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県 タイトル／取組主体 作目 取組内容 項

青森 有限会社 岩徹養豚
（おいらせ町）

養豚

地域の励ましに応え、養豚農場の

再建を決意。内陸部に移転し、効

率的な飼養管理システムの導入に

よる低コスト化経営を目指す。

1

岩手
新山地区等ゆいっこ組合
（野田村）

水稲

営農再開に意欲的な生産者が中

心となりゆいっこ組合（機械共同利

用組合）を設立し、村が購入した農

業機械の管理を受託。

3

広田半島営農組合
（陸前高田市）

水稲

交付金で農業機械を導入し、水稲

7.3ha（主食用、飼料用）の作付を

再開。津波で全壊した工房も再建

し、米粉を使った加工品等を販売。

5

株式会社 オヤマ
（一関市）

肉用鶏

福島第一原子力発電所事故によ

る計画的避難地域の養鶏場に代

わり、新たに一関市内に鶏舎を整

備し、従業員の継続雇用を確保。

7

宮城 農事組合法人 高清水養豚組合
（栗原市）

養豚

養豚産業を担う若い従業員のため、

損壊した豚舎、堆肥舎等を補修・

整備し、震災前と同規模（母豚400

頭）での経営を早期に再建。

9

南三陸町復興組合「華」
（南三陸町）

花き

周年出荷用低コスト耐候性ハウス

を整備し、輪ぎくの栽培を再開。

「華」を新たなブランドとして確立し、

輪菊産地の復興を目指す。

11

農事組合法人 ゆいっこ
（石巻市）

水稲

育苗センターの再開を望む地域の

要望を受け、育苗用のパイプハウ

スを整備。作業受託13haを含む

20haで水稲の作付けを再開。

13

株式会社 スマイルファーム石巻
（石巻市）

トマト

「JAいしのまき園芸用貸付ハウス

事業」により低コスト耐候性ハウス

２棟を借り受け、中玉トマトの養液

栽培（ロックウール培地）を開始。

15

有限会社 アグリードなるせ
（東松島市）

水稲
大豆
野菜
等

農地を守り、地域雇用の場を確保

するため、被災１ヶ月後から除塩を

開始。水稲・大豆のほか、園芸作

物の導入により雇用の場を創出。

17

小野楽農組合
（東松島市）

水稲

被災農家が集まり、農業用施設・

機械を共同利用するための組合を

設立。乾燥調整施設等を整備し、

水稲の作付けを再開。

19



県 タイトル／取組主体 作目 取組内容 項

宮城
株式会社 サンエイト
（東松島市）

水稲

乾燥調整施設や水稲共同育苗施

設を整備。営農再開後は、被災農

家の要望により地区内の殆どの農

地の水稲作付けを受託。

21

株式会社 イグナルファーム
（東松島市）

トマト
きゅうり

「JAいしのまき園芸用貸付ハウス

事業」により低コスト耐候性ハウス

３棟を借り受け、中玉トマト及び

きゅうりの養液栽培（土耕）を開始。

23

有限会社 サンフレッシュ松島
（松島町）

トマト

地域の雇用を守るため、早期復旧

に取り組み、被災年の７月には施

設の復旧がほぼ完了。同年９月中

旬には出荷再開。

25

農事組合法人 仙台イーストカントリー
（仙台市若林区）

水稲

仙台市「農と食のフロンティア推進

特区」認定第１号。土地利用型農

業の復興に取り組むと共に、米を

中心とした６次産業化も目指す。

27

七郷ハーベスト
（仙台市若林区）

水稲

乾燥調整施設を修繕し、新たに農

業用機械を導入。水稲直播栽培の

導入や複数品種の栽培等により作

期分散を図り、規模拡大を目指す。

29

笹屋敷水稲施設共同利用組合
（仙台市若林区）

水稲

乾燥調整施設を修繕し、新たに農

業用機械等を導入。組合の構成員

と同一メンバーで法人を立ち上げ、

野菜生産にも取り組む予定。

31

農事組合法人 シャン・ドゥ・ミュリエ
（仙台市若林区）

桑の葉

津波被災地で塩害に強い桑の木

を栽培。桑の葉を粉末状に加工し、

桑茶として販売するほか、菓子店

等と協力し、桑商品の開発を検討。

33

株式会社 佐々木産業営農サービス
（仙台市若林区）

水稲
小松菜

乾燥調整施設を修繕し、新たに農

業用機械等を導入。水稲直播栽培

も導入しながら、水田経営の拡大

と６次産業化を目指す。

35

農事組合法人 ゆいファーム
（仙台市若林区）

水稲

農業用機械、育苗ハウス等を新た

に導入し、24年度より水稲の作付

けを再開。規模拡大も含め、地域

農業の復旧・復興に取り組む。

37

大沼農産組合
（仙台市若林区）

水稲

被災農家が集まり、地域農業の復

興のための組合を設立。乾燥調整

施設の修繕等を行い、24年度より

水稲の作付けを再開。
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県 タイトル／取組主体 作目 取組内容 項

宮城
岡田生産組合
（仙台市宮城野区）

水稲
大麦
大豆
小豆

津波により被災したみそ加工場を

再建し、組合で生産した米、大豆を

使用した生みそ「岡田産づくり」の

製造を再開。

41

株式会社 みちさき
（仙台市宮城野区）

トマト
いちご
等

津波による塩害の影響を受けない

大規模養液栽培施設を整備し、先

端技術（ＩＴ技術等）を活用した大規

模施設園芸に取り組む。

43

有限会社 耕谷アグリサービス
（名取市）

水稲
大豆
綿花

津波被災の１週間後には、運転資

金の確保と農業機械の再整備に

着手。被災農家支援の取組「東北

コットンプロジェクト」にも参画。

45

名取市花卉生産組合
（名取市）

花き

鉄骨ハウスの改築等を行い、営農

を再開。「津波に負けないカーネー

ション」で東北一のカーネーション

産地の復興を目指す。

47

有限会社 やさい工房八巻
（岩沼市）

トマト
白菜
水稲
大豆

津波で塩分が上がった農地で塩ト

マトを栽培し、復興トマトとして販売

するほか、伝統野菜「岩沼白菜」を

復活させ、地域農業の再生を図る。

49

小山いちご生産組合
（亘理町・山元町）

いちご

亘理町と山元町の被災いちご栽培

農家８戸により構成。従来のほ場

の復旧は困難と判断し、逢隈小山

地区にハウスを新設し営農再開。

51

みやぎ亘理農業協同組合
（亘理町・山元町）

いちご

産地の復興に向け、国、県、亘理

町、山元町とＪＡが一丸となり、い

ちご団地及び選果場を整備。被災

前の6割まで栽培面積が回復。

53

みやぎ亘理農業協同組合
（亘理町）

花き

いちご団地に隣接する形で「花き・

野菜団地」を整備。担い手の育成

と新たな生産体系の構築を図り、

生産者の早期自立を進める。

55

山元町アグリカルチャー
（山元町）

水稲

被災した稲作農家５戸により組織。

育苗ハウスや乾燥調整施設等を

整備し、春・秋作業共同による経

営再建を目指す。

57

山元いちご農園株式会社
（山元町）

いちご

被災いちご農家４戸が集まり法人

を設立。低コスト耐候性ハウス等を

整備し、協業によるいちご経営の

再建を目指す。
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県 タイトル／取組主体 作目 取組内容 項

宮城

田所食品株式会社
（山元町）

ぶどう

自家栽培の原料ぶどうを生産・加

工し、１～２年熟成したぶどう液を

「マルタの果汁」として販売。受託

加工や新たな加工品開発も計画。

61

有限会社 蔵王グリーンファーム
（白石市）

チンゲン
サイ

名取市沿岸部の被災農家５戸の

営農再開を支援するため、当該農

家から５人を役員として受け入れ、

施設園芸の取組を開始。

63

福島 合資会社 飯豊ファーム
（相馬市）

大豆

被災農家の営農再開を目的に各

地域のリーダー４名が結集し法人

を設立。市から農業機械を借受け、

除塩した圃場で大豆を栽培。

65

福島県あんぽ柿産地振興協会、
伊達市、桑折町、国見町 地域農業再生協議会

柿

あんぽ柿の加工・出荷再開に向け、

柿の放射性物質検査、製品の全

量非破壊検査体制を確立し、あん

ぽ柿の産地再生を行う。

67

あぶくまカットフラワーグループ
（川俣町）

花き

東北有数のトルコギキョウ産地の

名を残すため、試験実証実証栽培

に取り組み、栽培再開への第一歩

を踏み出す。

69

有限会社 川俣シャモファーム
（川俣町）

肉用鶏

被災育鶵農家の休業により支障を

生じている素ヒナ供給の安定・拡

大のため、育鶵施設を整備し川俣

シャモの生産拡大を図る。

71

白河農業協同組合
（白河市）

大豆

被災し水稲作付不能となった農家

に呼び掛け、大豆転作団地を創設。

生産した大豆を生かして納豆やき

なこ等の大豆加工品を製造・販売。

73

東西しらかわ農業協同組合
（白河市）

ミニ白菜
レタス類

放射性物質に汚染される心配の無

い野菜の生産を行うため、完全人

工光型植物工場を整備し、機能性

野菜の栽培にも取り組む。

75

福島県酪農業協同組合（県南哺育センター）
（石川町）

酪農

被災により弱体化した酪農生産基

盤の回復に寄与するため、乳用雌

子牛の哺育育成預託施設の能力

増強を図る。

77

株式会社 フェリスラテ
（福島市）

酪農

一人でも多くの酪農家の経営再開

を果たすべく避難休業酪農家５名

が法人組織を発足し大規模・共同

経営方式の酪農経営に取り組む。
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● 震災で財産の大半を一瞬にして失い、将来も見通すことができない状況下にあって、瓦

礫処理に駆けつけてくれた近隣の人たちやボランティアからの励ましをいただく中で心境

が変化し、多額の負債を抱えての経営の再建を決意。「支えてくれた人に恩返しをした

い」との思いとともに経営に参加してくれる二人の子供たちも再建の支えとなった。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 有限会社 岩徹養豚

（所 在 地） 青森県おいらせ町二川目地区

～支援に応えて養豚農場の経営再建～

● 被災当初は、再建資金や補助制度に関する情報がなかったが、県の出先機関やおいらせ

町からの助言・指導を受け、金融機関との連日の打ち合わせを行って事業計画を検討。震

災前から土地を確保していたこと、被災前には大きな負債がなく、金融機関からの融資を

受けることができたことが再建の大きな力となった。

３．これまでの苦労話

■ 組織のプロフィール

有限会社岩徹養豚は、昭和52年に起業し、

57年11月に法人化（平成14年認定農業者）。

経営規模（平成２９年実績）は、母豚250

頭の一貫経営で、年間出荷頭数は6,530頭、

出荷額は約２億4千万円。

■ 組織のプロフィール

有限会社岩徹養豚は、昭和52年に起業し、

57年11月に法人化（平成14年認定農業者）。

経営規模（平成２９年実績）は、母豚250

頭の一貫経営で、年間出荷頭数は6,530頭、

出荷額は約２億4千万円。

・二川目地区の沿岸部は、津波により浸水やガ

レキの飛散等甚大な被害。

・当該法人の豚舎６棟のうち５棟が全壊するな

ど養豚施設はほぼ全壊。2,150頭の豚も約

７割の1,500頭が津波により死亡し、残っ

た豚も施設が全壊したためやむなく処分。

被 災 の 概 要

● 震災１ヶ月後の４月には農場再建の意志を固め、23年８月

に東日本大震災農業生産対策交付金の活用を決定。

● 震災以前から事業規模拡大のため確保していた内陸部の用

地に移転し、効率的な飼養管理システムの導入による低コス

ト化経営を目指して用地造成及び養豚施設（豚舎、堆肥舎、自

動給餌装置ほか）の整備を実施（事業費385,350千円、うち

国費183,500千円）。平成24年９月に工事完了。

２．取組の内容と特徴

・東日本大震災農業生産対策

交付金を活用した養豚施設

が平成24年９月に完成。

＜飼養頭数＞

・母豚250頭（H30.2月現在）

＜出荷頭数＞

・6,580頭(H29.2～H30.1実績)

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成３０年８月 一部更新＞
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参考資料 ［有限会社 岩徹養豚］

現場写真

移転建設した養豚施設（事業対象施設）

(有)岩徹養豚
岩崎社長

「地域の方々に恩
返しをしたい。」と
いう強い気持ちで再
建を決意。

・平成２３年６月 津波の犠牲になった豚１,５００頭を供養。

・平成２４年３月 おいらせ町の震災復興祈念イベントで支援の恩返しとして豚汁を提供。

・平成２４年９月 移転建設した養豚施設完成。

開閉可能式の肥育舎（事業対象施設） 堆肥舎（事業対象施設）

施設内部（繁殖舎） 施設内部（肥育舎）
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● 東日本大震災復興交付金の活用により、村が農業機械（トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機

等）を導入し、営農再開に意欲的な生産者を機械共同利用組合として組織化するとともに、農業機械

の管理を委託することになった。

● 新山地区でも意欲的な生産者が中心となり、平成24年９月に新山地区等ゆいっこ組合（機械共同利

用組合）が結成された。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 新山地区等ゆいっこ組合

（所 在 地） 岩手県九戸郡野田村新山地区

～個々の農家による自己完結農業から、
「地域の農地は地域の皆で守る」への意識改革～

● 水田の復旧工事完了が平成24年６月上旬となり、24年産からの水稲作付再開が危ぶまれる中、各農

業者は営農再開を見通して育苗した苗を使って田植えを実施。

● 移植は、田植機の流失を免れた生産者に作業委託する等により終えることが出来たものの、収穫作業

が課題に。

● 平成24年９月に機械共同利用組合が結成され、村から管理委託されたコンバインにより、収穫まで

無事に終えることができた。

（25年産水稲の作付けは、年内に導入される見込みの田植機で対応予定）

２．取組の内容と特徴

● 個々の農家が自己完結で農業をやりたいとの意識が強く、「地域の農地は地域の皆で守る」という意

識に変えていくため多くの時間を要した。

● 機械の格納庫を確保しなければならず、場所の選定に苦労。

● 除塩作業により一部のほ場で耕盤を壊してしまい、田植作業が思うように行えなくなった場所があっ

た。

３．これまでの苦労話

● 地域の現状として、高齢化や担い手不足などの問題を抱えており、個々の農家だけで地域の農業を支

えるには限界がある。

● 基盤整備事業計画があることから、今後は、担い手への農地の集積を進めると共に機械利用組合を発

展的に改組し、集落営農組合へと繋げていきたい。

４．課題と今後の展望

＜平成25年３月 掲載＞

・野田村においては、沿岸部の水田約50ha

が津波により被災し農業機械が損壊・流失。

・地域の農地は被災により23年は作付けで

きなかったが、１年余りで復旧工事により

全て復旧。

被 災 の 概 要■ 組織のプロフィール

平成24年９月、野田村が購入した農業機械

の管理を受託し、意欲ある農業者へ貸し出す

こと目的に組合を設立。

組合戸数：12戸（うち認定農業者数３戸）

組合員の水稲作付面積：約25ha
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参考資料 ［新山地区等ゆいっこ組合］

現場写真

津波被害直後の様子 サブソイラによる除塩作業

田植作業 コンバイン（事業対象機械）

機械利用組合の仕組み

野田村
東日本復興交付金を活用して農業用機械を購入

村内の５つの機械利用組合へ管理を委託

新山地区等
ゆいっこ組合

泉沢地区等
ゆいっこ組合

下明内地区等
ゆいっこ組合

中平地区等
ゆいっこ組合

米田地区等
ゆいっこ組合

各組合の構成員は、農業用機械を共同利用し営農再開

-4-



● 震災直後の23年３月末、岩手県大船渡農林振興センター及び大船渡農業改良普及センターから、被災

水田での試験栽培の申出があり、23年産は１haの面積で作付再開。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 広田半島営農組合

（所 在 地） 岩手県陸前高田市広田町地区

～高齢化が進む地域の担い手として
被災後すぐに除塩を開始し水稲作付再開～

● 被災直後は、ほ場に倒木や舟の残骸などが散乱し、あぜ道は滅失した状態。試験栽培の申出があった後、

急ピッチでがれきを撤去し除塩作業を実施したが、塩分濃度が下がらず、田植えができたのは予定の10

分の１の面積。

３．これまでの苦労話

● 更なる作付拡大を目標として、当面は水稲20ha（主食用米、新規需要米）の他に、大豆、人参、ばれ

いしょの作付けを計画。また、将来的には、新規需要米の作付けを通じた地域循環型農業（隣町の養豚業

者との耕畜連携）を目指す。

● 作付拡大のためには、新たな設備が必要。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

農作業の共同化を通じた効率的な農業経営

の実現、農用地の利用集積を推進することを

目的として平成21年に設立。

津波により大きく被災したが、現在は組合

員数97名で水稲を作付。

・沿岸部の水田、畑地約10haは、津波浸水

等により被災。

・当組合の農地も経営面積の３分の２が浸水

したほか、トラクターや田植機等の農業機

械が家屋とともに流失。

被 災 の 概 要

● 広田町地域では、津波による地域内の農業機械の流失と農業者の高齢

化が相まって、営農継続に大きな支障が懸念される状況となっていたが、

広田半島営農組合はこれらを解決する地域農業の担い手として活躍。

● 23年度には、岩手県立農業大学校などの協力により試験栽培として主

食用米（ひとめぼれ）１haの作付けを再開。また、本格的な作付再開に

向けて田植機やコンバイン等の農業機械を23年度東日本大震災農業生産

対策交付金により導入。

● 24年度においては、同交付金により導入された機械の活用や、農業大

学校の学生による作業研修を兼ねた支援により、前年度を大きく上回る

主食用米（ひとめぼれ）2.8ha、飼料用米（どんぴしゃり）4.5haの作

付けを実施。

２．取組の内容と特徴

○水稲作付面積

【23年産】 ・主食用 0.9ha

【24年産】 ・主食用 2.8ha
・飼料用 4.5ha

【25年産】 ・主食用 4.7ha
・飼料用 5.5ha

【26年産】 ・主食用 7ha
・飼料用 8ha

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成27年３月 一部更新＞
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地元産食材を使った手づくり工房「めぐ海（み）」が復活・オープン

