
震災復興室だより（第２７号）の訂正について

平成３０年１１月１５日、以下の訂正を行いました。

P５ 浪江町 トルコギキョウ作付面積を「11㏊」⇒「1.1㏊」に修正。
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水　稲 畑作物 園芸作物 畜　産 その他
（主食用、飼料用米、

備蓄米、WCS）
（大豆、小麦、
ライ麦、そば）

（野菜、果樹、花き）
（和牛繁殖・肥育、
酪農、養豚、養鶏）

（飼料作物、なたね等
エゴマ、たばこ等）

田村市
（都路町）
【H26.4.1】

１５２戸
１組織

数戸
１組織

３９戸｛３７戸｝
５組織｛２組織｝

１組織

川内村
【H26.10.1】
【H28.6.14】

７８戸
３組織

６１戸
1組織

４３戸
４組織

９戸｛８戸｝
１組織｛１組織｝

１３戸
２組織

楢葉町
【H27.9.5】

２６戸
４組織

16戸
４戸 ２戸

葛尾村
【H28.6.12】

１６戸 ７戸
３戸

１組織
１０戸
３組織

９戸

南相馬市
（小高区）

【H28.7.12】

１５戸
３組織

２戸
３組織

１４戸
４組織

1戸
１組織

６戸
５組織

川俣町
（山木屋地区）
【H29.3.31】

７戸
1組織

４戸
1組織

１１戸 ２戸
２組織

３戸
１組織

飯舘村
【H29.3.31】

１１戸 ３戸
２６戸
２組織

７戸
１組織｛１組織｝

２戸

富岡町
【H29.4.1】

４戸
１組織

５戸
３組織

１組織

広野町
【H24.3.31】

１０7戸
１組織

６戸
４戸

1組織
１戸｛１戸｝

１組織｛１組織｝
１戸

浪江町
【H29.3.31】

５戸
1組織

２８戸
９組織

６戸
２組織

大熊町 １組織 1戸
１戸

１組織

双葉町 １組織

　※１　震災復興室が各市町村担当者等から聞き取りにより取りまとめ

　※２　作物は、１～１２月までに収穫又は収穫予定のもの　

　※３　畜産は、平成３０年９月３０日現在　（飼養実証を含む）

　※４　ｐ１の「戸」と「組織」は延べ数

　※５  ｐ１の【　】は避難指示解除年月日

　※７　「戸」は家族経営体、「組織」は法人、農業生産組織、復興組合等の組織経営体、集団、グループ

　※８　畜産の「親牛」と記載がないものは、親と子が含まれた頭数となる

　※９　上記※１～８の対応範囲はｐ１～５

被災12市町村の営農状況 （営農再開に向けた取組含む）

　※６　畜産欄の｛　｝は震災後も継続して営農している戸数・組織

震災復興室だより（第２７号）
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震災復興室だより（第２７号）

【水 稲】約203ha（78戸、3組織）

＜主食用＞約102ha、＜飼料用米＞約93ha

＜備蓄米＞約8ha

【畑 作 物】そば：約60ha、（59戸、1組織）

小麦：約1ha（2戸）

【園芸作物】＜野菜＞リーフレタス等：約1ha（1組織）

＜果樹＞ワイン用ぶどう：約3.0ha（1組織）

ハウスぶどう：約0.3ha（24戸）

ブルーベリー：約800本（14戸）

＜花き＞りんどう：約0.5ha（1戸、1組織）

トルコギキョウ：約0.15ha（1戸）

小ぎく：約5ａ（1戸）

＜その他＞たらのめ：約4.0ha（2戸、1組織）

【畜 産】＜酪農＞約80頭（1戸）

＜和牛繁殖＞約70頭（8戸）

＜養豚＞約6,000頭（1組織）

【そ の 他】＜工芸作物＞えごま：約8ha（2戸、1組織）

＜飼料作物＞牧草：約60ha（9戸）

デントコーン：約0.25ha（1戸）

＜林産物＞菌床椎茸：約218,000菌床（1戸、1組織）

モリタロウ

【水 稲】228ha（152戸、１組織）

＜主食用＞128ha、＜飼料用米＞100ha

【畜 産】＜和牛繁殖＞親牛約250頭（39戸、2組織）

＜肉用牛肥育＞（1組織）

＜養豚＞（1組織）

＜養鶏＞（1組織）

【園芸作物】＜花き＞りんどう：約0.35ha（1組織）

＜野菜＞トマト等：約2ha（数戸）

【そ の 他】＜工芸作物＞えごま：0.3ha（1組織）
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【水 稲】約58ha（26戸、4組織）

