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約500ha

316ha

H22 H28

水稲の再開状況

～ ～

※営農再開の状況
【平成２８年度の営農再開の状況】

①水稲：約316ha、震災前(平成22年産約500ha)の

63％の再開。

②畜産：繁殖経営43戸が再開。

うち旧警戒区域内（20km圏内）では、１戸が自己資金により

畜舎（分娩房・育成房）を建設。平成27年4月より繁殖牛９頭、

育成牛２頭(県補助事業による導入4頭)で再開し現在約25頭飼養。

【平成２８年度の管理耕作の取組状況】

本年産からWCS稲生産組織により戸草地区（3a）を主

体に都路町内の水田において6haの管理耕作を開始。

※ 管理耕作とは、福島県営農再開支援事業の「避難からすぐ帰還しな

い農家の農地を管理耕作する者への支援」を活用した、耕作による農

地管理事業（第三者による耕作管理）。

※人・農地プラン策定の状況

田村市は、平成２７年３月に、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、都路町

が抱える地域農業の課題解決に向け都路町全体の人・農地プランを策定しました。

平成２７年度には、農地整備事業（ほ場整備）等の進捗に併

せ都路町内の戸屋南行政区で人・農地プランが策定（２８年２

月）、大槻行政区では人・農地プランの策定が進行中と、地区ご

との策定が順次進められました。今年度以降も整備事業等の推

進に併せ、各行政区ごとに人・農地プランの策定が進められる

予定となっています。

震災復興室だより（第 11 号）
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震災復興室だより（第 11 号）

