




平成２３年（２０１１年）

3月 11日 14時46分頃東北地方太平洋沖地震発生

12日 宮城県の各地方振興事務所（農業農村整備部）で、農地・農
業用施設の被害調査を開始

14日 東北農政局により，農地排水のための応急ポンプ貸出・設置
開始

17日 農地、農業用施設及び海岸保全施設に係る災害概要を東北
農政局長へ報告

17日 農地海岸早川地区の堤防応急工事着工

18日 東日本大震災農林水産部復興推進本部プロジェクトチーム
会議の下に，農地復旧支援チーム設立

24日 農地海岸 亘理・山元町の堤防応急復旧工事に着工

28日 津波被害を含む農地・農業用施設等の被害額を公表
農地・農業用施設等被害 379,283,050千円

（うち津波被害 375,230,000千円）

29日 ポンプメーカー10社に協力依頼し，農業用排水機場の機能
診断と応急復旧を開始（津波で69機場が被災）

30日 農地のガレキ撤去工事15件（A=5,585ha）を宮城県が発注

4月 1日 亘理・山元地区農地海岸の１次復旧開始
（TP+2.0mまで嵩上げ 宮城県施工）

15日 農業用の幹線排水路の災害廃棄物処理に着手
（緊急応急工事 17件）

中旬 平成23年度作付けに向け，比較的被害が少ない農地の除塩
作業を開始

29日 「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復
旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律」施行

5月 2日 「東日本大震災に対処する土地改良法の特例に関する法
律」施行。これにより，除塩事業及び国が農地・農業用施設
の災害復旧と関連する区画整理の実施が可能になる。

12日 災害査定開始

27日 宮城県から亘理・山元地域の農地海岸の災害復旧対応を農
林水産大臣に要請

下旬 平成23年度作付けに向けた除塩作業が完了 （A = 1,136ha ）

6月 6日 農地の災害廃棄物処理に着手

13日 山形県から宮城県に災害復旧支援のための農業土木技術
職員が派遣される

22日 亘理・山元地域の農地海岸の災害復旧工事について，国が
代行で行うことに決定

27日 東北農政局と宮城県亘理農業改良普及センターが共同で除
塩の実証試験を開始（名取市，亘理町）

30日 亘理・山元地区の農地海岸の一次復旧完了
（復旧延長 L=990m）

7月 上旬 亘理・山元地区農地海岸の２次復旧を開始
（TP+2.0mから+6.5mまで 農林水産省施工）

みやぎの農業農村復旧復興のあゆみ①

農地の被災（石巻市） (H23年3月)

農業用幹線排水路の被災（亘理町）(H23年3月)

応急ポンプ設置（東松島市） (H23年3月)

被災した排水機場の応急復旧（東松島市）
(H23年3月)

農地海岸の２次復旧完了（亘理町）(H23年7月)
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平成２３年（２０１１年）

