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岩手県

宮城県

福島県

被害額計
農業関係 水産関係 林野関係

岩手県 6,633億円 688億円 5,649億円 296億円

宮城県 1兆2,952億円 5,504億円 6,897億円 551億円

福島県 3,714億円 2,395億円 824億円 495億円

合 計 2兆3,299億円 8,587億円 1兆3,370億円 1,342億円

○ ３県の農林水産関係被害額は２兆円超

○ ３県の農地の流失・冠水面積は約２万ha（うち約７割の１万４千haが宮城県）

農業関係被害の概況（岩手県、宮城県、福島県） －被害額・被害面積－

資料
岩手県：岩手県ホームページ「東日本大震災津波による農林水産業関係の被害

状況について（確報）
宮城県：宮城県ホームページ「東日本大震災による被害額（令和２年９月30日現在）」
福島県：農林水産省ホームページ「農林水産関係被害状況（平成24年７月５日現在）」

流失・冠水等
被害推定面積

岩手県 730 ha  

宮城県 14,340 ha  

福島県 5,460 ha  

合 計 20,530 ha  

資料
「農業・農村の復興マスタープラン」

(平成23年８月)

３県の農地の流失・冠水面積
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３県の農林水産関係被害額
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農地・農業用施設災害復旧事業

営農再開のための施設の復旧、営農
資材や農業用機械の導入

東日本大震災農業生産対策交付金

復旧作業を共同で行う農業者に対す
る支援金の交付（営農再開までの間
の所得確保）

被災農家経営再開支援事業

・被災地域農業復興総合支援事業
（Ｃ－４事業）
農業用機械、営農施設の整備等

東日本大震災復興交付金

地域の話し合いにより、農業経営の
再開、人と農地の問題解決

人・農地プランの作成

直轄災害関連区画整理事業等

直轄特定災害復旧事業等

農地の復旧・整備（生産基盤） 生産施設・付加価値（営農・技術）

担い手確保のためのプランづくり

農業・農村の復旧・復興関連施策の概観 －津波被災地における施策・事業の大まかな体系－

農地の大区画化・土地利用調整 生産関連施設の整備及び営農指導等

東日本大震災復興交付金

・農山漁村地域復興基盤総合整備事業
（Ｃ－１事業）
農地の復旧と大区画化

高収益・低コスト化

復興整備計画による土地利用再編
の特例

農地法の特例

コミュニティの再生

将来の農業・農村の担い手の確保
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先端プロ（食料生産地域再生の
ための先端技術展開事業）
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農地・農業施設の復旧・整備（岩手県、宮城県、福島県） －Ｒ３年３月末現在の進捗状況－

○ 農地は、津波被災した農地20,530haから農地転用されたもの等を除いた18,740haのうち、17,610ha（94％）

が営農再開可能

○ 排水機場は、復旧が必要な主要な９６箇所のうち、９６箇所（100％）で着工し、９６箇所（100％）が完了

○ 農地海岸堤防は、復旧が必要な１２１地区のうち、１１８地区（98％）が完了

農地の復旧・整備
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農地

津波被災農地（農
地転用が行われた
もの（見込みを含
む）を除く）

18,740ha

・令和２年度は、令和３年3月末で170haで営農
再開可能となった。
・一部、大区画化ほ場整備を実施。

排水
機場

主要な
排水機場
96箇所

農地
海岸
堤防

福島県の未査定
３地区を含む

121地区
・未着工地区は、福島県避難指示区域内。

復旧状況
（％）項目 被害

状況

岩手
宮城
福島

備 考

仙台東地区

９６％
（ 復旧完了又は実施中：９３機場

（うち復旧完了８５機場））

0 10     20         30 40          50         60         70         80          90       100

26.9.26撮影 仙台市

１００％
（復旧完了：96箇所）

９８％
（復旧完了：118地区）

９４％
（17,610haで営農再開可能）
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Ｒ２年度
まで累計

R３年度
（見込み）

R４年度
以降

小計
避難指示

区域

津波被災農地
（転用除く）

【復旧対象農
地】

転用
（見込み含

む）

津波被災農地
合計

岩手県 550 0 0 550 － 550 180 730 ha

宮城県 13,710 0.3 0 13,710 － 13,710 630 14,340 ha

福島県 3,350 90 910 4,350 130 4,480 980 5,460 ha

計 17,610 90 910 18,610 １30 18,740 1,790 20,530 ha
津波被災農地 （転用
等除く）に対する割合 94% 1% 5% 99% 1% 100%

〇 営農再開可能面積は、岩手県１００％、宮城県９９％、福島県７５％、全体で９４％の進捗
〇 宮城県は、令和３年度までに工事を完了する予定

＊四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。

農地の復旧状況と今後の見通し （令和３年３月末現在）

農地の復旧・整備（生産基盤）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

岩手県
津波被災農地
面積（農地転用
等除く） 550ha

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

福島県
津波被災農地

面積（農地転用
等除く） 4,480ha

Ｒ２年度まで営農再開
3,350ha (75%)

農地転用等
180ha

農地転用等
630ha

農地転用等
980ha

Ｒ２年度まで営農再開
550ha (100%)

R３年度末 営農再開可能0.3ha (１%)

今後、営農再開可能見込み 910ha(20%)
（避難指示区域解除済み面積を含む）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Ｒ２年度まで営農再開
13,710ha (99%)

宮城県
津波被災農地
面積（農地転用
等除く）13,710ha

避難指示区域130ha (3%)R３年度末 営農再開可能90ha (2%)

－5－

http://www.maff.go.jp/e/index.html


耕 起

地下排水

○農地の除塩

地表排水

湛水・代かき 静 置排 水 工 事

塩分濃度が0.1％以下に
なるまで繰り返し

がれき除去

堆積土砂の撤去 畦畔復旧

被災直後の農地 復旧後の農地

営農が再開され
まもなく収穫の状況

○農地の復旧

津波被災農地は塩分を含んで
いるところが多く、除塩を実施

津波による浸水のあった農地ではがれきを片付けてから多くの農地で除塩事業を実施。

－6－

農地のがれき撤去から営農再開までの流れ

農地の復旧・整備（生産基盤）
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農地の復旧・整備 －排水機場・農地海岸堤防－

【排水機場の復旧の流れ】

【農地海岸堤防の復旧の流れ】

応急用ポンプ設置 水路のがれき処理

応急仮堤防の設置

○ 沿岸部では、津波により海岸堤防が破壊

○ ほとんどの排水機場の機能が停止し、地盤沈下による影響も加わり、地域の排水機能が大きく低下

○ 二次災害防止の観点から、排水機場の仮応急復旧や応急仮堤防の設置等を行い、本格復旧工事を実施中
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排水機場の仮応急復旧
排水路・排水機場

の本格復旧

仮締切堤の設置被災直後 堤防の本格復旧

農地の復旧・整備（生産基盤）
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福
島
第
一
原
子

力
発
電
所

20km圏

30km圏

岩手県

宮城県

山形県

福島県

秋田県

羽鳥ダム

西郷ダム

①定川

②仙台東

⑤亘理・山元
（農地海岸）

①迫川上流
・荒砥沢ダム②迫川上流

③河南

③名取川

④亘理山元

④白河矢吹⑤阿武隈川上流

地震災地区

津波災地区

⑥南相馬

仙台東地区
大区画ほ場整備

亘理・山元農地海岸
海岸堤防の復旧

名取川地区 排水機場の復旧

は事業完了した事業地区

⑥請戸川

H27.3完了

H29.3完了

H29.3完了

H24.3完了
H24.3完了

H25.3完了

H29.3完了

H25.3完了H25.3完了

秋田県農地の復旧・整備 事業実施地区 －東北管内の国直轄災害復旧事業地区－ 令和３年９月末時点

※国直轄事業とは、国自らが実施する事業のこと

農地の復旧・整備（生産基盤）
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区
分

番号 地区名 県 災害内容
事業費
（億円）

津
波
被
災
地
区

① 定川 宮城県
排水機場
排水路 等

28 

②

仙台東
（施設復旧）

宮城県
排水機場
排水路 等

321 

仙台東
（農用地復旧）

宮城県 農地復旧 173 

仙台東
（除塩）

宮城県 除塩 61 

仙台東
（区画整理）

宮城県 区画整理 316 

小計
870 

③ 名取川 宮城県
排水機場
排水路 等

155 

④ 亘理山元 宮城県
排水機場
排水路 等

123 

⑤ 亘理・山元 宮城県
堤防工
防潮水門等

163 

⑥ 南相馬 福島県
排水機場
排水路

174 

計
1,527

地
震
被
災
地
区

①
迫川上流・荒砥沢ダム
（再度災害復旧）

宮城県
流入工
排泥工

1 

② 迫川上流 宮城県
揚水機場
幹線水路

2 

③ 河南 宮城県
排水機場
用水路

5 

④ 白河矢吹 福島県
羽鳥ダム（堤体）
付帯施設

33 

⑤ 阿武隈川上流 福島県
西郷ダム（堤体）
付帯施設

6 

⑥ 請戸川 福島県
大柿ダム（堤体）
幹・支線用水路

110 

計
158

直轄災害復旧事業 地区別事業一覧

注：事業費は四捨五入により端数処理を行っているため、計又は小計と一致しない場合がある。

完

完

完

完

完

完 完

完

完

完

R3.3完了

完

完
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仙台東
部道路

農地等の復旧・整備 事業実施地区の例 －国直轄災害復旧事業「仙台東地区」（平成23年度～）

○津波被害にあった約1,800haの農地全てにおいて、営農を再開。
○甚大な被害があった排水施設（排水機場等）を復旧。４つの基幹的な排水機場は地盤沈下（平均50cm）による排
水機能の低下を考慮し、被災前の約２倍の排水能力を確保（排水機場の規模：被災前19m3/秒→復旧後37m3/秒）。

復旧が完了した排水機場

高砂南部排水機場

大堀排水機場

二郷堀排水機場

藤塚排水機場

－9－

二郷堀排水機場

P

P

高砂南部排水機場

大堀排水機場

藤塚排水機場

P

P

堆積土撤去

農地被災状況

農地復旧

復旧完了

被災状況

排水路

復旧後

除塩

営農再開

津波範囲

H24年度 営農再開可能区域 500ha

H25年度 営農再開可能区域 900ha

H26年度 営農再開可能区域 280ha

H27年度 営農再開可能区域 120ha

農地の復旧・整備（生産基盤）
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地区面積 ：2,170ha（農地、道路・水路含む）

