
福島県原子力被災12市町村の令和３年における営農状況について
取りまとめました。

令和4年1月1４日

東 北 農 政 局

震 災 復 興 室
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水 稲 畑作物 園芸作物 畜 産 その他
（主食用、備蓄米、
飼料用米、WCS等）

（小麦、大麦、そば、
いも類、大豆等）

（野菜、花き、果樹等）
（和牛繁殖・肥育、酪農、
養豚、養鶏、めん羊等）

（飼料作物、なたね、
エゴマ、葉たばこ等）

広野町
緊急時避難準備区域

【H23.9.30】

８０戸
１組織

７戸
４戸
２組織

１戸｛１戸｝
１組織｛１組織｝

１戸

田村市
（都路町）

【H26.4.1】

１２８戸
３組織

１組織
２３戸
４組織

３８戸｛３６戸｝
５組織｛２組織｝

４戸
５組織

川内村
【H26.10.1】
【H28.6.14】

７１戸
３組織

４５戸
１組織

６０戸
６組織

１０戸｛９戸｝
１組織｛１組織｝

１３戸
２組織

楢葉町
【H27.9.5】

５１戸
９組織

３３戸
２組織

２０戸
２組織

３戸
２組織

１戸
２組織

葛尾村
【H28.6.12】

４８戸
1組織

１７戸
１０戸
１組織

１６戸
９組織

１１戸
２組織

南相馬市
（小高区）

【H28.7.12】

２６戸
１０組織

２戸
９組織

２２戸
７組織

1戸
２組織

２戸
５組織

川俣町
（山木屋地区）

【H29.3.31】

１０戸
２組織

７戸
２組織

３１戸
５組織

２戸
２組織

３戸
４組織

飯舘村
【H29.3.31】

４１戸
２組織

１２戸
７組織

４９戸
２組織

９戸
４組織｛１組織｝

１９戸
４組織

浪江町
【H29.3.31】

２１戸
８組織

２組織
１９戸
７組織

１戸
５戸
４組織

富岡町
【H29.4.1】
【R2.3.10】

１１戸
３組織

１戸
２組織

１０戸
４組織

- -

大熊町
【H31.4.10】
【R2.3.5】

１組織
参考：試験栽培（１組織）

２組織
参考：試験栽培（１組織）

１戸
３組織

参考：試験栽培（１組織）

- ２組織
参考：試験栽培（２組織）

双葉町
【R2.3.4】

参考：試験栽培

（１組織）
-

参考：試験栽培
（５組織）

- -

※１ 各市町村担当者等からの聞き取りにより取りまとめ
※２ 作物は、令和３年１～１２月までに収穫又は収穫予定のもの（実証栽培を含む）
※３ 畜産は、令和３年１０月３１日現在
※４ １頁の「戸」と「組織」は延べ数
※５ １頁の市町村名欄【 】は、避難指示等解除年月日
※６ 畜産欄の｛ ｝は、東日本大震災後も継続して営農している戸数・組織
※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 上記※１～７の対応範囲は、５頁～６頁の３．被災１２市町村の水稲作付面積推移を除く



２

ひろぼー

【水 稲】約174ha（80戸、1組織）
＜主食用＞約102ha ＜飼料用米＞約58ha ＜備蓄米＞約14ha

【畑 作 物】そば：約3.8ha（１戸）、小麦：約4.8ha（３戸）、
大豆：約2.5ha（３戸）

【園芸作物】＜野菜＞たまねぎ：約0.6ha（3戸）、
キャベツ等：約2ha（1組織）

＜花き＞トルコギキョウ等：約0.4ha（1戸）
＜果樹＞バナナ：約0.１ha（1組織）

【畜 産】＜和牛繁殖＞（1戸）、＜肉用牛肥育＞（1組織）
【そ の 他】＜飼料作物＞牧草：約1.5ha（1戸）

【水 稲】約220ha（128戸、3組織）
＜主食用＞約91ha  ＜備蓄米＞約6ha  ＜飼料用米＞約77ha 
＜WCS＞約46ha

【畑作物】赤そば：約0.9ha（1組織）
【園芸作物】＜野菜＞トマト：約2.6ha（7戸）、ピーマン：約0.9ha（8戸）、

いんげん：約0.7ha（5戸）、ブロッコリー：約0.4ha（2戸）、
ふきのとう：約0.2ha（1戸）
＜花き＞りんどう：約0.2ha（2組織）
＜果樹＞ギンナン：約8a（2組織）

