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東日本大震災津波被災地での農業復興状況と

その過程における農家の判断に影響を与えた要因
宮城県名取市A集落を事例として

Agriculture Reconstruction Process and Factors which Affect Farmers' Decision， 
in Tsunami Disaster Areas， Great East Japan Earthquake 

Case Study of A Settlement， Natori-city， Migagi Prefecture 

落合基継

Mototsugu OCHIAl 

(京都大学大学院農学研究科)

(Graduate School ofAgriculture， KyoωUniversity) 

I はじめに

1 背景

東日本大震災の被災地においては，住宅に加えて農地，

農業機械・施設の被害が甚大であったことから，被災前

と被災後では，農業の担い手のありょうが大きく変容し

ている。被災地において，農業の担い手のありようにつ

いて考える場合， I再生」ではなく， I新たな創造」とも

言えるようなドラスティックな変化が起きた。この農業

の担い手の変容を含め，被災した農家は農業復興に関わ

る様々な判断を短い時間の中で迫られた。その判断にお

いては，被災前からの地域内での事情や，復興過程での

地域内外からの影響があった。

2 本稿の目的

本稿では，東日本大震災の被災地である宮城県名取市

のA集落を対象として，被災前の農業状況から，農業の

担い手のありようについてのドラスティックな変容を含

めた現在までの農業復興の状況を概観し，農業復興過程

において農家の判断や実際の営農等に影響を与えた要因

を明らかにする。

3 既往の研究

牧山ら 1)は宮城県仙台市沿岸部の仙台東地区での復興

事業としての画場整備について関係主体の連携に着目し

分析した。服部ら 2)は岩手県陸前高田市を対象として，

農地再生状況とその課題を提示し，新たに設立された農

事組合法人の形態を分析した。落合ら 3)は宮城県名取市

の津波被災地の複数集落を対象として，隣接する集落で

も条件の違いにより農業復興の状況が相違することを明

らかにした。内田 4)は，宮城県津波被災地のうち沿岸市

174 農村計画学会誌 35巻論文特集号 2016年11月

町村では内陸市町村に比べて家族経営体が大きく減少す

る一方，法人経営および 50ha以上の大規模経営体が大き

く増加していると指摘している。このように津波被災地

での農業復興については様々な視点で調査分析されてい

るが，本稿のように，広大な水田が展開する仙台平野を

対象として，ある特定の集落に着目し，継続的な復興状

況とその際の新たに設立された生産組織の詳細な動きを

震災後 5年間にわたり追い，農業の担い手のありようや

その変容の要因を取り扱ったものはない。これらを整理

しておくことは，将来災害によって被災してしまった場

合の，農業復興における貴重な資料になると考える。

E 調査の方法

調査の方法は，対象集落に新たに設立された農業組織

(後述)のメンバーへの一連の継続的な聞き取りであり，

その日程や聞き取り調査の主な内容を表 1に示す。なお

著者が A集落にて調査をするようになったのは，著者の

所属していた団体が宮城県から調査業務を平成 24年度

及び 25年度に受託し，その対象lこA集落が含まれていた

ことがきっかけである。主な業務内容は，被災後の営

表 1 主な聞き取り調査の日程と内容

Table 1 The dates ofinvestigation 

聞き取り調査日程 主な聞き取り内容

①平成 25年3月23日 これまでの農業復興の経緯

②平成25年6月6日 営農再開の状況と課題

③平成 25年 12月7日 営農再開 1年間の状況と課題

④平成 26年3月9日 地域との連携，後継体制

⑤平成 26年3月20日 将来ビジョンの作成

⑥平成26年8月23日 現在の状況・課題等

⑦平成26年 11月初日 営農再開 2年間の状況と課題

③平成 28年2月 13日 営農再開 3年間の状況と課題



農主体形成の支援であり，将来ビジョンの作成も含まれ

ていた。また業務終了後も，継続して A集落を訪問し聞

き取り調査を行った。

E 対象集落の概要及び被害状況

本稿で対象とする A集落のある宮城県名取市は仙台湾

に面しており，東日本大震災による津波は海岸から最大

約 5kmまで侵入し，津波のほとんどは-_e_仙台東部道路

(自動車専用道路)でせき止められたが，開口部からし

