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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%)
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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。
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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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