主要工事 区画整理 ：1,900ha

工期 ：平成23年度～令和２年度

・換地区ごとに、次のような整備を実施

○事業概要

・六郷換地区の整備イメージ図

換地区別 〈現況の整備状況〉 〈計画（整備方針）〉

高砂換地区 30a区画、パイプライン → 90a区画化

七郷換地区 30a区画、開水路 → 90a区画化、パイプライン化

六郷換地区 10a区画、土水路 → 1ha区画化、パイプライン化

○ 平成24年度から除塩、施設復旧、農地復旧を実施し、平成27年には全ての面積で営農再開

○ 平成25年度から農業生産性向上のための大区画化工事を実施し、平成30年度までに完了（1,900haで効率

的な営農が展開）

○ 令和２年度に換地処分を行い事業完了

ほ場整備前

小区画のほ場

排水不良

不整形のほ場

狭い農道

壊れた水路

陥没した農地

ほ場整備後

カントリーエレベーターや
機械格納庫の用地創出

生きがい農業・施設園芸

転作の団地化

土地利用の整序化

県道の嵩上げ

排水路の整備

１ｈａ以上の大区画ほ場

「仙台東地区」ほ場整備事業概要と農地整備状況

農地の復旧・整備（生産基盤）
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高砂2 
高砂3 

高砂5 

高砂5 

高砂6 

高砂6 

高砂4 

高砂-7 
七郷1-2 

七郷2 

七郷3-1 
七郷4-1 

七郷4-2 

七郷5-1 

七郷6 

七郷5-2 

六郷1 

六郷2 

六郷3-1 

六郷3-2 

六郷4 

七郷3-2 

七郷7 

六郷5 

事業区域図

高砂換地区

七郷換地区

六郷換地区

六郷7-2 

六郷7-1 

六郷6 

大区画ほ場での田植え状況

高砂1 

七郷1-1 
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「仙台東地区」区画整備事業完了地区の姿 － 井土地区 －

 

凡    例 

水田 

畑 

道路 

排水路 

畦畔 

井土地区 ほ場整備平面図（整備前） 

市道二郷堀井土浜線 

市道大野大分線 

県道塩釜亘理線 

海岸公園 

市道井土藤塚１号線 

井土浦川 

二
郷
堀 

六郷4ブロック(井土地区）ほ場整備実施前

１２６３筆

水田

道路

排水路

畦畔

畑

凡 例

海岸公園

県道塩釜亘理線

二
郷
堀

井土浦川

市道井土藤塚１号線

市道二郷堀井土浜線

市道大野大分線

（平成２７年８月１日撮影）

○地区内のアンケート調査の結果、地区に営農組織が
あれば託したいという回答が多く、農作業を行う15人で
話し合い、法人化を決定。

○国の復興事業により農地の整備を実施し、水田85ha、
畑地15ha計100haで営農再開。

○ほ場を大区画化（１ha区画）したことにより、大型機械
を導入し水稲等の栽培の効率化が図られた。

○現在、ブランド化に取り組んでいる「仙台井土ねぎ」
（R２作付：8.5ha）は、グローバルＧＡＰの認証も取得。

 

 

 

凡    例 

水田 

畑 

道路 

排水路 

畦畔 

P 

２号河川放水工 

（排水ポンプ） 

P 

P 
P 

P 

１号河川放水工 

（排水ポンプ） 

３号河川放水工 

（排水ポンプ） 

５号河川放水工 

（排水ポンプ） 

井土揚水機場 

県道塩釜亘理線（嵩上げ道路） 

二郷堀排水機場 

二郷堀導水路 

井土浦川 

二
郷
堀 

井土地区 ほ場整備計画平面図 

４号河川放水工 

（排水ポンプ） 

市道井土藤塚１号線 

市道大野大分線 

市道二郷堀井土浜線 

農道（全幅 5m） 

水田標準区画 
145m×70m（1ha） 

（現況幅員 4.5～6.0m → 全幅 7.5m に拡幅） 

廃止 

廃止 

９８筆

六郷4ブロック(井土地区）ほ場整備実施後

整備前 整備後
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参考

水田

道路

排水路

畦畔

畑

凡 例

（現況幅員4.5～6.0m → 全幅7.5mに拡幅

市道二郷堀井土浜線

市道井土藤塚１号線

井土浦川

二
郷
堀

県道塩釜亘理線（嵩上げ道路）

水田標準区画
145m×70m（1ha）

農道（全幅5m）

１号河川放水工
（排水ポンプ）

廃止

廃止

市道大野大分線

二郷堀導水路

二郷堀排水機場

井土揚水機場
２号河川放水工
（排水ポンプ）

３号河川放水工
（排水ポンプ）

４号河川放水工
（排水ポンプ）

５号河川放水工
（排水ポンプ）

参考
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農地等の復旧・整備 事業実施地区の例 －福島県内の国直轄災害復旧事業－

村上第二排水機場

谷地排水機場

篠原第二排水機場

請戸川地区

南相馬地区

○請戸川地区

・請戸川地区（南相馬市、浪江町、双葉町）の営農再開に向けて、

農業用水を安定的に供給するため、農業用施設を復旧

・Ｈ25年４月からダム１基、頭首工５箇所、用水路２０路線（幹線＋

支線）の復旧に着手。Ｈ29年４月から小高区方面へ、H30年４月か

ら浪江町の一部への用水供給が再開

小屋木用水路

・・・請戸川地区の進め方・・・
福島復興再生特別措置法に基づく避
難解除等区域復興再生計画に即して、
避難指示区域の見直し等に応じた段
階的な復旧を実施 大柿ダム

再盛立完了

○南相馬地区

・自治体からの要請を受け、排水機場を国が自治体に代わり復旧

・Ｈ25年４月から排水機場８ヶ所、排水路３路線の復旧に着手

Ｈ31年３月末で排水機場７箇所が稼働、排水路３路線が復旧済み

水路の目地復旧完了

福島県

水路の復旧状況

－12－

被災した排水機場 復旧が完了した排水機場

農地の復旧・整備（生産基盤）
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農業
50%

水産
48%

研究
2%

農業
16%

水産
83%

研究
1%区 分

全 体 額

①
農林水産省
関係分 ②

構成比
②÷①

岩 手 県
12,231
（9,880）

1,329
（976）

10.9%
（9.9%）

宮 城 県
23,208

（18,548）
3,392

（2,494）
14.6%

（13.4%）

福 島 県
4,420

（3,508）
701

（508）
15.9%

（14.5%）

合 計
39,857

（31,937）
5,422

（3,978）
13.6%

（12.5%）

○復興交付金は、東日本大震災により著しい被害を受けた地域をいち早く復旧・復興するた
めの基幹事業と自由度の高い効果促進事業により復興を支援

○基金の設置により執行の弾力化を図るとともに地方負担分を追加的に国庫補助

（単位：億円）

上段は事業費、下段（ ）書きは国費。
資料：令和３年２月現在 東北農政局集計

【配分額の県別・分野別割合】

復興交付金の県別配分状況
（第１回～第2８回）

・基幹事業（農林水産省は９事業）
復興地域づくりに必要なハード事業等

・効果促進事業（補助率80％、基幹事業費の35％を上限）
基幹事業に関連するハード・ソフト事業

【農林水産省の基幹事業】

東日本大震災復興交付金 （平成２３年度～）

－13－

農地の復旧・整備（生産基盤） 生産施設・付加価値（営農・技術）

Ｃ－１ 農山漁村地域復興基盤総合整備事業
Ｃ－２ 農山漁村活性化プロジェクト支援（復興対策）事業
Ｃ－３ 震災対策・戦略作物生産基盤整備事業
Ｃ－４ 被災地域農業復興総合支援事業
Ｃ－５ 漁業集落防災機能強化事業
Ｃ－６ 漁港施設機能強化事業
Ｃ－７ 水産業共同利用施設復興整備事業
Ｃ－８ 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業
Ｃ－９ 木質バイオマス施設等緊急整備事業

＜岩手県＞

＜宮城県＞

＜福島県＞

100%

100%

100%
976億円

2,494億円

508億円
農業
47%

水産
30%

研究
16%

林業
7%
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○ 営農の復旧・再開を主目的に、生産・営農施設の復旧、農業用機械の導入、営農用資機材の購入等を支援

【令和２年度予算額２．１億円（復興庁計上）】

【推進事業（補助率）】

○ リース方式による農業機械等の導入 （1/2以内）
（トラクターやコンバイン等の農業機械を幅広く対象）

○ 農業用資機材の共同調達 （1/2以内）
（営農再開に必要な肥料、農薬、ハウス資材等の購入）

○ 農地の生産性回復に向けた土づくり （定額）
（除塩後の堆肥投入、緑肥作物のすき込み等）

○ 自給飼料生産・調製の再生・再編 （1/2以内）
（反転耕、土壌改良資材の散布等の草地生産性向上対策、飼料生産組織の高度化
に必要な機械のリース方式による導入等）

【整備事業 （補助率1/2以内）】

○ 生産関連施設の整備
(被災した施設の補修・修繕、被災した老朽化施設の機能高度化、再編整備）

○ 鳥獣被害防止施設の整備
(野生鳥獣の侵入防止柵等の改良復旧）

○ 自給飼料生産・再編に向けた施設整備
(TMRセンターや有事の際の飼料の安定供給にも資する
広域流通拠点等の整備）

【推進事業（補助率）】
○ 放射性物質の吸収抑制対策 （定額）

（カリ質肥料等の購入、反転耕・深耕等）

○ 落ち葉等有機質資材利用再開（定額）
（落ち葉のセシウム濃度測定、処分等）

○ 家畜改良体制再構築（定額、1/2以内）
（高能力種畜、性判別受精卵の導入等）

○ 公共牧場再生利用 （定額）
（再生利用のためのモデル実証（急傾斜地の除染等）等）

○ 放射性物質による健康不安の解消対策 （定額）
（放射性物質による生産者の健康不安解消のためのＧＡＰの導入等）

○ 汚染牧草、牛ふん堆肥等処理の推進（定額）
（牧草・牛ふん堆肥落・稲わらのセシウム濃度測定、処分方法の検討等）

【整備事業（補助率1/2以内）】

○ 農業系副産物処理・利用施設の整備
(堆肥化施設、大型チッパー等の整備）

農畜産物の販売力の回復被災地における生産力の回復

東北管内（令和２年１２月２４日現在） 推進事業２０件、 約５２．４百万円

（参考）令和２年度交付決定状況

・岩手県 １件 １．５百万円
・宮城県 １０件 ２５．６百万円
・福島県 ９件 ２５．３百万円

－14 －

東日本大震災農業生産対策交付金（令和２年度）

生産施設・付加価値（営農・技術）
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○営農の復旧・再開を主目的に、生産・営農施設の復旧、農業機械の導入、営農用資機材の購入等を支援
予算額：平成23年度：341億円、24年度：29億円、25年度：104億円、26年度：75億円、27年度：51億円

28年度：33億円、 29年度：26億円、30年度：35億円、令和元年度：10億円

○ 乾燥調製施設 ２１１件、 29.7億円

○ 集出荷貯蔵施設 ６２件、 24.0億円

○ 生産技術高度化施設 ２５件、 32.5億円

○ 農産物処理加工施設 １６件、 6.3億円

○ 穀類乾燥調製貯蔵施設 ７１件、 6.0億円

○ 畜産物共同利用施設 ５６件、 78.9億円

○ その他 １０３件、 10.7億円

○ リース方式による農業機械等の導入 １７８件、12.1億円

○ 肥料、農薬、ハウス資材等の農業用
資機材の共同調達 ３０６件、19.5億円

○ 放射性物質の吸収抑制対策 ２６０件、49.8億円

○ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入 ３５件、24.6億円

○ 自給飼料生産・調製再生支援 １６９件、19.1億円

○ 家畜改良体制再構築支援 ７６件、 1.4億円

○ その他 １８８件、23.8億円

整備事業 推進事業

令和元年度までの交付実績 １，７５６件、 約３３８億円

・ 整備事業 ５４４件、 約１８８億円

・ 推進事業 １，２１２件、 約１５０億円

（四捨五入の関係で合計と合わない。）

注：24年度以降の取組状況は過年度からの繰越分を含む

平成23～令和元年度取組状況（東北管内）

23年度 整備事業 224件、約18億円 推進事業 314件、約30億円
24年度 〃 192件、約56億円 〃 140件、約14億円
25年度 〃 43件、約23億円 〃 230件、約45億円
26年度 〃 31件、約14億円 〃 179件、約28億円
27年度 〃 27件、約24億円 〃 153件、約19億円
28年度 〃 10件、約 ９億円 〃 90件、約 ８億円
29年度 〃 7件、約 ４億円 〃 49件、約 ３億円
30年度 〃 6件、約18億円 〃 31件、約 ２億円
元年度 〃 4件、約22億円 〃 26件、約１億円