8月 16日 仙台東部地区の基幹水利施設の復旧及び関連する約2000ha
の区画整理について国に要請

26日 仙台東部地区の直轄特定災害復旧事業の施工が決定

31日 農業用幹線排水路の災害廃棄物処理完了
（工事件数17件 ガレキ除去延長L=73.7km）

9月 1日 宮城県に国，他都道県から災害復旧支援のための農業土木技
術職員が派遣される
（派遣機関：農林水産省，17都道県 派遣人数：32人）

9日 宮城県沿岸域現地連絡調整会議において「宮城県沿岸におけ
る海岸堤防の高さ」を決定
（22地域海岸，新計画の堤防高 2.6m～11.8m）

21日 東日本大震災の津波被害に対する農地復旧の見通しを公表

中旬 平成24年度作付けに向けた除塩作業を開始

27日 東北農政局が除塩実証試験の結果を公表

30日 亘理・山元地区農地海岸の２次復旧(応急仮堤防盛土)終了
（農林水産省施工 復旧延長 L=4,600m）

10月 18日 「宮城県震災復興計画」議決
今後10年間（平成32年度まで）の復興の道筋を示す

18日 「みやぎの農業農村復旧復興計画」策定

20～
21日

3.11東日本大震災復興支援 水土里の集い～第34回全国土地
改良大会ｉｎみやぎ～開催

12月 7日 宮城県土地改良事業団体連合会が被災土地改良区への支援
を村井宮城県知事に要請。合わせて平成23年春に除塩を行っ
た水田で収穫された復興米を贈呈

平成２４年（２０１２年）

1月 1日 東北農政局仙台東土地改良建設事務所開所

31日 東日本大震災に係る災害査定終了 （28次 2,449件）

31日 東日本大震災復興交付金事業計画第１回申請

31日 東日本大震災に係る農地・農業用施設の復旧復興のロード
マップを公表

2月 3日 宮城農業農村震災復興シンポジウム開催

3月 2日 復興交付金の交付可能額通知（第１回）

4月 1日 地方自治法に基づき28都道県から59名の農業土木技術職員
が派遣される（5月から63名，10月から64名に増員）

5月 10日 農林水産関係被害額を公表
農地・農業用施設等被害 545,396,810千円

（うち津波被害額 512,069,631千円）

5月 11日 東松島市五味倉地区の営農再開にあたり，河南矢本土地改良
区主催で「豊作・復興祈願祭」を開催

水土里の集い（仙台市） (H23年10月)

派遣職員の活躍：災害査定(H24年1月)

除塩した水田での収穫（石巻市）(H23年10月)

五味倉地区「豊作・復興祈願祭」（東松島市）
(H24年5月)

みやぎの農業農村復旧復興のあゆみ②

農地の災害査定（岩沼市） (H23年8月)
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平成２４年（２０１２年）

6月 13日 宮城県と独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村
工学研究所がパートナーシップ協定を締結

8月 2日 津波で水没した県営ほ場整備事業大川地区（長面工区）の農
地復旧の進め方について公表

3日 大川地区（長面工区）において，農地の排水を開始

10月 22日 農林水産省「消費者の部屋」において，「みやぎの農業・農村復
旧・復興パネル展」を開催（～10/26まで）

29日 復興庁が入居する三会堂ビルにおいて，「みやぎの農業・農村
復旧・復興パネル展」を開催（～11/2まで）

11月 6月 復興交付金 農山漁村地域復興基盤総合整備事業による農地
整備の進め方を公表

27日 松島町で農地海岸堤防災害復旧工事起工式を開催

27日 水土里ネットみやぎ主催で平成24年度産復興米試食会を開催

平成２５年（２０１３年）

1月 21日 「みやぎの農業・農村復旧・復興パネル展全国リレー開催」を栃
木県開催を皮切りにスタート（平成26年9月までに27都道県で
開催）

23日 復興交付金 南三陸町西戸川地区における農地整備と防災集
団移転の取り組みについて公表

2月 8日 平成24年1月31日に公表した「東日本大震災にかかる農地・農
業用施設等の復旧復興のロードマップの見直し」を公表

4月 1日 農地復興推進室を設置

1日 地方自治法に基づき28都道県から66名の農業土木関係職員
が派遣される（5月からは68名に増員）

5日 気仙沼市及び南三陸町が復興交付金 農山漁村地域復興基
盤総合整備事業の工区の追加の要望書を村井宮城県知事に
提出

29日 東京スカイツリーにおいて「みやぎの農業・農村復旧・復興展」
を開催（～5/5まで）

5月 10日 石巻市大川地区針岡工区の営農再開にあたり，北上川沿岸土
地改良区主催で「豊作・安全祈願祭」を開催

14日 県営農地災害復旧事業亘理・山元町地区の工事安全祈願祭を
開催

20日 東松島市大曲地区の営農再開にあたり，河南矢本土地改良区
主催で「豊作・復興祈願祭」を開催

6月 4日 東松島市宮戸地域営農再開実証プロジェクト 荒田浜で田植え

7月 31日 北海道庁で「みやぎの農業農村復旧復興セミナー」を開催
（平成25年11月までに全国21か所で実施）

9月 3日 公益社団法人農業農村工学会より，宮城県農林水産部が「地
域貢献賞」を受賞

農地海岸堤防災害復旧工事起工式（松島町）
(H24 年11月)

