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平成 23(2011)年３月 11 日、三陸沖を震源とした国内観測史上最大規模となるマグ

ニチュード 9.0 の「平成 23(2011)年東北地方太平洋沖地震」が発生し、宮城県北部で

最大震度７、宮城県、福島県、茨城県、栃木県で震度 6 強等、広い範囲で強い揺れが観測

されるとともに、福島県相馬市
そ う ま し

において最大で高さ 9.3ｍ以上の津波を観測するなど、大

地震と大津波により農業用施設等の損壊・流出、農地や農作物の流失など、東日本の広い

地域に甚大な被害が生じました。 

岩手県、宮城県、福島県の 3 県では、津波による農地の流失・冠水面積が約２万 ha、

農林水産関係被害額は２兆円を超えました。 

さらに、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故が発生し、その影響による営農休

止や作付制限など、農業はこれまでにない被害を経験しました。中でも福島県の被害は深

刻なものであり、いまだ東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の町村は、避難指示

による帰還困難区域が設定されています。 

政府は、これらの災害を「東日本大震災」と呼称し、同年 7 月に策定した「東日本大震

災からの復興の基本方針」において、復興期間を令和 2(2020)年度までの 10 年間とす

るとともに、当初の 5 年間（平成 23(2011)年度～平成 27(2015)年度）を「集中復興

期間」と位置づけ、日本全国のモデルとなるよう、東北を新たな食料供給産地として再生

することを目指し、被災地の復興に向けて取り組みを行ってきました。 

また、令和２(2020)年７月の復興推進会議において、令和３(2021)年度から令和

7(2025)年度までの 5 年間を新たな復興期間として、「第２期復興・創生期間」と位置づ

け、引き続き被災地の復興に向けて取り組んでいます。 

東北の農業復興はこの 10 年間で大きく前進し、地震・津波被災地域では農地・農業用

施設等の整備が進み、農地の復旧に併せたほ場の大区画化により生産性の高い大規模農業

への取組が進展し、復興の総仕上段階となっています。一方、原子力被災 12 市町村では、

避難指示解除の時期や住民の帰還状況により営農再開割合に差が出ており、特に帰還困難

区域がある町村の営農再開が遅れていることから、復興・再生の本格化を重要事項として、

さらなる営農再開の加速化に取り組んでいるところです。 

本章では、東日本大震災の発生からこの 10 年という節目にあたり、現在の農業の復興

状況をお伝えするとともに、生産者の方々の営農再開に向けた取り組みを紹介してまいり

ます。 
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１ 地震・津波からの復旧・復興 

地震・津波による被災地域では、復興交付金や土地改良事業特別法等に基づく直轄災害

復旧事業等により、農地・農業用施設の復旧を行いました。その結果、原子力被災によっ

て避難指示区域が設定された福島県の原子力被災 12 市町村の区域を除いた 94％で営農

再開が可能となっています。 

今後は、一部の活用されていない復旧農地について、順次営農を進めていくことが必 

要です。

現状と課題 

 図表 特-1 被災 3 県の農林水産関係被害額 

被災３県（岩手県、宮城県、福島県）の農林水産関係被害額は２兆円を超えています（図

表 特-1）。 

また、被災３県の農地の流失・冠水面積は２万 530ha であり、うち約７割の１万

4,340ha が宮城県となっています（図表 特-2）。 

被災３県の農林水産関係被害額及び農地の流出・冠水面積 

資料：岩手県「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「東日本大震災による被害額（令和２(2020)年９月30日現在）」 