※営農再開の状況

【平成２８年度の営農再開の状況】

①水稲：約1,810ha（主食用米コシヒカリ

など290ha、飼料用米ふくひびきなど

1,520ha）。

震災前（平成２２年産）の約5,000

haに比べ約３６％再開。

②野菜：ネギ：16ha､ニラ：11ha､トマト：

2.4haなど震災前に比べ約40％再開。

③畜産：約３０％回復（繁殖牛約35％、乳用

牛約２５％）。

約5,000 ha

1,810ha

H22 H28

水稲の再開状況

～ ～

【７月１２日避難指示解除になった小高区の状況】

①大豆：約15.6ha、水稲：約5.9ha、ほかに資源作物等を実証栽培。

②搾油に向けた「ナタネ」栽培：約16ha。

③畜産：養豚で１事業者再開。

小 高 区

※営農再開ビジョン＆人・農地プラン策定の状況

南相馬市は、平成２８年２月に「農林水産業の現場を元気にする」ことを基本理念

とした「農林水産業再興プラン」を策定しました。南相馬市総合計画の農林水産業分

野として位置づけられたもので、今後の南相馬市の農林水産業振興に向けた各種施策

の制度設計や展開にあたっての基本となるものです。

この再興プランでは南相馬市の避難指示区域の営農再開に必要な施策（①担い手の

育成・確保、②除染後農地等の保全管理、③鳥獣被害対策の強化など１０項目）につ

いて機動的に推進していくとしています。

また、再興プランに示す再興施策の実施期間は平成３１年度までとなっていますが、

策定後は進行管理に努め、概ね２年ごとにアクションプログラムの見直しを行うこと

としています。

なお、南相馬市ではこれまで営農再開が先行する市内１４地区で「人・農地プラン」

が策定され、今後５地区の策定が予定されています。



- 3 -

震災復興室だより（第 11 号）

※営農再開の状況

【平成２８年度の営農再開の状況】

①水稲：本年度から１戸の農家が「ひとめぼれ」を

60ａ作付開始。

②花卉：トルコギキョウ栽培グループが1.9ha栽培。

③畜産：養豚1事業者が約800頭飼養。

【平成２８年度の試験・実証栽培】

①水稲：約９９ａ。

②野菜：約２００ａ（馬鈴薯、里芋、大豆、秋そば、

スイートコーン、デントコーン等）。

③畜産：２戸の和牛繁殖農家が営農再開支援事業を

活用し飼養実証を行う予定。

④その他：葉たばこ生産組合による試験収集栽培が

３戸の農家で実施。

H22 H28

水稲の再開状況

約120 ha

実証栽培
約９９a
再開６０a

～ ～

※人・農地プラン策定の状況

川俣町は、山木屋地区で１つの人・農地プランを、今

後、作成する予定となっています。現在、川俣町役場作

成担当部署において、プラン作成に向けた素案を作り、

役場内の体制整備や国や県等の関係機関への協力要請等

を行っています。
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※営農再開の状況

【平成２８年度の営農再開等の状況】
①水稲：主食用米106ha（コシヒカリ、

天のつぶ、その他）、

飼料用米55ha（ふくひびき、その他）。

※ 震災前（平成22年産）の約210haに

比べ約80％再開）

※ 約30haの水田は防災対策により喪失。

②花卉：5a（リンドウ）。

③小麦：5ha（きぬあづま）。

④大豆：１ha（あやこがね）。

⑤そば：６ha。

⑥飼料作物：17ha。

⑦景観形成作物：3ha（そば、コスモス）。

⑧畜産：繁殖牛２件（約30頭）、

肥育牛１件（約100頭）飼養再開。

【平成28年度の試験・実証栽培の状況】

①トルコギキョウ。

②27年度実証栽培により、玉ねぎを40a

を作付し、２８年に収穫。

約210ha

161ha

H22 H28

水稲の再開状況

～ ～

※人・農地プラン策定の状況

広野町は、平成27年3月に２地区（鶴ヶ崎、亀ヶ崎）、平成28年3月に２地区（北迫、大

谷内）で「経営再開マスタープラン」を策定しました。（広野町では平成28年度のプラン

見直し時に、名称を「人・農地プラン」に統一し、更新する予定です。）

広野町のマスタープランは、東日本大震災と原子力災

害の被害を受けた地域農業の復興を図るため、町の将来

の農業のあり方について地域で話し合い取りまとめたも

のです。

広野町では、今後とも地域農業の将来のあり方や、担

い手の明確化、農地中間管理機構の活用等の話し合いを

進め、町内すべての地区でプランの策定・更新に取り組

むこととしています。

震災復興室だより（第 11 号）
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※営農再開の状況

【平成２８年度の営農再開等の状況】

①水稲：19.5ha

(13戸の農家が主食用米(天のつぶ、コシヒカリ等）11.7ha、

飼料用米（天のつぶ）7.4ha、WCS用稲（天のつぶ）0.4haを作付。)

※ 震災前（平成22年産）の430haに比べ約５％再開。

【平成２８年度の試験・実証栽培の状況】

①繁殖牛1件（5頭）、酪農1件（6頭）の農家が営農再開に向け

て飼養実証。

②新たに1法人が設立され、繁殖牛での営農再開に向けて準備中。

③花卉（小菊、トルコギキョウ等）の実証栽培。

④ゆず（町単独事業）の実証栽培。

約430ha

19.5ha

H22 H28

水稲の再開状況

～ ～

※営農再開ビジョン策定の状況

楢葉町は「楢葉町復興計画〈第二次〉第二版」を平成28年１月に策定しました。この中

には、楢葉町農業再生プロジェクトチームが取りまとめた「楢葉町農業再生プロジェクト

チーム会議報告書」の内容が盛り込まれ、楢葉町の目指す農業再生の将来像が示されてい

ます。

具体的には、本格的に再開を目指す農業分野において”原風景”を取り戻すとともに、

ロボット技術等の先端事業を積極的に活用していき、農業においても浜通りを牽引する農

業モデルを形成することを目指すための支援策を示しています。なお、地域営農の将来像

となる「楢葉町の営農再開ビジョン」については、農業者の営農再開の状況に応じて、今

後改めて策定される予定となっています。
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※営農再開ビジョン策定の状況

