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表紙解説 

【次代の農業を担う経営体の育成支援】 

 石巻市北上地区では新規設立法人(株)デ・リーフデ北上がオランダ型の園芸施設を
導入し,トマト及びパプリカの栽培を開始した。先端技術を活用した高品質・高収益生
産と新たな雇用の創出を目指し，地域活性化の復興モデルとして支援を行ってきた。 

 また，東日本大震災の復興に向けて整備された蛇田,須江の施設園芸団地では,トマ
トやいちご等の生産が行われている。環境制御への取り組み，IPM技術の導入，多様
な品種選定等で，生産量の増加と安定化に向けた支援を行ってきた。 

【石巻地域の農業・農村の再興】 

  石巻市北上川沿岸地区，東松島市洲崎・東名地区，矢本東部地区では，農地復旧
が進んでおり，順次営農が再開されている。 

  これらの地区では新たな担い手となる農業法人の設立が相次ぎ，中には１００ｈａ規
模の経営を行う法人も出てきている。 

  普及センターでは，このような新規設立法人を中心に復旧農地での営農再開に向
けた技術対策や新設法人の運営に対する支援を行っている。 



       発刊にあたって 

 平成23年３月11日（金），多くの尊い人命が失われ，生活や産業の基盤に甚大
な被害を与えた東日本大震災が発生してから６年が経過しました。 
 農業関係では，特に沿岸部において津波により，担い手の喪失，農地への海
水・土砂・瓦礫の流入，農業施設・機械の流失など壊滅的な被害を受けましたが，
各関係機関・団体が一丸となり，国等の復旧・復興関連支援策の活用や各方面か
ら多くの御支援・御協力を賜り，地域が力を合わせ復旧・復興に懸命に取り組ん
でまいりました。 
 その結果，被害農地３，４８０haのうち９割が復旧・順次営農が再開され，東
松島市奥松島地区では，６年振りとなる水稲の作付けが新たな法人により行われ
ました。震災前，沿岸部での水田営農は個別経営を中心としながら，集団での転
作大豆等も一部で行われておりました。しかし，震災後は，地区ごとに担い手が
法人を設立し，国からの交付金等によって市が整備した農業施設・機械を借り受
け，水稲を主体に施設園芸や転作大豆を組み入れながら，大規模な複合経営が展
開されています。 
 また，県内有数の生産を誇るトマト，きゅうり，いちごの生産施設も，津波よ
り流失・倒壊するなど大きな被害を受けましたが，内陸部への移転・再整備によ
り石巻市須江・蛇田地区に園芸団地が形成されるなど，震災前の９割まで回復し
ています。これらの施設園芸においても，新たに設立された法人等により環境制
御技術導入による大規模な経営が行われており，平成28年８月には，北上地区に
おいて，オランダ型の大規模施設園芸をモデルとした先進的な園芸施設が整備
(2.4ha)され，トマト・パプリカの生産が開始されました。 
  このように震災後，沿岸部を中心に多くの農業法人が設立されており，内陸部
で集落営農組織から発展した法人を含めると，４６法人（平成28年12月末現在）
が新たに設立され，地域の中心的な担い手となって復興が進んでいます。 
  しかしながら，震災後新たに設立された経営体の多くは，経営状況が不安定で
あること，農地の完全復旧が平成32年度まで掛かる地区もあること，経営面積が
100haを超える急速な規模拡大や先進的技術を導入した大規模園芸経営体が増えて
いることなどから，引き続きこれら経営体の育成・支援が求められているところ
です。 
 当部では，これまで「東日本大震災の記録」として，平成23年度末に「暫定
版」，平成24年度末に「平成24年度版」，そして平成25年度末には震災発生から
平成25年度までの３年間の記録をまとめた「復旧期版」を発刊しました。   
平成26年度は，宮城県震災復興計画の「再生期（４年間）」の初年度となること
から，名称を「農業再生の記録」に改め発刊しており，今回，その平成28年度版
を作成いたしました。 
 今後の復興支援活動の一助として，また，参考資料として役立てていただけれ
ば幸いです。 
                                 平成２９年３月 
                       宮城県東部地方振興事務所 
                       農業振興部長 高橋 芳浩 
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Ⅰ 農業関連の復旧・復興状況 

 津波被害の甚大だった沿岸地区を中心に，復旧・復興関連事業を活用し，農地
復旧に合わせて，農業施設・機械等の整備が進んでいる。 

１ 農地の復旧・復興状況 

 管内の農地の復旧対策が必要な面積は３，４８０ｈａであり，平成２９年３月末まで
に３，３３０ｈａで復旧工事に着手見込みで，着手率は約９６％となっている。 

 復旧工事に着手した面積のうち，３，２２５ｈａで工事が完成見込みであり，完了率
は約９３％となっている。 

２ 農業用施設（排水機場）の復旧・復興状況 

 震災による津波で被害を受けた農業用施設（排水機場）は２７施設で，そのうち
２６施設で復旧工事に着手見込みであり，着手率は約９６％となっている。着手し
た施設のうち，２３施設で工事が完了見込みであり，完了率は約８５％となってい
る。 

 なお，応急復旧により，従前と比較し，約９割の排水能力を回復している。 

－ １ － 

表２　農業用施設（排水機場）復旧・復興進捗状況

市町村
復旧対象

施設（箇所）Ａ
うち復旧着手
施設(箇所)Ｂ

着手率
Ｂ／Ａ

うち工事完了
施設(箇所)　Ｃ

完了率
Ｃ／Ａ

石巻市 14 13 93% 10 71%

東松島市 13 13 100% 13 100%

合計 27 26 96% 23 85%

※宮城県調べ （平成29年3月末見込み）

表１　農地復旧・復興進捗状況

市町村
復旧対象

面積（ｈａ）　Ａ
うち復旧着手
面積(ha)　Ｂ

着手率
Ｂ／Ａ

うち工事完了
面積(ha)　Ｃ

完了率
Ｃ／Ａ

石巻市 2,110 1,970 93% 1,885 89%

東松島市 1,370 1,360 99% 1,340 98%

合計 3,480 3,330 96% 3,225 93%

※宮城県調べ （平成29年3月末見込み）



○農地・農業用施設等の復旧・復興のロードマップ  

 

  県が平成２９年３月１４日に発表した「農地・農業用施設等の復旧・復興の
ロードマップ」は，他事業との調整や関係者との調整，入札不調への対応に
よる工事の完了目標を見直しており，東部管内では，主な農地，農業用施設
の完了目標を平成３０年にする計画として見直しています。 

－ ２ － 

本資料は，県が公表した「東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップ見直しについて（H29.3.14）」のう
ち，東部管内分を記載している。 

※１ 農地復旧面積には自力復旧，復興事業による転用などの面積を含む 

※２ 農業用施設については受益面積１０ｈａ以上の排水機場とし，国が直轄で行う２地区（河南地区，定川地区）を除く 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 備考