参考資料 ［広田半島営農組合］

現場写真

コンバイン（事業対象機械）による収穫風景田植機（事業対象機械）による田植え風景

東北農政局奥州地域センターより（東北農政局メールマガジン575号掲載）

陸前高田市広田町に地元産の食材を使い手

作りする工房「めぐ海（み）」（広田半島営農

組合女性部：村上豊子部長）が、平成24年

5月30日、復活・オープンしました。

同工房は、広田地区の基盤整備にあわせて、

平成21年12月に発足した集落営農組合「広

田半島営農組合」の中の女性部（会員11名）

により加工部門として設立されました。この

地区は広田半島に位置し海産物に恵まれてい

ることから、これを食材とし、ここ（広田半島）らしいものが何かできないかと考え、平

成22年11月に同工房を開業しました。しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震

災の津波により全壊し、大切なレシピも流失してしまいました。しばらくは再建をあきら

めていましたが、いろんな人たちからの応援や関係機関等の支援により、このたびの復

活・オープンとなりました。

同工房の商品で、特に人気のある商品は「めぐ海（み）焼」。これは米粉を使った生地

の中に、地元のワカメやイサダ、ホタテが入った海鮮おやきで、一口食べるとふわりと磯

の香りがする逸品です。このほかにも、「かまもち」や「米まんじゅう」、「なべやき」等

を販売しています。今後はおやきの皮に使用している米粉も地元産とするべく研究中です。

このおやきは、地元注文や同地区にある温泉、商店等の狭い地域での販売が主ですが、

今後は保存技術を開発して、各種イベントでの販売や通信販売等、全国への発信を計画し

ています。

連絡先：広田半島営農組合女性部 工房「めぐ海（み）」0192-56-4430
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● （株）オヤマが生産拠点としていた福島県飯舘村の養鶏場が操業を停止。

● その影響で稼働率が低下した解体・加工施設の稼働率の回復と従業員全員の安定雇用を確保するため、

操業を停止した福島県飯舘村（計画的避難区域）の養鶏場に代わる生産拠点を本社の所在する岩手県一関

市に設置することとした。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 株式会社 オヤマ

（所 在 地） 岩手県一関市室根町

～新たな養鶏施設を整備し、従業員の継続雇用を確保～

● 地下水をくみ上げているため、水は確保できたが、燃料及び配合飼料の調達は極めて困難な状況となっ

て、飼養鶏は2～3日間程度、絶食状態を余儀なくされた。飼料調達後に給与を再開したところ、餌場に

鶏が殺到し、圧死事故が多数発生。給与方法を改善し、圧死事故の防止に努めた。

３．これまでの苦労話

■ 組織のプロフィール

・設 立：昭和44年7月

・資 本 金：5,000万円

・代 表 者：代表取締役 小山 征男

・従 業 員 数：750名(平成25年10月9日現在)

・ブランド名：「いわいどり」、「奥の都どり」、

「地養鳥」など

・「安全・安心・健康」をキーワードとした生産

から販売までの一貫システム。

・（株）オヤマは、大震災の影響による停

電で本社の解体・加工施設が数日間操業

停止。また、津波で気仙沼市の加工施設

が全壊。

・福島県飯舘村が計画的避難地域に指定さ

れ、生産拠点（養鶏場）が操業停止。そ

の影響で解体・加工施設の稼働率が低下。

被 災 の 概 要

● 大震災直後は、従業員を一関市藤沢町の解体・加工施設（2ヶ所）に

シフト調整し、経営を継続。

● 新たに、東日本大震災農業生産対策交付金で養鶏施設（事業費

529,274千円、うち国費251,900千円）を整備（平成25年3月に完

成）。更に、一関市藤沢町から土地の提供を受けて簡易鶏舎（200坪）、

自社所有の土地に簡易鶏舎（800坪）を増設。

● 現在、震災前に雇用していた従業員全員を継続して雇用。

２．取組の内容と特徴

養鶏施設及び簡易鶏舎の

設置により、養鶏施設の規

模が被災した建坪面積

（6,500坪）の半数（約3,000

坪）まで回復。更に、坪当り

飼養羽数及び回転率を向上

させる取組により、出荷羽数

が被災前の約90％まで回復。

経営再開の状況等

● 現在、販売部門の取組として、「からあげ屋」を本社前、被災地気仙沼及び

関東地方に計3店舗展開（現状維持の経営方針）。今後は、通販部門の拡大を

視野に入れつつ、競合する安価なブラジル産鶏肉と当社銘柄鶏のブランド力

で勝負する戦略の展開が重要課題。

４．課題と今後の展望

本社前の「からあげ屋」

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成26年3月 掲載＞
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参考資料 ［株式会社 オヤマ］

現場写真

ウインドレス鶏舎（６棟） ウインドレス鶏舎（８棟）

遮光用のためのカーテン 管理棟

鶏糞ボイラー施設 ボイラー施設内部

鶏糞は全てこのボイラーの燃料として
使用している。
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● 20代から30代の若い世代の従業員が多い会社であることから、養豚産業を担う若い従業員の将来のた

め、被災前と同規模での経営再建を決意。

● 震災前の同等規模への復旧には、多額の投資を必要とすることから、経営規模の縮小も検討したが、施

設復旧に向けて、非番の者を含めた従業員全員による自発的かつ精力的な瓦礫の処理などの取り組みが

あった。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 農事組合法人 高清水養豚組合

（所 在 地） 宮城県栗原市高清水地区

～若い力で養豚施設を復旧～

● 若い従業員のために１日でも早い再建（平成23年12月完成）を目指したが、復興需要の影響から、入

札業者の決定に時間を要したため施設の完成が平成24年３月となった。

３．これまでの苦労話

● 現在は、提携会社のブランド名で豚肉を販売しているが、新たな経営の展開として、震災前から計画し

ていた自社ブランド「32℃豚」をオンラインショップで展開中。

● 自社ブランド「32℃豚」は、自社の「エコフィード Factory 高清水」で製めん残さなどから生産した

飼料原料と、飼料用米等を(株)サイボク飼料で配合した飼料を給与した環境に優しい豚です。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

農事組合法人高清水養豚組合は昭和47年

に設立し、栗原市内で養豚経営を開始（構

成員４名、従業員15名）。

経営規模は母豚400頭で、年商約３億円。

敷地面積６ha。

■ 組織のプロフィール

農事組合法人高清水養豚組合は昭和47年

に設立し、栗原市内で養豚経営を開始（構

成員４名、従業員15名）。

経営規模は母豚400頭で、年商約３億円。

敷地面積６ha。

・栗原市高清水地区は、平成23年３月11日、

同年４月７日に震度６強の２度の地震に見舞

われ建物の倒壊や多数の道路が損壊。

・養豚施設も、豚舎１棟と堆肥舎が地震の地滑

りで全壊。豚舎１棟と尿処理施設が地震の揺

れで一部損壊するなど甚大な被害を受ける。

被 災 の 概 要

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成３０年８月 一部更新＞

● 従業員による復旧作業に努めるとともに、東日本大震災農業生産対策

交付金を活用し、被災した豚舎、堆肥舎、尿処理施設の補修・整備を実

施。平成24年３月に完成。

● その間、豚を処分することなく生産を継続できたのは、提携農場（サ

イボク東北農場）に肉豚を預けることができたこと、飼料の在庫があっ

たこと、特殊車両の認可を取得できたことで家畜運搬車両の燃料を優先

的に入手できたことなど。

【事業内容】

豚舎、堆肥舎、尿処理施設の補修・整備

【東日本大震災農業生産対策交付金】…77,150（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…38,575（千円）（公益財団法人ヤ

マト福祉財団による「東日本大震災・産業基盤復興再生助成金」に基づく）

２．取組の内容と特徴

・提携農場に預けた母豚を

復旧豚舎に戻し、震災前

の母豚400頭規模に拡大。

・現在は、震災前の月平均

約750頭を出荷するまでに

復旧。

・ブランド豚「32℃豚」をオン

ラインショップで展開中。

経営再開の状況等
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参考資料 ［農事組合法人 高清水養豚組合］

現場写真

堆肥舎被害状況 新築堆肥舎（事業対象施設）

地滑り箇所の整備 整備後（更地）

新築豚舎（事業対象施設）豚舎被害状況

高
清
水
養
豚
組
合
の
皆
さ
ん

32℃豚HP  https://www.32dobuta.com/ 
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● 東日本大震災による津波で被災した南三陸町田尻畑地区の４名の輪ぎく若手生産者が集まり、営農再開に

向けて町・JA・県を交えて協議した。当初、区画整理やほ場整備も視野に話合いがもたれたが、いち早く

営農再開したいとの思いから、JA南三陸の支援を受け、東日本大震災農業生産対策交付金を活用して、農

地の復旧、施設・農機具類を導入するため、平成23年11月11日に南三陸町復興組合「華」を設立。任意

組合として活動を開始した。震災後いち早く営農再開したことで、農地復旧後の農地借り受けや、地域内の

雇用創出など、震災からの復興を牽引する担い手として期待されている。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 南三陸町復興組合「華」

（所 在 地） 宮城県南三陸町田尻畑地区

～南三陸輪ぎくの復活を目指して！～

● 農地の復旧については、作土層に細かなゴミが多いことや、畑地のため代かきして除塩することができな

いことから、削土して客土する方法となった。その際、客土の選定に時間がかかったが、最終的には構成員

の所有地から採取することになり、時間や費用を抑えることができた。

３．これまでの苦労話

● 津波被災ほ場の復旧にあたっては、除塩を行わず山土を客土したことから、作物への影響が予測困難であ

り、有機物投入などの土づくりが必要である。このため、定期的に土壌分析を実施し、効率的かつ効果的な

施肥体系を確立し、塩害の発生状況を確認しながら栽培している。今のところ塩害は発生していない。

● 今後、南三陸町復興組合「華」として、組合活動を活発化し、「華」を新たなブランドとして確立してい

く。また、復旧後の農地を借り受け、規模拡大を図り、地域内の雇用をさらに生み出していく。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

南三陸町復興組合「華」は、東日本大震災で壊滅

的な被害を受けた若手きく生産者４戸（うち認定農

業者2戸）で結成された。構成農家は、きく生産に

特化し、一日も早い復旧を成し遂げ、さらなる経営

発展を目指している。

・田尻畑地区の被災農地には多量のガレキ

が流入し、農業用施設・機械等が津波に

より全て流失。

被 災 の 概 要

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成27年３月 一部更新＞

○輪菊の作付面積

【23年産】 0a

【24年産】 224a

【25年産】 400a

・露地100a、ハウス300a

・ハウス栽培は２回転と

なり生産量は増加

【26年産】 400a

・ハウス建設中

経営再開の状況等
● 小規模基盤整備により被災農地を復旧するため、削土と客土を実施。

● きく類の周年出荷用低コスト耐候性ハウスを整備し、トラクタや選花機等
農業機械を導入。工事完了は平成24年７月。順次作付けを開始している。

● 周年出荷が再開されることにより、安定的な出荷が可能となり、新たな市
場との取引が行われている。

● 研修生（１名）を受け入れ、今後、構成員として加わることにより、規模
拡大が期待される。

【事業内容】

低コスト耐侯性ハウス12棟（14,700㎡）、土地造成工事（3.3ha）、生産資

材・農業機械の導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】 …225,324（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】･･･112,662（千円）

【南三陸町東日本大震災農業生産対策交付金】…41,547（千円）

２．取組の内容と特徴
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参考資料 ［南三陸町復興組合「華」］

現場写真

導入した選花機 収穫目前の輪ぎく

完成した鉄骨ハウス群 施設での輪ぎく栽培

被災直後の田尻畑地区 被災から16ヶ月後の田尻畑地区
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● 震災により住居と全ての農業用機械施設を失い、解散の心づもりであったが、機械設備の国の支援があ

ることがわかり、負債は手持ち金で整理しゼロであったため役員で協議し取組む決意をした。

● ボランティアの手伝いで育苗センターのガレキと化したパイプハウスの片づけを行い取組に邁進した。

● 一番のきっかけは育苗センター再開への地域の要望があり、ＪＡ、市の後押しがあったこと。平成22

年から地域の水稲育苗を担っていた育苗センターの運営をＪＡより委託され、今後は被災農家の需要が見

込まれる。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 農事組合法人 ゆいっこ

（所 在 地） 宮城県石巻市北上地区

～地域の要望を受け育苗センターの再開を決意～

● 機械整備のための自己資金と運転資金の調達に苦慮した。

● 支援内容が見えなく、情報収集が大変だった。

３．これまでの苦労話

● 機械設備の拡充と人件費を含めた経費の削減が課題。復興交付金による市のリース事業等で整備を進める。

● 地盤沈下により排水条件が悪化したことから、転作では稲態様が増えるため飼料用米やＷＣＳに取組む。

● 育苗後のパイプハウスの利用で今年はつぼみ菜を栽培したが、この土地に合う作物を模索中である。

● 経費削減のため水稲直播栽培技術の習得。

● 25年は地元にカントリーエレベーターが整備されることで収穫作業の効率が上がるため、受託面積を拡

大できる。乾燥調整施設は、仮設住宅生活のため建設場所が定められず、整備が進まない。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

農事組合法人ゆいっこは、平成19年に設立

した北上地区の生産組合が、経営の向上と地域

農業の継承・発展を目的に21年に法人化。

構成農家数は3戸（法人として認定農業者に

認定）で、経営規模は、水稲28ha、作業受託

20ha、水稲苗55ha。

・震災の津波被害により、全ての固定資産が

流失。

・経営の主たる水稲も、耕作地が津波による

瓦礫やヘドロで耕作出来ない状態になった。

被 災 の 概 要

● 地域の育苗を担う育苗用パイプハウスの整備では、かん水設備の設置により育

苗管理の人件費削減を図り、地域農家へ苗を供給した。

● 24年産は事業計画の目標の約半分となる面積を作付けすることができた。

米の販売先は、隣地区のカントリーエレベーターの利用によりＪＡが主となった。

【事業内容】

園芸用パイプハウス（単棟×５棟、２連棟×２棟）、附帯設備の導入、トラクター、

田植機、畦塗機、水稲育苗用資機材等の導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】…13,683（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…6,841（千円）（公益財団法人ヤマ

ト福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復興再生助成金」に基づく）

２．取組の内容と特徴

【 23年産】

〇水稲

作付面積 ０ｈａ

【 24年産 】

○水稲

作付面積 20ｈａ

（うち作業受託 13ｈａ）

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成25年３月 掲載＞
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参考資料 ［農事組合法人 ゆいっこ］

現場写真

交付金事業により再整備したトラクターでの耕起作業
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● ＪＡいしのまきが、東日本大震災農業生産対策交付金及びＪＡグループ支援金を活用し、石巻市内に園芸

施設の整備を行った。津波により施設を失った被災農家３戸が園芸施設借受希望者として応募し、同ＪＡか

ら認定を受けたことから平成24年１月に農業生産法人の設立に至った。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 株式会社 スマイルファーム石巻

（所 在 地） 宮城県石巻市須江地区

～「消費者にもスマイルで」一歩ずつ前に進む新設法人～

● 津波で全て流失し、一からの出直し。ハウス建設を手伝いながら一歩ずつ前に進んできた。

● ロックウール培地での養液栽培は初めてのため栽培管理に戸惑った。

● 労務管理、従業員への作業指導等法人運営面での難しさがあった。

３．これまでの苦労話

● 年３作による周年栽培の実現（遮光カーテンによる高温障害の回避方法の検討等）

● 販路の拡大（生産量の２割を京浜地域に出荷すること等）

● 経営の多角化（農産加工による高付加価値化、レストラン等を視野に入れた展開）

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

平成24年1月、被災した30代、50代、60
代の農業者３名で設立。法人名は、「食べて笑
顔になれるように」と願って「スマイルファー
ム石巻」と命名した。

平成24年5月末から営農開始。

経営規模は、 中玉トマト1.22ha、ミニトマ
ト0.35ha

・石巻地域は、きゅうり、トマト等の施設園

芸が盛んな県内有数の園芸産地だったが、

津波により甚大な被害を受け、園芸施設の

全損・損壊面積は20haにも上った。

・特に、沿岸部はハウスの流失、施設内への泥

やガレキの流入により生産額が大きく減少。

・津波で住宅も失ったことから生活再建、営

農再開とも非常に困難な状況となった。

被 災 の 概 要

● 東日本大震災の津波等により、甚大な被害を受けた沿岸部で施設園芸を展開

していた生産基盤を早期に復興を図るため、生産施設や農業用共同利用施設等

を市及びJAが整備し、被災農家等で組織した法人等に貸与することにより、

農業の早期復興を促進するもの。

【事業内容】

・鉄骨ハウス 8,712㎡((Ａ棟 4,752㎡(ミニトマト)、Ｂ棟 3,960㎡(中玉

トマト)) ロックウール養液栽培

(東日本大震災農業生産対策交付金)… 86,7８5（千円）

(宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…43,392（千円）

・鉄骨ハウス 7,038㎡(Ｃ棟 3,519㎡(ミニトマト)、Ｄ棟 3,519㎡(中玉

トマト)) ロックウール養液栽培

育苗ハウス 586.5㎡、資材庫 178.5㎡

(東日本大震災復興交付金(被災地域農業復興総合支援事業)第３回申請(全体

事業費50,000千円)及び第４回申請(2,344,001千円)の内数

２．取組の内容と特徴

【 24年度 】

○中玉トマト

・作付面積：0.87ｈａ

・生産量：90㌧

【 27年度 】

○中玉トマト

・作付面積：1.22ｈａ

・生産量：180㌧

○ミニトマト

・作付面積：0.35ｈａ

・生産量：20㌧

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成2８年３月 一部更新＞
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参考資料 ［株式会社 スマイルファーム石巻］