H23～R１年度 H23～R１年度

東日本大震災農業生産対策交付金による支援の実績（平成23年度～令和元年度）

－15－

生産施設・付加価値（営農・技術）
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広田半島営農組合（岩手県陸前高田市）

－ 地元産食材を使った手づくり工房再興－
広田半島営農組合は、平成21年12月に設立。津波被災

により継続が懸念されたが、復旧水田で営農を継続してい
る。地元産食材を活用した６次化の取組も再開され、「手
作り工房めぐ海」において「おやき」等の加工販売にも力
を入れている。商品に使用していた根ショウガを地元産へ
切り替えるため、ハウスでの栽培を開始した。

（株）サンフレッシュ小泉農園（宮城県気仙沼市）

－津波被災農地での大規模養液栽培の開始－

サンフレッシュ小泉農園は、平成２６年１０月に設立。
気仙沼市小泉地区内の津波被災農地に、オランダ型の大

規模養液栽培施設(2ha)を整備し、平成２７年１０月から
トマトの生産出荷を開始した。平成２８年４月には、地元
森林組合から寄贈された直売所をオープンし、地域の活性
化に貢献。生産したトマトは「とまたん」の名称で出荷。

参考

－16－

「 農業生産対策交付金 」 － 活用事例 －

仙台イーストカントリー（宮城県仙台市）

－２５年に農家レストランをオープン－

仙台イーストカントリーは、平成20年１月に設立。津
波により大きく被災したが、復旧農地で水稲を中心に作
付再開。24年度には仙台市の「農と食のフロンティア推
進特区」第１号に認定を受け、米を中心とした６次化に
取り組んでいる。25年５月には農家レストランを開店。
令和2年の経営面積は79ha、作業受託は10ha。

雪割牧場（有）（福島県西郷村）

－被災農家の経営統合・施設整備による生乳
生産の効率化－

雪割牧場は、同じく西郷村で酪農を営み、東日本大
震災により被災した２農場と経営を統合。平成２９～
３０年には、哺育育成牛舎、搾乳牛舎、バンカーサイ
ロ、堆肥舎等の施設を整備。平成３１年４月末時点で
総頭数４４８頭を飼養。

http://www.maff.go.jp/e/index.html


いちご団地（亘理町、山元町）位置図

逢隈いちご団地

浜吉田いちご団地
開墾場いちご団地

第１団地（牛橋地区）

第２団地（花釜地区）

第３団地（笠野地区）

第４団地（新浜地区）

逢隈小山地区（代替地）

被害の甚大だった区域（津波の浸水域）

◆平成23年 早期営農再開への取組により
11月中旬から出荷開始
被災前の約２割の面積でいちご栽培を再開

◆平成24年 本格的な産地復興への取組
◇ 被災前の約３割の栽培面積に回復
◇ 復興交付金で「いちご団地」整備を開始
・7団地の用地造成、栽培用施設（約40ha）等建設

◆平成26年 団地入植全農家が大規模園芸施
設で営農再開
◇ 被災前の約７割の栽培面積に回復
◇ 25年11月に「いちご選果場」が完成し、利用

を開始

◆平成30年産のいちご生産において、出荷金額
が震災前を上回った

亘理山元いちご選果場

代替地を確保し、パイプハウスを整備

いちご団地（７団地）

東北最大のいちご産地である亘理町と山元町

は、栽培面積(96ha)の96％が津波により被災
農業生産対策

交付金
～活用事例～

復興交付金
～活用事例～

－17－

いちごの早期営農再開から産地復興へ(宮城県亘理町・山元町)

亘理町内

山元町内

栽培用鉄骨ハウス、高設養液栽培を整備

参考
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食料生産地域再生のための先端技術展開事業(略称「先端プロ」。平成30年度～令和２年度)

岩手

宮城

福島

 岩手県内での実証研究（2課題）

＜農業分野＞
 復旧水田における先端技術導入による水田営農の高度安定

化に向けた実証（陸前高田市）
 きゅうり産地の復興に向けた低コスト安定生産流通技術体

系の実証（陸前高田市、奥州市）

 宮城県内での実証研究（1課題）

＜水産業分野＞
 異常発生したウニの効率的駆除及び有効利用に関す

る実証（南三陸町）

＜農業分野＞

 栽培中断園地における果樹の早期復旧に向けた実
証（福島市、南相馬市、川内村）

 原発事故からの復興のための放射性物質対策に関
する実証（富岡町、楢葉町、川俣町ほか）

 自給飼料を導入した大規模水田輪作による耕畜連
携システムの実証（南相馬市、新地町）

 大規模露地野菜の効率的栽培管理技術の実証（南
相馬市）

 花きの計画生産・出荷管理システムの実証（南相
馬市、川俣町）

＜水産業分野＞
 操業の効率化、資源管理、流通の体系化に関する

実証（新地町、相馬市、南相馬市、浪江町）
 水産物の高付加価値化のための水産加工業に関す

る実証（いわき市、相馬市）
 福島県内水面漁業の復活に向けた種苗生産・供給

技術に関する実証（相馬市ほか）

 福島県内での実証研究（8課題）

 社会実装促進業務（農業、水産業 各1課題）

 29年度までの実証研究で実用化された技術の速やかな社会実装を
図るため、被災地域内に社会実装の拠点を設け、情報発信、技術
研修、現場指導等を実施

○ 先端技術の展開により、被災地の農業復興を支援し、技術革新を通じて成長力のある新たな農業を育成。

○ 平成２３年度から２９年度は、２５の実証研究を実施済。
○ 平成３０年度から令和２年度まで、新たな状況変化に起因する技術的課題を解決するための実証研究及び実

用化された技術の速やかな社会実装を図るための情報発信、現場指導、技術研修等を実施。

－18－

生産施設・付加価値（営農・技術）
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○ 被災地の営農再開を促進するため、原発事故による放射性物質で汚染された農地の課題解決のため
の技術を開発。
 除染後の農地における生産力の回復・向上を図る技術開発
 除染後の農地におけるセシウム吸収抑制対策等に係る適正なカリ水準の設定
 農地の省力的な維持管理に対応する技術開発

原発事故からの復興のための放射性物質対策（先端プロ 現地実証研究）
（平成30年度～令和2年度実施 福島県富岡町、楢葉町、川俣町ほか）

除染後農地における堆肥および緑肥作物を利用した地力回復技術の開発

セシウム吸収抑制に必要な交換性カリ含量を維持するための指針作成
ミネラルバランスを考慮した除染後草地の適正な施肥管理技術確立
個々の生産地に適した省力的圃場管理技術の導入と実証
簡易IoTを活用した通い農業支援システムの展開 など

 主な内容

農作物の安全性を確保しつつ、カリ施肥の適正化を図る技術を開発。

原発事故前の水準を目標として生産力の回復・向上を図るとともに農地の省力的維持管理を可能と
する技術を開発。
開発した技術はマニュアル等にとりまとめ、生産者、関係機関、対象地域等へ情報提供。

 目標

被災各県と連携し、生産者・生産団体等へ情報発信

－19－

緑肥作物のすき込み 衛星画像による
地力マップ

通い農業支援システム
左：概要、右：スマホ画面

参考
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大規模露地野菜の効率的栽培管理技術（先端プロ 現地実証研究）
（平成30年度～令和2年度実施 福島県南相馬市）

ドローン空撮画像による野菜生育均一性の評価手法の確立

衛星画像解析による広域農地の排水性・保水性区分技術の

確立

大規模栽培のためのたまねぎ直播栽培技術の確立

たまねぎセット栽培におけるセット球の省力的大量生産
及び栽培技術の確立 など

 主な内容

開発技術の導入により、経営体の収益２割以上向上を実証。

開発技術はマニュアル等にとりまとめ、生産者、関係機関、対象地域等へ情報提供。

 目標

被災各県と連携し、生産者・生産団体等へ情報発信
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○ 避難指示が解除された地域の営農再開・経営安定のため、大規模露地野菜の技術体系を実証。
 ＩＣＴ、リモートセンシング技術等を活用し、生育の斉一化や土壌の排水性・保水性等の管理技術体

系を実証
 軽労化を実現する新たな栽培方式の導入等による効率的栽培管理技術体系を確立

たまねぎセット球の
省力的大量生産

ドローン空撮による
推定収量マップ

セット栽培の
機械移植体系

たまねぎ直播栽培
（畝立て同時播種）

衛星画像による
排水性・保水性マップ

直播栽培の適品種・
播種時期の選定

参考

http://www.maff.go.jp/e/index.html
http://www.maff.go.jp/e/index.html


○ 岩手県拠点、宮城県拠点、福島県拠点を設け、それぞれにオープンラボを設置し、成果展示、情報発信（ホームページ）、行政機関との調整、事業

の進捗を管理する。農研機構東北農研センターは中核拠点として全体を総括する。

○ 展示圃を設置運営し、普及組織・JAと連携して、現地セミナー、研修会、実習を行い導入支援する。

先端プロ 社会実装促進業務「農業分野」

社会実装の取組方策

宮城県拠点

■大区画圃場におけるプラウ耕乾田直播
（東北農研・宮城農園研）

普及目標：460ha⇒1,000ha
（名取市・岩沼市・石巻市・東松島市）

■既存施設を活用した水稲の低コスト栽培技術
（古川農試・宮城農園研）

普及目標：500ha（名取市他）

■イチゴクラウン温度制御 （宮城農園研）

普及目標：4ha
（亘理町・山元町・石巻市・東松島
市）

■イチゴにおける総合的病害虫管理（IPM)
（宮城農園研）

普及目標：20ha
（亘理町・山元町・石巻市・東松島市）

■キャベツ等露地野菜の安定生産技術
（宮城農園研）

普及目標：10ha （岩沼市・登米市）

■水稲育苗ハウスの有効利用技術（宮城農園研）

普及目標：10経営体
（石巻市・東松島市）

■ブドウ「シャインマスカット」栽培技術
（宮城農園研）

普及目標：５ha（亘理町・山元町）

■施設野菜における環境制御技術（岩手農研）

■ｲﾌﾞｷｼﾞｬｺｳｿｳ被覆による法面管理の省力化技術
（岩手農研・岩手種苗センター）

普及目標：16,000㎡⇒30,000㎡

（陸前高田市・山田町・岩泉町・岩
手町・西和賀町）

■イチゴの長期どり栽培作型（岩手農研）

岩手県拠点

普及目標：37経営体、5.8ha
（陸前高田市・一関市・盛岡市）

普及目標：５経営体（陸前高田市）

■醸造用ブドウの省力垣根仕立て栽培技術
（岩手農研）

普及目標：５ヶ所 5ha
（陸前高田市・釜石市・花巻市・盛
岡市）

■鉄コーティング湛水直播等の省力化技術
（岩手農研・岩手種苗センター）

普及目標：1,218ha⇒2,000ha
（県下全域）

■水稲施設等の高度利用によるパプリカの栽培
技術（岩手農研） 普及目標：１経営体（県下全域）

■露地キュウリと冬春キャベツによる寒冷地高収
益の高収益モデル（岩手農研）

普及目標：２経営体（県下全域）

福島県拠点

■電照栽培技術による小ギク生産
（福島農総センター）

■性選別精液による定時人工授精技術
（福島農総センター）

普及目標：5ha、70戸
（中通り・浜通り）

■UV-Bランプ利用による病害抑制技術
（福島農総センター）

普及目標：5ha、10戸（県下全域）

■ナシの早期成園化技術 （福島農総センター）

普及目標：7.5ha、70戸
（中通り・浜通り）

普及目標：100頭、10戸 （県下全域）

■水稲乾田直播栽培技術 （福島農総センター）

普及目標：80ha （中通り・浜通り）

■トルコギキョウを核とした花きの周年生産技術
（福島農総センター）

普及目標：
夏秋トルコ＋低温性花き1.5ha､30戸
周年水耕栽培：２戸（中通り・浜通り）
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○ 岩手県拠点、宮城県拠点、福島県拠点を設け、それぞれにオープンラボを設置し、成果展示、情報発信（webページ）、行政機関との調整、事業の

