギキョウ、小菊等を栽培し二ツ沼の

農産物直売所に出荷するとともに、１名の農家では市

場へも出荷しています。

なお、町の担当者の話では、震災前から広野町の園

芸作物は自家消費用を中心に栽培されていたとのこと

です。

震災復興室だより（第２０号）
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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において、

除染後の農地の保全管理、作付実証、放射性物質対策、新たな農業の転換等の営

農再開に向けた一連の取組を切れ目なく支援する。

（事業実施期間：平成24年度～平成32年度）

福島県営農再開支援事業
【平成30年度予算概算要求額： 14,201百万円】

避難区域等

(目的) 福島県において生産の断念を余儀なくされた農地のうち、平成32年度末
までに農地面積の６割の営農再開を図る。

経営の大規模化や施設園芸への転換等のために
必要な機械・施設のリース導入等に対する支援

○新たな農業への転換
第３
段階

○営農再開に向けた
作付実証

○避難からすぐに帰還しない農家の
農地を管理耕作する者への支援

直ちに帰還しない農業者等の農地を受託
し、一時的に行う管理耕作に対する支援

○収穫後の汚染防止対策

収穫後の農産物の農機具等を通じた再汚
染の防止対策に対する支援

基準値を下回
る農作物生産
の確認等のた
めの作付実証
に対する支援

○水稲の作付再開支援 水稲の作付再開に必要な代かき等に対する支援

一斉捕獲活動の実施や
大規模な侵入防止柵等
の設置に対する支援

除染後から営
農再開までの
農地等におけ
る除草等の保
全管理に対す
る支援

○除染後農地等の保全管理 ○鳥獣被害防止緊急対策

放れ畜捕獲のための柵
の整備等に対する支援

○放れ畜対策

放射性物質の
吸収抑制対策

カリ質肥料の施用
等の吸収抑制対策
の実施を支援 カリ質肥料

福島県産農産物の信頼回復を通じて、避難指示区域等の営農再開を後押し

※その他特認
事業を措置

福島県内

第１
段階

第２
段階

震災復興室だより（第２０号）