福島県「農林水産関係被害状況（平成24(2012)年７月５日現在）」 

 図表 特-2 被災 3 県の農地の流出・冠水面積 

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

被害額計

単位：ha

岩手県 730

宮城県 14,340

福島県 5,460

合計 20,530

被害面積
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資料：東北農政局作成 

 図表 特-3 被災 3 県の農地・農業施設の復旧状況（令和３(2021)年３月末現在） 

東北管内の国直轄災害復旧事業地区 

国直轄災害復旧事業は、国が造成した又は造成中である土地改良施設が被災した場合

に、工事規模が著しく大きい又は工事が高度な技術を要する、若しくは当該施設の復旧

が公益上国が行う必要があると認められるとき、土地改良法に基づいて国自らが実施す

る事業です（図表 特-4）。 

 図表 特-4 直轄災害復旧事業地区の概要（令和３(2021)年３月末現在） 

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％）が営農再開可能となっています。 

排水機場は、復旧が必要な主要 96 箇所全てで復旧が完了しています。 

また、農地海岸堤防は、復旧が必要な 121 地区のうち 118 地区（98％）において完

成しています（図表 特-3）。 

なお、復旧に至らない農地 1,130ha（６％）と農地海岸堤防 3 地区（２％）は、原子

力被災によって、避難指示区域が設定された福島県の原子力被災 12 市町村のものであり、

復旧に向け引き続き支援を行います。 

農地・農業施設の復旧・復興 

資料：東北農政局作成 
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 図表 特-５ 「仙台東地区」ほ場整備事業概要 

平成 24(2012)年度から「仙台東地区」において、除塩、施設復旧、農地復旧を実施

しました。平成 27(2015)年には、全てのほ場で営農が再開されています。 

また、平成 25(2013)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(2018)年度までに完了、令和２(2020)年度には換地処分を行い、事業完了となりま

した（図表 特-5）。 

資料：東北農政局作成 

 

直轄災害復旧関連区画整理事業「仙台東地区」の概要 

○事業概要

　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(2011)年度～令和２(2020)年度

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

復興事例 農事組合法人仙台イーストカントリー（宮城県仙台
せんだい

市
し

） 

仙台市
せんだいし

若林区七
しち

郷
ごう

地区の農事組合法人仙台イーストカントリー（代表理事 佐々木均）

が、令和 3(2021)度農林水産祭の農産・蚕糸部門において天皇杯を受賞されました。 

同法人は、東日本大震災により農地の 3 分の 2 が浸水し、農機具・施設の大半が失わ

れました。しかし、わずか 2 か月半後には浸水を逃れた水田で経営を再開し、その後、

大区画での湛水直播栽培等による収益性の高いモデル的な経営体として復興を成し遂げ

たところです。 

現在は、約 80ha で稲作や大豆作に取り組むほか、地域の女性たちで結成された「神

屋敷仕込味噌クラブ」を加工部門とし、農産加工や農家レストランに取り組んでいます。 

東日本大震災後、地域においていち早く営農を再開し周囲の農業者を勇気づけ復興を

牽引してきたところであり、50 年後の未来も地域農業を支えていく組合を目指していま

す。 

天皇杯受賞後に東北農政局に来庁されました 栽培した大豆で味噌づくり 仙台イーストカントリーの皆さん
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令和２年 
(2020) 

27 
(2015) 

平成 22 年 
(2010) 

％ 

 図表 特-7 沿岸市町村の農業産出額（沿岸市町村計） 

被災 3 県の沿岸市町村の営農状況 

平成 23(2011)年、津波により農地や農業用施設に大きな被害が発生し、沿岸市町村

の水稲の作付面積は大きく減少しましたが、その後、岩手県、宮城県においては、農地

の復旧・整備の進展に比例し 

て作付面積も増加し（図表  

特-6）、農業産出額も震災前 

とおおむね同じ水準まで回復 

しました（図表 特-7）。 

しかし、福島県は、原発事 

故後の長期にわたる避難によ 

り農業者の帰還が進まないこ 

とや、農地の作付制限などに 

より作付面積が伸びず、農業 

産出額は震災前の水準に達し 

ていません（図表 特-7）。 

津波被災面積の約７

割を占める宮城県の沿

岸市町村では、震災直後

は多くの農家が離農を

余儀なくされました。 

しかしながら、その後

の営農再開にあたり、新

たな農業法人が多く立

ち上げられ、地域の担い

手に農地が集積された

ことから、50ha 以上の

経営耕地を有する法人

の割合が大幅に増加し

ました（図表 特-8）。 

宮城県沿岸市町村における農業法人の経営規模別割合推移 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」 

注：農業産出額（市町村別）は、平成19(2007)年度から平成25(2013)年度まで作成していないことから、震災前の比較対象とし

て、平成18(2006)年の値を記載 

 図表 特-６ 沿岸市町村の水稲作付面積（沿岸市町村計）

資料：農林水産省「作物統計」 

平成 18 年 
(2006) 

26 
(2014) 

28 
(2016) 

30 
(2018) 

平成 18 年 
(2006) 

26 
(2014) 

28 
(2016) 

30 
(2018) 

平成 18 年 
(2006) 

26 
(2014) 

28 
(2016) 

30 
(2018) 