み出し道路の西側にまで達した。また地域内の漁港と市

街地では，ほとんどの建物が津波によって破壊された。

津波による被害は仙台東部道路(自動車専用道路)の

東側である海側と西側である山側で、異なったものであっ

た。自動車専用道路の東側(海側)では，侵入した海水

は引き波によって海に戻らず除々に浸透・排水した結果，

瓦離が多く残った。特に漁港や市街地で被害を受けた建

物等が津波によって流され，津波被害を受けた他地域に

くらべ瓦磯が多く残った。東側では農業機械・施設もほ

ぼすべて喪失し，住宅もほぼ全壊であった。一方自動車

専用道路の西側(山側)は，海側に比べ侵入した海水や

E磯の量は少なく，また住宅，農業機械・施設の被害も

海側に比べ少なかった。 A集落は，この自動車専用道路

の東西両方に農地・住宅があり，住宅，農地，農業機械・

施設の被災状況も集落内でも異なっている。

A集落の被災前の農業については， 2010年農業センサ

スによれば，農家総数は 52戸，専業農家が 10戸，第二

種兼業農家が 42戸であった。農地の約 9割が水田で面積

2 被災当年(平成 23年度)

A集落では被害が甚大であったことから多くの兼業農

家が離農意向であった。これは，被災当初，農地被害の

規模の大きさに圧倒されたことや，農業機械・施設を失

ったことで営農再開の意欲をなくしてしまったことによ

る。また，自宅も被災し，農業を再開するための農業機

械等への再投資に負担感が大きかった。特に自動車専用

道路の東側で営農していた農家がこれにあたる。一方で，

自動車専用道路の西側の，農地や農業機械・施設などの

被害の比較的少なかった一部の担い手農家は引き続き営

農継続の意向を持っていた。この年は，被害が比較的少

なかった自動車専用道路の西側の農地も含めてA集落の

すべての水田で営農ができなかった。

農地・用排水施設・排水機場等のハード面については，

国や宮城県による災害復旧事業が実施された。一方，復

興交付金事業の 1つで農家への経済的な支援になってい

る被災農家経営再開支援事業による農業復興組合が名取

市内でも集落毎に設立され，農地での瓦磯取りなどの作

業を実施した。 A集落でも平成 23年 6月に設立され，作

業の際には毎回 20名程度の参加者があり，農業ができな

くなった被災農家にとっての重要な収入源となった。

以上のように，被災当年は農家は営農ができず農業復

興組合での作業で一年が終わり，担い手農家はこれから

集落の農地を誰がどうやって守るのかという思いと同時

に，被害の大きさとによる無力感を感じていた。この農

業復興組合での作業は，避難等で住む場所がぱらぱらに

なってしまった農家が集まる貴重な機会になった。

は約 60haで，被害の大きかった自動車専用道路の東側 3 被災から 2年目(平成 24年度)

(海側)に約 50ha，西側(山側)に約 10haである。そ 農地や農業機械の被害の比較的少なかった自動車専用

のうち約35haを6戸の農家が地域内の市街地に住む土地 道路の西側では，水田約 9haで個々の農家による営農が

持ち非農家等から土地を借りて担い手農家として活動， 再開されたが，被害の大きかった農家はまだどうしてい

その他は多くの兼業農家が営農し，組織的な活動はみら いかわからない状況で、あった。その中で A集落での農業

れなかった。 復興に向けた具体的な動きの始まりは，復興交付金事業

N 被災前及び被災から現在までの農業復興の

状況

1 被災前

上述のような被災前の状況において，被災前年に約

10haを耕作していた一人の担い手農家が体力的な問題

から引退した。この引退は他の担い手農家にとっては突

然のことで，このことによって残った担い手農家の間で

は被災前のこの時点で，地域の農地を守るには組織的な

対応が必要との認識に至っていた。

である被災地農業復興総合支援事業による農業施設・機

械のリース事業(以下，リース事業)の話が地域にもた

らされてから，と言える。平成 24年夏に，同じく復興交

付金事業である農山漁村地域復興基盤総合整備事業によ

る圃場整備の話がA集落を含む被災地へ持ちかけられた。

復興交付金による圃場整備は農家の費用負担無しで、あっ

たが，多くの農家が農業機械・施設を失っており農地が

整備されても営農はできない，ということから担い手農

家をはじめ A集落全体としては当初消極的であった。そ

こへ行政より復興交付金事業であるリース事業について

も紹介された。これはある一定程度の面積を営農する営

農組織に対して，農業機械・施設を無償でリースするも
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のである。 A集落としてこのリース事業を活用して農業