【畜 産】＜和牛繁殖＞（38戸、2組織）、 ＜肉用牛肥育＞（1組織）
＜養豚＞（1組織）、 ＜養鶏＞（1組織）

【その他】＜工芸作物＞えごま：約0.3ha（4戸、1組織）
＜景観作物＞菜の花等：約0.８ha（４組織）

【水 稲】約200ha（71戸、3組織）
＜主食用＞約87ha ＜飼料用米＞約113ha

【畑作物】小麦：約１ha（2戸） 、そば：約45ha（43戸、1組織）
【園芸作物】＜野菜＞リーフレタス等：約1ha（1組織）、

いちご：約0.5ha （１戸、1組織） 、
加工用トマト：約0.65ha（1組織）

＜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）

＜果樹＞ワイン用ぶどう：約3ha（1組織）、
ハウスぶどう：約0.85ha（40戸）、
ブルーベリー：約0.5ha（14戸）、
くり：約1.2ha（1戸）

＜その他＞たらのめ：約７ha（１戸、1組織）
【畜 産】＜酪農＞（1戸）、＜和牛繁殖＞（8戸）、

＜養豚＞（1組織）、＜採卵鶏＞（1戸）
【その他】＜工芸作物＞えごま：約8.8ha（2戸、1組織）、

葉たばこ：約0.45ha（1戸）
＜飼料作物＞牧草：約59ha（9戸）
＜林産物＞菌床椎茸：約218,000菌床（1戸、1組織）

モリタロウ

震災復興室だより （第３７号）
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【水 稲】約301ha（51戸、９組織）
＜主食用米＞約124.1ha ＜飼料用米＞約141.9ha
＜備蓄米＞約21.8ha ＜WCS＞約13.2ha 

【畑作物】さつまいも：約45ha（33戸、1組織）、
大豆：約0.2ha（1組織）

【園芸作物】＜野菜＞ たまねぎ：約4.4ha（４戸、 1組織）、
トマト:約１ha（1組織）

＜花き＞トルコギキョウ、ストック等：約0.5ha（3戸）、
ユーカリ：約1.8ha（８戸）

＜果樹＞ゆず：約0.7ha（５戸）
【畜 産】＜酪農＞（1組織）、 ＜和牛繁殖＞（３戸、1組織）
【そ の 他】＜飼料作物＞牧草：約31.2ha（２戸、1組織）ゆず太郎

【水 稲】約48.5ha（48戸、1組織）
＜主食用米＞ 約28.6ha ＜飼料用米＞ 約12.1ha ＜WCS＞約7.8ha

【畑作物】そば：約10ha（14戸）、大豆：約2ha（3戸）
【園芸作物】＜野菜＞ ピーマン：約0.21ha（4戸）

＜花き＞ トルコギキョウ：約3.5a（３戸）、小ぎく：0.38ha（1戸）、
コチョウラン：約０.２ｈa（1組織）

＜果樹＞ ハウスぶどう：約5a（２戸）
【畜 産】＜和牛繁殖＞ （14戸、2組織）、

＜肉用牛肥育＞ （２組織）、 ＜酪農＞ （1組織）、
＜めん羊＞ （ 1戸、１組織）、 ＜山羊＞ （1組織）、
＜養鶏＞ （2組織）、＜採卵鶏＞（1戸）

【その他】＜飼料作物＞ 牧草：約9.6ha（3戸、1組織）、
デントコーン：約26ha （１組織）

＜林産物＞ 菌床椎茸：（1戸）、 ＜景観作物＞ （7戸）
しみちゃん

【水 稲】約231ha（26戸、10組織）
＜主食用米＞約97ha ＜飼料用米＞約132ha
＜酒造好適米＞約2ha 

【畑作物】大豆：約94ha（2戸、7組織） 、小麦：約20ha（２組織）
【園芸作物】＜野菜＞ブロッコリー：約38ha（3戸、1組織）、

たまねぎ：約２.6ha（３戸、２組織）、
アスパラガス：約3a（2戸）、そらまめ：約2a（２戸）
長ねぎ：約0.9ha（2戸）、うど：約1.8ha（5戸）
みょうが：約8ha（1組織）