 図表 特-８ 宮城県内沿岸市町村における農業法人の経営規模別割合推移 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
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震災前の亘理町
わたりちょう

、山 元 町
やまもとちょう

は、東北一のいちご産地として、仙台市場を始め北海道や京浜

方面にも出荷していましたが、東日本大震災の津波により 90％以上の農地が浸水し、苗や

ハウスは全壊、流入した海水による土壌、地下水の塩害も深刻なものでした。

 図表 特-9 亘理・山元いちご団地位置図 

復興事例 井土
い ど

生産組合（宮城県仙台
せんだい

市
し

） 

東日本大震災の津波による甚大な被害のあった井土
い ど

地区では、被災した農家 75 戸に営

農意向調査を実施したところ、「営農組織があれば委託をしたい。」との回答が多くありま

した。その意を受け営農継続を決意した 15 戸の農家が、平成 24(2012)年 12 月に井

土生産組合を結成し、翌年１月に法人化しました。 

同組合は、被災地域農業復興総合支援事業により大型機械を導入し、ほ場整備により大

区画化した農地で水稲の乾田直播を行い、省力化を進めました。また、余剰となった労働

力で、ねぎ、たまねぎ等の園芸作物を導入し、売上げの拡大と通年雇用を実現しました。 

現在では、ブランドねぎとして定着した「仙台井土ねぎ」の販路拡大を目指し、GLOBAL 

G.A.P.の認証を取得するとともに、井土ねぎを使った「たれ」の開発など６次産業化にも

取り組んでいます。 

機械化によるねぎの定植 大型機械を使用した 

乾田直播による作業の効率化 

復興事例 亘理・山元いちご団地（宮城県亘理町
わたりちょう

、山元町
やまもとちょう

） 

しかし、被災後間もなく営農を再開

し、平成 23(2011)年 11 月中旬には

出荷を開始しました。 

平成 24(2012)年には、本格的な産

地復興に向け、被災地域農業復興総合

支援事業を活用し、団地造成、選果場

の整備を行いました（図表 特-9）。 

震災前は土耕による生産でいちごの

平均単収は約 3.5ｔ／10ａでしたが、

塩害の影響を受けないよう新たに導入

した高設養液栽培や統合環境制御シス

テムにより、作業の効率化、単収の大

幅な増加に結びつき、平成 27(2015)

年には事業計画策定時の目標である、

平均単収５ｔ／10ａを達成すること

ができました。 

ほ場整備事業より 

大区画化した農地 

資料：東北農政局作成 

8



 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

２  東京電力福島第一原子力発電所事故の影響と復旧・復興 

現状と課題 

農地除染技術の開発・土壌の放射性セシウム濃度別適用技術

土壌の放射性セシウム濃度に応じ、それぞれの技術を適用して農地の除染が行われまし

た（図表 特-10）。 

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が確認

されています。 

 図表 特-10 土壌の放射性セシウム濃度に応じた除染作業 

資料：東北農政局作成 

福島県では、地震・津波による被災に加え、原発事故に伴う避難指示区域の設定などに

より多くの方が避難を余儀なくされ、現在も３万 5,000 人超が避難を続けています。 

このため、浜通りを中心に担い手が不足する中、避難していた農業者の帰還及び営農

再開を支援してきたところです。今後は、これまでの取組に加え、企業の新規参入や地域

外から担い手を呼び込むことも重要となっています。 

また、事故以降、放射性セシウム濃度の基準値を超過する米が生産される可能性が高

い水田での作付制限措置、表土の剥ぎ取り、反転耕、除染による放射性物質低減対策及び

カリ施肥による放射性物質吸収抑制対策の実施に加え、米の全量全袋検査をはじめとし

た食品検査態勢の構築などにより安全な農産物が生産されるようになりました。 

福島県では福島県ならではのオリジナルブランドの開発や大規模で労働生産性の高い

農業経営の展開、農産物の輸出拡大などに取り組んできたところであり、農林水産省で

は、生産から流通・販売に至るまで農業の復興創生を総合的に支援していきます。 

一方、これらの取組により、福島県産品の価格は回復傾向にあるものの、依然として残

る科学的根拠に基づかない風評や偏見により震災前の水準まで回復していない状況であ

ることから、福島県では GAP の推進や固定化した被災地産食品のイメージ回復に向け

た情報発信等に取り組んでいます。

農林水産省では、安全な農林水産物の生産、放射性物質の検査、福島県産農産物等流通

実態調査等引き続き適正な情報発信に努めるとともに、オンラインストアや様々なイベ

ントを通じた販売促進を支援していきます。
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米の安全確保のための水稲の作付制限 

