
福島県原子力被災12市町村の令和２年度における営農状況
について取りまとめました。

令和２年12月25日

東 北 農 政 局
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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、たばこ等）

広野町
緊急時避難準備区域

【H23.9.30】

８８戸
１組織

５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】

１２９戸
３組織

２１戸
２組織

３８戸｛３６戸｝
５組織｛２組織｝

４戸
２組織

川内村
【H26.10.1】
【H28.6.14】

７１戸
３組織

４５戸
1組織

４９戸
４組織

９戸｛９戸｝
１組織｛１組織｝

１４戸
２組織

楢葉町
【H27.9.5】

４９戸
７組織

２戸
１組織

２２戸
１組織

３戸
１組織

２戸
１組織

葛尾村
【H28.6.12】

３０戸
1組織

８戸
８戸
１組織

１５戸
８組織

１９戸
２組織

南相馬市
（小高区）

【H28.7.12】

２４戸
８組織

３戸
５組織

１５戸
７組織

1戸
１組織

３戸
５組織

川俣町
（山木屋地区）

【H29.3.31】

１０戸
1組織

４戸
1組織

１６戸
２戸
２組織

１組織

飯舘村
【H29.3.31】

３４戸
２組織

３戸
４組織

３５戸
３組織

８戸
３組織｛１組織｝

９戸
２組織

浪江町
【H29.3.31】

１５戸
５組織

３戸
３組織

３１戸
１１組織

６戸
１組織

富岡町
【H29.4.1】

８戸
２組織

１戸
９戸
３組織

大熊町
【H31.4.10】

１組織
参考：試験栽培（１組織）

１組織 １組織 ３組織

双葉町
【R2.3.4】

参考：試験栽培
（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、２０２０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、２０２０年１０月３１日現在
※４ ｐ１の「戸」と「組織」は延べ数
※５ ｐ１の市町村名欄【 】は避難指示等解除年月日
※６ 畜産欄の｛ ｝は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ｐ１～５



２

ひろぼー

【水 稲】160ha（88戸、1組織）
＜主食用＞116ha  ＜備蓄米＞8ha ＜飼料用米＞36ha

【畑作物】小麦：約3.0ha（３戸）、そば：約2.3ha（１戸）、
大豆：約1.５ha（1戸）

【園芸作物】＜野菜＞たまねぎ：約0.6ha（3戸）、
キャベツ等：約3.0ha（1組織）

＜花き＞トルコギキョウ等：約0.4ha（1戸）
＜果樹＞バナナ：0.08ha（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：1.5ha（1戸）

【水 稲】220ha（129戸、3組織）
＜主食用＞128ha  ＜備蓄米＞15ha  ＜飼料用米＞34ha 
＜WCS＞43ha

【園芸作物】＜野菜＞ピーマン：約0.3ha（6戸）、
トマト：約0.9ha（6戸）、なす：約0.1ha（2戸）、
いんげん：約0.1ha（1戸）、
ブロッコリー：約0.1ha（2戸）、 ふきのとう：約0.3ha（1戸）、
アスパラガス：約2ａ（1戸）、 小松菜：約2ａ（1戸）

＜花き＞りんどう：約0.3ha（1組織）、小ぎく：約0.1ha（1戸）
＜果樹＞ギンナン：約3.6ha（1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＞赤そば：約1ha（１組織）

【水 稲】約183ha（71戸、3組織）
＜主食用＞約104.5ha ＜飼料用米＞約78.5ha

【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）

＜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3.0ha（1組織）、
ハウスぶどう：約0.3ha（30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７.0ha（１戸、1組織）
【畜 産】＜酪農＞（1戸）、＜和牛繁殖＞（8戸）

＜養豚＞（1組織）
【その他】＜工芸作物＞えごま：約10ha（2戸、1組織）、葉たばこ：約0.9ha（２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
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３

【水 稲】約240ha（49戸、7組織）
＜主食用＞146ha ＜備蓄米＞24ha ＜飼料用米＞67ha ＜WCS＞３ha 

【畑作物】 さつまいも：約42ha（2戸、1組織）
【園芸作物】＜野菜＞ たまねぎ：約5.0ha（5戸）、

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：1.3ha（８戸）
＜果樹＞ゆず：約0.4ha（6戸）

【畜 産】＜酪農＞（1組織） ＜和牛繁殖＞（3戸）
【その他】＜飼料作物＞牧草：約29ha（ 2戸、1組織）ゆず太郎

【水 稲】36.1ha（30戸、1組織）
＜主食用＞ 23.3ha ＜飼料用米＞ 9.9ha ＜WCS＞ 2.9ha

【畑作物】そば：4.3ha（6戸）、大豆：2.2ha（2戸）
【園芸作物】＜野菜＞ ピーマン：0.08ha（３戸）

＜花き＞ トルコギキョウ：約4,000本（2戸）、
小ぎく：0.38ha（1戸）、
コチョウラン：600坪（1組織）、ユーカリ：0.19㏊（1戸）

＜果樹＞ 0.52㏊（1戸）

【畜 産】＜和牛繁殖＞ （14戸、2組織）
＜肉用牛肥育＞ （1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）

【その他】＜工芸作物＞ えごま：0.9ha（8戸）
＜飼料作物＞ 牧草：9.6㏊（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198ha（24戸、8組織）
＜主食用＞約101ha ＜酒造好適米＞約2ha 
＜飼料用米＞約95ha