機械・施設を再整備すれば営農再開できるのではないか

と担い手農家が考え，被災前の担い手農家 5名に土地持

ち非農家 1名の 6名にて任意の生産組織を設立すること

とした注 1)。つまり，被災前の個々の農家による自己完結

型の営農形態から，生産組織による営農への変化である。

このリース事業があってはじめて圃場整備へ積極的に関

わるようになった。

なお，生産組織を設立するにあたっては，被災前の時

点で①集落の農地所有者をメンバーとし集落で共同利用

する農道や水路等の管理作業の調整等をする「農業協議

会jがあり以前より集落の農家のまとまりがあったこと，

②前述したとおり，震災前に地域の担い手農家の一人が

突然辞めてしまった際に「将来にわたって個人で続ける

のは難しい。組織化が必要Jという問題意識を皆が持っ

ていたこと，などの要因があったことから，農業施設・

機械の被害が比較的少なかった担い手農家も自己完結型

営農をやめて，地域農業の将来のことも考慮して生産組

合に合流している。生産組織の単位が A集落になったの

は，被災前から農地を貸していた，また被災をしたこと

で営農を断念した農地所有者達が， rこれまでつきあいの

ある集落内の農家であれば貸してもよしリという意向が

強かったためである注2)。

平成 24年の秋には任意の生産組織として設立の準備

を始め，冬からは生産組織として農地所有者への圏場整

備の同意徴収作業と農地の貸借の依頼，平成 25年春以降

に使用する農業機械・施設のリース事業の申請準備，復

旧する農地で、の営農再開の準備を行っている。

生産組織の立ち上げにあたっては，当初は明確な経営

方針や安定的な経営の見通しがあったわけではなく，ま

ずは集落の農地を守るためという意識が先にたった立ち

上げであった。リース事業の申請を次の春の営農再開に

間に合わせるため，また圃場整備が復興交付金事業であ

ることから実施年限が被災後5年の平成27年度までと決

まっており早急な実施の可否を求められていたためなど，

復興プロセスのうち外的な要因により早急な生産組織立

ち上げの決断を迫られたのが実情と言える。また，今後

組織で営農をしていくためにも，地域農業の方向性を描

く「将来ビジョン」の作成をすることを著者らが平成 25

年 3月に提案したが，営農を未だ開始しておらず将来の

ことが全く見えない現状では将来ビジョンを作成するこ

とは難しい，心の余裕がない，との反応があった。その

ことは，生産組織はまずは任意組織として法人化はしな

いことや，リース事業では野菜栽培にも取り組めるよう

ガラスハウスの建設も申請できたが，当面はこれまで栽

培経験のある米での農業復興をするという決断にも現れ
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ている。

4 被災から 3年目(平成 25年度，営農再開 1年目)

