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1．研究の背景と目的

2011 年 3 月 11 日に発生した東京電力福島第一原子力発

電所（以下、原発）事故によって、福島県の基幹産業であ

る農業は大きな被害を受けた。原発事故の発生当初には、

農地が著しく放射能で汚染され、また、米や野菜をはじめ、

多くの農産物が放射性セシウム基準値を超えたことから、

作付制限や出荷制限が指示されることになった。 

福島県では、農業の復興・再生を果たすため、国、県、

市町村などによって、除染、放射性物質の吸収抑制対策、

農業インフラの復旧、鳥獣被害防止対策など、多くの営農

再開支援策が実施されてきた。こうした取組の影響もあっ

て、モニタリング検査を通じて基準値を超えないことが確

認された農地や農作物については、作付制限や出荷制限が

解除されてきているが、今なお帰還困難区域では米の作付

制限が行われているほか、いわゆる風評被害が続いている

状況にあり、原発事故の発生に伴って避難指示等が発令さ

れた原子力被災12市町村(1)では、営農が再開された農地の

割合は1割に満たない状況である。 

本研究は、原発事故が発生してからの10年間における農

業復興事業の実績を整理するとともに、農業復興の現状に

ついて分析した上で、今後の課題を明らかにすることを目

的とするものである。福島県の農業復興にかかわる既往研

究としては、例えば、東日本大震災および原発事故後にお

ける福島県浜通りの農業復興の現状を整理した上で、南相

馬市における農業者の営農継続への意識を調査し、必要な

支援を明らかにした小松（2016）1）や、福島県全体の農業

復興の状況を経済面から分析し、今後の課題と支援のあり

方を論じた茅野（2014）2）が挙げられる。本研究は、こう

した既往研究による知見を踏まえつつ、福島県内の全 59

市町村に対するアンケート調査の結果などに関する考察の

もとに、農業復興の現状と今後の課題を明らかにする点で

独自性を有するものである。 

2．農業復興事業の概要と実績 

 本章では、原発事故の発生後に実施されてきた農業復興

事業のうち、主要な事業の概要と実績を整理する。 

(1)農地の除染 

農地が放射能で汚染されたため、放射性物質汚染対処特

別措置法に基づき、除染特別地域と汚染状況重点調査地域

において除染が実施された。除染特別地域は、避難指示区

域と概ね同じ範囲に指定され、同地域が指定された11市町

村では、国によってすべての市町村で農地の除染が実施さ

れた。汚染状況重点調査地域は、主として中通りの市町村

に指定され(2)、同地域に指定された 41市町村のうち 26市

町村では、市町村によって農地の除染が実施された。 

除染は、除染特別地域では2017年3月に、汚染状況重点

調査地域では2018年3月にすべての市町村で完了になった

が、その実績は表 1 に示す通りである(3)。除染特別地域と

汚染状況重点調査地域の合計で40,081haの農地で除染が実

施されたが、原発事故前の耕地面積を分母にした場合、こ

れは約27%に過ぎない。 

(2)農地や農業インフラ等の復旧・再生 

農地や農業インフラ等の復旧・再生に向けて実施されて

きた主な事業は、福島県営農再開支援事業、被災地域農業

復興総合支援事業、原子力被災12市町村農業者支援事業で

ある（表2）。 

福島県営農再開支援事業は、再開支援、農地管理、鳥獣

害対策を支援内容とするものである。事業の対象地域は、

この内容ごとに異なっており、再開支援は福島県内の全59

市町村で活用が可能だが、その他は、主に原子力被災12  
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表1 農地の除染実施状況（2018年3月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村で活用が可能である。再開支援は、主に農地の放射

性物質吸収抑制対策であり、カリウムの散布によって土壌

等に蓄積した放射性物質の農作物への移行を低減させるも

のである。農地管理とは、主に除染後の農地の保全管理で

あり、除草などを行うものである。鳥獣害対策は、野生鳥

獣の捕獲等を行うものである。2012 年度から 2019 年度ま

でに、59 市町村のうち 51 市町村でこの事業が活用されて

いるが、2020年度で終了になる予定である。 

被災地域農業復興総合支援事業および原子力被災 12 市

町村農業者支援事業の主な支援内容は、営農再開等を行う

ために必要な農業用施設や機械・家畜等の導入のための経

費の補助である。被災地域農業復興総合支援事業に関して

は、2013年度から2019年度までに10市町村が活用してい

る。また、原子力被災12市町村農業者支援事業に関しては、

2017年度から2019年度までに10市町村で利用されている。

どちらの事業も、2020年度で終了になる予定である。  

(3)モニタリング検査と農産物の流通・販売強化 

福島県では、県産の農産物の安全性を確保するため、生

産、流通、消費の各段階で複数回にわたるモニタリング検

査を実施してきた。2011 年 3月から 2021 年 1 月末までに

24万6,544件の検査を行っており、開始当初は基準値を超 

過する農産物が少なからず確認されたが、2020年度で基準 

値の超過が確認されたのは、山菜の1点のみである。こう 

した実績を踏まえて出荷制限が少しずつ解除されているが、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山菜は、未だ県内の各地で出荷制限が出されている状況で