■農地（除塩含む）※１

面積：3,480ｈａ 1,880ha 855ha 299ha 186ha 80ha 30ha 140ha 10ha

進捗％ 54% 79% 87% 93% 95% 96% 99% 100%

■農地（除塩含む）※１

面積：3,480ｈａ 1,880ha 354ha 492ha 110ha 319ha 70ha 105ha 150ha

進捗％ 54% 64% 78% 81% 91% 93% 96% 100%

■農業用施設　※２

排水機場：27施設 2施設 15施設 7施設 0施設 0施設 2施設 1施設

進捗％ 7% 63% 89% 89% 89% 96% 100%

■農業用施設　※２

排水機場：27施設 2施設 2施設 12施設 7施設 0施設 0施設 1施設 3施設

進捗％ 7% 15% 59% 85% 85% 85% 89% 100%

■農地海岸

農地海岸：23箇所 0箇所 16箇所 6箇所 0箇所 0箇所 0箇所 1箇所

進捗％ 0% 70% 96% 96% 96% 96% 100%

■農地海岸

農地海岸：23箇所 0箇所 0箇所 0箇所 3箇所 4箇所 2箇所 14箇所

進捗％ 0% 0% 0% 13% 30% 39% 100%

工　　　種

着手

着手

着手

応急

完成

完成応急

完成



表４　　被害のあった農業経営体数（平成２６年２月１日現在）

計 B
営農を再開し

ている C

営農を再開し
ていない

（不明含む）
D

計 E
営農を

再開している
F

営農を再開し
ていない

（不明含む）
G

石巻市 4,257 850 480 370 850 480 370 56% 56%
東松島市 1,159 710 490 220 710 490 220 69% 69%
女川町 6 0 0 0 0 0 0 - -
管内計 5,422 1,560 970 590 1,560 970 590 62% 62%
県全体 50,741 7,290 5,130 2,160 6,060 3,910 2,150 70% 65%
※出典：被災３県における農業経営体の被災・経営災害状況（農林水産省　平成２６年３月）

営農再

開割合
F/E

被害のあった農業経営体 津波被害のあった農業経営体2010年世界
農林業セン

サス A
（平成２２年２月１

日）

市町村
営農再

開割合
C/B

    
３ 農業集落及び農業経営体の被災・営農再開状況 

 津波被害のあった農業集落の割合は，平成２６年２月１日現在で７５％，津波被
害のあった農業経営体のうち営農再開割合は６２％となっている。 

  

４ 農業産出額の状況 

 管内の平成２７年の農業産出額は１６４億円となっている。米については，米
価の影響や農地の復興状況により増減があるが，園芸については営農再開に
ともない産出額が増加傾向にある。畜産は前年と比較し横ばいである。 

表３　　被害のあった農業集落数（平成２６年２月１日現在）

市町村
2010年世界農林業

センサス A
（平成２２年２月１日）

被害のあった
農業集落 B

津波被害のあった
農業集落 C

被害割
合

B/A

津波被
害割合
C/A

石巻市 278 175 162 63% 58%
東松島市 76 76 50 100% 66%
女川町 25 25 25 100% 100%
管内計 379 276 237 88% 75%
県全体 2,797 1,565 576 56% 21%
※出典：被災３県における農業経営体の被災・経営災害状況（農林水産省　平成２６年３月）

－ ３ － 

表５　　農業産出額 単位：億円
市町

計 米 園 畜 他 計 米 園 畜 他 計 米 園 畜 他 計 米 園 畜 他 計 米 園 畜 他
石巻市 123 66 21 30 6 140 77 22 31 10 132 67 23 35 7 124 52 24 37 11 130 56 26 37 11
東松島市 26 12 9 3 2 35 19 10 4 2 34 18 10 4 2 31 14 11 4 3 34 15 12 4 4
女川町 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0

計 149 78 30 33 8 175 96 32 35 12 166 86 33 38 9 156 66 35 41 14 164 70 39 41 15
※被災市町村別農業産出額（農林水産省）

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年



５ 水稲の作付状況 

 管内の平成２８年の水稲作付面積は７，３６０ｈａである。平成２２年対比が前年
より上回っており，復興農地では順次作付けが開始されている。 

６ 園芸施設の復旧状況 

 補助事業を活用し，園芸団地が形成されるなど約９割が復旧している。  

７ 主要野菜の出荷量 

 国の野菜指定産地となっている，トマト，きゅうり，ねぎ類の被害が大きかっ
たが，栽培施設や畑が復旧し，震災以前の出荷量に回復してきている。 

－ ４ － 

表７　　園芸施設の復旧状況（平成２９年１月現在）

復旧面積
（ｈａ）

B

復旧率
（％）
B/A

復旧面積
（ｈａ）

C

復旧率
（％）
C/A

石巻市 18.97 8.74 46% 18.45 97.3%

東松島市 8.95 7.01 78% 9.15 102.2%

計 27.92 15.75 56% 27.60 98.9%

※宮城県調べ

平成２６年３月末 平成２９年１月末

市町
被害面積

（ｈａ）
A

表８　　主要野菜の出荷量 （単位：ｔ，％）

品目
平成２２年度

A
平成２３年度 平成２７年度

B
B／A

トマト 1,256 656 1163 93%

きゅうり 2,510 1,600 2001 80%

ねぎ類 948 899 937 99%

※出店：全農みやぎ青果物取扱実績



８ 震災後の農業法人の設立状況 

 震災後は，沿岸部で津波による甚大な被害を受けた農業者が，そのまま被災地
で土地利用型農業の法人を設立するケースや，内陸に移転して施設園芸の法人
を設立するケースが多く見られ，それに加えて内陸部での１戸１法人や集落営農
から発展した農事組合法人が設立されるなど，震災後４６法人が設立されている。 

－ ５ － 



９ 農作物の放射性物質検査実施状況   

 農産物の安全性を確認するため，定期検査（精密検査）とそれを補完する簡易
検査を実施した結果，全て基準値以下であった。 

 米については，全て不検出となり，平成２７年１１月１０日までに管内全域で出
荷自粛が解除されている。 

（１）定期検査（Ge半導体検出器） 

  産業技術総合センター，古川農業試験場，民間検査機関等で検査 

（２）簡易検査（NaIシンチレーション検出器） 

  宮城県東部地方振興事務所農業振興部で検査               

１０ 津波被災農地の土壌・用水分析状況  

 震災後（平成23年4月）に，被災園芸農家 

150 戸のうち営農再開見込み農家の土壌 

40点，地下水70点を分析し，作付け再開の 

判断材料を提供した。 

 津波浸水地域においては，震災後3年以 

上を経過しても地下水の塩化が見られる地 

点が多い。塩化が持続的なものかを確認す 

るため，関係機関と連携して調査を続けて 

いる。 

表１２　被災農地の土壌・地下水調査地点
（平成２８年３月末現在）

土　　壌 地下水

H23 40 70

H24 10 10
H25 6 22
H26 0 18

年度
点　   　数

－ ６ － 



 １ 大川地区（石巻市） 

 大川地区396.9haのうち針岡工区では，平成25年度に13ha農地復旧し，平成26年度の
162haで全面復旧した。また，長面工区では，平成27年度に初めて６haの農地が復旧し，平
成28年度は76haが復旧し，（株）宮城リスタ大川及び（農）みのりが水稲作付けを行った。 
 大川地区では，地区内農業者が復旧後の栽培技術や営農を検討するため「大川の農業
を考える会」を開催し，地域や農業の方向など検討している。 

田植前，田植作業の様子 
（長面地区） 

 （株）宮城リスタ大川では複合部門として鉄骨ハウスによる輪ぎくの年2作体系の栽培に
取り組んでいる。また，育苗用パイプハウスを活用した野菜栽培については，ホウレンソウ
やレタス等の栽培に取り組んだ。 

輪ぎくほ場 
 
    選別作業の様子 レタスの定植状況 

Ⅱ 各地区の復旧状況 

－ ７ － 

平成28年は大豆栽培が行われました 
（針岡地区） 



   北上地区293.6haのうち，平成25年度に141.5ha，平成26年度に102.1haの農地が復旧して
いる。復旧農地では，(農）ゆいっこ及び震災後の平成25年4月に設立された(農)みのり及び
個別担い手が水稲を主体とした栽培を行っている。  