A集落では設立した生産組織が，平成 24年度に営農再

開していた水田約 9haと，平成 25年春までに復旧の終わ

った約 16haの計約 25haにて営農を開始した。育百は，

リース事業による育苗施設の建設が間に合わなかったこ

とから，被害の少なかった担い手農家の所有する育苗施

設を活用し 4月に行った。また，将来営農面積を拡大す

ることを念頭において，より手間のかからない「鉄コー

ティング」による直播による田植えも 1ha弱の水田で試

行的に実施した。鉄コーティングについては冬の聞に生

産組織のメンバー全員が研修に出かけている。同じ 4月

には，生産組織は名取市よりリース事業による田植機や

トラクタ一等の水稲作業のための農業機械の提供を受け，

代掻き・田植え・稲刈りは共同作業で、行った。

水田への水かけは 5月初旬に行った。水田の作土につ

いては災害復旧事業の過程で被災前のものとは違うもの

になってしまっていることから，生産組織としては作土

への水の染み込み具合を見ながら水をかけ調整するとい

う通常とは異なる注意が必要であった。

その後代掻き作業を実施した。水かけや代掻きの際に

は，瓦磯除去では取り切れなかったゴミが浮いてきたの

で，代掻きの作業をしながら除去した。その後 5月中旬

に田植えを行い，その後は水の管理，草取り，草刈りな

どの作業を実施し， 9月に稲刈りを行った。収穫した稲

の乾燥調整は，被害の少なかった担い手農家の所有して

いた乾燥機を活用した。

以上のように A集落では，震災前の自己完結型営農か

ら生産組織による営農へとなった。つまり，それまで個々

での営農しか経験のないメンバーが，はじめてグループ。

での営農をしたことになる。営農のそれぞれの作業ステ

ップでメンバー毎にそれまでは方法が異なっていた際に

は，それぞれの方法を出し合い，皆で検討し一番よさそ

うな方法を採用した。また，育首，田植え，草刈り，稲

刈り等の生産組織のメンバーのみでは人手が不足する作

業では，集落内の農業経験豊富な元農家に手伝いを依頼

した。平成 26年 3月に「将来ビジョンjの作成を著者ら

が再び提案したところ，新たな生産組織で 1年間営農を

経験したことから，今回は将来ビジョンについて検討し

た。その内容としては，当面の方向性として「地域の農

地を守る」ことを基本使命とし，そのために米づくりに

よる組織の自立経営を目指し，それによって次世代が組

織への参加を可能とすること。 10年後の姿として，次世

代への継承や米以外への挑戦をあげた。なお組織の法人

化については，圃場整備が終了し経営全体が見通せるよ



うになってからとの考えであった。

5 被災から 4年目(平成 26年度，営農再開 2年目)

営農再開 2年目では生産組織は，前年の約 25haに加え

て新たに復旧した約 15haを加えて合計約 40haの水田で

の営農となった。なお，平成 26年春から A集落すべて

の農地が復旧し営農再開をする予定であったが，天候不

順等により災害復旧事業が予定通りに進まなかったこと

もあり， 一部農地では営農再開ができなかった。また，

作付けが可能になった農地についても，生産組織への引

き渡しが作付けの時期直前になったことから，育首等田

植え準備作業にも支障を来した。また，新たに復旧した

水田では前年度同様に瓦磯取りでは除去できなかったゴ

ミによってトラクターがパンクするなど悩まされた。

直播による田植えの面積は昨年度よりさらに増やし約

7haで栽培した。生産組織のメンバーのみでは人手が不

足する作業では，前年同様に集落内の元農家に手伝いを

依頼し，組織での作業も 2年目とあって，田植え，水管

理，草刈り等問題なく進められた。

一方，リース事業によって建設された乾燥機について，

その完成時期が当初予定から 1ヶ月以上遅れたことで，

稲刈りの時期も完成にあわせてずらさざるを得ず，収穫

にとって適切な時期とはならなかった注3)。米の品質を考

えれば適切な時期に収穫する方がよいが，乾燥のために

施設を借りればその費用が経営に大きく影響することか

ら，収量や品質を落としてでもリース事業による乾燥機

完成を待つての収穫を選択した注4)。

作付けをした約 40haのうち約 20haで稲刈り終了後か

ら園場整備の工事が始まった。

6 被災から 5年目(平成 27年度，営農再開 3年目)

営農再開 3年目では生産組織は，前年の約 40haのうち

圃場整備をしない約 20haに加えて，新たに復旧した農地

や新たに耕作の依頼を受けた農地約 lOhaを加えて合計

約 30haの水田での営農となった。またリ ース事業によっ

て整備した育苗施設の使用ができるようになった。直播

による田植えの面積は昨年度と同じ約 7haで栽培した。

生産組織での営農 3年目が終わった時点では，農業機

械や施設がそろい，共同での作業にも慣れ，育苗から販

売まで一通りできるようになったことから，生産組織と

して経営全体が見えてきたとの認識であった。

7 被災から 6年目(平成 28年度，営農再開 4年目)