ある。米については、2012年度から全量全袋検査が実施さ

れてきたが、2015年度からは基準値を超えたケースは見ら

れていない。こうした実績を踏まえて、2020年度からはモ

ニタリング検査（抽出検査）に変更されている。 

安全性が確認された農作物については、ブランディング

が進められており、「ふくしまプライド。」と銘打ち、オン

ラインストアを利用しながら、全国および海外への宣伝販

売が行われている。また、GAP 認証にも取り組むことで、

福島県産品に対する消費者や流通関係者への認知度および

信頼性の向上が図られている。 

(4)新たな農業への転換 

東日本大震災および原発事故の発生によって失われた浜

通り地域等の産業を回復し、新たな産業基盤の構築を目指

す国家プロジェクトとして福島イノベーション・コースト

構想が進められている。同構想の重点分野の一つに農林水

産業が位置づけられており、ICT やロボット技術等の先端

技術を取り入れた、スマート農業などの先進的な農林水産

業が取り組まれつつある。また、福島イノベーション・コ

ースト構想とは別に、新たな農業への転換の動きも現れて

おり、食用農産物は風評被害が大きいことなどから、特に

花き栽培に取り組む農業者が見られる。 

 

3．農業復興の現状 

(1)農地の状況 

農地の営農再開状況について、特に被害が大きかったと 

ともに、さまざまな農業復興事業が実施されてきた避難指

示等が発令された地域または解除された地域を対象に見て

みると、営農再開されている農地は、2019年3月時点では、

2010 年の農地面積である 16,514ha のうちの 1,342ha（8%）

にすぎず、特に避難指示の解除が遅かった市町村では営農

再開が進んでいない（図1）。福島県営農再開支援事業を活

用して保全管理が行われている農地が多く、6,297ha（39%）

となっている。 

(2)農業者の状況 

福島県では、原発事故以前から農業の担い手不足などが 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2 主な農業復興事業の概要 

備考

福島県営農再開支援事業
生産の断念を余儀な
くされた農地等の営
農再開の取組を支援

県内
全59市町村

市町村、JA、
農業者の組織す
る団体等

2012年度から
2020年度末まで

・再開支援
　(放射性物質吸収抑制対策等)
・農地管理
　(除染後農地の保全管理等)
・鳥獣害対策
※農地管理や鳥獣害対策などは、主に原子力被災
　12市町村が対象地域となっている

定額または
2分の1以内

− 51市町村 23,265,388(千円)

被災地域農業復興総合支援事業
（福島再生加速化交付金）

農業用施設・機械の
整備のための資金調
達能力がない市町村
への支援

原子力被災
12市町村

市町村
2013年度から
2020年度末まで

・市町村が実施する、農業用施設の整備及び農業用
　機械の導入のための経費補助 4分の3以内

補助残に特別
交付税措置あり
(実質受益者
 負担なし)

10市町村 28,780,000(千円)

原子力被災12市町村
農業者支援事業

原子力被災12市町村
における営農再開等
に必要な初期費用を
支援

原子力被災
12市町村

農業者、農業者
の組織する団
体、法人等（新
規就農者も可）

2017年度から
2020年度末まで

・生産等に要する管理機械、ハウス、畜舎、果樹
  改植、家畜導入など

4分の3以内
(果樹新植・
 改植、家畜の
 導入には上限
 あり)

補助対象経費の
上限額1,000万円
※市町村が
認めた場合
3,000万円

10市町村 6,632,250(千円)

注1：事業の実施期間については、農林水産省生産局長が特に認めた場合、延長が可能な場合がある。

注2：福島県営農再開支援事業の補助率にある「定額」とは、経費に対しての補助率がその都度変化することを表している。　
注3：被災地域農業復興総合支援事業における交付対象は、事業費が50万円以上である必要がある。