進捗を管理する。水産研究・教育機構は全体を総括すると共に各県への支援を行う。

○ 社会実装にかかる技術改良を進めながら、普及実用化支援組織及び市町村と連携して、現地報告会や研修会等を行い導入支援する。

先端プロ 社会実装促進業務「水産業分野」

■アワビ種苗生産効率化技術の普及
（岩手県水産技術センター）

普及目標：
アワビ種苗生産施設4カ所導
（陸前高田市・大船渡市・宮古市）

社会実装の取組方策

福島県拠点岩手県拠点 宮城県拠点

■ﾏｶﾞｷ幼生同定手法、ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄﾞ生産方法、未
産卵一粒カキ・潮間帯干出カキの養殖技術

（宮城県水産技術総合センター他）

普及目標：
3地区以上導入、8万個以上生産・販売
（石巻市・東松島市・南三陸町）

■宮城県で実施した漁業漁村型実証事業成果の
普及 （宮城県水産技術総合センター）

■操業の効率化、資源管理、流通の体系化に関
する実証研究

（福島県水産海洋研究センター他）

（相馬地域・いわき地域）

■水産物の高付加価値化のための水産加工業
に関する実証研究

（福島県水産海洋研究センター他）

（相馬地域・いわき地域）

■福島県内水面漁業の復活に向けた種苗生産・
供給技術に関する実証研究

（福島県内水面水産試験場他）

（県内漁業権漁場・内水面養殖業者）

■岩手県で実施した漁業漁村型実証事業成果の
普及 （岩手県水産技術センター）

■高成長ギンザケ生産技術及び養殖ギンザケの
重要疾病の防除対策技術体系

（宮城県水産技術総合センター他）

普及目標：
高成長系稚魚5トン出荷、 発眼卵20
万粒生産、感染履歴検査を12経営体
で実施 （南三陸町他）

■ツノナシオキアミの自己消化酵素を利用した魚
味噌製造技術体系

（宮城県水産技術総合センター他）

普及目標：企業2社導入（気仙沼市）

普及目標：漁協4カ所導入
（大船渡市・宮古市・洋野町）

■アワビ漁獲データ等に基づいた資源管理技術の
普及 （岩手県水産技術センター）

■資源有効利用食品の普及
（岩手県水産技術センター）

普及目標：企業1社導入（釜石市）

関
係

機
関

協
力

機
関

種
苗

生
産
者

漁
業
者

遊
漁
者
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• 農地転用許可みなし

（農用地区域内農地であっても、農業の

健全な発展に支障がない等の条件を満
たせば転用可能とする）

• 開発許可みなし（※２）

復興整備協議会（※１）で協議

農林水産大臣･知事の同意

計画の
公表

迅速な事業実施
の実現

※１ 許認可権者である県等を含む関係主体で構成
※２ 市街化調整区域での開発行為であっても、復興のために必要な場合には開発可能とする

復興推進計画関連 －食料供給基地の実現に資する食料供給等施設整備に係る特例－

復興整備計画関連 －復興整備計画における土地利用再編の特例（手続の簡素化）－

市町村による
復興推進計画
の作成

市町村が計画に食
料供給等施設整備
事業を記載

内閣総理大臣
の認定

○食料供給等施設
整備計画を策定

○整備計画について
知事の同意

【 特例内容 】

他に代替する土地がないこと等
に配慮しつつ、優良農地であって
も転用を許可

復興整備協議会で、ワンストップで合意形成し、個別の許可手続なしで
迅速に事業実施 （その際、既存の土地利用計画の変更手続は不要）

東日本大震災復興特別区域法

農用地区域・市街化調整区域内等の農地を住宅地として開発する場合

福島県浪江町（津波及び原子力被災地区）
【計画概要】

①認定日：令和２年２月４日 ②地区名：浪江町 苅宿・棚塩地区 ③事業面積：3.1ha
④内 容：営農再開を促進するため、カントリーエレベーターを整備。農地法の特例措置を講じる

作 成 事 例
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市街化調整区域 農地

農用地区域
新住宅地

苅宿地区カントリーエレベーター

R3.9完成予定
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復興整備協議会の活用による農林水産大臣及び県知事が同意した復興整備事業の実績

土地利用再編を含む復興整備事業の地区数 （令和３年１月末）

福島県大熊町 大川原地区
【津波復興拠点整備事業（災害公営住宅整備）】

岩手県陸前高田市 今泉かさ上げ地区
【土地区画整理事業（市街地開発事業）】

宮城県岩沼市 相野釜西地区
【その他の復興事業（太陽光発電整備）】

本表は、復興整備協議会で農林水産大臣及び各県知事が農地転用に同意した復興整備事業の地区数

－24－

（単位：地区）

復 興 整 備 事 業 名 岩 手 県
（9市町村）

宮 城 県
（12市町）

福 島 県
（12市町村）

合　計
（33市町村）

 防災集団移転促進事業 35 131 38 204

 災害公営住宅整備事業 2 51 19 72

 土地区画整理事業 5 17 3 25

 漁業集落防災機能強化事業 12 20 0 32

 津波復興拠点整備事業 0 3 6 9

 その他の復興事業 9 19 69 97

合　　　　計 63 241 135 439
0地区

50地区

100地区

150地区

200地区

250地区

岩手県 宮城県 福島県

集団移転

集団移転

集団移転

災害公営

災害公営

区画整理

漁業集落

漁業集落

津波拠点

その他

その他63地区

241地区

135地区

土地利用再編後に復興整備事業を行った地区（事例）

事業面積
43.6ha

事業面積
101.6ha

事業面積
18.3ha

土地の嵩上げ 空港と工場へ電力供給
（最大出力28.3MW）

被災者の定住化

地元雇用の推進
津波浸水した土地

高台・山林

参考
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 農地の除染技術の開発・実証(福島県）
・ 福島県飯舘村、川俣町にて、農地除染技術を工事レベルで実証
・ 除染した農地で、除染効果確認のため水稲及び野菜類を作付
・ 水路について、福島県からの要請を受け、除染対象となるよう環境省と

の協議を進めた結果、除染対象として明確化(24年12月)。ため池等農業
水利施設の汚染の実態調査・分析を踏まえて技術マニュアルを策定。

（2７年３月）その後、２８年３月第２版の発行、２９年３月に追補している。

 牧草地の移行低減対策
・反転耕等により、利用自粛となっている牧草地の移行低減対策を実施

農産物の安全確保

 汚染稲わら、たい肥等の保管・処理
・ 中間処理・最終処分までの間、汚染稲わら等

の一時保管を推進

廃棄物の保管・処理

「食べて応援しよう！」

 福島県産農産物のブランド力回復等
にかかる支援

 東京電力福島第一原子力発電所事故
に係る諸外国への輸出に関する証明書
発行

被災地産食品の利用・販売の推進

農地等の除染・汚染物質対策
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果樹の樹体洗浄の様子

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱｰ式検査機
による米の全袋検査

表土削り取りの様子

プラウによる反転耕の様子

米の作付制限区域の試
験圃

農業分野における放射性物質関連対策の概要

営農再開関連対策

 避難区域等における営農再開支援
・ 除染終了後から営農再開までの農地の保全管理、

鳥獣被害対策、営農再開に向けた作付実証、家畜
の導入等を支援（福島県営農再開支援事業）

・ 営農再開等を行うために必要な機械の導入や施
設整備を支援（原子力被災12市町村農業者支援
事業・福島再生加速化交付金）

 放射性物質の吸収抑制対策
・ 加里質肥料の施用等の吸収抑制対策の実施を支

援（東日本大震災農業生産対策交付金、福島県営
農再開支援事業）

 令和2年産米の作付等
・ ２年産米の作付制限等については、「27年産以降の米の作付等に

関する方針」（２７年２月2７日）に基づき設定
・ 福島県内の関係市町村の意向を踏まえ確定した避難指示区域等における

２年産米の「作付制限」、「農地保全・試験栽培」、「作付再開準備」
及び「全量生産出荷管理」の対象地域を公表（２年４月２２日）

 放射性セシウムの低減対策
・ 米 ：カリ施肥による放射性セシウムの吸収抑制対策を実施
・ 果樹・茶：粗皮削り、樹体洗浄、剪定・整枝等の徹底を指導

 農産物の放射性セシウム濃度の検査
・ 検査に必要な機器を無償貸与により支援
・ 令和２年度農産物放射性セシウム濃度の検査においては、米、麦、大豆、

そば、野菜及び果実について、12月25日現在基準値超過なし。
野生きのこ・山菜類（乾燥しいたけ、乾燥わらびを除く）で49点の

基準値超過（東北管内）。
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○ 除染、カリ施肥等による吸収抑制対策とともに、きめ細かい検査により、基準値を超過する米が流通しないよう取組

○ ２年産米の作付制限等については、 「27年産以降の米の作付等に関する方針」（平成27年２月27日）に基づき設定

○ 福島県内の関係市町村の意向を踏まえ確定した避難指示区域等における２年産米の「作付制限」、「農地保全・試

験栽培」、「作付再開準備」及び「全量生産出荷管理」の対象地域を公表

Ｒ２年産米の作付制限等の対象地域

対象地域 ２年産の取扱い

作付制限

農地保全・試験栽培
○ 居住制限区域

○ 避難指示解除準備
区域

作付再開準備

立入が制限されており、稲の作付･営農を行うことは出来ません。

営農が制限されており、一般の生産者は作付出来ません。可能な範囲で除染後
農地の保全管理や市町村の管理の下で試験栽培を行います。

※ 地域の状況に応じて、作付再開準備を行うことも可能。

営農再開が可能であり、農地の除染等の状況に応じ、県及び市町村が管理計画を策定
し、作付再開に向けた実証栽培等を行うことができます。

※ 役場機能の移転等避難の状況により、きめ細かな管理が困難な市町村では、農地保全･試験栽培を
行うことも可能。また、除染の進捗状況によっては、全量生産出荷管理等を行うことも可能。