（農）みのり 園芸品目の取組状況 

トマト生産状況 

つぼみ菜 

橋浦地区に建設された2.4haのオランダ型ガラス温室 

   2年目のオリーブ 

２ 北上地区（石巻市） 

   (農)みのりでは，水稲に加えて育苗用パイプハウスを活用し，つぼみ菜やこまつな等の
栽培に取り組んでいる。平成27年度からは，新たに露地ねぎの栽培も開始した。石巻市の
単独事業により実施しているオリーブの試験栽培では，管理作業を受託するなど経営の
多角化にも取り組んでいる。 
 (株)デ・リーフデ北上は，平成28年9月からオランダ型のガラス温室でトマトとパプリカの
生産を開始，40名を超える従業員の多くは地域からの雇用である。 

北上地区 田植え状況  

２年目となる長ねぎ栽培 

－ ８ － 



水稲育苗ハウス 

作付開始前の地権者説明会 

３ 牡鹿地区（石巻市） 

 牡鹿地区では営農再開に向けて基盤整備事業を進めてきましたが，平成29年度より谷
川浜の一部で水稲の作付を再開することとなり，育苗用施設等の整備も進んできました。             
平成30年度の全面再開に向けて，中間管理事業を活用した農地集積や，生産組織の法人
化等についての話し合いも進んでいます。 

ほ場整備予定の大谷川浜工区の状況 

－ ９ － 

建設中の水稲用育苗ハウス 

牡鹿生産組合の設立（H27） ほ場整備事業の実行委員会 



４ 大曲地区（東松島市） 

   大曲地区は，約２００ｈａのすべての農地が被災しましたが，平成２５年度から順次農地が復
旧しており，平成２８年度には全面積が復旧した。 
   震災後の平成２４年１２月に，地区の担い手農家４名により「(株)ぱるファーム大曲」が設立さ
れ，平成２８年度は水稲１００ｈａ，麦５０ｈａ，大豆３０ｈａ，露地ねぎ１００ａ，施設ミニトマト５０ａ
等の栽培を行い，地区の中心的な担い手法人として大規模土地利用型＋大型施設園芸の経
営を展開している。    

(株)ぱるファーム大曲で村井知事が田植え 

社労士による労務管理指導 

トマト栽培開始 生育調査・販売戦略会議 

 「（株）ぱるファーム大曲」では，平成２７年６月に園芸施設(５０ａ）が完成し，ＪＡとの契約栽培
によるミニトマトの生産を開始している。 

最新の水稲播種プラントが平成２７年から稼動 

大型コンバインによる水稲収穫 

－ １０ － 



５ 西矢本地区（東松島市） 

(株）めぐいーと 

（株）パスカファーム立沼 

   農地復旧の進展に伴って，平成２５年１１月に「（株）めぐいーと」が，同年１２月には「(株）パ
スカファーム立沼」が相次いで誕生し，平成２６年度から水稲栽培を開始した。平成２７年度か
らは大豆栽培とともに園芸施設を導入してミニトマト等の野菜栽培も開始している。 
 平成２８年度には（株）めぐいーとが水稲９６ｈａ（乾田直播３０ｈａを含む）、大豆９４ｈａ、大型
鉄骨ハウスによるミニトマト９０ａ等、（株）パスカファーム立沼が水稲２０ｈa、大豆１５ｈａ、ねぎ８
０ａ、はくさい４０ａ等の栽培を行い，地区の中心的な担い手法人として大規模土地利用型＋園
芸の経営を展開している。  

平成27年秋に完成した穀物乾燥調製施設（めぐいーと） 

農地復旧２年目（水稲作付け後） 
の大豆栽培 

農地復旧した西矢本地区の水田 

西洋野菜の栽培 
－ １１ － 



６ 野蒜地区（東松島市）             

   (有)アグリードなるせでは，水稲・麦・大豆に加え，ばれいしょ等の加工業務用野菜，子実トウモロコシ
などを栽培するとともに，平成２７年度には，農産物処理加工施設「NOBICO(ノビコ)」が整備され，自社
生産の小麦を原料としたバウムクーヘンを製造するなど，周年雇用や経営安定化を図っている。    

加工用ばれいしょの収穫 農産物処理加工施設（ＮＯＢＩＣＯ：ノビコ） 

－ １２ － 

７ 奥松島地区（東松島市）             

   洲崎地区では，(農)奥松島グリーンファームが震災後初の本格的な営農再開を迎えた。また，
宮戸地区では，奥松島果樹生産組合いちじくの里が観光果樹園も見据え，いちじくやももを植
栽した。今後も順次農地が復旧し，栽培面積が拡大していく。 

営農再開実証プロジェクト報告会 ６年ぶりの営農再開 

果樹の植栽 順調に生育中 



８ 先進的な園芸の取組 

   石巻市蛇田から東松島市赤井にかけて，震災関連事業により，大型の野菜生産施設
が順次建設され，県内でも有数の施設園芸団地が形成されている。平成28年9月には，
新たに石巻市北上地区にオランダ型のガラス温室が整備され，生産を開始している。 

(株)トライベリーファーム 任意組合 フレンドリーファーム 

蛇田地区 （上空南側から撮影） 

蛇田地区 

須江地区 （上空南側から撮影） 

須江地区 

(株)やまとファーム石巻 

いちごの病虫害対策に，育苗期のUV-B照射や 

炭酸ガスくん蒸処理等新技術にも取り組んでいる。 

－ １３ － 

蛇田・須江地区でトマトやきゅうり，いちご等を生産し
ている任意組合。 

(株)アグリ・パレット (株)スマイルファーム石巻 

大規模雇用型園芸法人として，早期の目標収量達成に向けて高度な環境制御技術や生育調査を活
かした栽培管理等に取り組んでいる。 

さらに，県内生産者間のネットワーク勉強会へ対象法人とともに参加し，情報の共有化を図っている。 

いちご苗の炭酸ガスくん蒸処理の実施 
中玉トマト栽培施設 

いちごの生育状況を確認 きゅうり栽培のようす  収穫を待つアンジェレトマト 



赤井地区 

(株)デ・リーフデ北上 

 震災後，若い農業者4人で平成23年12月に会社を設立し，
トマト及びきゅうりの生産を開始。現在は役員5名。 

 地域の遊休施設の借受や露地の長ねぎ栽培も取り入れ
るなど経営規模を拡大している。 

 平成26年6月にはいちご栽培用施設も完成，高度な環境

制御や炭酸ガスくん蒸等新技術にも積極的に取り組んで
いる。 

－ １４ － 

   いちご栽培施設 

北上地区 

 平成26年4月に会社を設立，次世代施設園芸加速化支
援事業を活用し全国10拠点の一つとして2.4haのオランダ
型のハウスを導入。 

 平成28年9月からトマトとパプリカの栽培を開始。養液管

理と連動した環境制御システムや天敵利用にも取り組みな
がら生産が行われている。 

   出荷調整された長ねぎ 

  オランダ型のガラス温室とパプリカ生産施設 

   社員と栽培管理打合せ 



Ⅲ 復興支援の主な取組事例 

１ 大規模経営法人による津波被災地の再興（東松島市） 

課題名：東松島市津波被災地における大規模土地利用型経営体の育成 

対象：(株)ぱるファーム大曲，(株)めぐいーと，(株)パスカファーム立沼， (株)サンエイト，(株)高橋農産 

－ １５ － 

１ 背景・ねらい  

 東松島市の津波被災地区では，震災後に大規模土地利用型法人が複数設立され，既存の法人とともに地
域農業の重要な担い手となっており，これら法人の経営安定化が農業復興のための最優先課題である。 