＜主食用＞約27.8ha、＜飼料用米＞約24.1ha

＜種子用＞約5ha、＜輸出用＞約1.1ha

【園芸作物】＜野菜＞さつまいも：約13ha（2戸）、たまねぎ：約1.8ha（4戸）

＜花き＞トルコギキョウ、ストック：約0.5ha（4戸）

＜果樹＞ゆず：約0.38ha（6戸）

【畜 産】＜酪農＞約70頭（1戸）、＜和牛繁殖＞親牛約80頭（3戸）

【そ の 他】＜飼料作物＞牧草：12.7ha（2戸）

ゆず太郎

【水 稲】15.2ha（16戸）＜主食用＞12.0ha、＜飼料用＞3.2ha

【畑 作 物】そば：4.4ha（6戸）、大豆：約1ha（1戸）

【園芸作物】＜花き＞トルコギキョウ：約4,000本（2戸）、

小ぎく：0.1ha（1戸）、コチョウラン（1組織）

【畜 産】＜和牛繁殖＞親牛約90頭（10戸、1組織）、＜肉用牛肥育＞約130頭（1組織）

＜酪農＞親牛8頭（1組織）※飼養実証

【そ の 他】＜工芸作物＞えごま：0.9ha（8戸）、＜林産物＞菌床椎茸：（1戸）

しみちゃん

【水 稲】約62ha（15戸、3組織）

＜主食用米＞約34ha、＜飼料用米＞約27ha

＜酒造好適米＞約1ha

【畑 作 物】大豆：約43ha（1戸、3組織）、大麦：約２ha（１戸）

【園芸作物】＜野菜＞たまねぎ：約３ha（１戸、3組織）、みょうが：約19ha（1組織）

うど：約2ha（5戸）、そらまめ：約0.2ha（1戸）

アスパラガス：約0.31ha（1戸）、カボチャ：約0.19ha（1戸）

ミニトマト：約1a（1戸）

＜花き＞トルコギキョウ：約6ａ（2戸）、小ぎく：約0.44ha（1戸）

りんどう：約2a（1戸）

【畜 産】＜和牛繁殖＞親牛2頭（1戸）

＜養豚＞年間約10,000頭出荷（1組織）

【そ の 他】＜工芸作物＞ケナフ：約6ha（1組織）、綿花：約0.39ha（2戸）

なたね：約13ha（1戸、2組織）

＜飼料作物＞牧草：約12ha（1戸、1組織）、デントコーン：約1ha（1組織）

ソルガム：約0.15ha（1戸）

＜林産物＞菌床椎茸：約2ａ（1戸）

のまたん

震災復興室だより（第２７号）
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震災復興室だより（第２７号）