実施市町村数目的事業名 実施期間対象者 既実績分主な支援内容対象地域 補助率

資料：福島県農業振興課(2020)「原子力被災12市町村農業者支援事業 実施状況に係る点検評価」
    ：福島県農業振興課(2020)「原子力被災12市町村農業者支援事業及び営農再開支援事業（家畜導入）に係る事務手続きの手引き」
　　：復興庁(2015)「東日本大震災復興交付金交付要綱 別添４ 被災地域農業復興総合支援事業」
　　：福島県農業振興課(2020)「福島県営農再開支援事業の実績」
　　：福島県農業振興課(2020)「福島県営農再開支援事業実施要項」

実施数量

農地(ha)

汚染状況重点調査地域 41 26 2018年3月 31,061

除染特別地域 11 11 2017年3月 9,020

計 48 33 － 40,081 103,375

注1：実施数量は、環境省除染情報サイト「除染の状況(除染特別地域・汚染状
     況重点調査地域)」に基づいて、筆者が計算した値である。
注2：帰還困難区域は、基本的に除染の対象外である。
注3：田村市、川内村、川俣町、南相馬市については、汚染状況重点調査地域と
     除染特別地域の両方が含まれているため、両地域の地域内市町村数と除染
     実施市町村数それぞれの合計から、重複した分を差し引いている。

－

資料：環境省(2018)「除染の状況(除染特別地域・汚染状況重点調査地域)」
　　　http://josen.env.go.jp/
　　　(2021年1月31日最終閲覧)
    ：農林水産省(2012)「2010年農林業センサス」
　　　https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2010/dai1kan.html
　　　(2021年1月31日最終閲覧)

区域名
地域内

市町村数
除染

完了時期

農地除染
実施

市町村数

(参考)
2010年

耕地面積
(ha)
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図1 避難指示等の発令・解除地域における農地の状況 

問題となってきたが、原発事故に伴う放射能被害によって、

それがさらに助長された。図2は、原発事故前後における

農業経営体数の変化を示したものである。福島県全体の農

業経営体数は、原発事故前の 2010 年には 71,654 経営体で

あったが、原発事故後の 2015 年には 53,157 経営体に減少

している。特に原子力被災 12 市町村での減少が著しく、

11,608経営体から 4,318経営体へと減少している（2010年

比－64%）。ただし、これは避難指示区域については、調査

を実施できなかったことが影響している(4)。 

また、福島相双復興官民合同チーム営農再開グループの

調査 3)によれば、原子力被災12市町村内では営農再開の意

向がない、または、再開未定の農業者が57%である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 原発事故前後における農業経営体数の変化 

(3)農業生産額と消費者意識の状況 

福島県全体の農業生産額は、原発事故前の 2010 年には

114,838 百万円であり、原発事故後に減少したが、2014 年

から回復傾向にあり、2017年では 113,615百万円まで回復

している（図3）。しかし、地域別に見ると、浜・中通り市

町村や会津市町村では100%以上回復しているのに対して、

原子力被災12市町村では約40%の回復にとどまっている。 

消費者庁が行っている消費者意識の実態調査によれば、

食品の購入をためらう産地として福島県を挙げる人は、

2012年 3 月時点では約 19%、2020年 3 月時点では約 11%

である。その割合は低下傾向にあるが、未だに根強い風評

被害がうかがえる。また、食品中の放射性物質の「検査が

行われていることを知らない」と答えた人は、2012年3月

時点では約 22%であったが、2020 年 3 月時点では約 47%

と過去最高の割合となっている 4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 福島県内各地域の農業生産額の回復率の推移 

 

4．福島県における農業復興の現状 

福島県における原子力災害からの農業復興の現状と課題

を把握するために、福島県59市町村を対象にアンケート調

査を行った（表3）。配布数は59件、回収数は59件であり、

回収率は100%である。 

表3 アンケート調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)福島原発事故に伴う農業被害の発生状況 

 福島県全59市町村のうち、農地の放射能汚染、農業者の

大幅な減少、経済停滞、風評被害など、原発事故の発生に

伴う農業に関する被害の発生状況については、「被害が発生

した」は 1 市町村を除く 58 市町村（98%）である（図 4）
(5)。また、被害の解消状況については、被害が発生した58

市町村のうち、1市町村を除く57市町村（98%）が「被害

は解消していない」と回答している（図5）。 

(2)原子力災害からの農業復興に関する課題 

 原発事故の発生に伴う農業被害が解消していない 57 市

町村における農業復興に関する課題については、「風評被害

の払拭」が50市町村（88%）で最も多く、次いで「野生の

鳥獣害対策」が38市町村（67%）、「作付・出荷制限の解除」

が 25 市町村（44%）で多い（図 6）。地域別に見ると、原

子力被災12市町村では、すべての項目について、50%以上

の市町村が課題と認識しており、なかでも、「新規就農者の 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(16,067ha)