  被災農地は順次復旧してきているが，作土の消失による地力低下や塩害対策等が問題となっており，復旧
農地での水稲，大豆，麦類を安定的に栽培するためには，生育調査や土壌診断に基づいた肥培管理支援
が必要となっている。 

 また，土地利用型作物に加え新たに園芸部門を導入し，(株)ぱるファーム大曲，(株)めぐいーと，(株)パス
カファーム立沼がミニトマトを，(株)サンエイトがいちごの栽培に取り組んでいるが，いずれの法人も新規導
入園芸作物の生産技術の向上による収益の安定が課題となっている。 

 さらに，経営規模が100haに及ぶ法人も出てきており，土地利用型作物の効率的な営農体制の整備と規
模に見合った労働力の確保・配分，継続雇用に向けた雇用環境の整備が必要となっている。 

 

２ 活動内容   

◎復旧農地や地力低下ほ場での適切な水稲・大豆・麦類の栽培管理支援 

 復旧１年目の農地や作土が消失した農地は作物の生育が不安定となりやすいため，生育状況を把握しな
がら，稲作情報や大豆情報などの発行や現地検討会をとおして適切な肥培管理について支援を行った。 

 また，農地復旧に伴って経営規模が拡大している法人については，土地利用型作物の効率的な営農体制
の整備を図った。 

 

◎新規導入した園芸作物の生産安定化に向けた技術支援 

 新たに園芸部門を導入して経営複合化に取り組む法人に対しては，生産体制の整備や新規導入品目の
生産技術の早期習得を図った。特に３法人が新たに整備された施設でミニトマト新品種「アンジェレ」の栽培
を開始しており，安定生産や効率的な栽培管理体制による収益性向上を図った。 

   

◎法人の経営確立に向けた支援 

 東松島市，ＪＡと連携し対象法人の収支，組織運営等に関する課題の抽出を行い，その解決に向けた労務
管理，事業計画の見直し等の研修会，専門家派遣を実施した。 

 

３ 活動の成果とポイント 

◎復旧農地や地力低下ほ場での適切な水稲・大豆・麦類の栽培管理支援 

 水稲，大豆ともに除塩調査ほ（２か所。いずれも（株）ぱるファーム大曲）を設置し，生育経過や土壌ＥＣの
動態等を把握するとともに，調査結果に基づいた情報提供，技術指導を行った。その結果，水稲については
各法人とも目標の540kg/10aをほぼ達成することができた。大豆については一部で生育不良が発生したが，
概ね地域の標準収量を確保できた。 

 また，１法人でＩＣＴ技術を利用したほ場管理技術の試験導入を実施し，作業の合理化，省力化により大規
模土地利用型法人としての経営確立に向けた取り組みが見られた。 

 

◎新規導入した園芸作物の生産安定化に向けた技術支援 

 各法人とも病害虫防除や管理作業などの栽培技術は年々向上しており，大規模土地利用型＋大型鉄骨
ハウス利用施設園芸の複合経営が定着した。 

 また，ミニトマトではＩＰＭ技術の活用による害虫防除を導入し，環境負荷の少ない低農薬 



－ １６ － 

栽培への取り組みを開始し，一定の成果が得られている。 

 導入３年目となるいちごでは目標収量である5t/10aを達成した。 

 

◎法人の経営確立に向けた支援 

 農地中間管理事業の活用により対象法人への農地集積が進み，大規模土地利用型法人として地域農
業再生の中核となっているとともに，就農希望者やパート等の求職者の雇用により地域の雇用創出に寄
与している。 

 また，今後の組織体制の整備や事業計画策定に関する研修会，社会保険労務士派遣等の実施により
雇用管理能力等の向上が図られた。 

先進技術の導入説明会 視察研修の実施 

アンジェレの育苗指導 目標収量を達成したいちご 

４ 対象者の意見  

   法人設立から５年が経過し，順次経営面積が拡大しており100ｈａ規模の営農を担うまでに なっている。大
規模施設園芸との複合経営が安定・発展するよう今後とも継続した技術指導， 経営指導をお願いしたい。 

 

                                                                              (株)ぱるファーム大曲 役員 

 

 ■普及センター：石巻農業改良普及センター 

  ■課題チーム員：小林雅文，高橋富士男，小野寺和博，玉手英行，石橋まゆ，遠藤弘樹， 

         菊田正信 

  ■執筆者：小林雅文 

  ■協力機関：東松島市，ＪＡいしのまき，古川農業試験場，農業・園芸総合研究所 



２ 石巻市北上川沿岸地域の復興に向けて（石巻市） 

課題名：次代を担う大規模土地利用型経営体の育成 

対象： (株)宮城リスタ大川 

１ 背景・ねらい 
震災後，営農再開を目指し地域の意欲ある担い手により平成25年５月に株式会社宮城リスタ大川が
設立され営農を再開している。 

 平成25年はきくの施設栽培（83a）が開始され，平成26年には復旧した55haの農地で水稲作を再開
し，また水稲育苗ハウスを活用したほうれんそうやモロヘイヤ等の栽培にも取り組んできた。平成28年
には，新たに長面地区の農地が50ha程増加するため，水稲作では直播栽培，転作では備蓄米等の
米による転作から大豆での取組を検討していた。 

 そこで，今後も復旧農地の拡大により法人の経営規模が210haまで拡大する計画のため，新たな品
目導入や栽培技術の定着を進め，大規模法人経営の経営安定を図る必要がある。 

２ 活動内容 
◎水稲栽培の多様化支援 

 除塩調査ほを設置して生育状況の把握を行ったほか，生育不良か所の把握に努め，原因究明と関
係機関との情報共有を行った。また，栽培面積の拡大を見据え乾田直播栽培への技術支援を行った。 

◎復旧農地における大豆栽培技術支援 

 経営面積拡大に伴い経営の安定化を目指すため，塩害リスクが低い復旧３年目のほ場において古
川農業試験場と連携し除塩調査ほを設置し，生育状況の把握と転作作物としての適応について確認
を行った。 

◎育苗ハウスの土壌状況把握と園芸品目選定支援 

 育苗ハウスは塩類濃度が高いため，土壌分析結果に基づく施肥設計や虫害抑止等の技術指導を行
い，秋冬作のレタス，ホウレンソウの栽培技術支援を行った。 

◎施設ぎく栽培の技術改善支援 

 水稲の面積拡大に伴う育苗管理に対応するため，作型や作業，労力等の調整を行った。 

 土壌診断に基づき自家製堆肥による有機物施用や除塩対策等の土づくり支援，効果的な防除方法
のほか，データロガーを設置し湿度やCO2濃度等のハウス内環境を把握し，採花本数や秀品率の向
上に向けた支援を行った。 

◎法人経営の運営及び経営改善点の明確化支援 

 経営面積の拡大に伴い雇用の確保が課題と捉えており，派遣事業や無料職業紹介等の活用を提案
したほか，法人経営の安定化に向け作業体系や収支，労働時間等からみた改善点について提案を
行った。 

３ 活動の成果とポイント 
◎水稲栽培の多様化支援 

 平成28年度の水稲作付面積は，長面地区の農地復旧により，移植栽培では103ha，乾田直播栽培
では1.6ha作付けした。収量は450～480kg/10a（CE荷受重量より）と目標収量を下回ったため，次年
度は生育状況に応じた土壌分析を実施し施肥体系を検討している。 