対象地域

県の管理の下、農家単位で、吸収抑制対策を徹
底するとともに、全戸検査を行います。

２年産の取扱い

２．全戸生産出荷管理

○ 元年産の作付再開準備
の地域及び元年産米で
基準値超過が検出され
た地域

１．全量生産出荷管理

県及び市町村が管理計画を策定し、吸収抑制対策を徹底した上で地域の米を全量管
理し、全袋検査を行います。

必要に応じて吸収抑制対策を実施し、地域単位で
抽出検査を行います。

３．地域単位で抽出検査
○ その他の地域

○ 元年産米の全量生産出荷
管理の地域であって基準
値超過が検出されなかっ
た地域及び元年産米で50 
Bq/kg超の放射性セシウ
ムが検出された地域 稲を作付けした農家を台帳に

整理し、検査予定数量等を把握
した上で全袋検査を行うことで、
順次出荷が可能。

福島県の場合

避難指示区域以外の地域の取扱い

避難指示区域の取扱い

農産物の安全確保

－27－

米の安全確保 －作付制限、放射性物質吸収抑制対策及び収穫後の検査－

○ 帰還困難区域

福島第一原子力発電所

作付再開準備

全量生産出荷管理

作付制限

農地保全・試験栽培

立入が制限されており、作付・営農が不可。

管理計画を作成し、作付再開に向けた実証
栽培を実施。

営農が制限されており、除染後農地の保全管
理や市町村の管理の下で試験栽培を実施。

管理計画を作成し、全ての圃場で吸収抑制対策を実施、
もれなく検査（全量管理・全袋検査）し、順次出荷。
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○ 震災後は、放射性物質の低減対策（粗皮削り、樹体洗浄、剪定・整枝等）を実施。現在は、ＧＡＰの導
入、出荷前の放射性セシウム濃度の検査に応じた出荷制限や収穫後の検査により、安全性を確保

果樹については、樹体に付着した放射性セシウムの影響が大きい
と考えられており、樹体表面の粗皮削り、高圧水による樹体洗浄等
により、樹体表面の放射性セシウムを除去。

23年度の対策

(加工自粛）
１ 除染

①樹体洗浄

②強剪定

（樹高切り下げ）

粗皮削り 高圧洗浄

２４年度の対策(加工自粛）
１ 原材料の汚染状態把握

①全戸の原料柿を検査

②樹体内の移行確認

③強剪定の効果確認

④干し場の除染方法を

検討

２ 非破壊検査機を活用

した検査の予備検討

２５年度以降 (出荷再開）

１ 安全な原料柿の確保

①全戸幼果検査の実施により加工再開モデル地区を設定

②加工再開モデル地区の拡大（25年度：23地区 ⇒ 28年度：108地区へ）

③平成29年度以降、２市２町（福島市、伊達市、桑折町、国見町）全域に拡大。

２ 非破壊検査機による製品の全量検査の実施・出荷

①25年度～27年度はトレー入り包装製品に限定

②28年度から個包装製品の出荷再開

３ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）導入

４ あんぽ柿加工選別包装施設「あんぽ工房みらい」（JAふくしま未来）の整備（28年）

果樹の樹体粗皮削りと高圧洗浄等 （平成23年秋～冬）

全量非破壊検査
幼果期検査による
安全な原料柿の確保

放射性物質の低減対策の取組

福島あんぽ柿の産地再生の取組（令和２年度出荷目標 １，３００ｔ）

出荷量の推移

(平成22年度 1,423t）

平成25年度 200t

平成26年度 500t

平成27年度 907t

平成28年度 1,154t

平成29年度 1,208t

平成30年度 1,314t

令和元年度 1,090t

（震災前の77％）

－28－

出荷加工再開モデル地区での加工（GAPの実践）

※福島県あんぽ柿産地振興協会の取組

果樹の安全確保 －放射性物質の低減対策、放射性物質検査－

農産物の安全確保
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○ 畜産物の安全確保に向けては、食品中の放射性物質の基準値（食肉100 Bq/kg、牛乳50Bq/kg）を超えた畜
産物が流通しないよう、飼料の暫定許容値を定め、これに合わせた飼養管理（暫定許容値以下の飼料の給与
等）、牧草地の除染や移行低減対策の推進、牧草等のモニタリング調査等を実施。

○ 被災３県で除染等が必要であった、約３万３千haの牧草地のうち、令和元年７月までに約９割の約３万１千haの
除染等が完了。なお、岩手県は平成26年度に、宮城県は令和元年度に除染等が終了。また、除染等が完了して
いない面積の大部分が除染作業の困難な急傾斜地等の牧草地となっている。

放射性物質の汚染濃度や牧草地の状況に応じた移行低減対
策の推進

放射性物質検査の体制 （令和２年３月末時点）家畜の飼養管理等の指導

牛肉
・ 岩手、宮城、福島の３県では、出荷に当たり全頭・全戸検査を実施

乳
・ 福島県では、定期的に検査を実施

「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（令和２年３月２３日 原
子力災害対策本部）及び関係各県の出荷・検査方針による

なお、牛肉については、一定の要件を満たすものは検査を要しないこととされたことから、
全頭検査から抽出検査へ移行の予定

永年生牧草地における除染等の後の留意点

－29－

・ 土壌診断の結果に基づいたカリの施肥を行い、土壌中の交換性カリ
ウムの濃度を30～40mg/100gに維持することが放射性物質の吸収抑制
対策として有効

・ カリの施肥後に生産される牧草のカリウム濃度が高い場合、牛の病気
で周産期病（乳熱やダウナー症候群等）やグラステタニｰ（血液中のマグ
ネシウムの濃度が低下することによる神経症状）の原因となる可能性が
あることから、牧草中のミネラル濃度の確認や、給与量の調整、飼料の
急激な切替えを行わない等の対応が必要

・ 牧草地の移行低減対策を反転耕等により推進

・ 急傾斜地用の無線トラクターや石礫処理のため
のストーンクラッシャーも活用

・ 除染後に生産された牧草の安全性を確認のう
え、牧草の利用自粛を解除

傾斜地向けの無線ﾄﾗｸﾀｰ
と開発されたﾛｰﾀﾘｰ

石礫を破砕する
ｽﾄ-ﾝｸﾗｯｼｬｰ

・ 飼料中の放射性物質の暫定許容値（牛用飼
料は100Bq/kg)以下の飼料のみが利用されるよ
う、飼料作物や稲わら等のモニタリング調査を
実施

・ 適切な飼養管理の徹底により、安全な畜産物
の出荷体制を構築

畜産物の安全確保

農産物の安全確保
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○ 農林水産省では、現地ほ場での実証試験を踏まえ、土壌中の放射性セシウム濃度や地目に応じた農地土壌の除染技
術の適用の考え方を提示（23年9月14日）、環境省の「除染関係ガイドライン（第２版）」に内容が反映(平成25年5月2日)

○ 確立された技術を着実に現場で導入するため、必要な用具や具体的な作業手順等を示した農地土壌の除染技術の手
引き（24年3月2日）や、工事実施レベルでの実証を踏まえた施工方法、施工上の留意点や施工管理方法等を示した「農
地除染対策の技術書」を公表（24年8月31日）

実証では、表土削り取りにより土壌の放射性セシウム濃度が8～9割減少するなどの効果を確認

土壌の放射性

セシウム濃度

適用する主な

技術

～ 5,000
(Bq / kg)

反転耕、移行低

減栽培(※1)

5,000 ～
10,000

(Bq / kg)

表土の削り取り、

反転耕、水によ

る土壌撹拌・除

去

10,000 ～
25,000

(Bq / kg)
表土削り取り

25,000 
(Bq / kg)～

表土削り取り

5cm以上の厚さ

で削り取り(※2) 芝・牧草のはぎ取り

移行低減栽培

資材施用区の耕うん

※1 作物による土壌中の放射性
セシウムの吸収を抑制するため、
カリウムや吸着資材を施用する
栽培方法。

土壌の放射性セシウム濃度別適用技術

反転耕(畑、水田)

－30－
固化剤を用いた削り取り

水による土壌撹拌・除去

※2 ただし、高線量下での作
業技術の検討が必要。（土ぼ
こりの飛散防止のために固化
剤を使用）

基本的な削り取り

農地の除染技術の開発・実証

農地等の除染・汚染物質対策
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○農山村地域復興基盤総合整備事業のうち農業水利施設等保全再生事業により放射性物質対策を実施し、再汚
染の防止、被ばく線量の低減を実施。

○福島再生加速化交付金を活用し放射性物質の汚染拡散防止対策を実施。

事業の例

○底泥から高い濃度の放射性物質が検出されたため池の底泥を除去
し、放射性物質の拡散等を防止。

○遠隔制御装置を整備し、除染されていないエリアでの作業頻度を減少
し、農業従事者等への被ばく線量を低減

例３：農業従事者等への被ばく線量低減対策

間接フロート型自動式ゲート 水管理の集中管理センター

○開水路を暗渠化（パイプライン化又は蓋かけ）し、山林等からの放
射性物質の流入を防止

パイプライン化 蓋かけ

○放射性物質濃度が高い底質や有機物等をろ過・吸着するため、プルシアン
ブルー等を用水路に設置し、放射性物質の拡散を防止。

ﾌﾟﾙｼｱﾝﾌﾞﾙｰ

籾殻袋

農業用水路

籾殻袋
ﾌﾟﾙｼｱﾝﾌﾞﾙｰ土に付着した

放射性物質

例１：放射性物質の汚染拡散防止対策

例２：放射性物質の流入防止対策

ため池底泥除去（剥離洗浄工法）

－31－

ため池等の農業水利施設の放射性物質関連対策（福島再生加速化交付金）

農地等の除染・汚染物質対策
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○ 東北６県における農林水産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果は以下のとおり。

○ 令和元年度の基準値超過品目は、山菜・野生きのこ、野生鳥獣肉、淡水魚、乾燥果実・きのこ類。

平成24年４月以降の農林水産物の放射性セシウム検査結果（東北６県分） （平成24年4月1日～令和2年12月25日）

※ 「その他」 ： 乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜類及び乾燥果実類等乾燥して食用に供されるもの等の加工品
注１：原子力災害対策本部の検査計画に基づき各県が実施した検査結果について、厚生労働省及び自治体が公表したデータに基づき作成。
注２：米の検査点数には、福島県が独自に行った全量・全袋検査（24年度1,031万件、25年度1,100万件、26年度1,103万件、27年度1,051万件、28年度1,026万件、29年度

995万件、30年度925万件、R元年度949万件、R２年36万件）及び宮城県の一部地域での全袋検査（24年度2万7百件、25年度3万37百件）を含む。 －32－

