
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。

39
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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。

59



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。

79