 乾田直播では，播種機や乾燥機等の借用により栽培に取り組んだが，大規模化への対応として播種
機等を導入して直播面積を増やすことになっており，また残る課題であった乾燥調製についてはCEへ
の搬入が出来ることになった。 
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◎復旧農地における大豆栽培技術支援 

 塩害を懸念し復旧３年目のほ場に10.9haを作付けしたが，塩害が発生し収量は100kg/10aと目標収量

を下回った。そのため今後の作付けに関しては，塩害リスクがより少ないほ場を中心にブロックローテー
ションする計画となっている。 

◎育苗ハウスの土壌状況把握と園芸品目選定支援 

 水稲，大豆等の作付面積が増加したことから，昨年取り組んだレタス，ホウレンソウ，モロヘイヤから，
秋冬作のレタス，ホウレンソウに品目を絞り込み，冬季間の労働力の活用に整理された。次年度に向け
栽培技術や収益の向上のため，社員の派遣研修も検討されている。 

◎施設ぎく栽培の技術改善支援 

 今年度は，冬期の生産コストの低減と収益性の改善を図るため，また水稲面積の拡大に伴う育苗作業
への労力集中のため５月より採花を開始した。 

     栽培面においては白サビ病が特定のブロックで発生し，出荷量や販売単価が低下したため，農業・

園芸総合研究所と連携しながら効果的な薬剤選定や適期防除について検討を行い，防除を中心に品質
向上に向けた支援を継続していく予定である。 

◎法人経営の運営及び経営改善点の明確化支援 

 雇用の確保では，会社の立地場所が石巻市街から離れていることから採用は非常に厳しかったが，ハ
ローワークを通じて新たに若手社員１名を採用することができた。 

 従業員の勤務時間は把握しているが，作業時間や作業内容の把握までは浸透しておらず，経営内容
の把握と改善のためICT技術の活用など記録として残す方策を検討している。 

 平成30年度から米の直接支払交付金が無くなることを受け，地代相当分の所得確保と今後の営農再

開面積増加分の地代が大きな負担と感じており，収益向上やコスト低減等により法人経営を安定化させ
る取組を模索している。 

長面地区での営農再開（5/26） 乾田直播の発芽状況（5/23） きくの栽培支援 

４ 対象者の意見 
 今後の営農再開面積の増加に伴い、水稲乾田直播栽培や転作大豆の取組と同時に収量向上を図り，
法人経営の安定を目指したいので，今後とも支援をお願いしたい。 
（石巻市・（株）宮城リスタ大川・大槻代表取締役） 
  
■支援機関：石巻農業改良普及センター 
■協力機関：石巻市，ＪＡいしのまき，北上川沿岸土地改良区，（公社）みやぎ農業振興公社， 
        農業・園芸総合研究所，古川農業試験場，東部地方振興事務所農業農村整備部 
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３ 先進的園芸経営体の育成（石巻市） 

課題名 先進的園芸経営体の育成 

対象：株式会社 イグナルファーム，株式会社 アグリ・パレット， 株式会社 スマイルファーム石巻， 

     株式会社 デ・リーフデ北上 

１ 背景・ねらい 
□石巻管内は，トマト，きゅうり，いちご等県下有数の園芸作物の生産量を誇り，特にトマトは県内第１
位の産地で，震災前から農業法人が雇用労力を取り入れた大規模な経営を展開してきた。震災後，新
たに導入された大規模園芸施設では，環境制御システムが装備されているため，収量や品質の向上が
期待されている。しかし，生育調査などの客観的なデータ蓄積や，測定データを植物生育に活かす環境
制御に関する情報が少ないため，環境制御システムを十分に活用していない。また，栽培期間長期化
により化学農薬のみに頼らない防除技術の導入が求められている。 

 さらに石巻市北上地区では，㈱デ・リーフデ北上がオランダ型の園芸施設と高度な環境制御システム
を導入し，トマトとパプリカの栽培を平成２８年９月から開始した。当法人は，農業への新規参入で，早
期の技術習得とともに効率的な作業管理に向けた運営体制の構築が必要であった。 

 このことから，高度な環境制御や総合的病害虫防除（ＩＰＭ）など生産技術の定着により，目標収量や
安定した品質を確保することで農業経営をより安定的なものにするとともに，農業生産工程管理（ＧＡ
Ｐ）を導入・活用して経営の改善や効率化を図ることをねらいとした。 

２ 活動内容   
◎生産技術の高度化と生産性の向上 

 高度な環境制御技術に関する理解と定着を図るため，農業・園芸総合研究所と連携し定期的に生育
調査を実施，樹勢や時期に応じた管理ができるよう適宜助言した。栽培終了後には，環境データや収量
等も踏まえて検討会を行った。更に，環境制御技術の理解促進を目的に，環境制御事例研修会を開催
し先進事例や最新の環境制御に関する情報の提供を行った。 

    一方，栽培期間の周年化による慢性的な病害虫発生に対応するため，ＩＰＭ技術を推進し，防除事例
の研修や天敵導入勉強会を開催し技術の習得を図った。併せて防除のタイミングや農薬の選定など随
時指導を行った。 

◎効率的な生産管理体制支援 

   ＧＡＰ取得に向けた帳票類の整備や取組に向けた体制整備について支援するとともに，ＧＡＰに関す

る情報提供を行った。また，㈱デ・リーフデ北上については，年間の栽培管理作業スケジュールや防除
暦作成について助言するとともに，作業工程の標準手順書作成の支援を行った。 

◎経営力安定化支援 

   雇用管理セミナーを開催し，従業員のやる気を引き出すポイントや効率的な雇用管理のあり方につい
て実践事例の紹介を行った。 

   設立後３期経過した法人については，外部講師を活用し，役員のあり方や経営の合理化    について
指導を行い，法人の体質強化を図った。 

   ㈱デ・リーフデ北上に対しては，栽培担当への栽培管理や病害虫に関する勉強会を実施するとともに，

県内園芸施設でのパート従業員向け技術研修を誘導するなど，生産開始に向けた支援を行った。栽培
開始後は毎週の生育調査と併せて，生産管理に関する打合せを実施し収量予測を販売に活かすため
指導を行った。 

 ３ 活動の成果とポイント  
◎生産技術の高度化と生産性の向上               

 各法人に対し生育や環境のデータ蓄積を支援した結果，１法人では，生育データに基づく環境制御に
関心を高め，これまでのいちご栽培における環境・生育・収量のデータを総括し次へ活かすための検討
を行い，目標を持って栽培に取り組み始めている。また，役員が生育調査及び週ごとのPDCAを行うよ

うになった。さらに今後は，いちご以外の品目についても環境制御に取り組みたいとの意向を持ってい
る。 
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 病害虫の管理については，特に問題となる微少害虫について粘着板を使い害虫の発生状況を把握し，
天敵の活用に活かしている。 

◎効率的な生産管理体制支援 

   平成２６年にグローバルＧＡＰを取得した㈱イグナルファームに加え，平成２８年度は，㈱スマイファー
ム石巻が関係機関の支援を得てグローバルＧＡＰを取得，今後はチェック項目を経営の改善に活かし
ていくことになった。 

    ㈱デ・リーフデ北上では，毎週開催している生産管理に関する打合せの中で翌週以降の管理，作業
の確認を行うなど生育と管理について栽培担当者間で状況の共有を図った結果，作業の優先順位や
作業量に応じた人員の配置について改善が図られ，効率的に作業が行われるようになった。 