みやぎの農業農村復旧復興展（東京ｽｶｲﾂﾘｰ）
(H25年4月)

３年ぶりに営農再開（亘理町）(H25年5月)

農村工学研究所とのパートナーシップ協定締結
村井知事（左），高橋所長（右）(H24年6月)

大川地区「豊作・安全祈願祭」（石巻市）
(H25年5月)

みやぎの農業農村復旧復興のあゆみ③
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平成２５年（２０１３年）

10月 6日 七ヶ浜町において，楽天野球団の主催で「Mr.カラスコ７Beachプロ
ジェクト」として復旧した農地にレンゲの種を撒くイベントを開催

18 日 宮戸地域営農再開実証プロジェクトで稲刈り実施

21日 農林水産省「消費者の部屋」において，「みやぎの農業農村復旧
復興展」を開催（～10/25まで）

22日 農林水産省「消費者の部屋」において，水土里ネットみやぎ主催
で「復興米の新米試食会」を開催

11月 29日 水土里ネットみやぎ主催で「平成25年度新米（復興米）試食会」を
仙台市で開催

12月 17日 農山漁村地域復興基盤総合整備事業「岩沼地区」起工式を開催

19日 農山漁村地域復興基盤総合整備事業「亘理地区」起工式を開催

平成２６年（２０１４年）

2月 6～
7日

「2014みやぎの農業農村復旧復興シンポジム～活力と魅力ある
農業・農村の再興を目指して～」を開催

20日 「3.11東日本大震災 みやぎの農業農村復興 『未来への伝承・
架け橋プロジェクト』」が全国農村振興技術連盟の広報大賞を受
賞

3月 13日 「東日本大震災にかかる農地・農業用施設等の復旧復興のロー
ドマップ」の見直しを公表

下旬 記録誌「平成23年3月11日発生 東日本大震災 みやぎの農業農
村復旧復興のあゆみ～復旧から再生へ～」を発行

4月 1日 地方自治法に基づき26都道県から61名の農業土木関係職員が
派遣される（5月からは63名に増員）

17日 農山漁村地域復興基盤総合整備事業「気仙沼地区」「南三陸地
区」合同安全祈願祭を開催

6月 5日 東松島市野蒜地域営農再開実証プロジェクト・石巻市大川地区
長面工区の実証試験田において，試験作付けを実施

7月 17日 宮崎県で「みやぎの農業農村復旧復興セミナー」を開催
（平成26年9月までに全国14か所で実施）

10月 2日 直轄特定災害復旧事業「名取川地区」において名取土地改良区
が排水機場ポンプ運転式を開催

10日 東松島市野蒜地域・石巻市大川地区長面工区の実証試験田に
おいて，水稲の刈り取りを実施

20日 農林水産省「消費者の部屋」において，「みやぎの農業農村復旧
復興展」を開催（～10/24で）

21日 農林水産省「消費者の部屋」において，水土里ネットみやぎ主催
で「復興米の新米試食会」を開催

11月 8日 七ヶ浜町において，楽天野球団の主催で「Mr.カラスコ７Beachプロ
ジェクト」として復旧した農地に花の種を撒くイベントを開催

10日 農山漁村地域復興基盤総合整備事業「山元北部・磯・山元東部
地区」安全祈願式を開催

19日 農山漁村地域復興基盤総合整備事業「七ヶ浜地区」安全祈願式
を開催

みやぎの農業農村復旧復興シンポジウム
(H26年2月)

復興米の新米試食会に来場された
西川農林水産大臣（東京都）(H26年10月)

Mr.カラスコ７Beachプロジェクトに参加した
みなさん（七ヶ浜町）(H26年11月)

「山元北部・磯・山元東部地区」安全祈願式
（山元町）(H26年11月)

「岩沼地区」起工式（岩沼市）(H25年12月)