＜花き＞約0.8ha（4戸、1組織）
＜果樹＞うめ：約7ha、かき：約2ha（1戸、1組織）、

ワイン用ぶどう：約550本（1組織）
【畜 産】＜和牛繁殖＞（1戸）、＜養豚＞（1組織）、

＜めん羊＞（1組織）
【その他】＜工芸作物＞なたね：約1０ha（2組織）

＜林産物＞菌床椎茸：約2ａ（1戸）
＜飼料作物＞牧草：約５０ha（1戸、１組織）

デントコーン：約37ha（２組織）
のまたん

震災復興室だより （第３７号）
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【水 稲】約167.7ha（21戸、８組織）
＜主食用米＞約123.8ha、＜飼料用米＞約38ha
＜WCS＞約1.8ha、＜新市場開拓用米＞約4.1ha

【畑作物】そば：約22.2ha（２組織）
【園芸作物】＜野菜＞たまねぎ：約12.2ha（８戸、３組織）、

長ねぎ：約６ha（２組織）、
その他野菜等：約１ha（３戸、1組織）

＜花き＞トルコギキョウ等：約2.9ha（５戸､１組織）、
花木：約4.3ha（３戸）

【畜 産】＜養鶏＞（1戸）
【その他】＜工芸作物＞えごま：約12.4ha（５戸、２組織）

なたね：約25.9ha（２組織）うけどん

【参考：試験栽培】
＜水稲＞天のつぶ：約０.１ｈa（１組織）
＜野菜＞結球・非結球野菜（キャベツ、ほうれんそう、

こまつな、ブロッコリー、かぶ）：約０.２４ｈa（５組織）
フタバくん

イイタネちゃん

【水 稲】約176ha（41戸、2組織）
＜主食用米＞約42ha ＜飼料用米＞約85ha ＜WCS＞約49ha

【畑作物】そば：約95.5ha（６戸、６組織）、大豆・小豆：約3.1ha（５戸、
１組織）、ばれいしょ：約0.6ha（１戸）

【園芸作物】＜野菜＞約8.4ha（18戸、１組織）
＜花き＞カスミソウ・トルコギキョウ等：約5.1ha（23戸、１組織）
＜果樹＞ギンナン：約0.6ha（２戸）、くり：約2.5ha （４戸）