農林水産物の放射性セシウムの検査結果の概要

品目
H24年度
超過割合

H25年度
超過割合

H26年度
超過割合

H27年度
超過割合

H28年度
超過割合

H29年度
超過割合

H30年度
超過割合

R元年度
超過割合

R２年
R２年基準値

超過品目超過割合 検査点数
基準値

超過点数

農産物 0.001% 0.0008% 0.00002% 0.00005% 0% 0.00001% 0% 0% 0% 370,496 0

米 0.0008% 0.0003% 0% 0.00002% 0% 0% 0% 0% 0% 369,666 0

野菜類 0.06% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 760 0

果実類 0.4% 0% 0% 0% 0% 0.09% 0% 0% 0% 38 0

その他 0.5% 0.8% 0.06% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 32 0

畜産物 0.003% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9,862 0

林産物 10.1% 3.4% 1.2% 1.2% 0.8% 0.6% 1.6% 1.5% 1.7% 2,915 49
タケノコ、コシアブラ等
山菜、野生きのこ

水産物 7.0% 1.7% 0.5% 0.05% 0.04% 0.06% 0.04% 0.02% 0% 5,977 0

野生鳥獣肉 58.1% 49.5% 40.4% 36.4% 37.0% 18.1% 14.9% 5.4% 4.2% 697 29
クマ肉、イノシシ肉、シ
カ肉

牛乳・乳児用食品 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 188 0

飲料水 2.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 0

その他※ 4.6% 1.1% 0.4% 0.8% 0.1% 0.2% 0.5% 0.3% 0% 741 0

計 0.02% 0.007% 0.003% 0.002% 0.004% 0.001% 0.002% 0.001% 0.02% 390,888 78

参考
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 ため池底質放射
性物質対策

 農地の大区画化
 土地の利用調整

農地・農業施設の復旧

 農業機械の整備

 農業生産関連施
設の整備

 園芸ハウスの整
備

 植物工場の整備

 畜舎、家畜等の
整備導入

生産施設や農機具整備

 試験・実証栽培

 モデル作物の導
入

 花きなど新たな
作物の導入

生産技術の導入

 風評対策
 汚染状況の把握

 作物への放射性
物質移行低減

 鳥獣害対策

環境・安全対策

本 格 的 な 営 農 再 開

・新たな経営モデル
の構築

営農再開に
向けた計画
作り
(ビジョン等）

避難農家
の帰還

農業者等の
意向確認

人・農地
プランの
策定

・復興組合による農
地の保全管理

・担い手育成

・風評対策（リスクコミュ
ニケーション,消費拡大）

・出荷制限解除

東日本大震災復興交付金、福島県営農再開支援事業、福島再生加速化交付金、
原子力被災12市町村農業者支援事業、福島県農林水産業再生総合事業など

農 地
除 染

・帰還農業者の営農
支援

－33－

営農再開関連対策

○ 環境省の実施する農地等の除染と連携して、農地、農業用施設の復旧等を実施
○ 農地除染の進捗や農業者の帰還の度合いに応じ、市町村や農業者の意向を確認しながら営農再開

に向けての条件整備を支援

避難指示区域等の営農再開に向けての支援 －施策・事業の大まかな体系－
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○福島再生加速化交付金は、東京電力福島第一原発所の事故に伴う避難指示等に伴い住民が
避難したこと等により復興・再生に遅れが生じている地域に対して、それぞれの地域が自主
的・主体的に実施することを支援

（単位：億円）

資料：令和３年２月現在 東北農政局集計

福島再生加速化交付金の年度別配分状況
（第１回 ～ 第３２回）

・基幹事業（農林水産省は６事業）
復興地域づくりに必要なハード事業等

・効果促進事業（補助率80％、基幹事業費の35％を上限）
基幹事業に関連するハード・ソフト事業

【農林水産省の基幹事業】

－34 －

農地の復旧・整備（生産基盤） 生産施設・付加価値（営農・技術）

○農山村地域復興基盤総合整備事業
○農山漁村活性化プロジェクト支援（福島復興対策）事業等
○農業基盤整備促進事業
○被災地域農業復興総合支援事業
○農林水産関係試験研究機関緊急整備事業

○木質バイオマス施設等緊急整備事業

福島再生加速化交付金 （平成２６年度～）

（億円）

年 度
全 体 額

配分回
単年度 基金型

26年度 15 15 － 1～5回

27年度 54 34 20 6～11回

28年度 211 35 176 12～15回

29年度 240 33 207 16～19回

30年度 315 88 227 20～23回

元年度 325 122 203 24～28回

２年度 284 144 140 29～32回
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○ 福島原発事故の影響により生産の断念を余儀なくされた避難区域等では営農再開に向けた環境が整ってお
らず、農家の帰還や営農再開のためにも、農地の除染と併せて、安心して営農ができる環境づくりが必要

○ このため、福島県に基金を造成することにより、営農再開を目的として行う一連の取組を、農地の除染や住民
帰還の進捗に応じて切れ目なく支援【福島県営農再開支援事業：平成24年度補正予算232億円（復興庁計上）、
平成30年度予算130億円（復興庁計上）】

－35－

放射性物質
の吸収抑制

対策

一斉捕獲活動の実施や大規
模な侵入防止柵等の設置に対
する支援農地の除草等の保全

管理及び地力の回復
に対する支援

（目的）福島県において生産の断念を余儀なくされた農地のうち、令和２年度末までに農地面積の６割の
営農再開を図る。

カリ質肥料の施
用等の吸収抑制
対策の実施を支
援

○ 除染後農地等の保全管理、
地力回復支援

○ 鳥獣被害防止緊急対策

放れ畜捕獲のための柵の整備
等に対する支援

○ 放れ畜対策

○ 営農再開に向けた作付・飼養実証

経営の大規模化や施設園芸への転換等のために必要な機
械・施設のリース導入等に対する支援

○ 避難からすぐに帰還しない農家の農地
を管理耕作する者への支援
直ちに帰還しない農業者等の農地を受託し、一時的に
行う管理耕作に対する支援

○ 収穫後の汚染防止対策
収穫後の農産物の農機具等を通じた再汚染の防止対
策に対する支援

○ 新たな農業への転換

カリ質肥料

基準値を下回る農畜産
物生産の確認等のため
の作付・飼養実証に対す
る支援

第
１
段
階

第
２
段
階

第３
段階

○ 水稲の作付再開支援
水稲の作付再開に必要な
代かき等に対する支援

避難区域等
福島県内

○ 地域営農再開ビジョ
ンの策定支援

福
島
県
産
農
産
物
の
信
頼
回
復
を
通
じ
て

営農再開に向けた被災農家への支援施策① － 福島県営農再開支援事業 － （平成24年度～）

避
難
指
示
区
域
等
の
営
農
再
開
を
後
押
し

※その他特認事業を措置
(１４事業）

営農再開関連対策
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－36－
【農業用機械・施設の導入】 【家畜や畜舎の導入】

１ 農業⽤機械等の導⼊
農作物の生産、流通、販売に必要な機械等の導入
(１)耕耘・破砕、(２)施肥、(３)播種、（４)移植、(５)栽培管理、(６)防除、(７)収穫、(８)調製・出荷用機械等

２ 農業⽤施設整備・撤去

(１)パイプハウス、果樹棚、(２)家畜飼養管理施設、（３)家畜排泄物処理施設、(４)自給飼料関連施設
農作物の生産に必要な施設の整備

３ 果樹の新植・改植、花き等の種苗等の導⼊
花き等の種苗等は複数年使用するもの。

４ 家畜の導⼊
肉専用繁殖雌牛、搾乳用雌牛、純粋種豚等

○原子力被災12市町村において、営農再開等を行う場合に必要となる農業用機械、施設、家畜等の導入の取組
に必要な経費を助成。

○原子力被災12市町村において、営農再開や規模拡大、新規作物の導入等を行う農業者等（農業者、集落営農
組織、農業法人等）が支援対象。【原子力被災12市町村農業者支援事業：28年度第2次補正予算70億円（復興
庁計上）、令和2年度予算10億円（復興庁計上）】

○ 支 援 内 容

１ 農業用機械等の導入

２ 農業⽤施設整備・撤去

３ 果樹の新植・改植、花き等の種苗等の導入

４ 家畜の導入

・補助率は３／４以内。なお、果樹の新植・改植、家畜の導入には補助金額の上限あり。
・補助対象となる経費の上限は原則として1,000万円。（補助金額の例：1,000万円×3/4=750万円）
ただし、市町村が特に認める場合の上限額は3,000万円。

営農再開に向けた被災農家への支援施策② － 原子力被災12市町村農業者支援事業－
（平成28年度～）

営農再開関連対策
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これまでの取組： 1,642件

うち被災地産食品販売フェア等： 1,295件

社内食堂等での食材利用： 243件

（平成23年4月～令和2年5月末までの間）

「食べて応援しよう！」

被災地やその周辺地域で生

産・製造されている農林水産

物・食品（被災地産食品）を

積極的に消費することで被
災地の復興を応援する運動

－37－

被災地産品販売フェア「第3回食べて応援しよ
う︕in仙台」を勾当台公園で開催

セブン＆アイホールディングスによる
「東北かけはしプロジェクト」

農林生協（農林水産省総合売店）の
「福島県産食品コーナー」の様子

◆「食べて応援しよう！」のキャッチフレーズの下、生産者、消費者等の団体や食品産業事業者等、多様な関係者の協
力を得て、被災地産食品の販売フェアや社内食堂等での積極的利用の取組を平成２３年４月より推進。

◆関係省庁との連携により、平成２４年度より経済団体、食品産業団体、都道府県、大学等に対し、被災地産品の販売
促進を依頼。

◆全府省庁の食堂・売店において、積極的に被災地産食品を利用・販売。

東北農政局において令和２年12月に実施した
福島県産農産物等の斡旋・販売等の取組

「食べて応援しよう！」－被災地産食品の利用・販売を促進－

被災地産食品の利用・販売の推進
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・水産エコラベルの認証取得経費
・高鮮度流通の実証試験及びそれに必要な機器・

設備の導入
・小売店、外食店への販路開拓
・認証水産物等のPR活動 等

生
産
段
階

第三者認証GAP等取得促進事業

・第三者認証GAP等の取得経費
・研修会の開催
・GAP指導員の育成
・産地のGAPの実践内容を確認するためのシステム

の構築等

環境にやさしい農業拡大事業

・有機JASの認証取得経費
・有機農産物等の生産・出荷に必要な施設・機械

の導入
・商談会・産地見学会を通じた新たな販路開拓

等

水産物競争力強化支援事業

農林水産物の検査の推進

・国のガイドライン等に基づく放射性物質の検査
・産地における自主検査と検査結果に基づく安全性のPR

・量販店での販売コーナーの設置、販売フェアの開
催

・オンラインストアにおける特設ページの運営
・アンテナショップを活用した首都圏での販売促進
・商談会の開催 等

流
通
・
販
売
段
階

福島県産農産物等流通実態調査事業

国が、福島県産農林水産物等の販売不振の実態と
要因を調査

販路拡大タイアップ事業

生産者の販路開拓等に必要な専門家による指導・
助言

農産物等戦略的販売促進事業

－38－

○ 福島県の農林水産業の再生に向けて、生産から流通、販売に至るまで、風評の払拭を総合的に支援。
【平成29年度予算額47億円、平成30年度予算額47億円、平成31年度予算額47億円、令和2年度予算額47億円（復興庁計上】

福島県農林水産業再生総合事業 （平成29年度～）

被災地産食品の利用・販売の推進
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原発事故に伴い諸外国・地域において講じられた輸入規制は、政府一体となった働きかけの結果、緩和・撤廃される動き
（規制を設けた54の国・地域のうち、39の国・地域で輸入規制を撤廃、16の国・地域で輸入規制を継続）。