◎経営力安定化支援 

   外部講師を活用した１法人では，経営の方向性を再確認するための話し合いを進めた結果，生産部
長を専務に昇格し経営の体質強化が図られた。 

    社員やパート従業員に対し，栽培管理や病害虫についての指導を行った結果，パート従業員の意識
も向上し，病害虫被害の報告や生育・管理に関する提案が上がってくるようになり，早期の判断に結び
ついている。 

    生産管理に関する打合せにおいて，環境制御や病害虫防除についての検討と併せて収穫量の計
画・実績，作業の予定を従業員同士が確認し合う体制となり，雇用管理や販売に活かせるものになった。 

天敵導入現地研修 

環境制御事例研修会 

４ 対象者の意見 
 平成２８年９月からトマトとパプリカの生産を開始している。立地や施設の特性によって，出荷時期は計
画よりも２週間から１ヶ月早期に開始した。品目による作業内容の違いや従業員の作業効率等が課題で
ある。（ ㈱デ・リーフデ北上代表取締役） 

■支援機関：石巻農業改良普及センター 
■協力機関：石巻市，東松島市，JAいしのまき，農業・園芸総合研究所，日本政策金融公庫等金融機関 

いちご生育調査の様子 
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４ 奥松島地域の農業再生と地域活性化に向けて（東松島市） 

課題名：野蒜・宮戸地区における地域産業の活性化 

対   象：(農)奥松島ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ，(農)宮戸干拓宮戸生産組合，(有)ｱｸﾞﾘｰﾄﾞなるせ， 

     奥松島果樹生産組合「いちじくの里」 

１ 背景・ねらい 
 東松島市野蒜・宮戸地区は東日本大震災により多くの尊い命と生活基盤を失い，農業施設や農業用
機械等が壊滅的な被害を受け，農地も地盤沈下などにより長期間にわたり海水に浸かっていた。これ
まで復興交付金を活用したほ場整備や農業用施設・機械等の生産基盤が順次整備され，本格的な営
農再開に至っている。また，生産から販売・加工までの一貫体制を図った６次産業化への取組も見ら
れる。 

 そこで，生産基盤の整備状況に合わせた営農体制を確立し，地域農業を支える担い手の確保・育成
を図りながら，アグリビジネスも展開させながら地域産業の活性化を目指す。 

２ 活動内容 
◎基盤整備事業と連動した栽培技術等支援 

 早期の目に見える復旧・復興を支援するため，課題対象者を含む地域農業者，行政機関，ＪＡなどが
メンバーとなった「奥松島地域営農再開実証プロジェクト」を26年度から継続的に実施した。当プロジェ
クトでは，復旧した農地での技術対策等を検討するため，実証ほを設けて生育状況等を確認してきた。
今年度は洲崎東名地区農地80haのうち営農再開した40haにおいて水稲（乾田直播5ha，湛水直播 

5ha，移植30ha）を作付けし，除塩調査ほを設けて生育状況を把握しながら技術指導を行った。また，

宮戸地区においては観光果樹園も見据え，復旧農地に果樹を植栽したことから，栽培技術指導等を
行った。  

◎法人の経営安定化に向けた支援 

 本格的な営農再開を迎え，法人経営上の課題等を聞き取りし，雇用事業や専門家派遣など各種支
援事業についての情報提供や法人経営研修会を開催した。また，復興交付金事業で整備された水稲
育苗ハウスの有効活用として野菜栽培を検討した。 

◎アグリビジネスの展開等による地域の活性化支援 

 農産物処理加工施設や冷蔵保管施設が整備され，生産から加工・販売まで行う６次産業化の支援を
行った。また，100ha規模の大規模経営における雇用管理や効率的利用のため，土地利用型作物だ
けでなく加工業務用野菜などの栽培指導等も行った。 

３ 活動の成果とポイント 
◎基盤整備事業と連動した栽培技術等支援 

 洲崎東名地区においては，(農)奥松島グリーンファームが震災後初の本格的な営農再開を迎え，除
塩調査ほを設置し生育状況を確認しながら栽培指導を行った。ほ場の土壌EC濃度が高めに推移した
が，月２回程度の定例打合せを行い，調査結果をもとにした適切な水管理等によって塩害の発生はみ
られず，管内平均レベルの収量（坪刈収量：581kg/10a）をあげることができた。来年度以降も残る 

40haの農地が復旧することから，整備事業の進捗状況等も確認しながら，具体的な営農実践計画の
策定支援を行った。 

 また，宮戸地区においては，果樹生産組合が復旧した1haの農地にイチジクとモモの苗木を植栽した。
担い手となる組合員らは初めての果樹栽培となるため，植栽前から先進視察やせん定講習会などき
め細かな技術指導を行ってきており，平成29年春以降にも復旧農地に果樹を植栽する予定であること
から，その植栽計画の策定支援も行った。 

◎法人の経営安定化に向けた支援 

 新規設立法人を対象にした研修会を開催し，経営理念や経営計画の策定及び資金繰りなど経営マ
ネジメントの習得を支援した。 

 また，JAと連携した野菜栽培講習会や地元野菜農家を現地視察により，水稲育苗ハウスで小松菜
の試験栽培を行い，次年度以降の栽培拡大について検討している。 
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◎アグリビジネスの展開等による地域の活性化支援 

  (有)アグリードなるせでは，強い農業づくり交付金により農産物処理加工施設“NOBICO（ノビコ）”を整

備し，自社で栽培した米や小麦の製粉，それらを原料に使用したバウムクーヘン“のびるバウム”等の製
造・販売を行っている。(公財)みやぎ産業振興機構の各事業等を活用し，商品開発や商談会出展などを
行っており，ホームページによるオンライン販売にも至っている。 

 また，大規模な農地を管理するにあたり，農業のカイゼンモデル経営体実証支援事業でほ場管理システ
ムを導入したことから，効率的な活用にむけて支援を行った。 

６年ぶり営農再開 新規設立法人育成支援研修会 

果樹の植栽指導 バウムクーヘン等の販売 

４ 対象者の意見 
 平成２８年産より本格的な営農再開を迎えることができた。今後も順次営農再開する農地が増えることか
ら，引き続き技術指導や経営指導などをお願いしたい。 （(農)奥松島グリーンファーム） 

  

■支援機関：石巻農業改良普及センター 

■協力機関：東松島市，ＪＡいしのまき等 
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Ⅳ 復旧・復興関連事業の実施状況 

１ 東日本大震災復興交付金事業（被災地域農業復興総合支援事業） 

 市町村が事業実施主体となり導入する農業用施設・機械を被災農業者へ貸
与し，地域の意欲ある多様な経営体の育成・確保及び早期の営農再開を図る
もので，平成２３年度から実施されている。 

 石巻管内はこれまでに１０回申請を行い，市から無償貸与された機械・施設
を利用し各地域で順次営農が再開されている。 

【基幹事業】 

 補助率：3/4（補助残分は特別地方交付税として措置） 

  事業実施主体：市町村 
－ ２３ － 

表１３　　復興交付金（C-4）事業費一覧　（平成29年1月現在） （単位：千円）

第２回（H24.5） 1,400,000 1,050,000 1件 1,400,000
第３回（H24.8） 50,000 37,500 1件 50,000
第４回（H24.11） 2,888,648 2,166,484 3件 2,625,099 2件 263,549
第５回（H25.3） 1,279,332 959,498 2件 408,837 1件 870,495
第６回（H25.6） 49,500 37,125 1件 49,500
第７回（H25.11） 541,611 406,207 1件 179,393 2件 362,218
第９回（H26.6） 1,045,438 784,078 1件 1,045,438
第10回（H26.11） 39,463 29,597 2件 39,463
第12回（H27.6） 939,915 704,936 2件 939,915
第14回（H28.3） 194,108 145,581 1件 194,108