ブルーベリー・ナツハゼ等：約1.8ha（２戸）
【畜 産】＜和牛繁殖＞（９戸、１組織）、＜乳用牛育成＞（１組織）、

＜養豚＞（1組織）、 ＜養鶏＞（1組織）
【その他】＜飼料作物＞牧草：約68.3ha（９戸、２組織）、

ソルガム：約0.8ha（1戸）
＜工芸作物＞葉たばこ：約0.2ha（1戸）、

なたね：約13.3ha（２戸、１組織）
えごま：約4.4ha（５戸、１組織）

＜林産物＞菌床椎茸（１戸）

小手姫様

【水 稲】約55.5ha（10戸、２組織）
＜主食用米＞約9.5ha  ＜飼料用米＞約46ha

【畑作物】そば：約8.8ha（５戸、１組織）、小麦・ライ麦：約0.6ha（１戸、
1組織）、大豆・小豆：約0.4ha（１戸）

【園芸作物】＜野菜＞いちご・ねぎ・ミニトマト等：約2.1ha（７戸、２組織）
＜花き＞トルコギキョウ：約2ha（９戸、１組織）、

アンスリウム：約１ha（５戸、１組織）、
小ぎく：約０.７ha（２戸）、
その他花き：約1.7ha（５戸、１組織）

＜果樹＞ 加工用ぶどう・ブルーベリー：約1.2ha（３戸）
【畜 産】＜和牛繁殖＞（1戸）、 ＜乳用牛育成＞（1戸）、

＜養豚＞（1組織） 、 ＜養鶏＞（1組織）
【その他】＜飼料作物＞牧草：約90ha（３組織）、デントコーン：約56ha（1組織）

＜工芸作物＞こんにゃくいも：約0.3ha（１戸）
＜林産物＞菌床椎茸・きくらげ（２戸）

震災復興室だより （第３７号）



おおちゃんくうちゃん

【水 稲】※実証栽培 酒米（五百万石）： 約0.６5ha（1組織）
【畑作物】※実証栽培 麦類：約0.２ha（1組織）、

さつまいも：約0.２ha（1組織）
【園芸作物】＜野菜＞ いちご：約2ha （1組織）、

※実証栽培 たまねぎ：約0.６ha （1組織）、
アスパラガス：約２a （1戸）

<果樹> ※実証栽培 キウイフルーツ：約３a （1組織）
【その他】＜景観作物＞ひまわり：約2ha（1組織）

＜林産物＞ホンシメジ：約5a（1組織）
【参考：試験栽培】
＜水稲＞コシヒカリ：約３a （1組織）、＜畑作物＞大豆：約0.5ha（1組織）
＜野菜＞結球・非結球野菜 ：約0.14ha （1組織）､＜牧草＞：約1a（1組織）
＜地力増進作物＞ヘアリーベッチ等：約１.６ha（ 1組織）

５

【水 稲】約53.8ha（11戸、３組織）
＜主食用米＞約21.8ha ＜飼料用米＞約32ha

【畑 作 物】そば：約30.5ha（ 1戸、1組織）、小麦：約3.7ha （1組織）
【園芸作物】＜野菜＞たまねぎ：約8ha（ 1戸、1組織）

アスパラガス：約0.1ha（1戸）
＜花き＞トルコギキョウ・ストック：約0.3ha(3戸）、

バラ：約0.1ha（1組織）、 ユーカリ：約 0.2ha（2戸）
＜果樹＞ワイン用ぶどう：約1.2ha（1組織）、うめ：約0.2ha（1戸）、

オリーブ：約0.1ha（1戸）、ブルーベリー：約0.1ha （1戸）、
パッションフルーツ：約0.1ha （1組織）とみっぴー
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H26.10.1避難指示解除準備区域解除
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H26.4.1避難指示全解除H23.9.30緊急時避難準備区域解除

H28.6.14避難指示全解除

H27.9.5避難指示全解除
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単位：㏊ 単位：㏊

単位：㏊ 単位：㏊

単位：㏊ 単位：㏊

単位：㏊ 単位：㏊

上段：南相馬市
下段：小高区

132

0 1 6 9 15.2 27.2 36.1
48.5

H28.6.12避難指示解除

700

0 1 1.4 8 22 48 128 176

H29.3.31避難指示解除

560

0 2 3 5 10.5 16 27.1 53.8

H29.4.1避難指示解除

580

0 0.08 0.08 0.08 0.16 0.16 0.59 0.65

H31.4.10避難指示解除

R2.3.5避難指示解除 500

0 0 0 0 0 0 0 0

R2.3.4避難指示解除

120

1.7 1.7 1.5 8 15.4 22.7 32.1
55.5

H29.3.31避難指示全解除

（帰還困難区域を除く）

（帰還困難区域を除く）

（帰還困難区域を除く）

R2.3.10避難指示解除
（帰還困難区域の一部）

（帰還困難区域の一部）

（避難指示解除準備区域
及び帰還困難区域の一部）

（帰還困難区域を除く）

1,250 

0 1.3 1.6 2.5 6.4 27.2 89.7
167.7

（帰還困難区域を除く）

H29.3.31避難指示解除

21 62 102 198 231 

5,000 

20 
727 1,749 2,200 2,568 

2,740 3,042 3,164 

H23.9.30緊急時避難準備区域解除

（帰還困難区域を除く）

H28.7.12避難指示解除
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