みやぎの農業農村復旧復興のあゆみ④
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復旧農地で「楽天イーグルスチーム楽天米作り隊」
（耕谷アグリサービス）稲刈り(9月)

直轄災害復旧事業仙台東地区排水機場引渡式(9月)

岩手県・宮城県・福島県農業農村復旧復興展(11月)

「みやぎの農業農村復旧復興セミナー(4月)

平成２７年（２０１５年）

2月 9日
大規模災害時における土地改良区の相互応援に関する協定を締結
（あぶくま川水系角田地区、亘理地区、名取川地区）

3月 6日
「亘理太陽光発電所」かかる締結式、山佐、亘理町、宮城県が出席
し県庁で開催。

12日
「農地・農業用施設等の復旧・復興のロードマップ」見直し（他事業と
の調整、入札不調への対応等）

18日
東松島市で「農事組合法人奥松島グリーンファーム」設立記念式典
が開催される。

14日
24日にかけて仙台市内で第3回国連防災世界会議の関連事業とし
て，「東日本大震災を踏まえた防災・減災に資する農業・農村の強靭
化シンポジウム」を開催する。(18日まで)

19日石巻市蛇田で「大新筒排水機場」復旧工事完了に伴う試運転開始

4月 22日「みやぎの農業農村復旧復興セミナー」宮城県庁で開催

5月 8日
東松島市キリンビールらと知事今年復旧した大曲地区の農地で田
植えを実施し、復興の手応えを実感

8日亘理町、名取市の復旧農地で引き渡し１年延期

15日気仙沼市・本吉地方（本吉町日門地内）ほ場整備地区で初の田植え

20日
石巻市大川地区長面工区で本格的な田植えを実施（平成25年度農
地復旧完了箇所）

23日
名取市耕谷で「楽天イーグルスチーム楽天米作り隊」（耕谷アグリ
サービス）による田植え（「名取地区」）

6月 19日
石巻市大川地区長面工区水没農地で初の本格捜索へ（締め切り堤
防より下流側の水没していた農地）

7月 2日
「みやぎ農業農村復旧復興パネル展」全国リレー展が北海道会場か
ら開始される

7日
東松島市野蒜地区で「奥松島グリーンファームが大豆試験作付け実
施

8月 27日
「自治法派遣職員等現地視察」が行われ，地方自治法に基づく派遣
職員等が，松島町ら「農地海岸コース」と岩沼市「農地整備コース」に
わかれ現地視察

9月 15日
名取市耕谷で「楽天イーグルスチーム楽天米作り隊」（耕谷アグリ
サービス）による稲刈り（「名取地区」）

20日
仙台市で直轄災害復旧事業仙台東地区排水機場引渡式が開催さ
れる

10月 19日
東松島市地域営農再開実証プロジェクト、野蒜地区洲崎で大豆19日、
宮戸地区でさつまいも25日収穫

22 日仙台平野海岸地区被災土地改良区復旧・復興推進協力会を設立

宮城県仙台地方振興事務所で協力会から派遣職員の代表者に対し、
お礼状と「復旧・復興感謝米」が贈呈される。

11月 7日
東松島市「奥松島地域営農再開実証プロジェクト」乾田直播に水稲
収穫塩害無し

9日～東京都農林水産省消費者の部屋「特別展示」で「岩手県・宮城県・福
島県農業農村復旧復興展」を３県合同で開催11日

12月 7日
「亘理太陽光発電所」かかる用地契約と覚書を山佐、亘理町、宮城
県で締結

9日
気仙沼市本吉町大谷地区に野菜の集出荷処理施設の落成式を開
催（南三陸ねき特産化を後押し）

15日県営造成施設管理体制整備促進事業
東松島地区管理体制整備推進協議会 設立総会

22日長面工区で大豆の刈り取りが始まる。

25日平成27年度奥松島営農再開実証プロジェクト報告会

，「東日本大震災を踏まえた防災・減災に資する
農業・農村の強靭化シンポジウム」（3月）

みやぎの農業農村復旧復興のあゆみ⑤
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