【畑作物】大麦：約0.２ha（1戸） 、大豆：約34ha（2戸、5組織）
【園芸作物】＜野菜＞ブロッコリー：約３９ha（１戸、1組織）、

たまねぎ：約２ha（３戸、２組織）、
アスパラガス：約0.１ha（1戸）、さといも：約5a（１戸） 、
そらまめ：約0.3ha（２戸） 、だいこん：約0.1ha（１戸）、
長ネギ：約0.4ha（2戸）、うど：約1ha（2戸）

＜花き＞約0.2ha（1戸、２組織）
＜果樹＞うめ：約7ha、柿：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）
【その他】＜工芸作物＞なたね：約19ha（1戸、2組織）

＜林産物＞菌床椎茸：約2ａ（1戸）
＜飼料作物＞牧草：約42ha（１戸、１組織）

デントコーン：約25ha（２組織、内１組織は実証栽培）

のまたん
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４

【水 稲】89.7ha（15戸、5組織）＜主食用＞ 81.0ha ＜飼料用米＞ 8.7ha
【畑作物】そば：12ha（１組織） 、じゃがいも：0.2ha（1戸、1組織） 、

大豆：9a（1戸）、小豆：6a（1戸）、いんげん豆：0.1ha（1組織）
【園芸作物】＜野菜＞たまねぎ：3.8ha（７戸、2組織）、長ねぎ：0.1ha（1組織）、

かぼちゃ：0.1ha（1戸、1組織）、だいこん：0.1ha（1組織）、
はくさい：0.1ha（1組織）、パパイヤ：3a（1戸）

＜花き＞トルコギキョウ：1.9ha（4戸､1組織）、
ストック：2.1ha（4戸､1組織）、花木：3.9ha（2戸）、
小ぎく：0.1ha（2戸）、アスター：7a（1戸）、
オリーブ：1.4ha（1戸、1組織）、苔：2a（1組織）

＜果樹＞ゆずみかん（ジャバラ）：0.6ha（1戸）、
ぶどう：0.1ha（1組織）、ブルーベリー：3ａ（1戸）

＜その他＞たらのめ：0.4ha（6戸）
【その他】＜工芸作物＞えごま：5.5ha（3戸）

＜飼料作物＞牧草：1.4ha（1戸）
＜その他作物＞ひまわり：2.2ha（１戸）、葉ボタン：0.1ha（1戸）、

甘草：0.2ha（1組織）

うけどん

【参考：試験栽培】
＜野菜＞結球野菜・非結球野菜

（キャベツ、ほうれん草等）：６a（1組織）

フタバくん

イイタネちゃん

【水 稲】約128ha（34戸、2組織）
＜主食用米＞約50ha ＜飼料用米＞約36ha ＜WCS＞約42ha

【畑作物】そば：約60.5ha（3戸、4組織）
【園芸作物】＜野菜＞約4.4ha（6戸、1組織）

＜花き＞カスミソウ・トルコギキョウ等：約3.7ha（23戸、2組織）
＜果樹＞ギンナン：約0.6ha（2戸）、栗：1.8ha （2戸）

ブルーベリー・ナツハゼ：約1.8ha（2戸）
【畜 産】＜和牛繁殖＞（8戸） ＜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95ha（7戸）

＜工芸作物＞葉たばこ：0.6ha（1戸）、
なたね：約11.8ha（1戸、2組織）

小手姫様

【水 稲】約32.1ha（10戸、１組織）
＜主食用米＞約31.6ha  ＜飼料用米＞約0.5ha

【畑作物】そば：約6.2ha（４戸、1組織）
【園芸作物】＜花き＞トルコギキョウ：約2ha（8戸）、

小ぎく：約2ha（3戸）、アンスリウム：約1ha（５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66ha・デントコーン：約45ha（1組織）
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おおちゃんくうちゃん

【水 稲】 0.59ha（1組織）※実証栽培
0.9a （1組織）※試験栽培

【畑作物】麦類：約15a（1組織） ※実証栽培
【園芸作物】 ＜野菜＞いちご：約200a （1組織）
【その他】＜地力増進作物＞イタリアンライグラス等：約0.7ha（ 1組織）

＜景観作物＞ひまわり：約2ha（1組織）
＜林産物＞ホンシメジ：約1.5a（1組織）

５

【水 稲】約27.1ha（8戸、2組織）
＜主食用＞ 約24.8ha ＜飼料用米＞ 約2.3ha

【畑作物】そば：約14.4ha（1戸）
【園芸作物】＜野菜＞ たまねぎ：約8.6ha（ 1戸、1組織）

アスパラ：0.1ha（1戸）
＜花き＞ トルコギキョウ・ストック：6a（2戸）、

ユーカリ： 0.2ha（2戸）
＜果樹＞ ワイン用ぶどう：0.9ha（1組織）、

うめ：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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H26.4.1避難指示全解除

H26.10.1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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東北農政局震災復興室（いわき駐在所）

〒９７０－８０２６ 福島県いわき市平字堂根町４－１１

TEL: ０２４６-２３-８５１６ FAX：０２４６-２３-８５１２

発行責任者

東北農政局震災復興室 佐藤 信
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上段：南相馬市
下段：小高区H28.6.12避難指示解除 H28.7.12避難指示解除

H29.3.31避難指示全解除 H29.3.31避難指示解除

H29.3.31避難指示解除 H29.4.1避難指示解除

H31.4.10避難指示解除 R2.3.4避難指示解除