原発事故による諸外国・地域の食品等の輸入規制の緩和・撤廃

◇諸外国・地域の食品等の輸入規制の状況（2021年1月29日現在）
規制措置の内容／国・地域数 国・地域名

事故後輸入規
制を措置

54

規制措置を撤廃した国・地域 39

カナダ、ミャンマー、セルビア、チリ、メキシコ、ペルー、ギニア、ニュージーランド
、 コロンビア、マレーシア、エクアドル、ベトナム、イラク、豪州、タイ、ボリビア、
インド、クウェート、ネパール、イラン、モーリシャス、カタール、ウクライナ、パキ
スタン、サウジアラビア、アルゼンチン、トルコ、ニューカレドニア、ブラジル、オマ
ーン、バーレーン、コンゴ民主共和国、ブルネイ、フィリピン、モロッコ、エジプト、
レバノン、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）､イスラエル

輸入規制を継
続して措置

15

一部の都県等を対象に輸入停止 6 香港、中国、台湾、韓国、マカオ、米国

一部又は全ての都道府県を対
象に検査証明書等を要求 9

ＥＵ及び英国、ＥＦＴＡ（アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン）
、 仏領ポリネシア、ロシア、シンガポール、インドネシア

注1）規制措置の内容に応じて分類。規制措置の対象となる都道府県や品目は国・地域によって異なる。
注2）EU27か国と英国は事故後、一体として輸入規制を設けたことから、一地域としてカウントしている。
注3）タイ及びUAE政府は、検疫等の理由により輸出不可能な野生鳥獣肉を除き撤廃。

◇最近の輸入規制緩和の例◇最近の規制措置撤廃の例

※ スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン（EFTA加盟国）もEUに準拠した規制緩和を実施。 －39－

撤廃年月 国・地域名
2018年12月オマーン

2019年 ３月バーレーン

６月コンゴ民主共和国

10月ブルネイ

2020年１月フィリピン

９月モロッコ

11月エジプト

12月レバノン、UAE

2021年１月イスラエル

緩和年月 国・地域名 緩和の主な内容
2019年７月 UAE 検査報告書の対象品目の縮小（福島県産の全ての食品、飼料→水産物、野生鳥獣肉のみに）

10月 マカオ
輸入停止（宮城等９都県産の野菜、果物、乳製品）→商工会議所のサイン証明で輸入可能に
放射性物質検査報告書（９都県産の食肉、卵、水産物等）→商工会議所のサイン証明に変更
放射性物質検査報告書（山形、山梨県産の野菜、果物、乳製品等）→不要に

11月 EU※ 検査証明書及び産地証明書の対象地域及び対象品目が縮小
（福島県の大豆、６県の水産物を検査証明対象から除外 等）

2020年１月 シンガポール 輸入停止（福島県の林産物、水産物、福島県７市町村の全食品）→産地証明及び放射性物質
検査報告書の添付を条件に解除

〃 米国 輸入停止（岩手県産クロダイ、福島県産ビノスガイ）→解除

１、５月 インドネシア
放射性物質検査証明書（47都道府県産の水産物、養殖用薬品、えさ）→１月21日から不要に
放射性物質検査報告書（７県産（宮城等）以外の加工食品）→１月27日から不要に
放射性物質検査報告書（７県産（宮城等）以外の農産物）→５月20日から不要に

被災地産食品の利用・販売の推進

http://www.maff.go.jp/e/index.html


我が国の輸出先国・地域においては、原発事故に伴い、福島県他の一定地域で生産された食品等について
輸入規制を継続。

－40－

原発事故に伴い輸入停止措置をしている国・地域

注１：2021年2月5日現在。輸出額・順位は2020年速報値。
注２：上記5か国・地域のほか、米国は日本での出荷制限品目を県単位で輸入停止。
注３：中国は10都県以外の野菜、果実、乳、茶葉等（これらの加工品を含む）について放射性物質検査証明書の添付を求めているが、

放射性物質の検査項目が合意されていないため、実質上輸入が認められていない。

国・地域 輸出額
順位 輸入停止措置対象県 輸入停止品目

香港 2,061億円
１位

福島 野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳

中国 1,639億円
２位

宮城、福島、茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、長野 全ての食品、飼料

新潟 コメを除く食品、飼料

台湾 976億円
４位

福島、茨城、栃木、群馬、千葉 全ての食品（酒類を除く）

韓国 411億円
6位

日本国内で出荷制限措置がとられた県 日本国内で出荷制限措置がとられた品目
青森、岩手、宮城、福島、茨城、
栃木、群馬、千葉 水産物

マカオ 24億円
25位

福島 野菜、果物、乳製品、食肉・食肉加工品、卵、水産
物・水産加工品

被災地産食品の利用・販売の推進
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市町村名
営農再開状況（令和元年度末）

避難指示解除時期
営農休止面積（ha） 営農再開面積（ha） 営農再開割合（％）

広野町 269 218 81.0
平成23年９月30日（緊急時避難準備区域）
平成24年３月31日（町独自の避難指示）

田村市（都路町） 893 523 58.6 平成26年４月１日

楢葉町 585 231 39.5 平成27年９月５日

葛尾村 398 41 10.3 平成28年６月12日（帰還困難区域を除く）

川内村 605 366 60.5
平成26年10月１日（一部）

平成28年６月14日

南相馬市 7,289 3,841 52.7
平成23年９月30日（緊急時避難準備区域）
平成28年７月12日（帰還困難区域を除く）

川俣町（山木屋地区） 375 149 39.7 平成29年３月31日

飯舘村 2,330 146 6.3 平成29年３月31日（帰還困難区域を除く）

浪江町 2,034 39 1.9 平成29年３月31日（帰還困難区域を除く）

富岡町 861 15 1.7
平成29年４月１日（帰還困難区域を除く）

令和２年３月10日（特定復興再生拠点の一部）

大熊町 936 0 0
平成31年４月10日（帰還困難区域を除く）

令和２年３月５日（特定復興再生拠点の一部）

双葉町 723 0 0
令和２年３月４日（避難指示解除準備区域及び

特定復興再生拠点区域の一部）

合 計 17,298 5,568 32.2

○ 原子力被災12市町村の営農休止面積は17,298haのうち、営農再開面積は、5,568ha(32.2％)。

○ 避難指示解除の時期により営農再開率に差が生まれ、２極化が進行。

○ 営農再開を加速するため、令和２年度から12市町村に１名ずつ農林水産省職員を派遣。これに加え、浪江町

と飯舘村に基盤整備を担当する農業土木職員を派遣。

○ 併せて、技術職員（農学、農業土木）５名からなるサポートチームを富岡町に設置。

原子力被災12市町村の営農再開状況と人的支援
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現在営農再開している事例のように、地域の農業ビジョン、人・農地プラン等の土地利用調整が必須

土地利用型農業と管理型農業を核とした営農再開 福島県の農業の未来
像

 これまで行ってきた被災農業者への支援等によって、引き続き営農再開を推進。
 加えて、担い手不足が顕著、不在地主化が進んでいる条件の悪い農地、農業労働力の確保が困難な中
で、大規模で労働生産性の著しく高い農業経営（土地利用型農業、管理型農業）を展開する必要。

 こうした農業経営の展開に向けては、一筆一筆の土地利用調整が必須であるため、関係機関が連携し
てチームを編成し、各市町村における地域の農業ビジョン等の作成を支援。

土地利用型農業と管理型農業を核とした営農再開 福島県の農業の未来像

【従来】これまで行ってきた被災農業者への支援等によって

＋
引き続き営農再開を推進

【今後】
〇 土地利用型農業
・生産から加工に至るまで、機械・施設の整備を支援
（企業による営農再開も対象）

・ロボットトラクタ、収穫コンバイン等のICTを活用した
大規模で労働生産性の著しく高い農業の実現

〇 管理型農業
自動で、温度、CO２、水分等を管理できるICTを活用した花き栽培など
風評にも強い施設園芸等の横展開

各機関が連携

農林水産省 福島県 農地バンク 市町村 JA
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福島県の農業の未来像

福島相双復興推進機構

各機関が連携

大規模で労働生産性の著しく高い農業経営の展開

営農再開関連対策
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生産と加工が一体となった高付加価値生産を展開する産地の創出

○ 被災12市町村の営農再開率が3割にとどまっている中、営農再開の加速化に向け、改正福島特措法による農地の利用集積を進めつつ、地
域外からの参入も含め農業者の再開意欲を高めていくためには、生産すれば売れる環境を形成し、将来に向けて被災地域の農業が産業とし
て発展する姿を提示していくことが不可欠。

○ このため、地域内で生産された野菜を生活様式の変化により消費が拡大している冷凍野菜に加工するなど、地域に参入した実需者を核に農
産物生産と加工が一体となって高付加価値生産を展開する産地の創出を推進。

－43－
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平成29年４月から令和２年12月までの延べ訪問件数（再訪問を
含む）は、6,424件で、訪問した農業者数は、2,034者である。

訪問した2,034者の農業者のうち、再開済の農業者は653者［32%］、
今後再開意向の農業者は262者［13%］であり、合計で915者［45%］で
あった。一方、再開意向のない農業者は869者［43%］、再開意向が未
定の農業者は250者［12%］であった。

出典 ： 原子力被災12市町村における農業者個別訪問活動結果
（福島相双復興官民合同チーム営農再開グループ）

 活動方針
－農業は、地域的なまとまりが不可欠であることから、地域農業の将来
像の策定や農業者の意向把握を踏まえた営農再開の取組を支援

 活動内容
－地域農業の将来像の策定の支援
－農業者訪問等を通じた営農再開意向の把握
－集落の相談会・座談会への参加（意向把握や各種事業の紹介）
－営農体制（個人・集落営農・法人等）の構築への支援
－販路拡大タイアップ事業の推進

－44－

地域農業の将来像の策定と営農再開の促進に向けた支援

再開済み

32%

再開意向あり

13%

再開意向なし

43%

再開意向不明
12%

営農再開状況及び意向

農業者への個別訪問結果 （令和２年12月31日現在）

営農再開グループ

(公社)福島相双復興推進機構

福島県（農業普及組織）

東北農政局（震災復興室等）

福島相双復興官民合同チーム（営農再開グループ）

営農再開関連対策

○ 平成27年８月に設立された福島相双復興官民合同チーム（営農再開グループ）に東北農政局と福島県（農
業普及組織）が参加し、地域農業の将来像の策定や農業者の営農再開等の取組を支援している。

○ 平成29年４月からは、営農再開グループに（公社）福島相双復興推進機構が参加して活動が強化され、 農
業者の個別訪問とその支援・フォローアップ、販路確保等の支援にも取り組んでいる。
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１．営農再開の経過
● 平成29年１月、南相馬市小高区の７つの集落営農組織が出資し、株式会社紅
梅夢ファームを設立。

● 平成30、31年度には、地元農業高校新卒者を始めとする若手社員（新規就農
者）を４名雇用。

● 令和２年度は約60haを耕作。（水稲約48haのほか、大豆、菜種等）
● 労働力の確保が課題となっている中、限られた人員で作業効率向上を図る観
点から、スマート農業技術の開発・実証プロジェクト（農林水産省事業）に参
画。