広野町(446ha)

田村市都路地区(1,146ha)

川内村(903ha)

楢葉町(976ha)

葛尾村(552ha)

南相馬市小高区(2,685ha)

川俣町山木屋地区(645ha)

飯舘村(2,469ha)

浪江町(3,126ha)

富岡町(1,219ha)

大熊町(1,287ha)

双葉町(1,061ha)

営農再開 保全管理 他用途転用 耕作放棄・無管理 帰還困難区域内の農地 その他

注1 ：この図は、総務省の「平成22年度固定資産の価格等の概要調書」に基づく

「田」と「畑」の評価総地積をベースとする2019年3月時点の営農再開等の状

況を示すものである。

注2 ：営農再開等の状況は、2020年に実施した市町村に対するヒアリング調査の結果

によるものである。

注3  ：「その他」には、行政上データを開示できない数値が含まれている。

資料：総務省（2010）「平成22年度 固定資産の価格等の概要調書」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran08_h22_00.html

（2021年1月31日最終閲覧）

目的

対象

方法

実施期間

配布数

回収数

回収率

調査項目

59市町村

59市町村

100%

福島県59市町村における、原子力災害からの農業復興に関する現状と課題を明

らかにする

2020年11月25日～2020年12月28日

福島県59市町村

アンケート調査(電子メール)

（2）農業の復興に向けた施策の実施状況と問題点

（1）原発事故の発生に伴う農業被害の現状と課題

（3）原子力災害からの農業の復興に向けた国への要望

11,723

36,775

4,659

14,144

45,902

11,608

16,165

52,109

13,567

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

会津市町村

浜・中通り市町村

原子力被災12市町村

2005年農業経営体数 2010年農業経営体数 2015年農業経営体数

資料：農林水産省(2008)「2005年農林業センサス」

https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2005/report_archives_01.html

(2021年1月31日最終閲覧)

：農林水産省(2012)「2010年世界農林業センサス」

https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2010/dai1kan.html

(2021年1月31日最終閲覧)

：農林水産省(2016)「2015年農林業センサス」

https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2015/dai1kan.html

(2021年1月31日最終閲覧)

(参考)福島県2005年農業経営体数 81,841経営体

福島県2010年農業経営体数 71,654経営体

福島県2015年農業経営体数 53,157経営体

(経営体)

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

原子力被災12市町村 浜・中通り市町村 会津市町村 福島県計

注 1：回復率の値は、「平成29(2017)年度 福島市町村民経済計算年報」における

「農業」の生産額の値を用いて筆者が計算したものである。

注 2：回復率の値は、小数第一位を四捨五入している。

資料：福島県統計課(2020)「平成29(2017)年度 福島市町村民経済計算年報」

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17022.html#no.2      

(2021年1月31日最終閲覧) 

(％)

(年)
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図4 原発事故前後における農業被害の発生状況 

 

 

 

 

 

 

図5 原発事故の発生に伴う農業被害の解消状況 

育成・確保」と「風評被害の払拭」が10市町村(83%)、「耕

作放棄地化の抑制」と「野生の鳥獣害対策」がそれぞれ 9

市町村(75%)で多い。浜・中通り市町村では、「風評被害の

払拭」が27市町村（93%）で最も多く、次いで「野生の鳥

獣害対策」が23市町村（79%）、「耕作放棄地化の抑制」が

13 市町村（45%）で多い。会津市町村では、「風評被害の

払拭」が13市町村（81%）で最も多く、次いで「野生の鳥

獣害対策」が 6 市町村（38%）、「作付・出荷制限の解除」

が5市町村（31%）で多い（6）。 

(3)農地除染や農業復興事業に関する評価 

①農地除染 

農地の除染については、農地除染を実施した33市町村の

うち、「問題があった」と認識している市町村は 11市町村

（33%）であり、特に除染特別地域に指定された市町村（除

染特別地域市町村）では割合が高い(7)（図7）。除染特別地

域市町村が認識している問題の内容については、「農地除染

の方法」が6市町村（75%）で最も多く、その理由として、

反転耕の実施に伴う地力の低下や石礫が表土に出てきたこ

とによって営農再開に支障があったことなどが挙げられて

いる（図8）。汚染状況重点調査地域に指定された市町村（汚

染状況重点調査地域市町村）が認識している問題の内容に

ついては、「農地除染の方法」が 3 市町村（100%）で最も

多く、その理由として、表土の剥ぎ取りによって地力が低

下したことなどが挙げられている。 

②福島県営農再開支援事業 

福島県営農再開支援事業については、この事業を実施し

た51市町村のうち、「問題があった／ある」と認識してい

る市町村は 10 市町村（20%）であり、特に原子力被災 12

市町村では割合が高い（図 9）。「問題があった／ある」の

理由としては、市町村の業務負担が大きいことや、放射性

物質吸収抑制対策については農業者の負担が大きいことな

どが挙げられている。 

③被災地域農業復興総合支援事業 

被災地域農業復興総合支援事業については、この事業を

実施した10市町村のうち、「問題があった／ある」と認識

している市町村は5市町村（50%）である（図10）。「問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 農業復興に関する課題 