【水 稲】15.4ha（7戸、1組織）

【畑 作 物】そば：5.8ha（3戸、1組織）、ライ麦：0.2ha（1戸）

【園芸作物】＜花き＞トルコギキョウ：1.9ha（8戸）

小ぎく：1.5ha（3戸）

【畜 産】＜和牛繁殖＞5頭（1戸）、＜乳用牛の育成＞3頭（1戸）、

＜養豚＞約10,000頭（1組織）、＜養鶏＞約28,000羽（1組織）

【そ の 他】＜飼料作物＞牧草：31ha・デントコーン：27ha（1組織）

＜工芸作物＞葉たばこ：0.3ha（3戸）

小手姫様

【水 稲】約22ha（11戸）（※WCS含む）

【畑 作 物】そば：約6.7ha（3戸）

【園芸作物】＜野菜＞約1ha（15戸、1組織）

＜果樹＞ブルーベリー：約3a（1戸）、ギンナン：約0.6ha（2戸）

＜花き＞カスミソウ等：約1ha（7戸、1組織）

山野草・盆栽：（1戸）

【畜 産】＜和牛繁殖＞親牛約135頭（6戸）※飼養実証1戸含む

＜和牛繁殖・肥育＞約15頭（1戸）

＜養豚＞約1,350頭（1組織）

【そ の 他】＜飼料作物＞牧草：約2.4ha（2戸）

イイタネちゃん

【水 稲】10.45ha（4戸、1組織）

【園芸作物】＜野菜＞ たまねぎ：2.4ha（1戸）、アスパラガス：5a（1戸）

たらのめ：0.1ha（1戸）、かぼちゃ：0.5ha（1組織）

えだまめ：0.1ha（1組織）

＜果樹＞ ワイン用ぶどう：0.37ha（1組織）

＜花き＞ ストック：4a（2戸）

【そ の 他】＜飼料作物＞ 子実とうもろこし：0.3ha（1組織）

とみっぴー
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【水 稲】165ha（107戸、1組織）

＜主食用＞116ha、＜飼料用米＞46ha、＜備蓄米3ha＞

【畑 作 物】そば：約5.5ha（2戸）、小麦：約6.6ha（2戸）

大豆：約1.2ha（2戸）

【園芸作物】＜野菜＞たまねぎ：約1.4ha（3戸）、

＜花き＞トルコギキョウ等：約0.4ha（1戸）

＜果樹＞バナナ：8a（1組織）

【畜 産】＜和牛繁殖＞約30頭（1戸）、＜肉用牛肥育＞約100頭（1組織）

【そ の 他】＜飼料作物＞牧草：2.3ha（1戸）

ひろぼー

【水 稲】6.43ha（5戸、1組織）

【園芸作物】＜野菜＞たまねぎ：2.1ha（11戸、1組織）

長ねぎ：0.25ha（4戸）、だいこん：0.1ha（1組織）

なす：5ａ（1組織）、はくさい：０.１ha（1組織）

きゅうり：5ａ（1組織）、すいか：2ａ（1戸）

パパイヤ：3ａ（1戸）

＜花き＞トルコギキョウ：1.1ha（2戸､1組織）、花木：0.8ha（2戸）

ストック：0.3ha（1戸､1組織）、生け花花材：0.2ha（2戸）

キンギョソウ：0.1ha（1組織）

アスター：3a（1戸）、小ぎく：2a（1戸）

＜果樹＞ゆずみかん（ジャバラ）：0.4ha（1戸）、ぶどう：5ａ（1組織）

ブルーベリー：3ａ（1戸）

【そ の 他】＜工芸作物＞えごま：2.35ha（4戸）、オリーブ：0.4ha（1組織）

＜その他作物＞牧草：1.4ha（2戸）、苔：2ａ（1組織）

うけどん

【水 稲】 0.16ha（1組織）※実証栽培

【園芸作物】＜野菜＞たまねぎ：0.1ha（1戸）

【そ の 他】＜地力増進作物＞ヘアリーベッチ等：約0.35ha（1戸）

＜景観作物＞ひまわり：約2ha（1組織） おおちゃんくうちゃん

【そ の 他】＜地力増進作物＞クロタラリア、セスバニア38a（1組織）※実証栽培

フタバくん

震災復興室だより（第２７号）
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震災復興室だより（第２７号）

広野町振興公社は、同町内の二ツ沼総合公園で国内最北となるバナナの栽培

を開始しました。収穫したバナナは、7月に再開したＪヴィレッジ（広野町、

楢葉町にまたがるサッカー施設）の利用者などへ『広野バナナ（仮称）』として販売するほか、

菓子やジャムなど六次化商品の開発を検討しています。

栽培は、公園内の既存のビニールハウス一棟（810平方ﾒｰﾄﾙ）で

行われます。9月19日に植え付けられた150本の苗は、岡山県の農

業法人D＆Tが開発した凍結解凍覚醒法という技術により寒冷地で

の栽培が可能になった品種で、甘みが強く農薬を使用しないため皮

まで食べられるということです。

振興公社の中津弘文社長は、「本県でのバナナ栽培は高緯度での

栽培ということで話題性があり、販売にも期待が持てる。」と話し

ています。

順調に生育すれば来夏には最初の収穫を予定しています。
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震災復興室だより（第２７号）