現場写真

収穫前の中玉トマト

栽培中の中玉トマト

中玉トマトの養液栽培（ロックウール培地）

鉄骨ハウス（暖房設備等）

環境制御盤養液混合タンク、貯水タンク（奥）

スマイルファーム石巻のメンバー
（奥：伊藤社長）
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● 当法人は、農地を守り地域と共に発展する経営体を目指して設立した経緯があり、被災した農地を守り

地域の雇用の場を確保するため、海水が引いた農地で是非とも23年産米の作付けを行うべく、被災１ヶ

月後から急ピッチで除塩を開始。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 有限会社 アグリードなるせ

（所 在 地） 宮城県東松島市野蒜

～農地を守り地域と共に発展する経営体を目指して!!～

● 暗渠設備のない未整備地区の水田は、代かき除塩を行ったが、排水機場の損壊により思うように排水で

きず、除塩が不完全に（23年産大豆で塩害発生）。

● 震災後の急激な規模拡大により、トラックや重機等が必要になったが、該当する補助金がなく、全て自己

負担に。

３．これまでの苦労話

● 土地利用型作物だけでなく、園芸作物（露地・施設）の導入により雇用の場を生み出し、地域の復興を加速。

● 経営の安定化を図るため、省力低コスト栽培技術の導入と同時に、農産物の直接販売を拡大し、実需者

と連携した加工・業務用農産物を生産拡大。

● 収益性の向上、周年労働を目的として、自家生産物の加工・販売を視野に入れた商品開発を検討中。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

平成３年に設立した中下農業生産組合が母体。担

い手に集中していく政策の展開にあわせ、地域農業

の受け皿となるような組織を目指し平成18年２月

に法人化（出資者14名）。

経営規模は、水稲41ha、大豆30ha、野菜等９

ha（平成24年）。

・野蒜地区の水田や畑地は、津波により甚大

な被害を受けた。

・当法人の経営する水田面積の約３分の２は

14日間浸水したほか、施設や農業機械が

被災。

被 災 の 概 要

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成25年３月 掲載＞

● 除塩作業は、農機具メーカーの技術的協力を得て無代かき縦浸透方式

（サブソイラで心土破砕を行い、スタブルカルチで表層20㎝を粗耕起し

た後、３日間湛水し、暗渠排水する方法）により実施。

● 地域内で津波被害を受けた農地や震災により離農した農業者の農地は

全て引き受け。

● 23年度東日本大震災農業生産対策交付金により、大豆乾燥調製施設、

各種農業用機械等を導入し、営農再開。

● 24年からは、食品メーカーとの契約栽培によるばれいしょの作付けに

も取り組む。

【事業内容】

大豆乾燥調製施設整備、トラクター、コンバイン、無人ヘリコプター等

【東日本大震災農業生産対策交付金】… 45,139（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…22,569（千円）（公益財団

法人ヤマト福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復興再生助成

金」に基づく）

２．取組の内容と特徴

【 23年産 】

水稲 41.4ha

種子用大豆 6.5ha

そば 1.5ha

【 24年産 】

水稲 41.4ha

一般大豆 24.1ha

種子用大豆 6.3ha

そば 0.4ha

ばれいしょ 3.6ha

キャベツ 1.0ha

白菜 1.0ha

経営再開の状況等
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参考資料 ［有限会社 アグリードなるせ］

稲刈り作業（事業対象機械）トラクターとレーザーレベラ－（事業対象機械）

現場写真

・水田における取組のほか耕作放棄地（畑地）の取組として、そばの作付けを実施

○ ばれいしょ後のそば（二毛作）

そばの播種作業 そばの収穫作業

その他の取組

（有）アグリードなるせのみなさん
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● 震災により沿岸部を中心に農地や施設等が津波による浸水被害を受けることとなった。震災から半年が

過ぎた頃に、同じ悩みを持つ被災農家が話し合いを行い、被災した農業用施設・機械等を復旧し、共同利

用により復興を目指すこととなった。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 小野楽農組合

（所 在 地） 宮城県東松島市小野地区

～被災農家が集まり、楽しみながら営農を再開～

● 共同利用により復興に取り組むこととしたものの、同じ被災農家の話を聞きながら組合参加や利用集

積の検討を行う際、被災農家の避難先の把握などに苦慮した。

● 農地の復旧が進むにつれ、作付けして震災前と同様に生産できるか心配だった。

３．これまでの苦労話

● 地区内は概ね農地の復旧が完了したが、未復旧農地が作付け可能となった際の営農環境が心配。

● 高齢化や施設の老朽化により営農が困難となる農家等の把握と組合への参加、集積相談を行いながら、

更なる集積により経営規模の拡大に取り組みたい。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

小野楽農生産組合は、これまで個人経営により営

農を行っていた被災農家が、震災を機に農業用施

設・機械等の共同利用を行うことを目的に平成23

年に新規設立。

構成農家数は５戸（うち認定農業者数１戸）で、経

営規模は水稲23.1haを計画（平成24年）。

・当地区においては、津波による浸水被害の

影響で農地と多くの農業用施設及び機械等

が流失、全壊、損壊する被害を受けた。

被 災 の 概 要

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成25年３月 掲載＞

● 乾燥調製施設のほか、作業機等を集約して東日本大震災農業生産対

策交付金を活用し、復旧導入。

【事業内容】

乾燥調製施設建屋補修工事一式、トラクター、ウイングハロー、コン

バイン、水稲育苗用ハウスの導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】…11,436（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…5,718（千円）（公益財

団法人ヤマト福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復興再生

助成金」に基づく）

２．取組の内容と特徴

【 23年産 】

○水稲

作付面積 ０ha

【 24年産 】

○水稲

作付面積 17.3ha

経営再開の状況等
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参考資料 ［小野楽農組合］

現場写真

トラクター コンバイン

＜事業対象機械＞

乾燥調製施設及び附帯施設の整備状況
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● 震災から１か月が過ぎた頃、避難先から構成員が集まり、被災状況の確認、自宅被害の状況、今後の農業

等について話し合いを行った際に、構成員の農業再開意欲や地区内の被災農家からの復旧と委託要望が強い

ことから、各種支援策を検討し、被災した地域農業復興の中心として出来ることから取組むこととした。

● 再開に際しては、行政からの各種支援策の相談やいしのまき農業協同組合の再開支援、多くの個人、団体

ボランティアの協力を受けて撤去作業等に支援をいただいた。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 株式会社 サンエイト

（所 在 地） 宮城県東松島市牛網・浜市地区

～地域農業復興の中心担い手として営農再開を決意～

● 被災した農業用施設・機械等の復旧と並行して構成員全てが自宅等の生活基盤の再建も行う必要があっ

たことから、日々の活動が大変だった。

● 震災により経営面積が急増し、施設・機械等の能力不足、人員不足が問題となっているほか、これまで

取組の少なかった畑地集積が増加したことから、今後の経営内容について検討が必要となっている。

３．これまでの苦労話

● 離農者からの集積による経営面積の急増から、施設・機械等の能力不足、人員不足が問題となっている

ことから、雇用等による人員確保と経営内容の検討による設備等の導入が必要。

● 集積した畑地を活かし、収益性や生産性を検討し野菜等の生産を新たに組み入れ、複合型農業に取組み

たいと考えている。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

（株）サンエイトは、平成３年に設立した牛網・

浜市地区水稲生産組合構成員が、経営の向上と地域

農業の継承・発展を目的に平成19年に法人として

新規設立。

構成農家数は8戸で、経営規模は水稲35ha、大

豆30ha、枝豆2.5ha。

・震災による津波浸水被害の影響で、牛網・

浜市地区において全ての農地と構成員全て

の農業用施設及び機械等が全壊、流失する

被害を受けた。

被 災 の 概 要

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成25年３月 掲載＞

● 被災した農業用施設・機械等を東日本大震災農業生産対策交付金の支援を

受け復旧。

● 震災直後、内陸の農地を4.0ha借り受けて作付けし、委託されていた被

災農家に収穫した米を配布支援したほか、経営再開支援事業に関し、地区内

の被災者への周知活動と活動の取りまとめを担って、被災者支援に寄与。

● 営農再開後は地区内の殆どの農地について、被災農家の要望により受託

することとなり、営農面積が急増した。

【事業内容】

乾燥調製施設建屋補修工事一式（50石×7基・うち４基大豆汎用型）、水稲共同育苗

施設復旧整備、トラクター、コンバイン、無人ヘリ、格納庫、資機材等の導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】…68,668（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…34,333（千円）（公益財団法人ヤマト

福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復興再生助成金」に基づく）

２．取組の内容と特徴

【 23年産 】

○水稲

作付面積 4.0ha

※被災者支援として配布

【 24年産 】

○水稲

作付面積 94.8ha

経営再開の状況等
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参考資料 ［株式会社 サンエイト］

現場写真

交付金事業で再整備した乾燥調製施設及び育苗施設

交付金事業で再整備した農業用機械の一部（トラクター及び無人ヘリコプター）
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● ＪＡいしのまきが、東日本大震災農業生産対策交付金及びＪＡグループ支援金を活用し、石巻市内に園芸施設の整備

を行った。津波により施設を失った被災農家４戸が園芸施設借受希望者として応募し、同ＪＡから認定を受けたことか

ら平成2３年１２月に農業生産法人の設立に至った。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 株式会社 イグナルファーム

（所 在 地） 宮城県東松島市赤井地区

～みんながイグナル(良くなる)農業を目指し、若手が奮起～

● 用地の確保 ⇒ 仲間とつてを頼りながら農地を探し、土地所有者に直談判。快諾が得られた。

● 用水の確保 ⇒ 地下水の塩分濃度が高いことから上水道を使用しており、コスト高となっている。

● 法人の運営 ⇒ 労務管理、従業員への作業指導等法人経営としての難しさがあった。

３．これまでの苦労話

● 構成員全員の複式簿記の記帳能力及び栽培技術の向上、肥培管理作業の統一等

● 農産加工、直売、観光農園等を視野に付加価値販売への展開

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

平成２３年１２月、被災した若手農業者４名が法
人を設立。

法人名は、会社に関わる人や地域全体が「イグナ
ル（良くなる）」ことを願って命名した。

平成２４年5月末から営農を再開。
経営規模は、ミニトマト40a、きゅうり120a
構成員等は、役員４名、従業員１６名

・石巻地域は、きゅうり、トマト等の施設園

芸が盛んな県内有数の園芸産地だったが、

津波により甚大な被害を受け、園芸施設の

全損・損壊面積は20haにも上った。

・特に、沿岸部はハウスの流失、施設内への泥

やガレキの流入により生産額が大きく減少。

・津波で住宅も失ったことから生活再建、営

農再開とも非常に困難な状況となった。

被 災 の 概 要

【 24年度 】(H24.5～H25.7)
○中玉トマト（夏秋）
定植５月末、収穫：７～12月
収穫量90㌧
○きゅうり(中玉トマトの後作)
定植12月、収穫：2～7月
出荷量110㌧

【 27年度 】(H26.8～H27.7)
○ミニトマト
栽培面積40a 収穫量20㌧
○きゅうり(周年栽培)
栽培面積120a 出荷量150㌧

経営再開の状況等
● 東日本大震災の津波等により、甚大な被害を受けた沿岸部で生施設園芸

を展開していた生産基盤を早期に復興を図るため、生産施設や農業用共同
利用施設等をJAが整備し、被災農家等で組織した法人等に貸与することに
より、農業の早期復興を促進するもの。

＜ＪＡいしのまき及びＪＡグループによる支援＞

・ＪＡが、平成23年度東日本大震災農業生産対策交付金及びＪＡグループ支

援金を活用し、同社が内陸部に購入した用地に生産施設を整備。

・平成24年５月、賃貸借契約締結。１5年後に無償譲渡を受ける予定。

【事業内容】

・鉄骨ハウス（Ａ棟 3,432㎡、Ｂ棟 3,432㎡、Ｃ棟 3,360㎡）、養液土耕栽培

システム（9,960㎡）、暖房機、循環扇等

【東日本大震災農業生産対策交付金】… 74,974（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…37,487（千円）

２．取組の内容と特徴

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成2８年３月 一部更新＞
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参考資料 ［株式会社 イグナルファーム］

現場写真

養液用貯水タンク（奥）と資材 中玉トマト品種：カンパリ

炭酸ガス発生装置（光合成促進機） 雑草対策（防草用シート）

中玉トマトの養液栽培鉄骨ハウス（中玉トマト・きゅうり）

イグナルファームのメンバー（右から２人目が阿部代表）
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● 震災から１カ月を経ずに、従業員等から｢頑張って再開して欲しい｣という声が寄せられ、「従業員の雇用

を守る」思いが強かったことから、やれることからやらねばとの思いで早期復旧に取り組んだ。

● また、｢経営をやめても借金がなくなる訳じゃない｣｢やれる人が早くやれば地域の人達の励みになる｣と考えた。

● ハウスを修理するだけでは復興ではない。トマトを出荷して初めて復興になるという思いが強かった。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 有限会社 サンフレッシュ松島

（所 在 地） 宮城県松島町磯崎地区

～早期の復旧で地域の雇用を守り、
被災年内中に出荷を実現した復興のパイオニア～

● 資金繰りのため収穫があるまでは役員無報酬にした。

● 修理を発注したくても、近隣の業者の手配がつかなかった。ハウス施行業者の協力を得て他県業者を手配。

● 業者の目途がついても、資材の手配もなかなか出来なかった。

● 東日本大震災農業生産対策交付金事業が４月に遡って実施出来ることで、大変助けられた。

● 経営開始当初から販売額１億円を目標にし、４年目で目標達成。

● 目標達成のポイントは「収量」と「単価」と考え、開始直後は時間があれば先進地に足を運んで栽培技術

の研鑽に努め、収量を向上させた。

● 「単価」については、販売先・卸先にねばり強く売り込みに歩き、自ら店頭で試食販売を行うなど、地元

での評価を大事にして消費者の信頼を得、ブランド化することで単価UPに繋げた。

３．これまでの苦労話

● トマト栽培については、震災前のレベルに回復した。今後は、さらなる経営改善に取り組む。

● トマト栽培の廃液・廃培地を利用し、パイプハウスでの新たな葉物等の養液栽培を試行して、軌道に乗せたい。

● 新たなパイプハウス養液栽培は、農家の遊休ハウスも利用でき、高齢者でも管理に参加できるなど、取組次

第で新たな産業にも地域の復興にも繋がると考える。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

(有)サンフレッシュ松島は平成８年１月に設

立。平成10年度経営基盤確立農業構造改善事

業でダッチライト型温室（１ha） を整備。養

液栽培のトマト多段栽培を実践し、１年を通し

て継続的に雇用（パート１５名）を確保。

経営規模は、トマト1.0ha

構成員は、役員３名

・温室天井のガラスが何枚も落下したが、
幸い人的被害なし。

・地震により、温室本体、養液栽培施設、
ボイラー等に、４千万円超の復旧費を要
する被害があった。

・加えて、トマトが枯れて、震災から収穫
終了（６月予定）までの売上を全て失った。

被 災 の 概 要

● 施設を早期復旧し次期作トマト作付けに間に合わせる事を臨時総会で決定。

● ４月までに、従業員の手で破損箇所の片付け、枯れたトマトの片付けを終了。

● プラント施工業者と共同で、プラント本体の復旧は５～７月にほぼ完了、

７月中旬に定植、９月中旬からトマトが店頭に並んだ。

【事業内容】

複合経営促進施設復旧工事（トマト温室）

【東日本大震災農業生産対策交付金】…19,385（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…9,692（千円）

２．取組の内容と特徴

【 24年産 】（H23.9～H24.8）
○トマト
作付面積 1ha
生産量 315㌧
販売額 1.1億円

【 27年産 】（H26.9～H27.8）
○トマト
作付面積 1ha
生産量 300㌧
販売額 1.1億円

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成2８年３月 一部更新＞
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参考資料 ［有限会社 サンフレッシュ松島］

現場写真

被災状況 復旧状況

二重カーテン

基礎

雨水タンク

現在トマトは順調に生育し出荷しています
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○ 23年度は農業機械のほとんどを失った状況の下、手を尽くして水稲18ha（う

ち飼料用米２ha）と大豆２haの作付に取り組む。

うち、主食用米４haと飼料用米２haについては、機械の手当が間に合わず、ラ

ジコンヘリによる湛水直播にて対応。湛水直播は今後も拡大を進める方針。

○ 東日本大震災農業生産対策交付金により農業機械と乾燥調製施設を導入。24年

度はこれらを活用して水稲の作付を34haまで回復。

○ 24年度に仙台市の「農と食のフロンティア推進特区」第１号に認定。今後は米

を中心とした６次産業化の取組を拡大予定。

（現在、味噌・米粉麺・おにぎりの製造販売のほか、飲食店への白米の直販も展開中）

【事業内容】

乾燥調製施設整備、田植機、コンバイン、トラクター等導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】 …37,871（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…18,935（千円）（公益財団法人ヤ