 

 

 

 

 

図7 農地除染の問題の有無 

 

 

 

 

 

 

図8 農地除染の問題の内容 

 

 

 

 

 

図9 福島県営農再開支援事業の問題の有無 

 

 

 

図10 被災地域農業復興総合支援事業における事業の問題の有無 

があった／ある」の理由としては、大規模な事業にもかか

わらず要件が厳しく単年度での事業完了を求められること

などが挙げられている。 

④原子力被災12市町村農業者支援事業 

原子力被災12市町村農業者支援事業については、この事

業が農業者等によって実施された10市町村のうち、「問題

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①農地除染の主体

②農地除染の範囲

③農地除染の方法

④その他

全市町村(n=11) 除染特別地域市町村(n=8) 汚染状況重点調査地域市町村(n=3)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全市町村(n=59)

原子力被災12市町村(n=12)

浜・中通り市町村(n=30)

会津市町村(n=17)

被害が発生した 被害は発生していない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全市町村(n=58)

原子力被災12市町村(n=12)

浜・中通り市町村(n=30)

会津市町村(n=16)

被害が解消した 被害は解消していない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農業者の組織化・法人化

新規就農者の育成・確保

農地と担い手の

マッチング

農地の集積

耕作放棄地化の抑制

農地の放射性物質対策

ため池・水路の

放射性物質対策

農業用施設の復旧・整備

野生の鳥獣害対策

風評被害の払拭

作付・出荷制限の解除

その他

全市町村(n=57) 原子力被災12市町村(n=12)

浜・中通り市町村(n=29) 会津市町村(n=16)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全市町村(n=51)

原子力被災12市町村(n=12)

浜・中通り市町村(n=26)

会津市町村(n=13)

問題があった／ある 問題はなかった／ない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全市町村(n=33)

除染特別地域市町村(n=11)

汚染状況重点調査地域市町村(n=26)

問題があった 問題はなかった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

原子力被災12市町村(n=10)

問題があった／ある 問題はなかった／ない
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があった／ある」と認識している市町村は6市町村（60%）

である（図 11）。「問題があった／ある」の理由としては、

農業者からの申請にかかわる市町村の事務負担が大きいこ

とや、農業者へ求める資料の内容が煩瑣であることなどが

挙げられている。 

  

 

 

図11 原子力被災12市町村農業者支援事業の問題の有無 

(4)市町村が独自に行っている農業復興のための取組 

市町村が独自に行っている農業復興の取組については、

「行っていた／いる」が34市町村（58%）であり、特に原

子力被災 12 市町村ではその割合が高い(図 12)。主な取組

としては、野生の鳥獣害対策のための電気柵を無償で設置

する事業や、風評被害の払拭のための農産物 PR 事業、ア

ンテナショップの開設などが挙げられる。また、特に原子

力被災12市町村では、課題として多く挙げられていた「耕

作放棄地化の抑制」に関して、例えば、田村市では、営農

再開面積に応じて補助金を交付するなど、農地の有効利用

を進める事業を行っている。 

 

 

 

 

図12 市町村が独自に行っている農業復興のための取組 

(5)農業復興に関する新たな取組 

①福島イノベーション・コースト構想に基づく取組 

福島イノベーション・コースト構想に基づく農業に関す

る取組によるそれぞれの市町村の農業復興への貢献につい

ては、「役に立つと思う」は39市町村(67%)である(図13)。

一方、「役に立つと思わない」は 11 市町村(19%)であり、

特に会津市町村で割合が高い。「役に立つと思う」の理由と

しては、先進技術の普及は人手不足に対して効果的である

ことが多く挙げられている。「役に立つと思わない」理由と

しては、スマート農業などはそれぞれの市町村の農業の実

態にそぐわないことが多く挙げられている。「分からない」

の 8 市町村(14%)については、スマート農業などの普及・

推進が図られればよいと思うが、現時点ではどちらともい

えないことが主な理由として挙げられている。 

 

 

 

 

 

