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（１）農地・農業施設の復旧・整備（岩手県、宮城県、福島県） －令和２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、17,440ha（93％）

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、９４箇所が完了。

○ 農地海岸堤防は、復旧が必要な１２４地区のうち、１２１地区（98％）で着工。

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

・令和元年度は、令和２年3月末で240ha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
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主要な
排水機場
96箇所

・未完了施設は２箇所

農地
海岸
堤防

福島県の未査定
３地区を含む

124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

23.5.18撮影 国土地理院

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））
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１００％
（復旧完了又は実施中：９６箇所

うち復旧完了９４箇所）

９８％
（復旧完了又は実施中：１２１地区）

９３％
（17,440haで営農再開可能）

－１－

１ 津波被害からの復旧・復興
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Ｒ元年度
まで累計

R２年度
（見込み）

R３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 13,640 70 0 13,710 － 13,710 630 14,340 ha

福島県 3,250 220 880 4,350 130 4,480 980 5,460 ha

計 17,440 290 880 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

93% 1% 5% 99% 1% 100%
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岩手県
津波被災農地面
積（農地転用等除
く） 550ha

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

Ｒ元年度まで営農再開
13,640ha (99%)

宮城県
津波被災農地
面積（農地転用
等除く）13,710ha

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

Ｒ元年度まで営農再開
3,250ha (73%)

農地転用等
180ha

農地転用等
630ha

農地転用等
980ha

R２年度末 営農再開可能220ha (5%)

＊四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。

Ｒ元年度まで営農再開
550ha (100%)

－２－

（2）農地の復旧状況と今後の見通し （令和２年３月末現在）

R２年度末 営農再開可能70ha (１%)

今後、営農再開可能見込み 880ha(19%)
（避難指示区域解除済み面積を含む）

避難指示区域130ha (3%)

〇 営農再開可能面積は、岩手県１００％、宮城県９９％、福島県７３％、全体で９３％の進捗。
〇 岩手県、宮城県は、令和２年度までに工事を完了する予定。
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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、12市町村に１名ずつ職員を派遣。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。

（１）原子力被災12市町村の営農再開状況と人的支援

－３－

２ 原子力災害からの復旧・復興
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（2）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

○ 株式会社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。来年度は50㏊まで拡大する予定。

○ 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10月より稼働。

－４－
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

被災12市町村では、原子力発電所事故から9年以上を経てもなお営農再開率が
事故前の約3割にとどまっています。営農再開の加速化に向けて、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の形成
が不可欠となっています。このため、市町村を越えて広域的に生産、加工等が一体
となった高付加価値生産等を展開する産地の創出に必要な以下の取組を支援しま
す。

１．整備事業
高付加価値産地の拠点となる集出荷施設、乾燥貯蔵施設、冷凍・加工施設、

育苗施設、畜産関連施設等を支援します。

２．推進事業
高付加価値産地の展開に必要な、機械リース、生産資材や家畜の導入、高収

益作物の導入や新たな栽培技術及びICTの導入等に向けた調査・検証、出荷
規格の統一や効率的な出荷体制の構築に向けた調査・検証、福島県産牛の一
貫体制の構築に向けた耕畜連携の推進、コントラクターの育成等を支援します。

福島県高付加価値産地展開支援事業

＜対策のポイント＞
被災12市町村の営農再開の加速化に向け、市町村を越えて広域的に生産、加工等が一体となった高付加価値生産等を展開する産地の創出に必要な取

組を支援。

＜政策目標＞
被災12市町村において、令和12年度までに加工品を含め80億円を産出する産地の創出に向け、令和7年度までに産出額の３割を達成する。

【令和３年度予算概算要求額 5,333（－）百万円】

[お問い合わせ先] 生産局農業環境対策課（03-3593-6495）

＜事業の流れ＞

農業者団体
農業者

民間事業者等
福島県

交付
（１の事業：３/４）
（２の事業：定額）交付（定額）

国

広域JAと米飯加工業者が連携した
パックご飯向け米産地

加工・業務用野菜を生産から
加工まで一貫して行う産地

広域的な共同輸送でコストと
品質を両立する切り枝産地

大規模酪農牧場と肉用牛繁殖施設を核にした
福島県産牛地域内一貫生産

福島県営農再開支援事業等による再開準備

一台のトラックによる共同運送

広域的な高付加価値産地の展開による営農再開の加速化

CE・RC等の広域的な利用

参考

－５－