マト福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復興再生助成金」に基づく）

【 23年産 】

○ 水稲 18ha

（うち飼料用米2ha）

○ 大豆 2ha

【 24年産 】

○ 水稲 34ha

（うち飼料用米0.7ha）

【 25年産 】

◯ 水稲 55ha

◯ 大豆 6ha

○ 長年かけて揃えた機械・施設を一瞬で失い、当初は組合の解散も考えた。

○ 機械を借りたり、ラジコンヘリによる直播を外注したりと手を尽くし、何とか23年産の生産にまで漕ぎ着け

ることができた。

・仙台市東部においては、農地の８割に及ぶ

1,800haが津波により被災。

・仙台イーストカントリーにおいては、当時

の経営面積72haの２／３が浸水し、トラ

クターや田植機等の農業機械もほとんどを

流失。

○ 津波により大きな被害を受けたが、「地域農業を守るため、家も農機具も流失してしまった人たちの農地を引

き受け、担い手を育成して引き継いでいくことが組織としての意義」と考え、被災地域の中で土地利用型農業の

復興に取り組むことにした。

■ 組織のプロフィール
仙台イーストカントリーは集落営農組合を

前身に、組織経営の向上と地域営農の発展を
目指して構成員８名で平成20年１月に設立。
24年度においては、構成員８名のほか雇用者
４名で、水稲34haを作付。

仙台市の「農と食のフロンティア推進特
区」指定の第１号。

１．取組のきっかけ

２．取組の内容と特徴

○ 大規模圃場整備の実施を機に農地の集約が進むと考えられることから、地域の若手とともにこの動きに対応し

ていきたい。また、６次産業化については、現在の白米の直販のほかに、冷凍米飯の販売、農家レストランの

新設などにも取り組みたい。

４．課題と今後の展望

３．これまでの苦労話

（取組主体名） 農事組合法人 仙台イーストカントリー

（所 在 地） 宮城県仙台市七郷地区

～震災からの復興、６次産業化を切り札に展望を描く～

復興取組事例
～東日本大震災
農業生産対策交
付金活用事例～

被 災 の 概 要

経営再開の状況等

＜平成26年10月 一部更新＞
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参考資料 ［農事組合法人 仙台イーストカントリー］

トラクター

コンバイン

事業による
導入機械

乾燥調製施設（乾燥設備） 乾燥調製施設（出荷設備等）

田植機

ロールベーラー

事業による
導入施設
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【事業内容】

乾燥調製施設の修繕、田植機、コンバイン、トラクター、栽培用資機材

（播種機、土入機等）導入

【東日本大震災農業生産対策交付金 】…10,814（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…5,406（千円）（公益財団

法人ヤマト福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復興再生助成

金」に基づく）

【 23年度 】

○水稲

作付面積 ９ha

【 24年度 】

○水稲

作付面積 23ｈａ

○ 農地の復旧が遅れ、なかなか生産を再開できずにいたことは経営的にも精神的にも負担が大

きかった。

・水田75haの耕地で稲作を中心に生産し

ていた藤田地区（仙台市七郷地区内）は、

耕地面積のすべてが津波により被災し、

農業用機械施設の多くが破損した。

○ 地区全体の農地、農業用機械が津波の被害を受け、復旧の手立てが見あたらずにいたところ、

JAから東日本大震災農業生産対策交付金についての情報提供を受けた。長年組合で農業に取り

組んで来ていたことから、組合として交付金を活用して復旧・復興に取り組むことで意見が一

致した。

■ 組織のプロフィール

七郷ハーベストは、平成元年に農業経営の

合理化を図り、農業用機械施設を共同で導入・

利用するために設立された任意組合。

構成農家数は４戸（うち認定農業者２戸）

で、経営規模は水稲30ha（25年度目標）。

１．取組のきっかけ

２．取組の内容と特徴

○ 米価が下落しているが、生産コストを下げ、経営体としての体力を高めて対応していきたい。

○ 水稲の直播栽培の導入や、複数品種の栽培等により作期分散を図り、規模拡大を目指して行く。

４．課題と今後の展望

３．これまでの苦労話

（取組主体名） 七郷ハーベスト

（所 在 地） 宮城県仙台市七郷地区

～組合を核に津波被災水田を復旧・復興～

復興取組事例
～東日本大震災
農業生産対策交
付金活用事例～

被 災 の 概 要

経営再開の状況等

＜平成25年３月 掲載＞
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乾燥調製施設（事業対象施設）

参考資料 ［七郷ハーベスト］

現場写真

コンバイン（事業対象機械）
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【事業内容】

乾燥調製施設の修繕、コンバイン、トラクター、付帯機器等の導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】…15,985（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…7,992（千円）（公益財

団法人ヤマト福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復興再生助

成金」に基づく）

【 23年産 】

○水稲

作付面積 ０ha

【 24年産 】

○水稲

作付面積 約９ha

○ 農地復旧や生産再開への見通しが立たず不安な状態が続いたが、以前から交流のあった実需

者や消費者からも支援や励ましを受け、復旧への見通しを立てることができた。

・震災により、乾燥調整施設及び農業用機械

が被災。

・また、震災により隣接する農事組合法人が

解散し、地域の担い手が不足。

○ 長年にわたり、組合で農業用機械・施設を共同利用しながら水稲及び大豆栽培に取り組んで

きたが、東日本大震災による津波で施設・機械は壊滅的な被害を受けた。しかし、後継者に農

業経営を引き継ぐためにも、東日本大震災農業生産対策交付金等を活用して復旧を行うことを

決意した。

■ 組織のプロフィール

笹屋敷水稲施設共同利用組合は、昭和56
年に農業経営の合理化を図り、農業用機械
施設を共同で導入・利用するために設立さ
れた任意組合。

構成農家数は４戸（全て認定農業者）で、
経営規模は水稲30ha（25年度目標）。

１．取組のきっかけ

２．取組の内容と特徴

○ 組合の構成員と同一メンバーで別に法人を立ち上げ、野菜の生産にも取り組むことになった。

○ 将来的には水稲や大豆の生産も法人経営の中で行い、経営の合理化や拡大に取り組んで行き

たい。

４．課題と今後の展望

３．これまでの苦労話

（取組主体名） 笹屋敷水稲施設共同利用組合

（所 在 地） 宮城県仙台市笹屋敷地区

～津波の被害から復興し、後継者につなぐ～

復興取組事例
～東日本大震災
農業生産対策交
付金活用事例～

被 災 の 概 要

経営再開の状況等

＜平成25年３月 掲載＞
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参考資料 ［笹屋敷水稲施設共同利用組合］

現場写真

乾燥調製施設
（事業対象施設）
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● 被災地の支援に来たボランティアの方から、桑は塩害に強く栽培にも手がかからないため、被災地でも

すぐ栽培できると薦められ、平成24年に75株を植え試験的な栽培を開始した。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 農事組合法人 シャン・ドゥ・ミュリエ

（所 在 地） 宮城県仙台市若林区笹屋敷地区

～「桑」を活用した被災地域の再生
《復興の桑プロジェクト》～

● 平成25年度は、栽培技術が未熟なこともあり、定植した7,000株のうち半分程度しか活着しなかった。

● 加工施設が岩手県北上市にあり、高速道路を使用しても輸送に2時間かかるが、桑の葉は収穫後４時間

以内に加工しないと成分が変化するため、収穫から出荷までの作業時間に余裕がなく、苦労した。

３．これまでの苦労話

● 平成26年度は、活着しなかった箇所に新たな株を補植し収量増加を目指す。現在の生産量では、販売

用と商品試作用どちらも確保できないため、試作用の方を優先している。桑の生育は定植後、３年から５

年で安定することから、その間に栽培技術を習得して生産量を確保し、生協等にも販売先を拡大すること

を考えている。

● 桑の若葉は柔らかく、そのまま食材にできることから、サラダや天ぷら等、パウダー以外の食べ方や商

品の開発も検討している。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

桑の葉を利用した商品開発及び販売を目的

とする農事組合法人として、平成25年10月

８日に設立。代表の菊地柳秀氏を中心に、仙

台市若林区の被災農家や、仙台のボランティ

ア団体の主婦らで構成。

・震災の津波により、仙台市若林区笹

屋敷地区及び今泉地区のほ場に海水

と瓦礫が流入する被害を受ける。

被 災 の 概 要

● 平成25年5月、仙台市若林区笹屋敷地区、今泉地区の被災地及び柴田

郡川崎町の耕作放棄地に桑の木7,000株を植樹。

● 収獲した桑の葉は、岩手県北上市の加工業者に委託し、パウダー状に

加工したものを、桑茶としてインターネットで販売（桑の葉には血糖値

の上昇を抑える成分が含まれる）。

● また、複数の仙台市内のレストランや菓子店等と協力し、桑パウダー

を使用したケーキ、そば等の商品開発を行っており、桑茶以外の用途の

拡大にも取り組む。

● 設立前からこの取組に協力しているボランティア団体に所属する仙台

市の主婦が構成員として参加。

● 収穫時には、地域の被災した高齢者６～７名をパートとして雇用。

２．取組の内容と特徴

○ 桑の木の定植

【 24年度 】
・ 1a （75株）

【 25年度 】
・ 70a （7,000株）

※栽培ほ場の内訳

・仙台市若林区の被災地 40a

・川崎町の耕作放棄地 30a

○ 25年度の桑パウダーの生
産量は約150kg

経営再開の状況等

＜平成26年３月 掲載＞

-33-



参考資料 ［農事組合法人 シャン・ドゥ・ミュリエ］

現場写真

平成25年6月4日、植樹直後のほ場

平成25年9月4日、収穫１カ月前のほ場

完成した製品葉を収穫した後の枝
（葉は枝から手作業で収穫する）
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【事業内容】

乾燥調整施設の修繕、レーザーレベラーの修繕、コンバイン、トラ

クター、田植機、育苗用資機材等の導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】…14,227（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…7,113（千円）（公

益財団法人ヤマト福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復

興再生助成金」に基づく）

【 23年度作付け状況 】

○水稲 11ｈａ

○小松菜（ハウス） 1400㎡

【 24年度作付け状況 】

○水稲 19ｈａ

○小松菜（ハウス） 1400㎡

【 25年度作付け見込み 】

○水稲 30ｈａ

○小松菜（ハウス） 1400㎡

○ ＪＡや普及センターなど関係機関のアドバイスもあり、スムーズに事業導入でき早期復旧に
こぎつけた。水田の除塩対策についての参考になる指導に感謝している。

○ 瓦礫の処理や早期に作付けできたハウスの小松菜の収穫などに、多くのボランテイアに協力
をもらい感謝している。

○ 震災前の現状復帰を目標にがんばってきた。多くの人の協力や支援のもと、ここまで来たが
精神的にも肉体的にも大変であった。

・下荒井地区は90haの農地で稲作を中心に

転作の麦・大豆の生産が行われていたが、

耕地面積の一部が津波による被害を受けた。

・また、震災により乾燥調整施設や農業用機

械も破損等の被害を受けた。

○ 震災で被害のあった農業用施設や機械を早期に復旧し、被災前の営農形態に近付けることが
地域の活力になると考え、いち早く事業に取り組んだ。

■ 組織のプロフィール

株式会社佐々木産業営農サービスは昭和
50年に法人化。

構成農家数は３戸（法人として認定農業者
に認定）で、経営規模は水稲31ha（25年
度目標）、野菜ハウス200㎡×７棟（小松
菜栽培）

１．取組のきっかけ

２．取組の内容と特徴

○ 今後、復旧が進むにつれ地域からの水稲の委託面積が増えていく傾向にあり、地域の担い手
として農地を守っていく観点からも計画的な営農計画の樹立が必要となる。

○ 乾田直播を含め、水稲直播栽培への取組など技術の習得と確立が重要と考える。

○ 水田経営を拡大していくことで、施設の更なる近代化と６次産業への取組を考えている。

４．課題と今後の展望

３．これまでの苦労話

（取組主体名） 株式会社 佐々木産業営農サービス

（所 在 地） 宮城県仙台市下荒井地区

～地域営農の担い手として
水田面積拡大と６次産業化を目指す～

復興取組事例
～東日本大震災
農業生産対策交
付金活用事例～

被 災 の 概 要

経営再開の状況等

＜平成25年３月 掲載＞
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参考資料 ［株式会社 佐々木産業営農サービス］

現場写真

事業で修繕した乾燥調整施設

事業で導入したコンバイン
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【事業内容】

コンバイン、トラクター、育苗ハウス及び機械格納庫の導入、育苗用

資機材の導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】…20,428（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…10,214（千円）（公益

財団法人ヤマト福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復興再

生助成金」に基づく）

【 23年度 】

○水稲

作付面積 ０ha

【 24年度 】

○水稲

作付面積 8.4ｈａ

○ 津波により住宅等の生活基盤が大きな被害を受けた中、農業の復旧・復興に向けた取組を始

めるのは容易ではなかったが、JAの助けを受けながら手続を進めることができた。

・120haの耕地で稲作と野菜（レタスやほう

れんそうなど）を中心に営んでいた三本塚

１地区は、地区全域の農地が震災による津

波の被害を受けた。

・多くの農業用機械施設が津波により損壊。

○ 津波により農業用機械・施設の全てが使えなくなり、農業の再開への道筋が立てられずにい

た中、JAより東日本大震災農業生産対策交付金等の情報提供を受けた。構成員は農業を再開さ

せることで合意しており、交付金を活用して復旧・復興を図ることになった。

■ 組織のプロフィール

農事組合法人ゆいファームは平成９年に設

立したコンバイン組合が、経営の向上と地域

農業の継承・発展を目的に平成22年に法人化。

構成農家数は４戸で、経営規模は水稲31ha

（25年度目標）。

１．取組のきっかけ

２．取組の内容と特徴

○ 構成員には30代の若手後継者が２名おり、将来に向けて、まずは復旧、さらには規模拡大を

含めた復興に取り組んで行きたい。

４．課題と今後の展望

３．これまでの苦労話

（取組主体名） 農事組合法人 ゆいファーム

（所 在 地） 宮城県仙台市三本塚１地区

～農事組合法人による農業復興への取組～

復興取組事例
～東日本大震災
農業生産対策交
付金活用事例～

被 災 の 概 要

経営再開の状況等

＜平成25年３月 掲載＞
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参考資料 ［農事組合法人 ゆいファーム］

機械格納庫（事業対象施設）

トラクター（事業対象機械）

コンバイン（事業対象機械）

現場写真
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【事業内容】

乾燥調整施設の修繕、田植機、コンバイン、トラクター、機械格納庫、

パイプハウス、育苗用資機材等の導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】 …15,534（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…7,766（千円）（公益財

団法人ヤマト福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復興再生助

成金」に基づく）

【 23年度 】

○水稲

作付面積 ０ha

【 24年度 】

○水稲

作付面積 ９ha

○ 地域の農地が復旧しない中、生産を再開できずにいたことは精神的にも経済的にも大きな負

担だった。

・四ツ谷１地区は水田63haで稲作を中心に転

作の麦・大豆の生産が行われていたが、今

回の震災により耕地面積のすべてが津波に

よる被害を受けた。

・併せて多くの農業用機械施設が破損、流失

した。

○ 震災後、地域の農家から、農地は復旧されるが農業用機械が津波で使えなくなり、このまま

では農業が再開できないという意見が出た。そこで、農業を再開する意志のある農家で組合を

設立し、交付金等を活用して機械を整備し、地域農業の復旧・復興を図っていくことになった。

■ 組織のプロフィール

大沼農産組合は、震災後、地域の農業経

営復興のために設立された任意組合。

構成農家数は５戸（うち認定農業者２戸）

で、経営規模は水稲27.4ha（目標）。

１．取組のきっかけ

２．取組の内容と特徴

○ 農地の復旧工事により、多くのほ場では表面の養分の多い土壌が削り取られてしまっている。

○ 栽培の再開にあたっては肥料の使い方等、これまでと違った管理が必要となる。また、経営

規模拡大を図って行きたいが、海岸に近い地区での農地復旧の遅れが課題になる。

４．課題と今後の展望

３．これまでの苦労話

（取組主体名） 大沼農産組合

（所 在 地） 宮城県仙台市四ツ谷１地区

～地域農業の復旧・復興のため組合を設立～

復興取組事例
～東日本大震災
農業生産対策交
付金活用事例～

被 災 の 概 要

経営再開の状況等

＜平成25年３月 掲載＞
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参考資料 ［大沼農産組合］

現場写真

パイプハウス（事業対象施設）

機械格納庫（事業対象施設）

コンバイン（事業対象機械）

トラクター（事業対象機械）
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【 22年産 】

水稲 20ha

大麦 70ha

大豆 90ha

小豆 ３ha

販売収入 約１億円

【 23年産 】

０ha

【 24年産 】

水稲 70ha

販売収入 約7,000万円

・岡田地区の耕地約460haのほぼ全域が津

波により被災。

・多くの農業用機械とみそ加工施設を流

失・破損したほか、仕込み終わったみそ

11トンも津波により流失。

○ 震災の被害を受け、避難所にい.る加工班の女性たちの雇用と、何もかも失った組合員のためにも、地産地消の

生みそ「岡田産づくり」の製造再開を決意。

■ 組織のプロフィール

平成19年、前身の岡田転作組合を含む５

つの転作組合を統合し岡田生産組合を設立。

水稲、麦、大豆の２年３作に取組む。

平成７年には、大豆の作付55haで日本

一に。平成11年から地産地消の取組として、

組合で収穫した農産物を使ってみそ造りを

開始。（年間約10トン）

１．取組のきっかけ

○ 地区の復興の象徴として、組合内で生産した米、大豆を使用した生みそ

「岡田産づくり」の製造再開に向け、「東日本大震災農業生産対策交付金」

等を活用し、みそ加工場の再建及びトラクターの導入を図った。

○ また、「被災地域農業復興総合支援事業」を活用した仙台市のリース事業

により、地区に対して基幹事業を行うための農機具が導入されることになっ

たが、利用が短期間に集中すると思われる田植機、コンバインについては組

合が調整役に。

○ 23年産は、農地の復旧が間に合わず作付け不能。24年産は、復旧農地の

70haに水稲のみ作付けし、収穫後の12ｈａには大麦を作付け。米、麦、大

豆の２年３作も回り出した。

○ 25年産では、累計約300haが復旧の見込み（岡田地区全体）。内訳は、

大麦の後作に、大豆12ha、小豆１haを作付け、残りの農地に水稲の作付け

を計画している。

【事業内容】

味噌加工施設整備及び附帯設備導入、トラクター2台

【東日本大震災農業生産対策交付金】… 28,700（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…14,350（千円）（公益財団法