 福島県においては、関係市町村の意向を踏まえ、避難指示区域等における「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」の対象地域を示

し、段階的に作付けが再開されました。 

 図表 特-11 作付制限等の対象地域 

資料：東北農政局作成 

平成 27(2015)年産米 令和２(2020)年産米 
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米については、除染、カリ施肥等による吸収抑制対策を実施しました。 

また、きめ細やかな検査を行うことにより、基準値を超過する米を流通させない取組を

しています。 

 畜産物については、草地の吸収抑制対策（反転耕）の実施や、食品の基準値を超える

放射性セシウムを含まないように暫定許容値以下の飼料のみを給与するなどの適切な家

畜の飼養管理の徹底に、生産現場や関係機関が連携して取り組んでいます。 

農畜産物の安全確保 

果樹については、放射性物質の低減対策（粗皮削り、樹体洗浄、剪定・整枝等）とと

もに、GAP の導入や出荷前の放射性セシウム濃度の検査に応じた出荷制限等を行うこ

とにより、安全性を確保しています。 

樹体の高圧洗浄 幼果期検査による 

安全な原料柿の確保 
粗皮削り 

重機を活用した反転耕 ストーンクラッシャーによる

石礫破砕 
急傾斜牧草地での 

無線トラクターの活用 

 図表 特-12 カリ濃度とセシウムの吸収
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 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

農産物等の放射性セシウムの検査結果概要 

資料：東北農政局作成 

注：１）その他（※）とは、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 
２）厚生労働省及び自治体が公表したデータに基づき作成

３）放射性セシウムの食品の基準値は、一般食品：100Bq／㎏、牛乳・乳児用食品：50 Bq／㎏、飲料水：Bq／㎏

 これまでの放射性物質低減対策の実施により農畜産物に含まれる放射性物質濃度は低

下しており、平成 30(2018)年以降、食品の基準値（100Bq／kg）超過はありません

（図表 特-13）。 

しかしながら、被災地産の食品の購入をためらう消費者は、現在も一定程度存在してい

ます（図表 特-14）。 

 風評や偏見・差別を払拭するため、引き続き生産現場と連携し、放射性物質低減対策の

徹底を図るとともに、正確で分かりやすい情報発信が重要です。 

図表 特-13 平成 24（2012）年４月以降の農産物の放射性セシウムの検査結果（東北６県分） 

（平成２４(2012)年 4 月 1 日～令和 3(2021)年 3 月３１日） 

24年度
(2012)

27年度
(2015)

30年度
(2018)

Ｒ２年度
(2020)

Ｒ２年度基準値
超過品目（点数）

基準値超過点数 84 2 0 0

（検査点数） （10,330,085） （10,507,547） （9,266,684） （379,302）

基準値超過点数 34 3 0 0

（検査点数） （16,294） （11,958） （5,985） （4,251）

基準値超過点数 2 0 0 0

（検査点数） （75,533） （109,996） （103,989） （11,931）

基準値超過点数 158 1 0 0

（検査点数） （1,737） （2,241） （1,616） （1,521）

基準値超過点数 139 50 72 49

（検査点数） （1,200） （2,177） （2,812） （1,945）

基準値超過点数 934 8 5 0

（検査点数） （13,391） （15,016） （11,687） （8,474）

基準値超過点数 320 94 113 33

（検査点数） （551） （258） （757） （952）

基準値超過点数 0 0 0 0

（検査点数） （1,467） （972） （572） （256）

基準値超過点数 1 0 0 0

（検査点数） （46） （50） （41） （15）

基準値超過点数 136 17 9 2

（検査点数） （2,972） （2,279） （1,694） （980）

飲料水

その他　※ 乾燥ｺｳﾀｹ(2)

水産物

野生鳥獣肉
ｼｶ(2)、ｸﾏ(11)、ｲﾉｼｼ(19)、ﾔﾏ
ﾄﾞﾘ(1)

牛乳・乳児用食品

畜産物

林産物（栽培）

林産物（野生）
ｺｼｱﾌﾞﾗ(9)、ﾀｹﾉｺ(20)、ﾜﾗﾋﾞ
(1)、ｾﾞﾝﾏｲ(3)、ｷﾉｺ(16)