図13 福島イノベーション・コースト構想 

に基づいた取組について 

 ②除染に伴い発生した除去土壌等の農地への再利用 

環境省は、除染に伴って発生した除去土壌等について、

公共事業用地や農地などで再生利用を行うとの方針を示し

ているが 5)、この除去土壌等の農地での再生利用について

は、「利用したいと思う」は 0 市町村（0%）、「利用したい

と思わない」が47市町村(81%)、無回答が11市町村（19%）

である(図 14)。「利用したいと思わない」理由としては、

風評被害がさらに助長されることや、住民の同意を得るこ

とが難しいことが挙げられている。なお無回答については、

農業者の利用意向が分からず検討できていないことなどを

補足的に回答している市町村が多い。 

 

 

 

 

 

図14 除染に伴って発生した除去土壌等の農地での再生利用 

(6)原子力災害からの農業の復興に向けた要望 

今後、農業の復興を進める上での国への要望については、

「要望がある」は31市町村(53%)である (図15)。主な要

望としては、農産物の安全性に関する効果的な PR や、農

産物の風評被害の解消のための出荷制限の解除など、風評

被害に関するものが多い。また、原子力被災12市町村で「要

望がある」8 市町村のうちの 6 市町村（75%）は、現行の

支援事業の継続を挙げている。 

 

 

 

 

 

図15 今後の農業復興に向けた国への要望の有無 

 

5．浪江町酒田地区における営農再開状況の詳細分析 

 福島県 59 市町村を対象としたアンケート調査の結果か

ら、ほぼすべての市町村で原発事故に伴う農業被害が解消

しておらず、農業復興には多くの課題が残されていること

が明らかになった。また、復興状況には地域によって大き

な差があり、特に原子力被災12市町村では多くの課題を抱

えていることが明らかとなった。 

本章では、原子力被災12市町村の中でも深刻な放射能汚

染を受けた浪江町において、最初に水稲の試験栽培が実施

された酒田地区での農地や農業の現状を、農業者及び浪江

町役場職員へのヒアリング調査(8)などをもとに明らかにす

る。 

(1)浪江町および酒田地区の農地と農業の概要 

 浪江町は、福島県浜通り地域の北部に位置しており、町

全体の面積は約22,314haである。2010年度3月時点での経

営耕地面積は約 2,035ha であり、水稲の栽培が盛んで、積

極的に圃場整備が進められてきた（表4）。農業経営体数に

ついては、2010年3月時点で1,037経営体であり、避難指

示等が発令された地域または解除された地域の中では最も

多かった。 

 酒田地区は、浪江町の沿岸部に位置する約 160haの地区

である。浪江町の中でも水稲栽培が盛んな地区であり、2010
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行っていた／いる 行っていない
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問題があった／ある 問題はなかった／ない
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年 3 月時点の経営耕地面積のうち、71%で水稲の栽培が行

われていた。津波被害は受 

けなかったが、原発事故の発生に伴って居住制限区域に指

定され、営農が不可能な状況になった。その後、2014年8

月に除染が完了し、2014年5月には約1haの農地で水稲の

試験栽培が実施された。2017年3月に避難指示が解除され

たが、それから約 4 年が経過した現在、4 経営体によって

約13haの農地で水稲栽培が実施されており、また、浪江町

の住民が設立した復興組合(9)によって約 51ha の農地で福

島県営農再開支援事業を活用した保全管理が実施されてい

る状況にある（図16）。 

酒田地区全体では、このような状況であるが、地区の南

部と北部では状況は大きく異なっている。圃場整備が行わ

れている南部では、営農が再開された農地が存在し、また、

浪江町役場の職員に対するヒアリング調査によれば、保全

管理農地についても、2021 年度から 2022 年度には少なか

らず営農再開する目途が立っている。その一方で、圃場整

備が行われていない北部では、居住者がきわめて少ないこ

ともあって、荒廃農地が散在しており、保全管理が行われ

ている農地であっても、ほとんど営農再開の目途が立って

いない状況にある。 

表4 浪江町および酒田地区の農業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図16 浪江町酒田地区の農地の状況(2021年1月19日時点) 