計 8,428,015 6,321,006 5地区 4,857,437 5地区 3,570,578

申請回 事業費 交付金
市別事業費

石巻市 東松島市

表１４　　復興交付金（C-4）進捗状況 （平成29年1月末現在）
事業内容 進捗状況 今後の予定等

北上 カントリーエレベーター 貸与済み（ＪＡ） 完了

蛇田・須江 施設園芸団地 貸与済み 完了

農業用機械 一部貸与済み 営農再開に合わせ随時導入

水稲育苗ハウス 貸与済み 完了

園芸施設 貸与済み 完了

農業用機械 貸与済み 完了

水稲育苗ハウス 貸与済み 完了

農業用施設(ライスセンター) 着工 平成29年8月完成予定

農業用施設(育苗施設,農機庫等) 着工 H29営農再開に合わせ随時導入

農業用機械 貸与済み 完了

農業用施設（ライスセンター） 貸与済み 完了

園芸施設 貸与済み 完了

野蒜 農業用機械 貸与済み 完了

農業用施設（ライスセンター） 貸与済み 完了

農業用機械 貸与済み 完了

農業用機械 貸与済み 完了

農業用施設(育苗施設,農機庫等) 貸与済み 完了

農業用施設(ﾗｲｽｾﾝﾀｰ) 貸与済み 完了

農業用施設(播種施設，格納庫) 貸与済み 完了

農業用施設(育苗ハウス) 貸与済み 完了

農業用機械 一部着工 作業時期に合わせ随時導入

地　　区

石
巻
市

大川

北上

　牡鹿

東
松
島
市

大曲

西矢本

宮戸

洲崎・東名



２ 東日本大震災農業生産対策交付金事業 

 東日本大震災で被災した共同利用施設の復旧並びに営農用資機材及び農
業用機械の確保等を支援し，速やかな農業生産の復旧等を図ることを目的に
平成２３年度から実施されている。 

 補助率：1/2以内 

 事業実施主体：市町村，JA，農業者組織（3戸以上） 

・以下の県単事業により農業者等の負担を軽減 

 

※宮城県農業生産復旧緊急対策事業（H23） 

 （公益財団法人ヤマト福祉財団の寄付金） 

 補助率：1/4以内 

※宮城県農業生産早期再興対策事業（H24～） 

 補助率：1/4～1/8以内（H26～は1/4以内）  

－ ２４ － 

表１５　東日本大震災農業生産対策交付金事業費一覧（平成29年3月末現在）

（単位：千円）
年度 市町村 件数 事業費 交付金

石巻市 17 677,780 313,506 繰越 5件 126,580
東松島市 18 862,037 398,759 繰越 1件 74,974

計 35 1,539,817 712,265 繰越 6件 201,554
石巻市 2 53,456 25,455
東松島市 2 48,964 23,315

計 4 102,420 48,770
石巻市 5 97,598 46,361
東松島市 12 508,203 241,935 繰越 2件 179,755

計 17 605,801 288,296
石巻市 2 53,152 24,607
東松島市 5 110,717 51,253 繰越 1件 40,000

計 7 163,869 75,860
石巻市 0 0 0
東松島市 6 44,312 20,512

計 6 44,312 20,512
石巻市 2 16,919 7,832
東松島市 5 27,927 12,927

計 7 44,846 20,759
H2８

H26

摘　　要（単位：千円）

H23

H24

H25

H27

表１６　東日本大震災農業生産対策交付金の主な事業内容 （平成29年3月現在）
年度 件数

経営構造対策関係施設等

耕種作物共同利用施設整備

畜産物共同利用施設整備

整備事業計 13
高生産性農業用機械施設の導入

リースによる農業機械等の導入

生産資材の導入

推進事業計 22
35

H24 推進事業 生産資材の導入 4
整備事業 耕種作物共同利用施設整備 2

リースによる農業機械等の導入

生産資材の導入

整備事業 耕種作物共同利用施設整備 1
リースによる農業機械等の導入

生産資材の導入

リースによる農業機械等の導入

生産資材の導入

H28 推進事業 生産資材の導入 7

H27 推進事業 6
水稲，園芸用機械導入

水稲，園芸用資機材導入

H26

園芸施設整備

推進事業 6
水稲，園芸用機械導入

水稲，園芸用資機材導入

H25

園芸施設整備，水稲育苗施設整備

推進事業 15
水稲，大豆，園芸用機械導入

水稲，園芸用資機材導入

事業メニュー等 事業内容

H23

整備事業
13

鉄骨ハウス復旧

乾燥調製施設復旧，大型園芸施設整備

堆肥センター復旧

推進事業
22

園芸用ハウス改築，農業機械導入等

水稲、園芸用機械導入

水稲、園芸用資機材導入

小計

水稲，園芸用資機材導入

園芸用資機材導入



３ 被災農家経営再開支援事業 

 東日本大震災で被害を受けた地域の取組みとして，被災農家（復興組合）が共
同で行うゴミや礫の除去及び除草等の農地復旧作業に対して，経営再開支援
金を交付し，地域農業の再生と早期の経営再開を目指すものであり，平成２３年
度から実施されている。農地復旧に伴い，対象面積は減少しているが，石巻市
大川地区や東松島市州崎地区など農地復旧が遅れている地域もあり，復興組
合による継続した作業が望まれている。なお，事業は平成２７年度で終了。 

－ ２５ － 

表１７　農業復興組合の取組状況
（平成28年3月末現在）

年度 市町村 組合数 対象面積（ha） 交付額（千円）

石巻市 6 909 321,184
東松島市 2 822 263,633

計 8 1,731 584,817
石巻市 5 617 217,087
東松島市 2 307 102,419

計 7 924 319,506
石巻市 5 497 174,852
東松島市 2 274 48,486

計 7 771 223,338
石巻市 3 201 71,182
東松島市 2 251 44,946

計 5 452 116,128
石巻市 2 163 57,074
東松島市 1 30 10,488

計 3 193 67,562

H23

H24

H25

H26

H27



５ 民間投資促進特区（農業版） 

 「復興産業集積区域」内で「農業」に関する新規投資や設備取得，被災者の
雇用等をした場合に税制上の特例を受けることができる制度であり，当管内で
は，５事業者が指定を受けている。 

  

－ ２６ － 

４ 次世代施設園芸導入加速化支援事業 

（１）事業概要 

●全国10拠点で整備され，先端技術をもつ民間企業や実需者等がメンバーとな 

 るコンソーシアムで園芸施設を運営する。(東北では当地1ヶ所のみ) 

●木質バイオマスボイラーと地中熱交換ヒートポンプ等地域資源を活用したエネ 

 ルギーの利活用を推進し化石化燃料等の削減によるコスト削減を図り，地域  

 雇用を創出する。  

●オランダ型の先進的栽培技術導入と高度な環境制御技術により計画生産を 

 実施し，集出荷室の併設により生産から選別・出荷までの効率化を図る。  

（２）取組内容 

 １）拠点整備 

  事業費 1,422百万円（施設 1,124百万円，リース 298百万円） 

  フェンロ―型ガラス温室 2.4 ha(トマト1.1ha,1.3ha) 