人ヤマト福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復興再生助成金」に

基づく）

２．取組の内容と特徴

○ 機械の不足が予想されるため、25年産は30ha～40haの水稲直播栽培を予定（現在、勉強中）。

４．課題と今後の展望

○ みそ加工場を再建することとしたものの、以前の従業員が本当に戻って来てくれるのか不安があった。

（→ 上棟式には、ほとんどの組合員が集まった。）

３．これまでの苦労話

（取組主体名） 岡田生産組合

（所 在 地） 宮城県仙台市高砂（岡田）地区

～地区の農業復興は、みそ作りとともに～

復興取組事例
～東日本大震災
農業生産対策交
付金活用事例～

被 災 の 概 要

経営再開の状況等

＜平成25年３月 掲載＞
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２年３作の開始（水稲後の大麦）

参考資料 ［岡田生産組合］

○ 平成11年、地産地消の取組として、組合で収穫した農産物を使用したみそ造りを開始。

○ みそ造りを始めて数年は販売先の確保に苦しんだが、その後、販売も軌道に乗り、年
間およそ10トンの安定した製造を続けていたところに東日本大震災が発生。

○ 震災から３日後、避難所でみそ加工場の様子を気にする加工班の女性達に対し、組
合長が述べた一言『加工場は津波で流されたが、みそ造りを再開しよう。』がきっかけと
なり、再開に向けたＪＡ及び市との相談がスタート。

○ 平成24年４月、場所を内陸に移してみそ加工場を再建（用地はＪＡ仙台が無償提供）、
仕込みを開始。（組合で収穫した農産物を使う地産地消が売りであったが、原料がない
ため、やむを得ず組合員が地区外の農地で生産した米と、同じ仙台市東部の高砂地区
で生産された大豆を使い６トン分を使用）

○ 平成24年10月14日出荷開始。当面は、ＪＡ仙台の農産物直売所及び岡田地区に住む
295戸の農家へ販売。平成25年以降は、全て組合で生産した米、大豆で製造予定であり、
みそ造りの復活を足がかりに、岡田地区の農業復興は一歩一歩確実に進んでいる。

復興の足がかり、地産地消の生みそ「岡田産づくり」

再建されたみそ加工場 自信の逸品「岡田産づくり」

交付金を活用して導入したトラクター

現場写真
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● 地元農家や農業生産法人が中心となり、民間企業を巻き込んで、平成23年９月に「仙台東部地域６次

化産業研究会」を発足。この研究会の構想に基づき、農業分野におけるＩＴ技術を活用し、先端技術を用

いた大規模施設園芸への取組を計画。

● 外食産業が取り組むトマトの水耕栽培で地元農家が生産技術の研修を受けるなど、民間企業による復興

支援や農業参入の機運も高まっていた。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 株式会社 みちさき

（所 在 地） 宮城県仙台市宮城野区蒲生地区

～被災地から次世代への道先案内役《大規模施設園芸》～

● 農地の確保について、農地の復旧作業や営農再開に向けた準備が途上にある中で、地元農家の営農継続

への考え方に個人差が大きく、大規模施設用地を確保することは容易ではなかった。

３．これまでの苦労話

● スマートアグリ（最新のＩＣＴ（情報通信技術）を利用した農業技術）に日本の品質・安全を加えたス

マートアグリジャパンという新たな分野の構築。

● 工業製品のように安定した衛生的な生産、有利な販売先の確保、生産コストの節減、効率的作業のため

の動線の改善によるコストダウン。

● 障がい者雇用も積極的に受入れ、最終的には20名程度を雇用予定。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

地元農家５名が震災からの復興を目指し、平

成24年７月に（株）みちさきを設立。

経営規模は、トマト1.2ha、サラダほうれん

そう0.6ha、いちご0.5ha、葉物野菜0.4ha 

・仙台東部地域では、農地の８割に相

当する1,800haが津波により浸水、

ガレキの飛散等により農業生産施設

や農業機械等に甚大な被害。

・農地の塩害による影響が極めて深刻。

被 災 の 概 要

● 塩害の影響を受けない養液栽培による大規模園芸施設を導入し、被災

地域の農業の再興と農家の雇用を図るとともに、高付加価値化と経営安

定化を進め、モデル的な地域営農を実現する。

【東日本大震災農業生産対策交付金（平成23年度）】

総事業費 1,365,126千円（うち交付金555,000千円）

・施設用地 40,250㎡

・高度環境制御栽培施設 合計28,332㎡

Ａ棟（トマト）12,096㎡ Ｂ棟（いちご）5,472㎡

Ｃ棟（サラダほうれんそう）6,084㎡ Ｄ棟（葉物野菜）4,680㎡

雇用状況 社員1０名、パート４１名

２．取組の内容と特徴

【 平成26年度 】(H26.7～H27.6)

○ 収穫量

・トマト 182㌧

・いちご 21㌧

・サラダほうれんそう 90 ㌧

・みずな 51㌧

・サンチュ 17㌧

※取組5年目の黒字化が目標

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成2８年３月 一部更新＞
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参考資料 ［株式会社 みちさき］

現場写真

いちごの栽培施設（Ｂ棟） いちごの栽培状況

トマトの栽培施設（Ａ棟） トマトの栽培状況

サンチュの栽培状況サラダほうれんそう、葉物野菜の栽培
施設（Ｃ棟、Ｄ棟）

菊地代表取締役
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● 津波により大きな被害を受けた耕谷アグリサービスだったが、被災後すぐに運転資金の確保と農業機械の

再整備に着手。経営面積の９割が浸水し、作付不能となる一方で、排水機場の損壊により23年産水稲の作

付を見合わせた近隣の農家から、休耕田における大豆作付の依頼があった。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 有限会社 耕谷アグリサービス

（所 在 地） 宮城県名取市耕谷地区

～地域農業の担い手として、被災後すぐに営農再開に向け始動～

● 23年から大規模な大豆作付に対応できたのは、流失した農業機械を早期に再整備したから。全額自己

負担となることも覚悟で被災直後から迅速に行動した。

３．これまでの苦労話

● 被災後、営農再開が困難となっている農家からの委託は基本的にすべて引き受けているため、オーバー

ペースの規模拡大となっており、これを経営面で安定化していくことが課題。今後とも地域農業を支える

存在として周囲の協力を得つつ対応していきたい。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

耕谷アグリサービスは農地集積等による生産の効率

化と高付加価値型農業による経営の安定化を目指す組

織として、15年１月に地域の担い手農家４戸が役員と

なって設立。

26年度は、役員４名のほか社員９名、パート４名を

雇用し、水稲94haを中心に経営面積136haで営農。

・名取市においては、約1,700haの農地が

津波により被災。

・耕谷アグリサービスも津波により大きな被

害を受け、当時の経営面積76haのうち約

９割の農地が浸水したほか、トラクターな

ど農業機械も流失。

被 災 の 概 要

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成27年３月 一部更新＞

● 津波被災の１週間後には、自社の運転資金の確保と農業機械の再整備に着手（東

日本大震災農業生産対策交付金の他、日本政策金融公庫の震災特例融資を活用）。

● 津波により名取市内の排水機場が全損したため、名取市内の多くの地域では23

年産水稲の作付自粛を余儀なくされたが、耕谷アグリサービスには、水稲作付を見

合わせることになった近隣の農家からの委託が集中し、60ha規模で大豆作付を行

うことに。

● 26年産は、経営面積136ha（水稲94ha等）、作業受託を含めると140haに

及ぶ規模に。

● 震災後、地区担い手の受け皿として面積の拡大とほ場の大型化に伴い、「食料生

産地域再生のための先端技術展開事業」（農林水産省）による大規模営農に向けた

実証事業や被災農家支援の取組「東北コットンプロジェクト」に参画。

【事業内容】

大豆コンバイン、トラクター３台、乾燥機４台、大型乾燥機2基、籾摺機１台、

色彩選別機１台

【東日本大震災農業生産対策交付金】…11,875（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…5,937（千円）

【強い農業づくり交付金】…132,364（千円）（交付金ベース）

２．取組の内容と特徴

【23年産】
○ 水稲 0.45ha
○ 大豆 60ha
○ 綿花 0.4ha 等

【24年産】
○ 水稲 40ha
○ 大豆 35ha
○ 綿花 1ha 等

【25年産】
○ 水稲 77ha
○ 大豆 39ha
○ 綿花 1ha 等

【26年産】
○ 水稲 94ha
○ 大豆 41ha
○ 綿花 1ha 等

経営再開の状況等
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参考資料 ［有限会社 耕谷アグリサービス］

現場写真

収穫を待つ大豆（除塩実施圃場）除塩作業を実施した圃場

綿花の生育風景 収穫時期の綿の実

営農再開の取り組みについて語る佐藤代表 事業所前にて
（写真手前は、畜産農家に供給される稲わら）
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○ 東日本大震災農業生産対策交付金により、鉄骨ハウスの改築を行い、被害

を受けた資機材を導入した。経営は前の規模には戻っていないが、平成23

年度中には高柳地区で、平成24年度には小塚原地区で営農再開できた。

【事業内容】

園芸用ハウス改築及び附帯施設整備、園芸用資機材の導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】…74,530（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…37,264（千円）（公益財団法

人ヤマト福祉財団による「東日本大震災生活・産業基盤復興再生助成金」に

基づく）

【 23年産 】
○ばら、カーネーション
作付面積 422ａ
（高柳地区）

【 24年産 】
○ばら、カーネーション
作付面積 633ａ
（高柳・小塚原地区）

○ 小塚原地区は津波で壊滅的な被害を受けたことにより、まずは生活再建が第一であったことから、営

農再開の準備ができるまで、時間が必要であった。

○ 除塩後の作付けは、施肥管理や有機物確保等、課題が多い。土壌分析データに基づく肥培管理に取り

組んだ。

・構成員が生産活動をおこなっている当地区は、
高柳地区（西部）および小塚原地区（東部）に
分かれている。高柳地区は地震被害により施設、
機械が破損したが、比較的被害は軽微であった。

・一方、小塚原地区は津波による甚大な被害を受
け、構成員の家屋、多くの農業用施設、機械が
流失した。

○ 被災後、津波で押し倒された株からも次々とカーネーションが咲き続け、周囲からの要望を受け、平

成23年５月には「津波に負けないカーネーション」をスーパーや直売所等で販売し、営農再開への希望

が芽生えた。組合では被害状況調査を行い、すぐに復旧に取りかかることのできる高柳地区から交付金

の活用を検討し、小塚原地区については、がれきの撤去を最優先とし、準備が整い次第申請することに決

定した。小塚原地区においても、６月中旬には、ほ場を埋め尽くしていたがれきやヘドロを30人/日を超

えるボランティアの協力で撤去することができ、除塩作業が始められる状況まで農地が復旧した。

■ 組織のプロフィール
前身は昭和15年のカーネーション導入と共に

結成された高柳温室園芸組合。ガラス温室増加に
より、名取市花卉生産組合として昭和38年に再
結成。名取市は東北一のカーネーション産地と
なっている。

構成農家数は23戸（カーネーション21戸、ば
ら２戸）、経営規模は633a、産出額は２億８千
万円（平成22年）。

１．取組のきっかけ

２．取組の内容と特徴

○ 日本政策金融公庫の融資により、補助残（自己負担）を調達。復旧面積はまだ被災前面積より少ない。

○ 被災後１作目で、小塚原地区では塩分による生育の不揃いが見られた。今後も、除塩ほ場の土づくり

が必要。

○ 事業導入時の成果目標として、「６次産業化」を選択した。自ら企画・販売を行う実績が求められてい

る。昨年度よりイベント等での花の提供も行っており、取組の継続が重要。

４．課題と今後の展望

３．これまでの苦労話

（取組主体名） 名取市花卉生産組合

（所 在 地） 宮城県名取市高柳・小塚原地区

～「津波に負けないカーネーション」
名取市花き産地の復興～

復興取組事例
～東日本大震災
農業生産対策交
付金活用事例～

被 災 の 概 要

経営再開の状況等

＜平成25年３月 掲載＞

-47-



参考資料 ［名取市花卉生産組合］

現場写真

震災後名取ICから見た小塚原園芸団地

被災した鉄骨ハウス

ハウスはがれきの中

ハウス内にまでがれきが侵入

被災後も咲いたカーネーション 「津波に負けないカーネーション」直売
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● 震災前は農業団体に勤務していた八巻文彦さん（やさい工房八巻の代表、八巻静さんの夫）は、被災し

たことにより地域が耕作放棄地化することを危惧。「再開できない人の農地も引き受けなければ」と勤務

先を退職し、取締役専務としてやさい工房八巻に加わり、営農再開へ向け中心的な役割を担った。

● 農商工連携サポートセンターを中心とした３千人以上のボランティアによる畑の復旧作業により、経営

再開の素地ができあがったことから、復旧に係る支援事業を活用し、生産を再開することに。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 有限会社 やさい工房八巻

（所 在 地） 宮城県岩沼市早股地区

～復興トマト栽培と岩沼白菜の復活～

● 新規就農者を３年から５年かけて教えるのが一番の理想だが、新卒を採用する力がない。

● 津波で、これまで収集してきた農業関係の気象データが流されてしまい、再度収集している。

● 補助事業の手続きが難しく大変。米の政策が毎年変わるので理解するのが難しい。

３．これまでの苦労話

● 津波で地下水の塩分濃度が上がり、水道水で薄めて使っているがコストがかかる。

● 現在は、東京の業者にトマトのジャム製造を委託しているが、今後は、自らがトマトの加工に携わり、

ジャム製造を主とする６次化の取組を展開することを計画している。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

有限会社 やさい工房八巻は、平成１３年

に設立。八巻代表は震災前、兼業農家。

現在の経営規模は水稲４０ha、大豆１０ ha、

白菜２.６ha、トウモロコシ１.５ha、ト

マト１ ha、白かぶ４０a。総販売額は５千万

円（平成２６年）。

・岩沼市では、震災の津波により農地の６割に

相当する約1,200haが浸水やガレキの飛散

等の被害を受けた。

・有限会社やさい工房八巻の水田も経営面積の

ほとんどが津波により浸水したほか、ハウス

施設、作業所、家屋及び農業機械等も地震及

び津波により全壊又は損壊等の被害を受けた。

被 災 の 概 要

● 津波で地下水が塩水化し水稲が作付けできなくなった陸田に、トマト、

白菜、トウモロコシを中心に作付けしている。

● 岩沼市農政課から、土壌の塩分濃度が高い地域で栽培する「塩トマト」

の取組を勧められ、栽培に取り組んだ。

● 復旧したハウスにおいては、養液栽培により、大玉系トマト「ＣＦ桃太

郎はるか」、中玉系トマト「フルティカ」を栽培・出荷している。パイプ

ハウスにおいては、単為結果性の大玉トマト「パルト」栽培している。

● 白菜については、伝統野菜である「岩沼白菜」を岩沼園芸研究会（次

ページを参照）が会社経営地2.6ｈaに作付けしている。

【事業内容】園芸ハウス復旧工事、パイプハウス新築工事一式、乾燥調整施

設、トラクターの修理等

【東日本大震災農業生産対策交付金（平成23年度）】

総事業費144,390千円、うち国費68,756千円（野菜以外も含む）

２．取組の内容と特徴

【 平成24年 】
約40aにトマトを栽培し収穫

【 平成26年 】
水稲 40ｈa
大豆 10ｈa
白菜 2.6ｈa
トウモロコシ 1.5ｈa
トマト 1ｈa
白かぶ 40a
販売総額5千万円

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成2８年３月 一部更新＞
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岩沼白菜とは？

玉浦白菜とも呼ばれ、明治28年、日清戦争の

時に中国山東省から持ち帰った種子が起源。新

たな特産物として玉浦地域で栽培するようにな

り、昭和初期には出荷の最盛期を向かえた。

「栽培がしにくい」等の理由でしだいに衰退

していったが、今般、震災の復興プロジェクト

として、「岩沼（玉浦）白菜」を地域ブランド

化することで、耕作放棄地の解消、若手後継者

の育成等地域農業の再生を図ることを目的に、

八巻さんと同級生4人からなる「岩沼園芸研究

会」が復活させた。

収穫は「岩沼園芸研究会」と「みやぎ岩沼は

くさいプロジェクト」農商工連携サポートセン

ターとボランティアの方が行っている（事務局：

やさい工房八巻）。

収穫した白菜は、近くのレストランや旅館に

納めているほか、収穫時期には岩沼の復興支援

拠点「岩沼みんなの家」で直売している。

※ 岩沼園芸研究会は「キリン絆プロジェクト

（29,500千円）」により、白菜の育苗ハウスや大

型防除機、モミガラを堆肥化する堆肥場等も整備。

参考資料 ［有限会社 やさい工房八巻］

現場写真

代表（左）と取締役専務（右） 大玉系トマト「ＣＦ桃太郎はるか」

近くの大手スーパーで販売している中玉系トマト中玉系トマト「フルティカ」

八巻さんが
生産した白菜 岩沼園芸研究会のチラシより
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● 平成23年3月の津波により沿岸部のいちご生産施設が全壊・流出し、従来のほ場を復旧することが困難と

なったため、みやぎ亘理農業協同組合が、モデル的な早期営農再開が可能となるよう支援を計画。

● 沿岸部は、農地の除塩が必要であり、かん水に用いる地下水も塩分濃度が上昇し、利用が難しい状況と

なったことから、代替地での取組を計画。

● 津波被害がなく、一定以上の面積の確保が可能な用地を検討した結果、亘理町逢隈小山地区を選定。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 小山いちご生産組合