富岡町は、平成２８年６月８日「農業復興実施計画（農業アクションプラン）」の策

定に向け「第１回策定検討委員会」を開催しました。この委員会は、富岡町の農業復興

に向け、取り組む具体的方針を定め、農業者に道筋を示すために設立されました。

学識経験者３名、富岡町の農業者６名、富岡町職員２名の委員で構成され、今後、営

農再開課題の整理、具体的取組手法、農業者への支援方法、先行する周辺自治体の事例

調査、アンケート調査などについて検討を進め、平成２８年中に計画が策定される予定

です。

※７月２５日に、第２回検討委員会を開催。

約560 ha

H22 H28

水稲の再開状況

実証栽培
３ ha

～ ～

※営農再開の状況

【平成２８年度の実証栽培の状況】

①水稲：ふるさと生産組合が下郡山地区で3.0ha（コシヒカリ

1.8ha、天のつぶ0.9ha、こがねもち0.3ha）を実証栽培。

②ぶどう：とみおかワイン葡萄栽培クラブの10名が小浜・下

千里地区でメルロー、甲州等8品種を計18aのほ場に

植栽。

③野菜：出荷・摂取制限解除を目的に、ホウレンソウ、コマツ

ナ、キャベツ等（計2a）を大字単位10ヶ所で実施予定、

8月から定植・播種、10月から収穫。

④牧草：単年性牧草のセシウム吸収抑制対策技術実証を6a栽培

実施。4月播種、6月刈取り、現在分析結果取りまとめ中。

震災復興室だより（第 11 号）
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※営農再開の状況

【平成28年度の営農再開の状況】

①水稲：193ha（うち飼料用米が約65％）、震災前（平成22年産）

280haに比べ約69％回復。

②そば：73ha。

③エゴマ：３ha。

④花卉：リンドウ約21a。

⑤ハウスブドウ：水稲の育苗ハウスを利用した栽培を開始。

⑥畜産：酪農家１戸65頭飼養（震災前：３戸82頭）、

和牛繁殖農家８戸40頭飼養（震災前：32戸119頭）。

【平成28年度の試験・実証栽培の状況】

①６月14日に避難指示解除となった貝ノ坂地区において、水稲（品

種「ふくひびき」）の実証栽培３ａ。

②ワイン用ブドウの試験栽培60ａ（８品種、苗木2100本）。

約280ha

193ha

H22 H28

水稲の再開状況

～ ～

※人・農地プラン策定の状況

川内村は、村の農業者の高齢化や耕作放棄地の拡大等の課

題を解決していくため、８区に分かれている行政区のうち１

区から７区の行政区において、平成２８年３月に人・農地プ

ランを策定しました。

今回の策定にあたり、川内村は平成２７年１２月以降各行

政区において、懇談会や意見交換を開催し、取りまとめを行

いました。

なお、未策定の８区（避難指示が平成２８年６月１４日に

解除された荻、貝ノ坂地区を含む）については、２８年度以

降に策定される予定です。

震災復興室だより（第 11 号）
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※営農再開ビジョン策定の状況

大熊町は、地域営農再開ビジョンとして、

平成２９年度中を目標に、３地区（大川原

１区、大川原２区、中屋敷）の策定を予定

しています。併せて、それに向けた農業者

の営農再開意向確認のためのアンケート調

査を実施する予定です。

※営農再開の状況

【平成２８年度の試験・実証栽培の状況】

①水稲(コシヒカリ)を約８a、野菜（さ

つまいも、かぼちゃ、なす）を約１a試

験栽培。

②地力増進作物（ソルゴー、ひまわり、ク

ロタラリア）を約１３a実証栽培。

約580 ha

H22 H28

水稲の再開状況

試験栽培
約 8 a

～ ～

※営農再開ビジョン策定の状況

双葉町は、２地区（両竹、中野）の営農再開ビジョンの

策定を平成２９年度中を目標に予定しています。

水稲に加え、花卉や新たな作物として燃料用資源作

物の導入も検討しています。

※営農再開の状況

【平成２８年度の試験・実証栽培の状況】

①除染後の効果的な保全管理のため中野地区に、春夏作の実証栽培

として地力増進作物（セスバニア､クロタラリア､ハゼリソウ､そば）を約25a作付。

②今後、秋冬作として地力増進作物（ヘアリーベッチ）を播種する予定。

約500 ha

H22 H28

水稲の再開状況
～ ～

震災復興室だより（第 11 号）
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※営農再開ビジョン策定の状況