  複合環境制御設備装置（PRIVA社製） 

  集出荷室（選果機，梱包設備，予冷庫等） 0.29ha 

  人工光型種苗供給センター 45.9㎡ 

  エネルギー供給施設（木質バイオマスボイラー，地中熱交換ヒートポンプ， 

  ＬＰＧボイラー） 

  雨水貯水槽 7,200㎥ 

 ２）技術実証 

  木質バイオマスボイラー及び地中熱交換ヒートポンプによる冷暖房 

  LPGボイラーを利用したCO２施用技術等の実証 

  品種比較試験による収量・品質・機能性の高い品種の探索及び生産物の機  

  能性分析 

指定業者名 所在地 事業実施場所
復興推進事業

の業種
課税の特例の

根拠条例
指定年月日

（株）ウェルファムフーズ 東京都 石巻市 農業 第３７条第１項 H25.3.12

第３７条第１項 H25.3.27

第３８条第１項 H25.3.27

（株）東部環境 東松島市 石巻市 農業 第３７条第１項 H26.3.28

（株）トライベリーファーム 石巻市 石巻市 農業 第３８条第１項 H26.10.29

第３７条第１項 H27.1.30

第３８条第１項 H27.4.1

第３７条第１項 H29.1.17

第４０条第１項 H29.1.17
（株）デ・リーフデ北上 石巻市 石巻市 農業

表１８　宮城県民間投資促進特区（農業版）に基づく指定事業者       　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２９年１月末現在）

（株）スマイルファーム石巻

（株）宮城リスタ大川

石巻市 石巻市 農業

石巻市 石巻市 農業



       
 
 １ 東日本大震災の概要 
 
 ２   農業関係被害の概要 
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－ ２７ － 



１ 地震と津波の概要 
 
（１）東北地方太平洋沖地震 
 

 イ 発生日時  平成23年3月11日（金）14時46分 
 ロ 発生場所  三陸沖（北緯38.1度，東経142.5度） ※牡鹿半島の東約130km 
 ハ 震源の深さ 24km 
 ニ 規模     マグニチュード9.0 
 ホ 最大震度  震度7（栗原市） 
 ヘ 地盤沈下  海抜0m以下の面積56k㎡（震災後増加割合3.4倍） 
           大潮の満潮位以下の面積129k㎡ （震災後増加割合1.9倍） 
           過去最高潮位以下の面積216k㎡ （震災後増加割合1.4倍） 
           ※この地震により震源地に最も近い石巻市牡鹿で約1.2m沈下 
 
 

１ 東日本大震災の概要 

【浸水面積】 

県内の浸水面積は327ｋ㎡ 

※6県62市町村の浸水面積合計
561k㎡の約６割に相当 

（２）津波 
 津波の高さ 
     7.2m（仙台港） （平成23年4月5日気象庁発表） 

    8.6m以上（石巻市鮎川） （平成23年6月3日気象庁発表） 

 ※参考：津波最大遡上高 （宮城県土木部津波の痕跡調査結果） 
  南三陸町志津川   20.2m   女川町   34.7m 
  南三陸町歌津    26.1m 
 

 表１ 石巻地方で観測された地震の強さ 

 市 町 名  観測地点名  震度  市 町 名   観測地点名  震度  

 東松島市   矢本＊  ６強  石 巻 市   北上町＊  ６弱 

 東松島市  小野＊  ６弱  石 巻 市   鮎川浜＊  ６弱 

 石 巻 市  泉町  ６弱  石 巻 市   相野谷＊  ６弱 

 石 巻 市  大瓜  ５強  石 巻 市   前谷地＊  ６弱 

 石 巻 市  門脇＊  ６弱  石 巻 市   桃生町＊  ６強 

    ※観測機関：気象庁，＊印は地方公共団体もしくは(独)防災科学技術研究所      

表２ 浸水のデータ（市町村別・項目別） 

 

市 町 名 

 

浸水面積(km
2) 市町面積(km

2) 浸水率(%) 

建物用地 

 〔a〕 

田等 

※１〔b〕 

全 体 

  〔c〕 

建物用地 

 〔d〕 

全 体 

  〔e〕 

建物用地 

 〔a/d〕 

全 体 

 〔c/e〕 

 石 巻 市     21    32     73     46    556     46     13 

 東松島市      8    21      37     12    102     65     36 

 女 川 町      1     1      3      3     66     48      4 

    計     30    54    113     61    724     49     16 

       ※1 田等： 田・その他の農用地・森林・ゴルフ場          出典：国土地理院 

－ ２８ － 



２ 被害の状況等 〔平成26年2月28日現在，（3）被害額の概要は平成25年12月10日現在〕 
 

 （１）人的被害（継続調査中） 
    死者（関連死を含む。）10,477人  行方不明者  1,282人 
    重 傷              502人  軽 傷    3,615人 
 
  

 （２）住家・非住家被害（継続調査中） 
   全 壊         82,912棟  半 壊    155,085棟 
    一部損壊        222,847棟 
   床下浸水               7,796棟    非住家被害 28,893棟 
    
   

（３）被害額（継続調査中）             9兆1,660億円 

表４ 住宅被害の状況（平成 27年 10 月 31日現在） 

    （単位：棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※宮城県まとめ 

 

 

 

市 町 名 

住 宅 被 害 

全壊 

（床上浸水含） 

半壊 

（床上浸水含） 

一部破損 床下浸水 非住宅被害 

 石 巻 市 20,038   13,047  19,948    3,667  調査中 

 東松島市    5,518 5,559      3,505      1,079        937 

 女 川 町      2,924 349       661      不明  1,590 

    計     28,680     18,955     24,114        －         － 

 宮 城 県     82,998    155,129    224,195      7,796     26,796 

－ ２９ － 

     表３ 人的被害の状況（平成 27 年 10月 31日現在） 

    （単位：人） 

 

市 町 名 

人 的 被 害 

死 者 行  方 

不明者 

       負傷者 

直接死 関連死  合計 重傷 軽傷 その他 

石 巻 市    3,277     268    3,545     428   不明   不明   不明 

東松島市    1,063      66    1,129     23     62     59      0 

女 川 町     591      22      613    259   不明   不明   不明 

    計    4,931     356    5,287    710     －      －      － 

宮城県計   9,629   918  10,547   1,239    502    3,615     28 

       ※宮城県まとめ 



２ 農業関係被害の状況（平成27年12月10日確定報） 

１ 農業関連被害      約5,454億円 

被害種別 箇所数等 被害内訳 被害額 

農地・農業用施設
被害 

5,134箇
所 

用排水路・農道等の損壊 
約3,973億

円 

農業関係施設被
害 

18,053箇
所 

農業倉庫・カントリーエレベー
ター等の損壊 

約272億円 

農業用資機材被
害 

14,165台 
トラクター，コンバイン，田植機，
乾燥機 

約435億円 

農作物被害(ha) 897ha いちご，野菜類，麦類，花き等 約31億円 

農作物被害(t) 20,620t 米，大豆の浸水，流失等 約39億円 

生活環境施設被
害 

107箇所 集落排水施設等の損壊 約269億円 

農地海岸保全施
設被害 

103箇所 海岸防潮堤の損壊(26.5km) 約435億円 

２ 畜産業関連被害      約50億円 

被害種別 箇所数等 被害内訳 被害額 

畜産施設等被害 252箇所 畜舎・たい肥センター等の損壊 約34億円 

家畜等被害 
1,496千
頭（羽） 

乳牛，肉用牛，豚，採卵鶏，ブロ
イラー（素雛を含む） 

約7億円 

畜産品等被害 8,273ｔ 生乳，孵卵用たまご 約9億円 

※圏域毎及び市町村毎の被害状況については公表なし 

－ ３０ － 



       
 
 １ 石巻圏域の農業・農村の現状 
 
 ２ 農地復旧計画図（完成年次） 
 
 ３ 石巻地域農業復興状況マップ  
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