(2)酒田地区における農業復興の問題点 

①人材の不足 

 酒田地区では、原発事故前は、水稲やその他作物を栽培

する農家が40経営体存在していたが、原発事故の発生とそ

れに伴う避難指示によって長期の避難を余儀なくされたこ

とで、現在は4経営体にまで減少し、深刻な人手不足に悩

まされている。浪江町は、人材の育成・確保のための取組

として、新規担い手確保・育成事業を2019年度から実施し

ている。この事業の主な内容は新規就農者への家賃補助で

あるが、2020年2月時点での実績はない。また、農業者の

組織化・法人化を進めることも必要であるが、現時点では

対策が行えていない状況である。 

 ②農地や農業インフラの復旧・再生 

 農地が放射性物質で汚染されたため、酒田地区では2014

年8月までに約80haの農地で除染が実施された。2021年2

月現在、酒田地区のほとんどの農地では、除染後には福島

県営農再開支援事業を活用した保全管理事業が行われてい

る。この保全管理事業によって、耕作放棄地化が抑制され

ている状況であるが、今後担い手が決まっていない農地の

耕作放棄地化対策は見通しが立っていない。 

 農業用水として利用されるため池は、酒田地区内には存

在しないため、浪江町川房地区に位置する大柿ダムを主な

水源として農業を行っており、営農に必要な農業用水は十

分に確保できている状況である。農業用水路については、

すでに酒田地区ではある程度整備がなされている状況であ

り、多面的機能支払交付金を活用した水路の泥上げや草刈

りに取り組んでいるが、居住者が非常に少ないことで維持

管理に難儀している状況である。 

 また酒田地区では、長期にわたる全町避難により、原発

事故前には出現しなかった有害鳥獣が出現するようになっ

ており、営農環境に悪影響を及ぼしている。現在は、福島

県営農再開支援事業を活用した電気柵の設置や、有害鳥獣

の捕獲隊による見回りなどが行われているが、対応しきれ

ていない状況である。 

③作付・出荷制限と風評被害 

酒田地区では原発事故後、農作物の出荷・作付制限が指

示されていたが、2014年5月には試験栽培が実施され、収

穫した玄米については全量全袋検査を実施している。2021

年2月現在、基準値を上回る検体は出ておらず、安全性は

確保されており、販路も確保できているが、消費者意識な

どの風評被害については、未だに根強さを感じている一方

で、対策は講じることができていない。 

(3)酒田地区における今後の課題 

浪江町酒田地区では営農再開の面積が徐々に増えてきて

いるものの、農業復興に向けた課題が山積している状況に

ある。特に、多くの農地では保全管理が行われているが、

2020年度でその補助金が打ち切りになる。このため、今後

の農地管理のあり方に関する意向を調査し、調整する必要

があるが、地権者が広域避難を続けていることもあり、で

きていない状況にある。また、水路などの多面的機能の維

持管理や鳥獣害対策などを行う上で弊害となる人手不足を

解消するためには、新規就農者を含む担い手確保のための

取組が必要不可欠である。 

 

6．結論 

(1)研究から得られた知見 

 本研究を通じて、以下の3つの知見を得ることができた。 

①原発事故の発生後に、原子力災害からの農業の復興に

浪江町 22,314ha 2,035ha 130ha（6%） 1,353ha（67%） 552ha（27%） 1,037経営体 59経営体

酒田地区 160ha 81ha 13ha（16%） 51ha（63%） 17ha（21%） 40経営体 4経営体

注1：「面積」の値は、小数点第一位を四捨五入した値である。
注2：括弧内の値は、2010年経営耕地面積に占める各面積の割合を表している。
注3：浪江町における2020年営農再開面積は2020年8月時点、酒田地区における2020年営農再開面積は2020

　　 年12月時点の値である。

注4：「2020年その他面積」には、荒廃した農地や転用された農地の面積、または行政上開示ができない

　　 値が含まれている。
資料：農林水産省（2012）「2010年世界農林業センサス」

　　：浪江町農林水産課調べ
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向けて、農地の除染、農地や農業インフラ等の復旧・再生、