分類

農産物
（米）

農産物
（野菜類・果実類・その

他）
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 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

 岩手県、宮城県の農業産出額は、震

災前を超える状況となっていますが、

大きく農業産出額が減少した福島県

においては、回復傾向にあるものの震

災前の水準に達していません（図表 

特-15）。 

農業産出額の増加に向けては、生産

向上の取り組みだけでなく、風評払拭

による他産地との価格差解消が大切

です（図表 特-16）。 

福島県の農業産出額 

 図表 特-15 被災３県の農業産出額（基準）の推移 

平成 22 年を「０」とした 

 図表 特-14 食品についての風評の現状 

資料：消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第13回）」 

注：全回答者（5,176人）のうち、産地を気にする人が放射性物質を理由に購入をためらう産地として選択した産地の割合 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」 

 図表 特-16 福島県産品の価格の推移 

平成 22 年を「０」基準とした 平成 22 年を「０」とした 

資料：米は農林水産省「米の相対取引価格」に基づく県推定値、それ以外は東京都中央卸売市場「市場取引情報」 
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 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

福島県産農産物の輸出量 

 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、規制を設けた 54 の国・地域のうち、令和 2(2020)年度末までに 39 の国・

地域で輸入規制が撤廃されたことにより、規制を継続する国・地域は 15 にまで減少しま

した（図表 特-18）。 

 図表 特-17 福島県産農産物の輸出量（米、もも等） 

資料：福島県県産品振興戦略課より 
 

 図表 特-18 輸入規制国数（３月末現在）の推移と現在の状況 

諸外国の食品等の輸入規制 

 令和 2(2020)年度は、過去

最高となった令和元(2019)

年度に次ぐ 285ｔの輸出と

なり、米の輸出量は過去最高

となりました。 

更なる輸出促進のため、現

在、諸外国・地域において講じ

られている輸入規制の緩和・

撤廃に向け、政府一体となっ

た働きかけを継続しています

（図表 特-17）。 

資料：農林水産省食料産業局「農林水産物・食品の輸出促進について（令和３(2021)年３月末時点）」 

参考：令和３年 10 月 10 日現在は、14 カ国となっています。 

国・地域名

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

一部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

規制措置の内容（国・地域数）

事故後の輸入規制を撤廃（39）

事故後の
輸入規制
を継続
（15）
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 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

※1：「トドクヨ」は、食べて応援しように取り組んでいただいている事業者です。
※2：令和２年度は、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりました。

農林水産省では、被災地産食品を積極的に消費することによって、産地の活力再生を通

じた被災地の復興を応援するため、「食べて応援しよう！」というキャッチフレーズの下、

様々な取り組みを呼びかけています。 

これまでに生産者や事業者等の努力により放射性物質を低減させる様々な措置がとら

れるとともに、食品中の放射性物質の基準値に基づいた出荷制限、作付制限等の措置によ

り農畜産物等の安全が確保されてきましたが、被災地産食品の購入をためらう消費者は、

現在も一定程度存在しています。そのため、消費者の正しい理解の促進を図ることを目的

として、被災地産食品の販売フェアや社内食堂での積極的利用等を進めており、令和３

(2021)年６月末までに 1,683 件の取組が行われました。 

全国の事業者等が実施しているこの取組をきっかけに、事業者が被災地の生産者を訪

れ、生産現場の様子や生産者のこだわり、思いを情報発信することにより、生産者と消費

者のココロをつなぐ産直通販等の新たな広がりも見られたところです。 

農林水産省では、今後も被災地支援に取り組んでいきます。 

「食べて応援しよう！」の取組 

東北農政局では、平成 29(2017)年３月から岩手県、宮城県及び福島県の農林漁業者

及び食品事業者等が、仙台市
せ ん だ い し

で農林水産物や加工食品などを販売するイベント※2 を開催し

てきました。 

このイベントは、生産者と消費者が交流することで、消費者の被災地産食品に対する理

解を深め、積極的な消費を促すとともに、風評払拭や産地の活力再生を通じた被災地の復

興を応援することを目的として行っています。これまでの開催で、延べ 126 の出店と約

３万人の来場者があり、生産者と消費者の交流が行われました。 

また、職員を対象に、福島県浜通りを中心とした地域の農林水産物等の斡旋・販売など

に取り組んでおり、令和２(2020)年度は仙台合同庁舎食堂において、大熊町
おおくままち

産いちごが

メニューの一品として提供されました。
 被災地産食品の利用 

仙台合同庁舎食堂において 

大熊町産いちごが提供された 

メニュー

 「食べて応援しよう」への案内 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/ 

 通販事業者「トドクヨ※１」による被災地産農作物の情報発信 

富岡町の全量生産出荷管理米 

の配布（ふるさと生産組合） 
イベント会場の様子

 「食べて応援しよう！in 仙台」の開催状況  職員への斡旋・販売産品 

斡旋・販売チラシ 
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 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