浪江町は、"ふるさと浪江その礎である「農業」を関係者が一丸となって再生し、浪江町

の風景、町民の笑顔に満ちあふれた元気な浪江町を取り戻すため"、平成26年11月「浪江

町農業再生プログラム」を策定しました。

「浪江町農業再生プログラム」は、”生業”としての農業再生を目指して、

①農地保全・地力回復を図りながら農業の復興・生産拠点の整備

②新たな作物（麦・大豆）の振興、施設花卉の栽培推進

③”かつての農業”（水稲、露地園芸、果樹、畜産）」の再生

④”新しい農業”（ICT、法人化、資源作物）の振興を図るものです。

なお、より具体的な「浪江町の営農再開ビジョン」等については、農業者の営農再開の

状況に応じて、今後改めて策定される予定となっています。

約1,250 ha

H22 H28

水稲の再開状況

実証栽培
0.8ha
再開1.5ha

～ ～

※営農再開の状況

【平成２８年度の試験・実証栽培の状況】

①水稲：0.8ha実証栽培。

②エゴマ：20a実証栽培。

③飼料作物：30a（エンバク、オーチャード、イタリアン）実証栽培。

④制限品目になっている野菜：26a

（ハクサイ､キャベツ、ホウレンソウ、ブロッコリー、カブ、トウガラシ）

を実証栽培。

【平成２８年度の出荷販売に向けた作物の栽培状況】

①水稲：1.5ha（コシヒカリ1.２ha、モチ0.3ha）。

②花卉：２６a（電照菊、トルコギキョウ、リンドウ）。

③飼料作物：30a（デントコーン）。

震災復興室だより（第 11 号）
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※営農再開の状況

【平成２８年度の営農再開の状況】
①飼料作物：牧草（オーチャード）6.3ha（8名）、

飼料用トウモロコシ0.6ha（１名）作付。
②雑穀類：そば1.6ha（5名）、なたね0.2ha（1名予定）、

えごま２a（１名）作付。
③野菜：17名の生産者がミニトマトやナス、

かぼちゃなど少量多品目を栽培開始。
④果樹：2名の生産者がリンゴ約６０本のほか

ブルーベリーや桃、プルーンなど栽培管理再開。

【平成２８年度の実証栽培の状況】
水稲：「ひとめぼれ」や「あきたこまち」、「里山のつぶ」等を

約5.5haで実証栽培
（うち主食用5.1ha、飼料用米0.4ha）。

H22 H28

水稲の再開状況

約1３0 ha

実証栽培
約６ha

～ ～～ ～

※営農再開ビジョン策定の状況

葛尾村は、平成２８年７月、営農再開ビジョン「葛
尾村農業再生事業化計画」を策定しました。

この計画は、東日本大震災によって打撃を受けた
葛尾村の農業を再生するための指針となるものを村
民の方々に示すものです。

この計画を基本的な計画として捉え、今後、土地
利用や園芸、畜産や加工販売の各部門毎に実施計画
を作成し取り組むこととなっています。

また、併せて農業再生に向けた様々な問題点や課
題を解決していくための事業などを推進する組織母
体として「葛尾村農業再生協議会」を設立する予定
です。

震災復興室だより（第 11 号）



- 11 -

※営農再開ビジョン策定の状況＆人・農地プランの状況

飯舘村は、平成２７年１０月、飯舘村の農業復興に向け「飯舘村営農再開検討会議」を

設立しました。

この会議は、学識経験者１名、飯舘村の農業者４名、ＪＡ１名、飯舘村振興公社１名、

福島県１名、独立行政法人１名の計９名の委員で構成され、現在、①営農再開ビジョンの

策定、②営農再開に向けて対象となる支援事業、③村内での営農再

開希望者へのニーズ等の把握、④農業分野における放射能対策の知

見周知などについて検討を行っています。

今後、２８年度内を目途に、飯舘村の営農再開ビジョンが策定さ

れることとなっています。

また、村内の関根・松塚地区を先行モデル地区に位置づけ、花き

栽培や水田放牧等の農地利用計画図（地区の人・農地プランの位置

づけ）の作成も並行して進める予定となっています。

※営農再開の状況

【平成２８年度の営農再開の状況】

①野菜：１事業者が夏秋イチゴの施設栽培10ａ（震災前の1/4）

再開。

【平成28年度の試験・実証栽培の状況】

①水稲：1.2ha（直播約1ha、普通移植約0.2ha）。

②畜産：和牛繁殖による飼養実証（1戸）、

水田放牧の試験実証（１戸）を予定。

③野菜：64ａ（出荷制限等解除に向けた実証栽培54ａ、

試験栽培10ａ）。

④花卉：カスミソウ１a。

⑤そば：80ａ。

⑥えごま：４ａ。

700 

H22 H28

水稲の再開状況

約 ha