10月2日（金）、富岡町のふるさと生産組合の水田において稲刈りと収穫祭

が行われました。組合員や地域のボランティア等約30名が参加し、清々しい

秋晴れのもと黄金色に実った稲を刈り取りました。収穫祭では、組合が生産した「天のつぶ」

と「こがねもち」のおにぎりが振る舞われ、参加者は「美味しい」の声を連発しながら収穫

の秋を満喫していました。

渡辺康男組合長から「避難指示解除後2度目の稲刈りとなった。昨年の実証栽培から本年

は通常栽培となり、昨秋とは違った喜びを感じている。これから、10月6、7日に東京都品

川区でのイベントに参加し、富岡町で生産された

農作物の「安全・安心」を発信しながら販路拡大

を積極的に進めて行きたいと考えている。また、

組合産米100％使用による日本酒「天の希」も商
てん き

工会とタイアップしながら昨年より販売増加を見

込んでいる。来年以降も、組合員が一体となり、

町の農業復興に寄与できるよう努めていきたい。

皆さんのより一層のご支援をお願いしたい。」との

挨拶がありました。

10月6日(土)に、酒田地区の松本清人さんの水田（約10a）において、浪

江町稲刈りイベントが開催され、約50名の大学生を中心に、地元農家の方

々などが参加し、コシヒカリを手刈りしました。強い日差しに気温が上昇するなか、学生た

ちは汗だくになりながら、初体験となる稲刈りを楽しんでいました。なお、浪江町では平成

26年から米づくりの再開に取組んでおり、今年で5年目の収穫となりました。稲刈り終了後

は浪江町役場に移動し、今年収穫された新米のおにぎりと、名物の浪江やきそばの昼食に舌

鼓を打っていました。その後、「風評被害をなくすには」とのテーマでワークショップが開

催され、参加した大学生からは「①浪江産農産物のブランド化等の積極的な取組みが必要」

との意見と共に「②農業者が生産することに自信を持っていくことが大切で、生産者間の交

流を通じて農業者自身の意識改革が必要ではないか」などの積極的なアイディアも発表され、

復興への力強い応援団の結成を参加者全員で確認で

きました。なお、本日収穫分を含めて今年収穫され

た米については、「福島県産食品の検査体制」に基

づき、放射性物質の全量全袋検査を実施し、基準値

を下回ったことを確認した後、販売する予定となっ

ています。また新米は、11月24、25日に開催さ

れる浪江町の伝統行事である「十日市祭」でも販売

され、一部は来場者に振る舞われる予定です。



- 8 -

震災復興室だより（第２７号）

東日本大震災により、被災12町村の多くのコメの関連施設が損傷を受け利用できない状況とな

っていました。現在、営農再開により水稲の作付けが進む中、各市町村で新しいコメの関連施設

が新設、または建設の準備が進められています。現在の再整備状況を紹介します。

葛尾村では、農業用低温倉庫（ラック式）が平成30年3月に完成しました。川内村においては、

平成26年度に西山地区ミニライスセンター、平成28年度に宮渡地区ミニライスセンター、平成2

9年度に米備蓄低温倉庫（ラック式、収容力：900トン）、平成30年度に木ノ葉橋地区ミニライ

スセンターが新設されました。また、楢葉町においては、楢葉町カントリーエレベーター（収容

力：水稲乾燥籾１,000トン）、農業用低温倉庫（ラック式、収容力：600トン）及び水稲育苗セ

ンターが平成30年度中に整備されます。

葛尾村の農業用倉庫（ラック式）稼働
葛尾村の農業用低温倉庫は福島再生加速化交付金を活用し新設され、福島さくら農業協同組合

が倉庫の運営を担い、平成30年10月11日から米の保管業務をスタートしました。

葛尾村の稲作は、平成28年6月に避難指示が解除さ

れて以降、実証栽培を経て平成28年産米から作付け

が再開され、本年は約15ha（16戸）となりました。

しかし、これまであった農業倉庫は、東日本大震災の

影響で利用できない状況であったため、稲作再開以降

に収穫した米は近隣の施設まで運び検査及び保管をし

ておりました。農家の作業負担を軽減し、作業効率の

向上を図るため、米の検査から保管まで村内で管理出

来る農業用倉庫の建設が切望されていました。

当倉庫の収容力は336トン（5,600俵）。最新の自動ラック式低温貯蔵方式であり、ラック設

備によって円滑な入出庫と運搬作業が可能となり、また

低温保管により適切な品質管理も可能となります。調整

設備として、被害粒の除去に有効な光選別機を備え、ま

た均質化装置等も設置されており、フレコンでの流通に

も対応が可能です。本年度は約5,000俵の米の保管を

予定しています。当農業倉庫の稼働により、葛尾村の農

業者の営農意欲の向上が図られ、営農再開の促進及び地

域農業の発展に結びつくことが期待されます。