福島県の酪農は、原発事故により大きな影響を受けま

した。このような中、避難指示のため休業していた 5 名

が酪農団体や企業の支援を受け、平成 24(2012)年 10

月に避難先の福島
ふくしま

市
し

内で復興牧場「ミネロファーム」を設

立しました。平成 24(2012)年 10 月から原乳の出荷を

再開し、令和３(2021)年６月末現在で乳用牛 231 頭を

飼養するまでになっています。  

復興事例 あんぽ柿（福島県伊達
だ て

市
し

） 

福島県伊達
だ て

地方で江戸時代

から続く特産品「あんぽ柿」

は、原発事故後２年連続で加

工自粛を余儀なくされまし

た。 

 樹体の洗浄、幼果期検査に

よる安全な原料柿の確保、加

工再開モデル地区の設定、非

破壊検査機器による全量検査

など様々な取組により、平成

25(2013)年 12 月に出荷が

再開され、令和 2(2020)年度

の出荷量は 1,313ｔと震災

前の 92％まで回復していま

す（図表 特-19）。 

加工再開モデル地区での加工 

（GAP の実践） 

放射性セシウム濃度 

非破壊検査機器 

全量非破壊検査 

復興事例 ミネロファーム（福島県福島市
ふ く し ま し

） 

 図表 特-19 あんぽ柿の出荷量推移 

資料：福島県あんぽ柿産地振興協会の取組を基に東北農政局作成 
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 福島原発事故の影響により、原子力被災 12 市町村において営農を休止した耕地面積

は 17,298ha で、そのうち営農再開した面積は 6,577ha（38.0％）となっています。 

避難指示解除の時期が早かった地域においては、営農再開が大きく進んだものの、解

除の時期が遅かった地域では、住民の帰還を進めながら営農再開に取り組んでいるとこ

ろです。 

 令和 7(2025)年度営農再開目標である営農休止面積の６割（1 万 ha）の達成に向け、

先端技術の導入や広域的な高付加価値産地の形成による営農再開の加速化等、きめ細か

な支援の継続が重要です。 

３ 原子力被災 12 市町村の営農再開 

 

  

現状と課題 

原子力被災 12 市町村における営農再開の状況 

 図表 特-20 原子力被災 12 市町村の営農再開の状況 

資料：東北農政局作成 

※１回目の「避難指示区域」の見直しが行われた年月日を記載。

・居住率（居住者数）の対象区域は避難指示が発令された区域。（田村市（都路地区一部）、川内村（20km 圏内）、楢葉町

（20km 圏内）、南相馬市（小高区・原町区一部）、川俣町（山木屋地区）は一部区域。その他市町村は全域。）

・休止面積は 2010 年世界農林業センサスより整理。

・再開面積は福島県調べ。南相馬市の再開面積は市全域。

・再開割合は令和３(2021)年３月の再開面積／休止面積。

 農地除染の進捗や、市町村、農業者の意向を確認しながら、国、県が一体となって営農

再開に向けた条件整備を支援してきましたが、早期に避難指示解除された地域の営農再

開は大きく進んだものの、帰還困難区域がある町村においては、営農再開が遅れている状

況となっています（図表 特-20）。 

休止面積
（ha）

再開面積
(R3.3)
（ha）

再開割合
（％）

【参考】
休止面積のうち
帰還困難区域内
の面積(ha)