（所 在 地） 宮城県亘理町逢隈小山地区

～「クリスマスにいちごを出荷しよう！」を
合言葉に荒れ地を切り開き生産再開～

● ほ場も何もない状況からのスタートに加え、慣れない通勤での経営再開となり、慣れている作業とはいえ

精神的にも肉体的にも大変であった。

● 従来のほ場は砂質土壌であったが、新たなほ場は土質が変わり、試行錯誤しながらの栽培となった。

● 全国各地からの作業支援ボランティアの協力により、遅れがちであった作業をなんとか進めることができた。

３．これまでの苦労話

● 初年目の収穫量は被災前よりも減収したため、肥培管理技術（土づくり、施肥、かん水、温度管理、除草

管理）等の改善を実施。

● 従来はなかった新たな病害虫が発生し、天敵の導入や気門封鎖剤による防除を実施しているが、省力的で

効果的な防除方法の確立が課題。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

小山いちご生産組合は、震災後の平成23年

6月に設立。構成農家数は、亘理町及び山元

町の２町にまたがる被災いちご栽培農家8戸、

経営規模はいちご2.4ha。

・ＪＡみやぎ亘理管内のいちご栽培面

積96haのうち、東日本大震災の津波

被害により、91haが壊滅的被害を受

け、農地も塩害被害により荒廃した。

被 災 の 概 要

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

● 営農再開予定地（代替地）は荒廃した耕作放棄地を含むことから、営農可能

な農地への再生と用水確保のための実証（井戸の掘削）を行うため、耕作放

棄地再生利用緊急対策事業、被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業を活用。

● また、施設等の設備整備に、東日本大震災農業生産対策交付金等を活用。

● 平成23年10月には、造成及び施設建設が全て完了し、同地区での営農を再

開し、同年12月には、いちごを被災後初出荷することができた。

【事業内容】

パイプハウス一式（240ａ）、育苗ハウス（43.2ａ）、夜冷育苗施設（４棟

×270㎡）、トラクター、その他附帯設備、肥料等生産資材の導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】 … 97,400（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】… 48,700（千円）

２．取組の内容と特徴

【24年産 】
○いちご
作付面積 240ａ

【 25年産 】
○いちご
作付面積 290ａ

【 27年産 】
○いちご
作付面積 290ａ

経営再開の状況等

＜平成2８年３月 一部更新＞
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参考資料 ［小山いちご生産組合］

現場写真

元桑畑等の耕作放棄地を開墾し、ハウスを建設

綺麗に整地されたほ場へ共同で苗を定植

逢隈小山地区に完成した真新しいハウス

組合員が協力して支援いただいた苗を丁寧に育苗管理

ご支援いただいた皆様に感謝の気持ちを込めて出荷収穫期となったいちご栽培ハウス
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● 産地の復興に向けて、国、県、亘理・山元両町、JA等関係機関が一丸となり平成23年クリスマス向け

の出荷を目指し、営農再開への取組支援を開始。

● 亘理・山元両町は、各々の震災復興計画に位置づけ、JA等と連携し「東日本大震災復興交付金」の活

用による「いちご団地」の整備を開始。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） みやぎ亘理農業協同組合

（所 在 地） 宮城県亘理郡亘理町・山元町

～東北一のいちご産地復興への取組～

● 土耕栽培から高設養液栽培への転換に伴い、それまで経験のない栽培技術について生産者が習得する必

要があったため、国及び県の普及部局やJAの研修により対応した。

３．これまでの苦労話

● 地下水は海水の混入で使用不能になったため、水道水を使用せざるを得なくなったことや、高設養液栽

培に転換したことにより生産コストが増えるため、10ａ当たり収量を従前（土耕栽培）の3.7トンから5

トンに増やす必要がある。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

ＪＡみやぎ亘理は、平成9年に亘理郡の６Ｊ

Ａが合併し、広域合併ＪＡとして発足。

亘理・山元地域は、太平洋に面し、冬期の日

照にも恵まれ、積雪量も少なく、宮城県内で最

も温暖な気象条件の地域。

その温暖な気候を生かし、施設園芸を中心に

複合経営が盛んで、特にいちごは震災前の販売

額が33億円を超える東北一の産地。

・宮城県亘理・山元地域の沿岸部の水

田や畑は、津波により浸水やガレキ

の飛散等甚大な被害。

・いちごの栽培面積（96ha）の95％

が津波により被災。

被 災 の 概 要

【被災前】 栽培面積 96ha

生産者数 380戸

販売数量 3,600㌧

【24年産】 栽培面積 19.2ha

生産者数 104戸

販売数量 575㌧

【25年産】 栽培面積 26.2ha

生産者数 137戸

販売数量 834㌧

【27年産】栽培面積 59.1ha

生産者数 218戸

販売数量 2,476㌧

経営再開の状況等
● ＪＡが国の補助事業を活用し、ハウスの復旧等を行うとともに、県内や栃

木県から無償で苗の提供を受け、被災面積のうち2割程度で栽培を再開し、

23年11月中旬から出荷を開始。

【東日本大震災農業生産対策交付金】

・大型ハウス・高設ベンチの補修、パイプハウス等生産資材の導入

23年度 事業費 約10億円 うち国交付金 約5億円

24年度 事業費 約0.6億円 うち国交付金 約0.3億円

【東日本大震災復興交付金】

（24年度～25年度） 総事業費 約205億円（計画時点）

・両町いちご団地整備 ７団地（151戸）用地 103ha  栽培施設 41ha

内訳 亘理町 ３団地（99戸） 用地 64.8ha  栽培施設 23.6ha

山元町 ４団地（52戸） 用地 38.0ha  栽培施設 17.4ha

・いちご選果場 用地 1.8ha 施設 0.4ha

２．取組の内容と特徴

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成2８年３月 一部更新＞
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参考資料 ［みやぎ亘理農業協同組合］

現場写真

亘理町 逢隈小山地区（代替地）
苗の定植（23年10月）

（東日本大震災農業生産対策交付金）

23年11月中旬から出荷を開始

亘理町 浜吉田いちご団地

25年9月
（東日本大震災復興交付金）

亘理山元いちご選果場

25年11月
（東日本大震災復興交付金）

被災の状況 山元町 Ｙ生産組合 苗の定植（23年9月）
（東日本大震災農業生産対策交付金）
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● 亘理町の基幹作物であるいちごの生産者と同様に、花き・野菜の生産者も震災により被災。

● 亘理町は、花き及び野菜団地についても、いちご団地や集出荷施設と一体的に整備する方針を決定。町

内に整備するいちご団地のうち、「逢隈団地」を花き・野菜（５名分）を含めた混合団地として整備する

こととした。

● 被災したＪＡみやぎ亘理の花き生産者３戸のうち、2戸がこの「花き・野菜団地」に参加し、キク栽培

の再開を目指すことに。（他の１戸は、別途施設を再建し、ばら栽培で営農再開している。）

１．取組のきっかけ

（取組主体名） みやぎ亘理農業協同組合（キク生産者）

（所 在 地） 宮城県亘理郡亘理町逢隈地区

～いちごだけじゃない亘理の施設園芸 キクも復興～

● いちごと同様に早期再開を目指し支援策等を検討したものの、なかなか調整が進まなかったが、東日本

大震災復興交付金を活用した野菜と花きとの一体的な団地整備により、営農再開を果たすことができた。

● 25年産については、キクの需要期であるお盆（旧暦）向けの出荷が非常に重要であるため、いちごや

他の野菜のハウスに先駆けて引き渡しを受け、栽培にこぎつけた。

３．これまでの苦労話

● 新たな施設での栽培は初めてであることから、現在はおおむね順調に生育しているが、全てが未知数で

あるため、慎重に栽培に取り組みながら、徐々に栽培面積を拡大していきたいと考えている。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

ＪＡみやぎ亘理の花卉生産者部会（24戸で

構成）のうちキク部会（10名）では、被災前

から亘理町逢隈地区を中心にキクを栽培。

被災前の栽培面積 約65a（平成22年）

※今回栽培を再開した生産者２戸分

・震災前から輪ギク、ばら栽培を行っ

ていた生産者３戸が、津波被災によ

りハウスが流出するなどの大きな被

害を受けた。

・平成23年、24年と栽培を断念せざ

るを得なかった。

被 災 の 概 要

● いちご団地に隣接する形で、「花き・野菜団地」を整備し、担い手の

育成と新たな生産体系の構築を図り、生産者の早期自立を目指す。

● 亘理町は、団地の整備のため、東日本大震災復興交付金を活用

事業名：「震災復興畑団地整備事業「亘理地区」のうち

花き・野菜団地造成事業」

・事 業 費 ： 332,547千円（うち国費：166,273千円）

・事 業 量 ： 造成面積2.0hａ

・施設面積 ： 1.1hａ（花きの育苗、野菜を含む）

２．取組の内容と特徴

花き・野菜団地に参加した
２戸の経営規模

【22年産】（被災前）
◎ 栽培面積 65a

【23・24年産】
◎ 栽培面積 0a

【25年産】
◎ 栽培面積 50a

経営再開の状況等

《野菜・花き団地で栽培を再開 平成２５年産“お盆”向けから出荷》

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災復興
交付金活用事例

＜平成26年３月 掲載＞
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参考資料 ［みやぎ亘理農業協同組合（キク生産者）］

現場写真

定植中のハウス（一部） お盆出荷にむけて順調に生育

○被災から復興への取組

○現在の状況

花芽がしっかりついている

栽培の全景

出荷間際の輪ギク
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○ 乾燥調製施設は、省力化を図るためレイアウトを工夫し、色彩選別機と精

米機も導入した。

○ 転作には、飼料用米を生産している。

○ 販売先については、卸業者や米穀店を自ら販路開拓した。

【事業内容】

乾燥調製施設整備、育苗ハウス整備（３棟×5.4m×50m）、トラクター、

田植機、自脱式コンバイン等の導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】…40,192（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…19,632（千円）

（うち6,887（千円）は､公益財団法人ヤマト福祉財団による「東日本大震災

生活・産業基盤復興再生助成金に基づく」）

【 23年産 】

○水稲

作付面積 ０ｈａ

生産量 ０トン

販売額 ０円

【 24年産 】

○水稲

作付面積 7.5ｈａ

生産量 36トン

目標販売額 550万円

○ 東日本大震災農業生産対策交付金実施要綱・要領の改正（平成23年12月６日施行）を受け、『地域の農

業生産の復旧・復興に資する共同利用施設の新設』として乾燥調製施設を設置した。このため、構成員のみ

では面積不足であり、委託者確保に苦労している。

○ 農地復旧工事が遅れているため、平成24年に稲作再開できた構成員は５戸中２戸に留まっている。

○ 事業申請書類の作成及び自己負担分の資金調達に苦労した。

・藤田地区（山元町山下地区内）は、合計842ha

の農地があり、稲作を中心に転作の麦・大豆の

水田経営が行われていたが、震災により沿岸部

を中心に約650haの農地が津波の被害を受け、

水稲の作付が不可能となった。

・また、本地区の個人所有の多くの農業用機械等

も流出、破損した。

○ 津波で家屋と農業生産施設機械・資材を失った稲作農家５戸が、「個人の資力・労力による復旧は、極めて

困難」と判断。自らの稲作経営再建と併せて、地域の復旧水田の稲作作業受託を見据えて、生産組織を設立。

東日本大震災農業生産対策交付金等を活用し、育苗ハウスと乾燥調整施設ほか農業用機械・資材一式を導入。

○ 平成23年12月に交付金事業に応募。宮城県農業公社や山元町の支援を得て事業計画作成し、平成24年１

月に割当内示を受けて事業着手。乾燥調整施設は翌債繰越となったものの、24年秋作業から稼働。

■ 組織のプロフィール

山元町アグリカルチャーは、津波で被災した
個別経営稲作農家５戸（うち認定農業者２戸）
が、春・秋作業共同による経営再建を目指し、
平成23年10月に設立。

津波被災前の水稲作付面積は5戸合計20ha
超。25年度までに作業受託を含めて50ha規
模を目指している。

１．取組のきっかけ

２．取組の内容と特徴

○ 津波で被災した山下地区の水田営農の担い手となり、組織の法人化を目指す。

○ ６次産業化に向けた取組として、白米・おにぎりの販売を行い、所得の向上を目指す。

○ 水稲直播栽培に取組み、コスト低減を図る。

４．課題と今後の展望

３．これまでの苦労話

（取組主体名） 山元町アグリカルチャー

（所 在 地） 宮城県山元町山下地区

～津波被災地で新しい施設・機械を使って稲作を再開～

復興取組事例
～東日本大震災
農業生産対策交
付金活用事例～

被 災 の 概 要

経営再開の状況等

＜平成25年３月 掲載＞
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参考資料 ［山元町アグリカルチャー］

現場写真

乾燥調製施設

施設内部 １

施設内部 ３

施設内部 ２
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● 津波で壊滅的被害を受けたいちご栽培施設を、「個人の資力・労力により復旧するのは、極めて困難」と

判断。「震災復旧事業（東日本大震災農業生産対策交付金等）を活用した、協業によるいちご経営の再建」

を目指し、交付金要綱要領制定の翌月（23年６月）に、３人で法人を設立した。

● 平成23年７月に交付金事業に応募。山元町、宮城県農業公社、宮城県亘理農業改良普及センターの支援を

得て事業計画を作成し、同年10月に割当内示を受けて事業着手。工事を先行させた２棟では、年内に定植し、

翌３月に収穫を開始した。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 山元いちご農園株式会社

（所 在 地） 宮城県山元町花釜地区

～津波被災地で大規模に復活したいちご経営～

● 被災後の早い時期に事業申請したため、申請事務、用地の集積等で苦労した。

● 被災前の土耕栽培から高設栽培（養液栽培）に変わったために技術的に苦労した。

３．これまでの苦労話

● 高設栽培（養液栽培）技術、環境制御技術、IPM(総合的病害虫・雑草管理)技術の向上。

● 太陽光温水の活用など環境に配慮した取組の実施。

● ６次産業化を目指し、流通・販売・加工の新たな取組を開始。

● 地域を活性化するため、観光いちご園や直売所の運営等の取組を拡充。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

山元いちご農園株式会社は、津波でいちご

栽培施設を流失した個別経営農家が、協業経

営での再建を目指し、平成23年６月に設立。

経営規模は、いちご1.7ha

構成員は、役員３名

・震災により仙台いちごの産地である

山元町では、栽培面積37.8haのうち

98％に当たる、37haが大きな被害

を受けた。

・津波被害により、当地区の農業用施

設・機械は全壊、流出した。

被 災 の 概 要

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

● 用地を１カ所に集積し、施設設備を建設したことにより低コスト化を図った。

● 太陽光温水を活用し、省エネ・低コスト化に取り組んでいる。

● 従業員18名のうち10名の被災者を雇用している。

● 法人経営とし、複式簿記、社会保険・雇用保険加入を実施している。

● 販路を開拓し、仲卸、スーパー、大手コンビニ、菓子業者等に販売している。

【事業内容】

鉄骨ハウス整備（2,160㎡×８棟）、夜冷育苗施設整備（168㎡×１棟）

園芸用資機材の導入（育苗用ハウス資材、種苗等）

【東日本大震災農業生産対策交付金】…197,199（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…98,599（千円）

２．取組の内容と特徴

【 24年産 】 (H24.3～H24.6)
○いちご
作付面積 8,500㎡
生産量 13㌧

【 27年産 】 (H26.10～H27.9)
○いちご

作付面積 17,280㎡
生産量 81 ㌧

経営再開の状況等

＜平成28年３月 一部更新＞
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参考資料 ［山元いちご農園株式会社］

現場写真

鉄骨ハウス(事業対象施設)

高設ベンチのいちごの生育(事業対象設備)

厳選したいちごを販売中
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● 津波被害があったものの、①倒壊を免れた土蔵に貯蔵してあったぶどう原液の一部が無事であったこと、②

家族及び従業員が迅速な避難により津波被害を免れ全員無事であったこと、③取引先から励ましや経営再開の

要望があったこと、④取引先や知り合いによる復旧に向けた無償の支援があったこと、⑤被災地の産業復興の一

助のため、町内特産品の加工製造の受皿としての役割を町から期待されていたこと等により経営再開を決意。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 田所食品株式会社

（所 在 地） 宮城県山元町山寺地区

～ぶどう液の復活と山元町６次化ブランドの確立を目指して～

● 生活再建と並行して復旧に取り組まなければならなかった。

● 販売金額は一定程度確保しているが、原料調達及び果汁加工を外部対応にせざるを得ず、時間、労力及び

コストの負担が増大した。

３．これまでの苦労話

● 新たに造成するぶどう園において、ぶどうは経済的に採算が取れるまで７年程度かかり、それまでの外

部調達コストがかさむこと。

● 新商品の開発 ・山元町の基幹産業のイチゴを使った100％ジュースを、試作中。

・りんごジュースについては、山元町統一ブランド化で平成26年に販売予定。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

大正７年創業の田所食品（株）は、古くから

続く山元町のぶどう生産及び加工を引き継ぐ数

少ない法人。自家栽培の原料ぶどうを生産加工

し、１～２年熟成したこだわりのぶどう液を

「マルタの果汁」として販売。家族４名（店主

が認定農業者）、雇用者４名で経営。

・山寺地区の沿岸部の農地は、津波による
浸水やガレキの散乱等甚大な被害。

・当社のぶどう園も津波により浸水し、ぶ
どう樹及びぶどう棚が流出したほか、果
汁加工施設や作業所、隣接する自宅も津
波により全壊。

・被災前のぶどう園の経営規模は２ha。

被 災 の 概 要

● 東日本大震災農業生産対策交付金によりぶどう園1.3ｈａの造成及び果

汁加工施設を整備。

● ぶどう園は被災前の経営面積に満たないものの、今後順次拡張し、加工用

ぶどうのほか、隣接する大規模実証圃の実証成果を踏まえながら生食用ぶ

どうや他品目の栽培を行い、いちご産地と連携した観光農園の展開を模索。

● 果汁加工施設は被災前施設と同規模（649.54㎡）ながら、これまでの

ぶどう加工に加え、町内産りんごの受託加工、さらに町特産品のいちごや

トマトのジャム、ピューレなどの新たな加工品開発も視野に入れており、

同社が山元町の産業復興（雇用者4名）と６次産業化推進の一翼を担うこ

とが期待されている。

【事業内容】

処理加工施設整備、園地造成、生産資機材の導入

【東日本大震災農業生産対策交付金】…190,863（千円）

【宮城県早期再興対策事業補助金】…93,073（千円）

２．取組の内容と特徴

【H25年出荷量】
67,620 ℓ

＜内訳＞
・自社分（ぶどう)