２．スマート農業技術の開発・実証プロジェクトの実証課題
● データの分析及び活用により、条件が異なるほ場でも、高品質かつ
均質な農産物を生産する。

● 農業機械の協調作業や自動操作技術の活用などにより、作業性と収
益性が高い大規模経営を実現する。

● 自動走行の活用、操作支援技術等により、非熟練者でも早期での技
術習熟を可能とする。

※活用する農機具等（ロボットトラクタ、直進キープ機能付き田植機、
高速汎用施肥播種機、ほ場水管理システム、農業用ドローン、収量・
食味測定コンバイン）

３．今後の取組
● 令和9年に200ha、将来的には500haへの規模拡大を目指す。
● 営農支援システム（KSAS）による記録・収集したデータの活用、作業計画等

へのフィードバック。
● ロボットトラクタ活用による自動運転、無人機と有人機による多様な協調作

業等の実証実施。

福島県南相馬市における営農再開の取組 （株式会社紅梅夢ファーム）

・操作支援技術（衝突防止、高度
維持等）による高精度農薬散布

・紅梅夢ファームの皆さん
（後ろ４人が若手社員）

・水田の水位を遠隔操作又は自動制御
・水位、水温のモニタリングにより状況に応じた最
適な水管理（ほ場水管理システムイメージ図）
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県外企業と連携した営農再開への取組（楢葉町）

楢葉町甘藷貯蔵施設：外観 （株）福島しろはとファーム社員から
説明を受ける野上農林水産大臣

甘藷栽培ほ場

概要

○ 大学いも、いもけんぴなどを製造する白ハト食品工業株式会社（本社：大阪府）のグループ

企業の「株式会社しろはとファーム」が、約11㏊の農地を確保し、平成30年からさつまいも

栽培を開始。

○ 平成31年4月に（株）福島しろはとファームを設立。
特徴

○ 町主体で農地を斡旋し、(株)しろはとファームと町内農家数名でさつまいも栽培を開始。

○ 生産されたさつまいもは白ハト食品工業株式会社が全量買取り。

○ 令和２年は42㏊まで作付を拡大。令和３年度は57㏊まで拡大する予定。

○ 栽培に必要な農業機械は、福島県営農再開支援事業を活用しリースにより整備。

○ 福島再生加速化交付金を活用し、甘藷貯蔵施設等を整備、令和２年９月より稼働。

○ JA福島さくらに生産部会が発足、地元農家29名が加入し、地域全体での産地化を推進。

－46－
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等

• 復興庁の設置期間を１０年間延長（令和13年３月31日）

• 現行の総合調整機能の維持、復興大臣の設置

• 復興局の位置等の政令への委任

※ 岩手復興局・宮城復興局は沿岸域に移設、

福島復興局は引き続き福島市に設置

復興庁設置法等の一部を改正する法律について

１．復興庁設置法

２．東日本大震災復興特別区域法

※施行日 ： 令和３年４月１日（３．及び４．の一部は、公布日施行）

出典：復興庁ホームページ（https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat12/sub-cat12-1/200612gaiyou.pdf）

３．福島復興再生特別措置法

背 景
地震・津波被災地域は復興の「総仕上げ」の段階、原子力災害被災地域は今後も中長期的な対応が必要。

このような状況を踏まえ、復興･創生期間後の基本方針(令和元年12月20日 閣議決定)に基づき、

復興･創生期間後（令和３年度以降）の復興を支える仕組み・組織・財源を下記の法改正で整備することが必要。

復興を支える仕組み・組織・財源

• 規制の特例、復興整備計画、金融の特例について、

対象地域の重点化（復興の取組を重点的に推進する必要が

ある地方公共団体を政令で定める）

• 復興特区税制について、対象地域の重点化（産業集積

の形成及び活性化を図ることが特に必要な市町村を政令で定める）

• 復興交付金の廃止（所要の経過措置を規定） 等

４．復興財源確保法・特別会計法

• 復興債の発行期間の延長

• 株式売却収入の償還財源への充当期間の延長 等

※ 東日本大震災復興特別会計は継続

• 帰還促進に加え、移住等の促進（交付金の対象に新たな

住民の移住の促進や交流・関係人口の拡大に資する施策を追加）

• 営農再開の加速化（農地の利用集積や６次産業化施設の整備

を促進するための特例の創設等）

• 福島イノベーション・コースト構想の推進を軸とした

産業集積の促進（課税の特例を規定等）

• 風評被害への対応（課税の特例を規定等）

• 福島県が福島復興再生計画を作成し、国の認定を

受ける制度の創設（現行の３計画を統合） 等

令和２年６月12日法律第46号
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福島復興再生計画に基づき、（１）～（３）の事業を行うこと
ができることを規定。

（１）農用地利用集積等促進事業（農地の利用集積の促進）
住民の帰還意向が乏しく、農業の再開が困難と認められる地域

において、県が農用地利用集積等促進計画を作成・公示し、所有
者の同意を得た上で、農地バンクを活用して、所有者不明農地も
含めて地域において一体的に権利設定できる仕組みを導入

（２）六次産業化施設の整備の促進
（１）の計画に係る農地に六次産業化施設を整備する場合、
①許可を受けることなく、第１種農地及び甲種農地の転用を
可能とする農地法の特例

②農用地区域からの除外を可能とする農振法の特例を措置
（※地域再生法における地域農林水産業振興施設の整備の場合と同等の措置）

（３）農用地効率的利用促進事業
（農業委員会の事務の市町村への移管）
市町村と農業委員会が合意した上で、農業委員会の事務を市町
村に移管できるよう措置

福島特措法の改正（営農再開の加速化関係）について

－48－

参考

http://www.maff.go.jp/e/index.html


単位
22
年

23
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

元
年

農業産出額 億円 2,287 2,387 2,476 2,433 2,352 2,494 2,609 2,693 2,727

水稲(作付面積）子実用 ha 56,400 54,500 54,600 55,400 55,000 51,400 50,300 49,800 50,300 50,500

大豆(作付面積）乾燥子実 ha 4,420 4,370 4,150 4,000 4,020 4,260 4,550 4,640 4,590 4,290

4麦計(作付面積)乾燥子実 ha 3,830 3,970 3,910 3,930 3,930 3,990 3,970 4,110 3,920 3,820

野菜(作付面積） ha 5,774 5,606 5,496 5,273 5,113 5,067 4,931 4,995 4,994 4,975

乳用牛(飼養頭数)(めす) 頭 47,600 46,900 45,800 45,500 44,600 44,300 43,600 42,500 41,900 42,000

肉用牛（飼養頭数） 頭 112,900 109,000 106,000 97,100 91,600 88,500 89,600 91,800 90,700 88,700

生乳生産量 t 225,627 209,076 224,761 223,525 217,928 221,210 221,907 218,192 214,776 211,951

総農家数 戸
76,377 

66,099

農業生産法人数 法人 274 274 278 283 293 319 353 395 412 427

資料：農林水産省統計部「生産農業所得統計」「作物統計調査」「野菜生産出荷統計調査」「畜産統計調査」 総農家数は2010・2015年農林業センサス
農業生産法人数は東北農政局経営・事業支援部調べ

注： ４麦計は、小麦、大麦（二条大麦＋六条大麦）及びはだか麦の計である。
野菜は主要野菜の作付面積（だいこん、にんじん、ばれいしょ、はくさい、キャベツ、ほうれんそう、レタス、ねぎ、たまねぎ、きゅうり、なす、トマト、ピーマン
の合計）なお、主産県調査のため、平成26、27年は、調査対象外品目は平成25年産の作付面積を用いて集計した。平成29、30年産は、調査対象
外品目は平成28年産の作付面積を用いて集計した。

【岩手県】

参考

－49－

被災３県の主要農業指標
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資料：農林水産省統計部「生産農業所得統計」「作物統計調査」「野菜生産出荷統計調査」「畜産統計調査」 総農家数は2010・2015年農林業センサス
農業生産法人数は東北農政局経営・事業支援部調べ

注： ４麦計は、小麦、大麦（二条大麦＋六条大麦）及びはだか麦の計である。

野菜は主要野菜の作付面積（だいこん、にんじん、ばれいしょ、はくさい、キャベツ、ほうれんそう、レタス、ねぎ、たまねぎ、きゅうり、なす、トマト、ピーマン
の合計）なお、主産県調査のため、平成26、27年は、調査対象外品目は平成25年産の作付面積を用いて集計した。平成29、30年産は、調査対象
外品目は平成28年産の作付面積を用いて集計した。

【宮城県】

参考
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単位
22
年

23
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

元
年

農業産出額 億円 1,679 1,641 1,810 1,767 1,629 1,741 1,843 1,900 1,939

水稲(作付面積）子実用 ha 73,400 66,400 70,200 72,200 71,100 66,700 66,600 66,300 67,400 68,400

大豆(作付面積）乾燥子実 ha 11,100 9,720 9,040 9,540 10,000 11,100 11,300 11,200 10,700 11,000

4麦計(作付面積)乾燥子実 ha 2,670 2,630 2,160 2,150 2,310 2,330 2,230 2,270 2,280 2,310

野菜(作付面積） ha 4,794 4,459 4,395 4,347 4,345 4,317 4,293 4,277 4,238 4,049

乳用牛(飼養頭数)(めす) 頭 24,400 23,500 23,200 21,600 21,000 20,400 19,800 19,200 18,900 18,500

肉用牛（飼養頭数） 頭 96,100 90,000 89,600 86,000 83,900 80,800 81,000 81,800 80,900 79,800

生乳生産量 t 134,092 117,368 128,190 125,989 120,971 119,958 117,478 116,955 113,325 110,199

総農家数 戸 65,633 52,350

農業生産法人数 法人 196 196 217 218 254 271 298 335 340 385
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資料：農林水産省統計部「生産農業所得統計」「作物統計調査」「野菜生産出荷統計調査」「畜産統計調査」 総農家数は2010・2015年農林業センサス
農業生産法人数は東北農政局経営・事業支援部調べ

注： ４麦計は、小麦、大麦（二条大麦＋六条大麦）及びはだか麦の計である。

野菜は主要野菜の作付面積（だいこん、にんじん、ばれいしょ、はくさい、キャベツ、ほうれんそう、レタス、ねぎ、たまねぎ、きゅうり、なす、トマト、ピーマン
の合計）。なお、平成29、30年産は、主産県調査のため、調査対象外品目は平成28年産の作付面積を用いて集計した。

【福島県】

参考

－51－

単位
22
年

23
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

元
年

農業産出額 億円 2,330 1,851 2,021 2,049 1,837 1,973 2,077 2,071 2,113

水稲(作付面積）子実用 ha 80,600 64,400 66,200 68,200 68,200 65,600 64,200 64,000 64,900 65,800

大豆(作付面積）乾燥子実 ha 2,880 2,100 1,930 1,840 1,710 1,720 1,660 1,590 1,570 1,500

4麦計(作付面積)乾燥子実 ha 482 466 270 263 260 X X X 354 369

野菜(作付面積） ha 6,986 5,838 5,833 5,750 5,669 5,599 5,392 5,300 5,227 5,243

乳用牛(飼養頭数)(めす) 頭 17,600 17,100 14,800 14,300 13,600 12,600 12,400 12,100 12,000 11,500

肉用牛（飼養頭数） 頭 78,200 74,200 58,100 56,600 54,700 52,600 51,800 50,200 48,600 47,500

生乳生産量 t 101,407 75,254 82,370 81,845 76,686 73,925 74,873 73,764 70,476 67,861

総農家数 戸
96,598 

75,338

農業生産法人数 法人 270 270 287 294 313 338 359 384 429 446

http://www.maff.go.jp/e/index.html
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