モニタリング検査などが行われてきたが、特に原子力被災

12市町村では、営農再開が1割に満たず、また、農業生産

額が原発事故前の4割にとどまっているなど、厳しい状況

が続いている。 

②福島県全 59 市町村のうち、58 市町村が原発事故の発

生に伴って農業に関する被害が発生したと認識しており、

そのうち57市町村が原発事故後10年を迎えても被害が解

消していないと認識している。課題としては、福島県全体

では、風評被害の払拭、野生の鳥獣害対策、作付・出荷制

限の解除などが多く挙げられているが、原子力被災12市町

村では、これらに加え、新規就農者の育成・確保、耕作放

棄地化の抑制など、課題が山積していると認識している市

町村が多い。 

③農業復興に向けた新たな取組として、福島イノベーシ

ョン・コースト構想に基づくスマート農業などが進められ

つつあるが、これらの取組の推進を期待している市町村が

多く、また、今後の農業復興を進めるために、5 割以上の

市町村が国への要望として風評被害の払拭に向けた取組な

どを挙げている。 

(2)今後の課題 

①原発事故後10年目を迎えた現在でも、福島県内のほと

んどの市町村では原発事故後の発生に伴う農業被害は解消

していない。特に、原子力被災12市町村の営農再開状況は

芳しくなく、原発事故前の農地の4割が保全管理されてい

る状況である。しかし、保全管理事業は、2020年度で補助

金が打ち切りとなるため、今後、耕作放棄地が増加する可

能性が高く、早急に地権者の営農再開や農地集約化などに

関する意向を確認・調整し、農地のマッチングなどを進め

ることが急務である。また、どの市町村でも人手不足が深

刻な問題となっていることから、新規就農者の育成・確保

や企業等の参入促進などが喫緊の課題であり、あわせて、

スマート農業の技術開発を進めていく必要がある。 

②福島県内では、風評被害については宣伝販売や GAP

認証、モニタリング検査の実施による安全性の周知を行っ

てきた。しかし、原発事故後10年目を迎えてもなお、消費

者が検査の実態を知らない、福島県産の農産物の買い控え、

県全体の5割以上の市町村が風評被害の払拭に向けた取組

などを国に要望するなど、風評被害の根強さがうかがえる。

今後も継続した風評被害払拭のための取組が求められるが、

一方的に安全性を呼びかけるだけでなく、生産者が消費者

に対して直接的に対話し働きかけるなど、信頼関係の構築

ための新たな取組あるいは、風評被害の少ない花き栽培に

一層力を入れることが必要となる。 

 
【補注】 
(1) 「原子力被災12市町村」とは、原発事故の発生に伴って避難指示等

が発令された双葉町、大熊町、富岡町、浪江町、飯舘村、川俣町、
南相馬市、葛尾村、楢葉町、川内村、田村市、広野町である。 

(2) 福島県は、南北方向に縦断する阿武隈高地と奥羽山脈を境界とする3
つの地方から構成されている。阿武隈高地の東側に位置し太平洋に
面する地方は「浜通り」、阿武隈高地と奥羽山脈の間に位置する地方
は「中通り」、奥羽山脈の西側に位置する地方は「会津」と呼ばれて

いる。なお、第 3 章以降で述べる「浜・中通り市町村」とは、原子
力被災 12 市町村を除く浜通り地方と中通り地方に位置する 30 市町
村、「会津市町村」とは、会津地方に位置する 17 市町村を指してい
る。 

(3) 農業における主な水源であるため池については、県が主体となり、
ため池に蓄積した乾土 8,000 ベクレル/kg 以上の底質を除去する工事
による放射性物質対策が行われている。 

(4) 2014年4月1日時点で避難指示区域であった楢葉町、富岡町、大熊
町、双葉町、浪江町、葛尾村および飯舘村の全域並びに南相馬市、
川俣町および川内村の一部地域では、調査が実施されなかった。 

(5) 「被害は発生していない」と回答した市町村については、以下の分
析においては対象外である。 

(6) 原発事故の発生に伴う農業被害が解消していないと回答した57市町
村に、特に重要な課題を3つ以内で選択してもらったところ、「風評
被害の払拭」が36市町村（63%）で最も多く、次いで「野生の鳥獣
害対策」が28市町村（49%）、「新規就農者の育成・確保」と「作付・
出荷制限の解除」が13市町村（23%）であった。地域別に見ると、
原子力被災 12 市町村では、「新規就農者の育成・確保」が 8 市町村
（67%）で最も多く、次いで「野生の鳥獣害対策」が5市町村（42%）、
「農地と担い手のマッチング」と「耕作放棄地化の抑制」が 4 市町
村（33%）であった。浜・中通り市町村では「風評被害の払拭」が
22市町村（76%）であり、次いで「野生の鳥獣害対策」が18市町村
（62%）、「作付・出荷制限の解除」が8市町村（28%）であった。会
津市町村では、「風評被害の払拭」が12市町村（75%）と最も多く、
次いで「野生の鳥獣害対策」と「作付・出荷制限の解除」が 5 市町
村（31%）であった。 

(7) 除染特別地域と汚染状況重点調査地域の両方に指定されている田村
市、川内村、川俣町、南相馬市の回答は、除染の実施主体毎に分け、
「除染特別地域市町村」と「汚染状況重点調査地域市町村」のそれ
ぞれに含めているが、これらの両方を合計した「全市町村」からは
重複分を差し引いている。 

(8) 2021年1月19日に、浪江町役場職員および浪江町で初めて水稲の試
験栽培を実施した農業者にヒアリング調査を実施した。 

(9) 復興組合とは、早期復興に向け構成された任意団体のことである。
農業については主に、農業用水路の泥上げ作業などの多面的機能の
維持を行っている。 
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