31,000 ℓ

・県内生産者からの委託
（りんご、トマト､ブルーベリー）

4,220 ℓ

・その他委託(トマト､ぶどう)
32,400 ℓ

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成26年３月 一部更新＞
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参考資料 ［田所食品株式会社］

現場写真

新たに整備した果汁加工施設
（平成25年度から本格稼働）

造成園地に隣接する大規模実証圃

田所食品（株）が受託管理

生食用ぶどう（シャインマスカット、巨峰）、
キウイフルーツ及びレッドカーランツを植栽

造成園地（H24.9時点）

将来展望を語る田所氏
※表土飛散を防ぐため雑草を放置

施設内を案内する田所氏
（果汁冷却装置の前にて）

作業の省力化のため果汁自動充填機（左）及びラベル自動貼付機（右）を導入
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● 被災農家が持つ栽培ノウハウを活用して、チンゲンサイの大規模栽培を開始。

ＧＦは役員５名以外にも被災農家を従業員として受け入れている。

● 白石市深谷地区は、稲作の個人経営が中心で農地の集約が進まず、後継者も

少なかったが、ＧＦの参入により地域が活性化。地域の若い後継者候補の雇用

の場にもなっている。

● 白石市は、農地の貸借等ＧＦと地元との調整や東日本大震災農業生産対策交

付金の活用等を支援。県大河原農業改良普及センターは、土壌調査や栽培技術

等を支援。

【事業内容】

パイプハウス122棟（1棟あたりの平均的大きさ：4.5m×50.4m）、集荷貯

蔵施設（約240㎡）

【東日本大震災農業生産対策交付金】…66,720（千円）

【宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金】…33,360（千円）

【 23年産 】

○チンゲンサイ

生産量 100 ㌧

販売額 2,100万円

【 26年産 】

○チンゲンサイ

生産量 619 ㌧

販売額 8,396万円

● 被災農家は名取市の仮設住宅から片道40キロを１時間かけて毎日白石市まで通い､土を起こして一から栽

培を始めた。当初は、沿岸部と土質が違うため栽培管理等に苦労した。

● ハウスが完成し、本格的に経営に乗り出した矢先の平成24年４月３日に、爆弾低気圧による強風でハウス

27棟が全半壊したが、ＧＦの自己資本により速やかに復旧した。

・（有）蔵王グリーンファーム（以下「ＧＦ」とい
う。）の役員５名は、名取市北釜地区で被災。

・同地区は、葉菜類を中心とする県内有数の施設
園芸地帯だったが、津波により農地、家屋とも
に壊滅的な被害を受けた。代替地の確保も困難
であるため、同地区での営農再開は難しい状況。

● 営農再開の目処が立たない名取市北釜地区の被災農家に対し、旧知の（株）カキヤの菊地会長が「白石市で

再起を図らないか」と声をかけ、GＦの役員として5名を迎え入れたことがきっかけ。

■ 組織のプロフィール

水産加工品等の製造販売を行う（株）カキヤが、

平成14年に農作物の生産・販売等を目的とする会

社として創設。23年７月、白石市が認定農業者に

認定。経営規模はチンゲンサイ８.７ha。販売額

は８，３９６百万円（平成2６年）

１．取組のきっかけ

２．取組の内容と特徴

● 生産体制を強化し､震災前に仙台市場の８割を占めていた北釜地区のチンゲンサイを元の水準まで回復さ

せる。

● 商品の差別化や販路の拡大のほか､付加価値の高い加工品の開発等にも取組み､利益率の向上を図る。

● 今後は、白石市が被災地域農業復興総合支援事業（東日本大震災復興交付金）を活用して白川内親地区に整備

しているパイプハウスや関連施設において、更に多くの被災者や新規就農者を受入れていく計画である。

４．課題と今後の展望

３．これまでの苦労話

（取組主体名） 有限会社 蔵王グリーンファーム

（所 在 地） 宮城県白石市深谷地区

～被災農家とともにチンゲンサイの大規模栽培を開始～

復興取組事例
～東日本大震災
農業生産対策交
付金活用事例～

被 災 の 概 要

経営再開の状況等

＜平成2８年３月 一部更新＞
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参考資料 ［有限会社 蔵王グリーンファーム］

現場写真

肉厚で高品質のチンゲンサイは好評

白石市で再起を図る､新役員の皆さん

集出荷貯蔵施設で出荷調整を効率化

被災者や新規就農者を受け入れ
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● 相馬市は被災農家の迅速な営農再開を支援するため、公益財団法人ヤマト福祉財団 の「東日本大震災生

活・産業基盤復興再生募金」事業へ「農地復旧復興（純国産大豆）プロジェクト」で応募。

● 当該事業により取得した農業機械が有効活用されるよう、機械の貸与先を「法人」に。

● 市長からの強力な働きかけで、それまで各地域のリーダーだった４名が結束し法人「合同会社 飯豊

ファーム」を設立。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 合同会社 飯豊ファーム

（所 在 地） 福島県相馬市（程田地区・新田地区）

～４名の農家が結束、大豆で営農再開へ～

● 短期間（約10日程度）での法人化となり、合意形成のための時間が十分とれなかった。

● 個人経営してきた４名の意見のぶつかり合いが多く、協調するのに苦労した。

３．これまでの苦労話

● 平成25年産大豆の放射性物質検査の結果はすべて基準値以下であり、平成26年度は作付面積を50ha

に拡大。４年後には大豆の作付面積を100haまで拡大予定。また将来的には若い人を雇用し、相馬伝統

の醸造技術を生かした味噌、醤油や豆腐を製造・販売し、大豆から広がる６次産業化を目指す。

４．課題と今後の展望

● 相馬市は、公益財団法人ヤマト福祉財団の「東日本大震災生活・産業

基盤復興再生募金」事業に、「農地復旧復興（純国産大豆）プロジェク

ト」で応募し、各種農業機械を取得。営農再開の１歩を後押しできれば

と事業を進め、農業機械を３つの農業法人に貸与。

● 各地域のリーダーだった４名は 「営農継続が困難になった地域の人を

助けたい」との思いもあり、合同会社飯豊ファームを設立し営農再開の

ため立ち上がった。相馬市から農業機械（トラクター10台、コンバイン

２台、ブームスプレーヤー３台、その他アタッチメント19種）を借受け、

被災農地において大豆を生産

● 24年度は、除塩の終わったほ場11haで試験的に栽培

● 25年度は、41haで栽培し、単収は170kg/10a

２．取組の内容と特徴

【 ２４年産 】 作付面積

○大豆 11ha

○水稲（個人作付の計） 30ha

○小麦（個人作付） 1ha

【 25年産 】 作付面積

○大豆 41ha

○水稲（個人作付の計） 20ha

○小麦（個人作付） 2ha

経営再開の状況等

■ 組織のプロフィール

合同会社 飯豊ファームは、被災からの営農

再開を目的に平成24年４月２日設立した。

構成員は４名。平成24年の経営規模は大豆

11ha。

（構成員個々で水稲と麦の作付け有り）

・相馬市程田地区及び新田地区は、津

波による農地浸水の他、農業機械の

流出等で甚大な被害を受けた。

・ 福島第１原子力発電所事故による風

評被害も継続。

被 災 の 概 要
ほどた にいだ

＜平成26年３月 一部更新＞
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ヤマト福祉財団「農地復旧復興プロジェクト」

参考資料 ［合同会社 飯豊ファーム］

現場写真

借受けた機械での培土作業 大豆作付けほ場

「広報そうまウェブ できごと」より
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● 平成23年度の樹体洗浄や樹の強剪定等、産地の除染協力もあり、平成24年度の原料柿の検査において

は、加工を自粛している伊達地方の中でも、放射性セシウム濃度が大幅に低下した地域が確認された。

● これを受けて、伊達地方の関係機関・関係団体は、平成25年７月に「福島県あんぽ柿産地振興協会」

を立ち上げ、統一的な農業生産工程管理（GAP）の導入、安全な原料柿の確保、出荷時の検査体制を構築

し、25年産からの加工・出荷再開へ向けた取り組みを行うこととなった。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 福島県あんぽ柿産地振興協会、

伊達市、桑折町、国見町地域農業再生協議会

～あんぽ柿の産地再開にむけた取組～

● 加工再開モデル地区の設定にあたり、各地域農業再生協議会内で、加工再開ができる地区とできない地

区との区分けが難しかった。

３．これまでの苦労話

● ①加工自粛解除に向けた、高リスク園地の伐採・改植の推進。②加工・出荷拡大のため、安全な原料柿

の確保及び原料柿の売買。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

○ 福島県あんぽ柿産地振興協会

伊達市、桑折町、国見町の各再生協議会、全農福島、

JA、県等関係機関で構成。出荷時の放射性セシウム検

査の統一基準の設定、GAPの推進、市場等での求評会

等、各機関との連携調整を行う。平成27年度から福島

市の関係機関も参加。

○ 伊達市、桑折町、国見町 各地域農業再生協議会

あんぽ柿の主な産地。市や町、JA等で構成。

■ 組織のプロフィール

○ 福島県あんぽ柿産地振興協会

伊達市、桑折町、国見町の各再生協議会、全農福島、

JA、県等関係機関で構成。出荷時の放射性セシウム検

査の統一基準の設定、GAPの推進、市場等での求評会

等、各機関との連携調整を行う。平成27年度から福島

市の関係機関も参加。

○ 伊達市、桑折町、国見町 各地域農業再生協議会

あんぽ柿の主な産地。市や町、JA等で構成。

・福島第一原子力発電所事故に伴う放射性

物質の拡散により、あんぽ柿の主産地で

ある伊達地方を中心に、平成23年・24

年の２年間にわたり加工を自粛。

・これまでの取引先では、他産地の干し柿

が代替で納品され、ブランド商品が消滅

するという危機的な状況に。

被 災 の 概 要

● 安全な原料柿の確保のため、幼果期に放射性セシウム濃度検査を実施し、基準

をクリアした地区を「加工再開モデル地区」に設定し、原料柿が加工可能か確認。

● 加工再開モデル地区内の全ての加工場・干し場の清掃を行い、衛生管理を徹底

し、二次汚染を防止。

● 加工された「あんぽ柿」は、出荷前に全量非破壊検査を実施し、放射性セシウ

ム濃度を測定。スクリーニングレベル（50Bq／㎏）を超えた場合は、箱単位で

出荷をストップ。

● 東日本大震災農業生産対策交付金を活用し、以下の事業を実施。

（平成2６年度事業費合計６９１百万円）

（平成2７年度事業費合計３０５百万円）

・福島県あんぽ柿産地振興協会

GAPの推進、非破壊検査機器の導入（３３台）、検査体制の整備、市場求評会

の実施

・伊達市、桑折町、国見町 各地域農業再生協議会

GAPのチェックシート作成・生産者への指導、幼果期及び収穫前検査の支援

２．取組の内容と特徴

○あんぽ柿の出荷量及び加工
再開モデル地区数

【 震災前 （平成20～22年の平均）】
・1,542トン

【 25年産 】
・約200トン（震災前の約13％）

【 26年産】
・約500トン（震災前の約３２％）

【 27年産】
・約907トン（震災前の約５８％）

【 28年産】
・1250トン（目標）
（震災前の約８０％）

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成2８年７月 一部更新＞
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参考資料 ［福島県あんぽ柿産地振興協会等］

現場写真

加工場

干し場

幼果期検査

安全なあんぽ柿の加工・出荷再開にむけて

あんぽ柿は、製造過程で果実に含まれる放射性セ

シウムが濃縮されることから、徹底した放射性セシ

ウム対策が求められます。

このため産地では、あんぽ柿の出荷再開に向け、

次のような放射性セシウム対策を進めてきました。

平成23年度より、柿の樹体洗浄、汚染濃度が高い

枝の剪定を実施しました。

平成24年度は、原料柿の汚染状況等把握のために、

全生産者の原料柿検査、樹体内の移行確認、剪定の

効果確認、干し場の除染方法の検討を行いました。

平成25年度は、加工再開モデル地区を設定し、加

工場・干し場の清掃、幼果期検査や収穫前検査、出

荷前の非破壊検査を実施し、安全なあんぽ柿を出荷

しました。

平成２６年度は、引続き、加工再開モデル地区の

拡大と、加工場・干し場の清掃、幼果期検査や出荷

時の非破壊検査等を実施し、生産・出荷を拡大しま

した。

平成2７年度は、福島市が新たに産地振興協会へ

参加。一定の条件を満たした原料柿の売買を認めま

した。

今後の加工・出荷拡大に向けて、ＪＡが、あんぽ

柿加工選別包装施設、「あんぽ工房未来」を伊達市

に建設しました。（２８年６月完成）

（写真左：樹体洗浄、写真右：樹の強剪定）

出荷時の非破壊検査

◇放射性セシウム低減対策（平成23年度）
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● 仮に３年、４年と栽培空白期間が長くなった場合、自らの栽培技術の低下を懸念。

● 京浜市場で高い評価を受けていた産地とはいえ、長期間出荷ができない場合、代替産地にこれまで自分

たちが築いてきたシェアを奪われる恐れ。

● 東北有数のトルコギキョウの産地の名を消さないように、本格栽培に向け試験栽培をスタート。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） あぶくまカットフラワーグループ

（所 在 地） 福島県伊達郡川俣町山木屋地区

～あぶくまトルコギキョウの名は消さない～

● 試験実証栽培をはじめるに当たって、ハウス周りの除染を優先的に実施しなければならないため、町、

県、国等の関係機関との調整が必要だった。

● 計画的避難区域は、宿泊はもちろんのこと夜間、早朝の出入りに制限があるため、栽培するハウスの場

所（自宅）まで、借り上げ住宅からの通勤を余儀なくされていた。（平成25年８月から避難指示解除準

備区域に再編された。）

３．これまでの苦労話

● 平成25年9月9日に開いた検討会（市場関係者も参加）では、一定の評価を得られたことから、来年は

栽培を再開し、被災前と同等以上の品質確保にグループが全体で取り組む。

● 栽培の再開は、農地の除染と一体で進める必要があり、除染の進捗状況が課題となっている。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

あぶくまカットフラワーグループは、平成

２年に設立。トルコギキョウを中心とした花

きの栽培を手がける8戸のメンバーで構成。

＜被災前の経営状況＞

H22の花きの経営規模：360a

H22の花きの産出額 ：約１億円

・福島第一原子力発電所事故により、山木

屋地区が「計画的避難区域」に指定。栽

培中の花は、全て放棄することとなった。

・汚染されたハウスや周辺の片付けができ

ないまま、メンバーは町内外の仮設住宅

等へ避難。平成23年と24年の2年連続

で栽培を断念していた。

被 災 の 概 要

● 38品種（7,120本）の試験実証栽培、花の日持ち試験を実施。

● 生産物の花き市場や実需等の評価を確認（求評）。

● 栽培再開に向け、福島県営農再開支援事業を活用。

・事業費（見込み額）：100千円（うち国費：100千円）

・事業量：トルコギキョウの試験実証栽培３ａ（検討会の開催、求評の

ための旅費、生産資材等、38品種の栽培管理費など）

● 本事業の成功（中間検討会で高評価）に加え、山木屋地区のほとんど

が８月に「計画的避難区域」⇒「避難指示解除準備区域」に見直され、

平成26年春に栽培を再開する可能性が高くなった。

２．取組の内容と特徴

【24年産】
○ 栽培面積 0a

【25年産】
○ 試験実証栽培面積 3a

【26年産】
○ 除染の進捗状況に応じ
て８戸が栽培を再開する
見込み

経営再開の状況等

《試験実証栽培で、栽培再開への第一歩を踏み出す 川俣町山木屋地区》

～ 復興取組事例 ～

福島県営農再開支援
事業活用事例

＜平成26年３月 掲載＞
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参考資料 ［あぶくまカットフラワーグループ］

現場写真

（H25,9） 関係者等を招いて開催された現地検討会のトルコギキョウ。

（H24,9）被災から1年半手つかずのハウス （H25,6）38品種の苗をハウスに定植

（H26,2） 実績検討会を開催しトルコギキョウ実証栽培の結果等が報告された。

○被災から復興への取組

○現在の状況
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● 販売生産量80,000羽を目標に、町をあげて川俣シャモのブランド化、消費拡大に取り組んできたが、原

発事故によって生産・販売が大きく減少。そのため、屋内での飼育や出荷時の放射性物質検査を徹底するな

ど、関係者が一体となって消費者の懸念払拭に努めたことにより需要は徐々に回復。

● 一方で、素ヒナ供給の一部を担う育雛農家が休業したことにより、育雛スペース・能力が不足し、安定的

な素ヒナ生産・供給に支障が生じている状況。需要に応え、さらに生産拡大を図るためには、安定的な素ヒ

ナ供給体制の再構築が不可欠であることから、施設の整備を決意。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 有限会社 川俣シャモファーム

（所 在 地） 福島県伊達郡川俣町

～「川俣シャモ」のさらなる拡大を目指して～

● 原発事故の影響により販売量が激減したことから、種卵や雛の減産を強いられた。

● 肥育期間は従来屋外で飼養していたが、原発事故により屋外飼育が全面的に禁止となり、対応に苦労した。

● 育鶵スペースの不足により、現状の育鶵施設をフル稼働させて対応していることから、疾病や事故防止の

ため観察回数を増やすなど、より一層細心の注意をはらっている。

３．これまでの苦労話

● 販売出荷羽数80,000羽を目標に体制を再整備。川俣シャモのさらなる販路の開拓・拡大が不可欠。

● 生産者（肥育農家）の高齢化が進んでいることから、安定生産を図るため、川俣シャモファームがヒナ生

産から肥育まで一貫生産へ取り組むことを検討している。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

平成17年度に川俣シャモ生産農家や(株)川俣町農業振興公
社等の出資により設立。

・代表取締役 斎藤 正博（従業員数２名）
・施設概要 孵化施設１棟、種鶏舎２棟、育雛舎１棟
・種鶏飼養羽数 約1,100羽
・雛出荷数 73,000羽（平成29年現在）