実証栽培
1.2ha

～ ～
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参考１：※営農再開ビジョンとは

市町村において、地域の中心となる経営体の確保や営農再開に必要な施策、機械・施設の整備や利

用に関する計画、地域の特色ある産地づくりや農を通じた地域づくりに向けた指針のこと。

参考２：※人・農地プランとは

高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、地域が抱える「人と農地の問題」について、5年後、

10年後の地域農業のあり方・将来像を検討し、課題を解決していくための「未来の設計図」のこと。

区分 品目
田
村
市

南
相
馬
市

川
俣
町

広
野
町

楢
葉
町

富
岡
町

川
内
村

大
熊
町

双
葉
町

浪
江
町

葛
尾
村

飯
舘
村

野菜

非結球性葉菜類
（ホウレンソウ、コマツナ、チン
ゲンサイ、みずな、サニーレタ

ス、しゅんぎく等）

摂取・出荷
（帰還困難区域）

摂取・出荷 摂取・出荷 摂取・出荷 摂取・出荷
摂取・出荷

（帰還困難区域）
摂取・出荷

結球性葉菜類
（キャベツ、はくさい、結球レタ

ス、芽キャベツ等）

摂取・出荷
（帰還困難区域）

摂取・出荷 摂取・出荷 摂取・出荷 摂取・出荷
摂取・出荷

（帰還困難区域）
摂取・出荷

アブラナ科花蕾類
（ブロッコリー、カリフラワー、茎

ブロッコリー等）

摂取・出荷
（帰還困難区域）

摂取・出荷 摂取・出荷 摂取・出荷 摂取・出荷
摂取・出荷

（帰還困難区域）
摂取・出荷

カブ
（こかぶ、赤かぶ等）

出荷
（帰還困難区域）

出荷 出荷 出荷 出荷
出荷

（帰還困難区域）
出荷

ワサビ
（畑において栽培されたものに

限る）

出荷
（山木屋地区）

トウガラシ 収穫

果実

ウメ
出荷

（帰還困難区域等）
収穫

（山木屋地区）

ビワ
出荷

（帰還困難区域等）

ユズ 出荷
収穫

（山木屋地区）
収穫

カキ
出荷

（帰還困難区域等）

キウイフルーツ
出荷

（帰還困難区域等）

ギンナン
収穫

（原町区）
収穫

（山木屋地区）

クリ 出荷 収穫 収穫

穀類
平成２８年産米

（県の定める出荷・検査方針に
基づき管理される米を除く）

出荷 出荷 出荷 出荷 出荷 出荷 出荷 出荷 出荷 出荷

畜産物

原乳 出荷
出荷

（帰還困難区域等）
出荷

（山木屋地区）
出荷 出荷 出荷 出荷 出荷 出荷 出荷 出荷

牛
（１２月齢未満のもの、及び県
の定める出荷・検査方針に基
づき管理されるものを除く）

県外への
移動

県外への移動 県外への移動
県外への移

動
県外への移

動
県外への移

動
県外への移

動
県外への移

動
県外への移

動
県外への移

動
県外への移動

県外への移
動

牛
（県の定める出荷・検査方針に
基づき管理されるものを除く）

と畜場へ
の出荷

と畜場への出荷 と畜場への出荷
と畜場への
出荷

と畜場への
出荷

と畜場への
出荷

と畜場への
出荷

と畜場への
出荷

と畜場への
出荷

と畜場への
出荷

と畜場への出荷
と畜場への
出荷

※ 「穀類」・南相馬市（平成２４年３月３０日付け指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る。）、川俣町（平成２５年８月７日付け指示により設定された居住制限区域及び避難
指示解除準備区域に限る。）、楢葉町、富岡町（平成２５年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、大熊町（平成２４年１１月３０日付け指示により設定された帰還困難区
域を除く区域に限る。）、双葉町（平成２５年５月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、浪江町・葛尾村（平成２５年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く
区域に限る。）、川内村、飯舘村（平成２４年６月１５日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）

※ 「原乳」・田村市・楢葉町・川内村（福島第一原子力発電所から半径２０kmの区域に限る。）

平成２８年８月１７日現在 〈福島県HPより抜粋〉

参考３：
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