広野町 － 90% (4,226人) 269 230 85.5 0

田村市 H26.4.1 85% (215人) 893 507 56.8 0

川内村 H26.10.1 54% (150人) 605 354 58.5 0

楢葉町 H27.9.5 60% (4,080人) 585 385 65.9 0

葛尾村 H28.6.12 32% (432人) 398 57 14.3 23

南相馬市 H28.7.12 56% (4,295人) 7,289 4,262 58.5 0

川俣町 H29.3.31 47% (341人) 375 171 45.7 0

飯舘村 H29.3.31 28% (1,481人) 2,330 446 19.1 99

浪江町 H29.3.31 10% (1,628人) 2,034 134 6.6 707

富岡町 H29.4.1 13% (1,585人) 861 30 3.5 122

大熊町 H31.4.10 3% (285人) 936 0 0.0 810

双葉町 R2.3.4 -% (-) 723 0 0.0 611

合計 17,298 6,577 38.0 2,372

市町村名
 避難指示
 解除時期
（※）

営農再開の状況

居住率（居住者数）
（令和３年３月）
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 楢葉町
な ら は ま ち

の水稲作付面積の推移 図表 特-22

 原子力被災 12 市町村の水稲

作付面積は、営農休止などにより

大幅に減少しました（図表 特-

21）。  

営農再開に伴い作付面積は

徐々に増加しているものの、震災

前の水準までには回復していま

せん。 

 営農再開の進展に向け、主食用

米だけでなく、飼料用米やたまね

ぎ、かんしょなど多様な取組への

支援が必要です。 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」「作物統計」 

注：農業産出額（市町村別）は、平成19(2007)年度から平成25(2013)年度

まで作成していないことから、震災前の比較対象として、平成

18(2006)年の値を記載 

 一方、楢葉町
な ら は ま ち

では、町、JA、福

島相双復興推進機構、県が連携し

て農地のマッチングを行うなど、

まとまった農地の営農再開支援

を実施したことにより、水稲作付

面積が拡大しています（図表 特

-22）。

営農再開の加速化に向けて楢

葉町のような優良事例を他市町

村に横展開することも必要です。 

 原子力被災 12 市町村の農業産

出額は、営農再開の進展に伴い緩

やかな回復基調となっているも

のの、震災前の４割弱にとどまっ

ています。 

 市町村ごとの営農再開の取組

に加え、広域的な高付加価値産地

の形成により、営農再開の加速化

と農業産出額の増加に向け、更な

る支援が必要となっています（図

表 特-23）。 

 図表 特-21 原子力被災１２市町村の水稲作付面積の推移 

 図表 特-23 原子力被災１２市町村の農業産出額の推移 
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特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

原子力被災 12 市町村への人的支援 

 原子力被災 12 市町村の営農再開を進めるため、令和２(2020)年４月から、原子力被

災 12 市町村に農林水産省職員を派遣し、それぞれの市町村の現状に応じた支援を行って

います。 

 また、技術職員（農学、農業土木）等からなるサポートチームを設置し、原子力被災 12

市町村への派遣職員の活動をサポートしています（図表 特-24、25）。 

資料：東北農政局作成 

 図表 特-24 原子力被災 12 市町村への人的支援体制（令和 3(2021)年 10 月現在） 

 図表 特-25 原子力被災 12 市町村への人的支援事例 
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特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

復興事例 株式会社紅梅夢ファーム（福島県南相馬市
み な み そ う ま し

） 

復興事例 株式会社しろはとファーム（福島県楢葉町
な ら は ま ち

） 

平成 29(2017)年１月、南相馬市
みなみそうまし

小高区
お だ か く

の

７つの集落営農組織が出資し、（株）紅梅夢ファ

ームを設立しました。 

平成 30(2018)、31(2019)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名雇用しています。 

令和３(2021)年度は水稲など約64haを耕

作しました。 

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）に参画しています。 

農業機械における自動走行の活用、操作支援

技術等により、非熟練者でも早期に技術習熟を

可能とすることを目指しています。 

さつまいも栽培ほ場 

大学いも、いもけんぴなどを製造する白ハ

ト食品工業（株）（本社：大阪府）のグループ

企業（株）しろはとファームが、約 11ha の

農地を確保し、平成 30(2018)年からさつま

いも栽培を開始し、平成 31(2019)年 4 月に

は、（株）福島しろはとファームが設立されま

した。 

楢葉町
な ら は ま ち

が主体となり農地を斡旋し、（株）し

ろはとファームと町内農家数名でさつまいも

栽培を開始したものが、現在は、JA 福島さく

らに生産部会が発足し、地元農家 29 名が加

入するまでになり、地域全体での産地化を推

進しています。 

紅梅夢ファームの皆さん 

（後列４名が若手社員） 

直進キープ機能付き田植機 

さつまいもの収穫状況 
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