川俣シャモは、飼育農家や(株)川俣町農業振興公社との連
携により、飼育から流通まで町内一貫体制で生産・販売。

(有)川俣シャモファームは、主に種鶏からの採卵及び素ヒ
ナの生産・供給部門を担当。

■ 組織のプロフィール

平成17年度に川俣シャモ生産農家や(株)川俣町農業振興公
社等の出資により設立。

・代表取締役 斎藤 正博（従業員数２名）
・施設概要 孵化施設１棟、種鶏舎２棟、育雛舎１棟
・種鶏飼養羽数 約1,100羽
・雛出荷数 73,000羽（平成29年現在）

川俣シャモは、飼育農家や(株)川俣町農業振興公社との連
携により、飼育から流通まで町内一貫体制で生産・販売。

(有)川俣シャモファームは、主に種鶏からの採卵及び素ヒ
ナの生産・供給部門を担当。

東京電力福島第一原子力発電所事故

の影響により、計画的避難区域内の育

雛農家１戸（5,000羽規模）が休業。

また、屋外での飼育が禁止されると

ともに風評被害による需要減少により、

震災直後の平成23年には、雛出荷数が

前年比55.8％と大きく減産。

被 災 の 概 要

● 屋外での飼育禁止に対応し、川俣町は平成24年度に被災地域農業復興総

合支援事業（復興交付金）を活用し15棟の屋内型肥育鶏舎を整備（各肥

育農家に貸与）。

● さらに、素ヒナ供給の安定及び拡大のため、(有)川俣シャモファームに

おいて、平成26年度東日本大震災農業生産対策交付金により育雛施設１

棟（事業費23,113千円、うち国費10,700千円）を整備（平成27年３月

に完成）。

● これにより、肥育農家へ出荷する素ヒナの供給能力は65,000羽から

72,000羽規模に増強。

２．取組の内容と特徴

関係者の懸命な努力によって

需要は概ね回復。それに伴い、

(有)川俣シャモファームでの素ヒ

ナ生産羽数も平成25年には震

災前と同等程度に回復した。育

鶵施設の整備により、現在は安

定的にヒナを供給できている。

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成３０年８月 一部修正＞
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参考資料 ［有限会社 川俣シャモファーム］

現場写真

川俣シャモファーム種鶏施設（平成18年度 強い農業づくり交付金活用）

川俣シャモ（成鶏）
※写真は川俣町農業振興公社ＨＰより引用

（有）川俣シャモファーム
代表取締役 佐藤 治 氏 （Ｈ26当時・現会長）

雛出荷先である農家の肥育鶏舎
（平成24年度 被災地域農業復興総合支援事業（復興交付金）活用）

新たに増設した育雛鶏舎
（平成26年度 東日本大震災農業生産対策交付金活用）

-72-



● 水稲作付け不能による農業収入の減少を補完するため、ＪＡが水稲以外の作物として大豆の作付けを緊

急かつ迅速に決断。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 白河農業協同組合（ＪＡしらかわ）

（所 在 地） 福島県白河市

～水稲作付け不能を契機に大豆団地創設。
２年目以降も維持・拡大へ～

● 水稲作付不能と判明後、短期間（１ヵ月）のうちにＪＡで大豆生産計画を立て、大豆生産に半信半疑の

農家を説得するため収益試算表を作成し、農家向け説明会を10回以上実施。（24年度も４回実施）

３．これまでの苦労話

● 転作団地の維持（ブロックローテーションの実施）

● 「かあちゃん愛情納豆」（次項参照）に加え、きなこの製造・販売等、大豆加工品の生産拡大。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

《ＪＡしらかわ》

組合長 小室 信一 正組合員 6,001人

昭和49年３月に９農協が合併

《JAしらかわアグリ》

農作業受託、農業経営、農産物の生産加

工・販売等の事業を行うため、ＪＡしらかわ

の子会社として平成22年12月24日設立。

・隈戸川水系パイプラインの被災（幹

線用水路漏水11ヶ所）により、用水

確保ができなくなり、23年産水稲の

作付けが不能に。

・管内の被災面積は550ha。

被 災 の 概 要

● ＪＡしらかわは、これまで大豆作付の行われていなかった被災地区におい

て、農家に大豆生産による収益試算表を提示しつつ、23年度戸別所得補償

制度への加入を呼びかけ。

● コンバイン等の機械は、津波被災等により23年度以降営農できなくなった

地域のＪＡ（ＪＡそうま・ＪＡ双葉・農業生産法人等）からリースしたため、

初期投資なしで大豆生産の開始が可能に。

● 播種から乾燥調製までの作業は、子会社であるＪＡしらかわアグリに委託。

適期作業等の成果もあり、23年産大豆の単収は270㎏／10ａと県内有数の

高水準。

● 24年度にはパイプラインが復旧し水稲作付けが可能となったが、23年産

大豆の取組が農家に評価されるとともに、関係機関による作付継続に向けた

推進が図られた結果、大豆作付面積は前年産より拡大（74ha → 105ha）。

● 第42回日本農業賞優秀賞受賞。

２．取組の内容と特徴

○大豆作付状況

【 23年産 】
・作付面積 74ha

【 24年産 】
・作付面積 105ha

【 25年産 】
・作付面積 110ha

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成26年３月 一部更新＞
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～「みんなのダイズ」を生かした「かあちゃん愛情納豆」の製造・販売～

参考資料 ［白河農業協同組合］

現場写真

播種時の様子 大豆団地黄葉期

○ 平成24年５月「かあちゃん愛情納豆」と名付け、50グラム３個入り
を毎日36個限定販売

○「白河地方食文化伝統継承実行委員会」（JA女性部）が中心となり、
JAしらかわの「納豆製造室」にて製造

○ 試行錯誤の末、大豆を煮ずに圧力鍋で蒸すことで風味やうまみを逃が
さず粘りのある納豆に仕上げるコツをつかむことに成功

○ 行政・地域を巻き込んだ取組として、地産地消や販売促進を目指す
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● ＪＡ東西しらかわが目指す以下の目的等が、完全人工光型植物工場の果たす役割と合致。

・福島第一原子力発電所事故による地域農産物に係る放射性物質の風評被害の払拭。

・放射性物質の影響を受けることなく、また、完全無農薬での野菜生産が可能な栽培方式の模索。

・既に取り組んでいたオリジナルブランド「みりょく満点」農産物と、植物工場で栽培可能な機能性成分

をコントロールした野菜に共通する部分があった。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 東西しらかわ農業協同組合

（所 在 地） 福島県白河市表郷地区

～みりょく満点やさいの家《植物工場》～

● 福島第一原子力発電所事故による地域農産物への風評被害払拭のための各種イベントを行ったが、子を

もつ母親から理解を得るのに苦労した。

● JAとして植物工場の事例やノウハウがなかったため、千葉大学をはじめ、各方面から様々なアドバイ

スを受けたが、どのような施設・設備にするのか、選定するのが難しかった。

３．これまでの苦労話

● 風評被害の払拭に向けて、福島県のJAが植物工場に取り組んでいることを全国に発信し、産地復興の

起爆剤に。

● 生産コストの低減と機能性野菜による新しい食の提案、機能性成分をコントロールした商品開発による

「みりょく満点」農産物の底上げ。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

JA東西しらかわは平成13年３月１日に東西

白河地方の７JA（表郷、中畑、矢吹、棚倉、

矢祭、塙、鮫川）が広域合併をして誕生。

消費者から信頼される安全・安心な農産物の

生産を目指し、食物のもつ機能性が最大限高ま

るよう栽培方法を工夫したオリジナルブランド

「みりょく満点」農産物の栽培に注力。

・JA施設の被害額11億円超。

・西部地区（中畑、矢吹）では、羽鳥

通水路の破損により約600haの水

田が作付け不能に。

被 災 の 概 要

● ＪＡが完全人工光型水耕栽培施設（植物工場）を整備するのは全国初。
完全無農薬栽培が可能で、温度、湿度、二酸化炭素、日照時間等を高度
に制御できるため、露地栽培やハウス栽培よりも栽培期間を短くでき、
また、植物の機能性をコントロールすることが可能。

【東日本大震災農業生産対策交付金（平成24年度）】

総事業費 256,246千円（うち交付金118,020千円）
・高度環境制御栽培施設(完全人工光型植物工場

497.8㎡(敷地面積) 1,588㎡(栽培延面積)
・栽培品目 ミニ白菜、レタス類

雇用状況 ＪＡ専任職員2名、パートを含め15名を雇用

２．取組の内容と特徴

○ ミニ白菜、レタス類

・26年1月から試験栽培を開始、
3月から本格稼働。
・播種から収穫・出荷まで35日
を予定。
・一日当たり計画生産量は
3,000株。

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成28年3月 一部更新＞
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参考資料 ［東西しらかわ農業協同組合］

現場写真

ＪＡ東西しらかわ「みりょく満点」ブランド

JA東西しらかわが目指す満点な農産物とは、

消費者から信頼される農産物の生産にあります。

信頼される農産物といえるのは、生産された物

が安全であること、安心されるものであること

はもちろん、良質で美味しい。そして、食べる

ものだから体に良いものを。これらの条件を備

えた農産物づくりを目標にしています。そして、

食物のもつ機能性が最大限高まるよう栽培方法

も工夫した独自ブランド「みりょく満点」農産

物の栽培に力を入れています。「食べて健康に

なる。」JA東西しらかわは、そんな農作物の供

給をめざします。

（ＪＡ東西しらかわホームページより）

「みりょく満点」
ロゴマーク

ＪＡ東西しらかわ「みりょく満点」ブランド

レタス栽培ラック 作業員の方々

収穫したレタス

植物工場 全景

-76-



● 福島県酪農協は、原発事故の影響により減少した乳用雌牛頭数を緊急回復するため、県単事業と東日本大

震災農業生産対策交付金（家畜改良体制再構築支援）を活用した乳用後継牛確保対策を県内全域で推進。

● これに伴い、雌子牛の哺育育成預託の増加が見込まれるが、既存の哺育舎では収容能力が低く、今後の需

要に応えられない状況であることから、県内の乳用牛頭数の回復及び酪農家の経営安定に寄与するため、哺

育センターの能力増強を計画。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 福島県酪農業協同組合（県南哺育センター）

（所 在 地） 福島県石川郡石川町

～酪農生産基盤の回復を目指して～

● 震災後しばらくの間は、濃厚飼料の確保が難しかったため粗飼料を増やすなど、牛の飼養継続に苦慮。

● また、施設を稼動させながら、既存施設の改修・解体・新築工事を同時に進めたことから、一時的に受入

頭数の制限をせざるを得ず、その間の哺育事業の収支が悪化。

３．これまでの苦労話

● 皮膚病の蔓延防止など、集団飼養時の防疫が課題。

● 県内では大型の酪農施設の開設が予定されており、連動して預託頭数も激増することが想定される。当哺

育センターは建物の老朽化が進んでいるが、地域の酪農家の要望に応えるため、施設の改修などを検討。

４．課題と今後の展望

■ 組織のプロフィール

当哺育センターは、昭和47年、旧石川酪農組合が乳
用雄子牛の哺育センターとして設置（平成３年、交雑
種の一貫肥育体制に切り替え）。

平成6年に県内12の酪農組合が合併し、福島県酪農
協が発足したことに伴い、「福島県酪農協 県南哺育セ
ンター」として運営を継続（平成22年10月より肥育
部門から乳用雌牛の哺育育成預託に切り替え）。

・施設概要：哺育舎3棟、育成舎６棟、堆肥舎1棟
・センター長ほか職員２名で運営

■ 組織のプロフィール

当哺育センターは、昭和47年、旧石川酪農組合が乳
用雄子牛の哺育センターとして設置（平成３年、交雑
種の一貫肥育体制に切り替え）。

平成6年に県内12の酪農組合が合併し、福島県酪農
協が発足したことに伴い、「福島県酪農協 県南哺育セ
ンター」として運営を継続（平成22年10月より肥育
部門から乳用雌牛の哺育育成預託に切り替え）。

・施設概要：哺育舎3棟、育成舎６棟、堆肥舎1棟
・センター長ほか職員２名で運営

・福島第一原子力発電所事故の影響により多く
の酪農家が避難休業し、県内の酪農生産基盤
が弱体化。

・福島県酪農協傘下では、62戸の酪農家が避
難休業し、乳用雌牛約1,500頭、乳量の約
30%が減少。

・当哺育センターにおいても東日本大震災によ
る地盤沈下で、育成舎１棟が使用不能になる
などの被害が発生。

被 災 の 概 要

● 東日本大震災農業生産対策交付金を活用し、哺育舎１棟（収容頭数50

頭）及び自動哺乳システム一式を整備（事業費23,446千円、うち国費

10,939千円。平成26年３月に完成）。併せて、老朽化した育成舎１棟

（収容頭数100頭）を自己資金で改修整備。これにより、年間預託受入可

能頭数を300頭（月受入可能頭数25頭）から600頭（同50頭）に増強。

● 預託料金については、農家の負担を考慮し、整備前と同額の500円／

日･頭に設定。その後600円／頭・日に変更設定。

● 自動哺乳システムの導入により、１頭毎のミルク飲量や吸引力等のデー

タが端末管理され、牛の体調変化を常時監視。また、哺乳期間を平準タイ

プ（43日齢）と強化タイプ（57日齢）の２タイプ用意するなど、農家の

要望にきめ細かく対応。現在は強化タイプのみ。

２．取組の内容と特徴

牛舎の整備完了直後（平成
26年３月）の飼養頭数は211
頭。畜舎建設に伴う受入制
限を行ったことなどにより、平
成26年６月時点で135頭まで
減少したが、今後は、大型牧
場からの預託増加により、飼
養頭数は増加する見込。（平
成30年3月末の飼養頭数は
330頭）

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成30年8月 一部更新＞
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参考資料 ［福島県酪農業協同組合（県南哺育センター）］

現場写真

哺乳ロボット 自己資金により改修した育成舎

福島県酪農業協同組合
岩谷生産部長

県南哺育センター
大沼センター長

哺育舎内部（哺乳牛エリア） 哺育舎内部（離乳牛エリア）

哺乳ｽﾍﾟｰｽ

-78-



● 福島県浜通りの多くの酪農家が避難休業を強いられ、福島県内の酪農生産基盤全体にお

いても甚大な影響を受けた。早期復興・避難休業者の一日も早い酪農再開への希望を叶え

るため、一人でも多くの酪農家が経営再開を果たすべく大規模・共同経営方式を基本とし、

これからの酪農先進モデルを目指して「復興牧場」の実現に取り組むこととなった。

１．取組のきっかけ

（取組主体名） 福島県酪農業協同組合

（運 営 組 織） 株式会社フェリスラテ

（所 在 地） 福島市土船字新林２５－１７

～復興牧場での法人化による酪農の再開～

● 牧場周辺地域の遊休農地・耕作放棄地等を、初年度は農地中間管理機構を介して約

20haの借地を集約し、自ら牧草地への転換作業に取組み自給飼料生産を進め、６８ｈａ

まで拡大してきたが、長い間使用されていなかった農地であることから、クマやイノシシ

による食害も発生し、安定的に自給飼料を確保する努力は現在も弛まず行っている。

３．これまでの苦労話

■ 組織のプロフィール

株式会社フェリスラテは、原発事故により避
難休業した酪農家５名により平成２６年４月に
設立。平成２７年に、飼養頭数５８０頭規模
（常時搾乳５００頭規模）の搾乳牛舎、ミルキ
ングパーラー、堆肥舎等の施設整備を行い、同
年１２月から本格的な生乳出荷を開始した。

■ 組織のプロフィール

株式会社フェリスラテは、原発事故により避
難休業した酪農家５名により平成２６年４月に
設立。平成２７年に、飼養頭数５８０頭規模
（常時搾乳５００頭規模）の搾乳牛舎、ミルキ
ングパーラー、堆肥舎等の施設整備を行い、同
年１２月から本格的な生乳出荷を開始した。

・震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故

により、原乳出荷停止や飼料の供給不足によ

り県内の酪農生産基盤が弱体化。

・福島県酪農協傘下では、62戸の酪農家が避

難休業し、乳用雌牛約１，５００頭、乳量の

約３０％が減少。

被 災 の 概 要

● 平成２５年度は建設用地の選定、地域住民への理解醸成、

用地造成設計・施設建築設計、そして造成工事に取組み平成

２６年５月末に竣工。

● 平成２６年度は７月下旬より建築工事に着手したが、想定

外の転石除去が発生し、半年遅れの平成２７年９月末に竣工。

● 大規模・共同法人経営を成功させるため、先進牧場での実

地研修などで経営のノウハウを蓄積した後、経営を開始した。

２．取組の内容と特徴

・東日本大震災農業生産対策

交付金を活用した復興牧場

が平成27年９月に完成。

＜飼養頭数＞

・580頭規模

（常時搾乳500頭規模）

＜出荷乳量＞

・15トン/日前後

経営再開の状況等

～ 復興取組事例 ～

東日本大震災農業生産
対策交付金活用事例

＜平成３０年８月 掲載＞
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参考資料 ［農業生産法人(株)フェリスラテ］

現場写真

～社名の由来～
フェリス（Feliz：ｽﾍﾟｲﾝ語で「幸福」「幸せ」）・ラテ（Latte：ｲﾀﾘｱ語で「牛乳」）

この牧場から飲む人みんなを幸福にする牛乳を届けたい、
そんな５人の思いが込められた造語です。

(株)フェリスラテ全景（面積36,833㎡）

搾乳牛舎外観 ﾐﾙｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾗｰ (20頭ﾀﾞﾌﾞﾙ)

フリーバーン×ＴＭＲ給与 哺乳ﾛﾎﾞｯﾄによる哺育施設
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