営農再開 4年目の平成 28年度は，闘場整備も完了し約

50haでの営農となる予定である注5)。しかし，聞き取り

調査の時点(平成 28年 3月)では，暗渠排水の工事の完

了予定が未定であり，生産組織としてもいつから田植え

が始められるかわからず，準備に支障を来していた。

8 生産組織の考える今後の方向性と課題

生産組織での営農 3年目が終わった時点で，生産組織

のメンバーが考える今後の方向性と課題は以下の通りで

ある。

方向性 1i米に絞った生産J:経営としては収益性の高い

作物の栽培も必要であることは認識しているが経験も少

なくリスクも高いことから，経営が安定するまでは組織

メンバーが慣れ親しんだ米づくりに絞ることとした注6)。

方向性 2iA集落を含む地区全体での復興を第一に」・生

産組織としては規模拡大をすることが収益拡大につなが

るが，隣接集落でも同様の生産組織が立ち上げられてお

り，被災地全体での復興を考えると農地の取り合いでは

なく，生産組織間での土地の調整をするなど協力しなが

ら進めていくこととした。

方向性 3i法人化は慎重にJ: 2年前に将来ビジョンを検

討した際には，園場整備完了時を法人化の一つのタイミ

ングとしていた。これは，農業機械 ・施設 ・農地がそろ

った状態で経営状況が見通せるということからの判断で

あったが，より経営が安定し次世代 ・若者世代を組織に

受け入れることができるようになっていないことを理由

に法人化には今の時点では踏み出さないこととしている。

課題「後継者確保J:課題は後継者の確保としている。そ

の意味は2つあり， 1つは文字通り後継者の確保であり，

生産組織の希望としては自分たちよりより下の世代であ

り，また A集落内の農地所有者であることとしている。

もう 1つの意味は，後継者を迎え入れることができるよ

うな経営状況の安定化としている注7)。

V 農業の担い手のありょうの変容

以上のように， A集落では被災前後で地域の農業の担

い手のありょうが変容している。被災前の「担い手農家

(自己完結型)，兼業農家，土地持ち非農家Jから，被災

土地持ち非農家

土地持ち非農家

図 1 A集落での農業の担い手のありょうの変容状況

Fig.l Transformation of 'A settlement' in agriculture 
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〈穣災後〉

・..農意向「多」

→誰かが担わないといけない
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〈被災前〉

・担い手の突然の引退

→他の担い手に危機感

・集落農家にまとまりあり

→話し合いがしやすい素地あり

-復興交付金事業の期限が5年

→工事スケジューノレがタイト

.災害復旧事業の遅れ

.リース事業の施設工事の遅れ

.圃場整備工事の遅れ

-復興交付金事業による圃場董備

→担い手が必要

.復興交付金事業によるリース事業

→一定面積を担う組織が必要

地
域
外
の
要
因

図2 A集落での農業復興過程と農家の判断等に影響を与えた要因

Fig.2 Agricultural reconstruction process and factors which affected farrneば decision

甚大な被害で離農意向の農家が多く，集落の農地の守

り手がいないなか，そこに復興交付金事業のリース事業

が紹介された。上記の地域内での様々な条件があった中

で，それを実現できる具体的な手段が提示されたことと，

リース事業が要件として，ある一定程度の面積を営農す

る組織を対象としていたことから，一気に生産組織の設

立へ進むこととなった。

後の「生産組織，土地持ち非農家，数件の兼業農家Jへ

変わっている。つまり，被災前の集落の農地は，担い手

農家や兼業農家が自己完結型で個々で営農していたとこ

ろを，被災後は生産組織が集落の多くの農地で営農を担

い，それを元農家や土地持ち非農家がサポートするとい

う形になった(図 1)。

営農開始後に影響した要因

営農開始後の生産組織の活動に影響を与えた要因とし

ては，復興交付金事業の期限が震災から 5年間であるこ

とと，それに伴って災害復旧工事・闇場整備工事 ・リー

ス事業にて建設する施設の工事等のスケジュールがタイ

トになり，関係者の懸命な作業をもってしでも，営農開

始後の生産組織の農作業やその準備に影響を与えてしま

ったことがあげられる。工事が終わるまでの数年だけの

事情かもしれないが，生産組織による営農開始直後の数

年であり，未だ経営状況が不安定な時点での影響は大き

2 

農業復興過程に影響を与えた要因

A集落にとって農業復興過程で最大の出来事は生産組

織の設立と言えることから，以下では生産組織の設立と，

営農開始後のそれぞれで農家の決断や実際の営農へ影響

を与えた要因を述べる。

VI 

おわりに

し、。

VII 

生産組織設立に影響した要因

( 1 )地域内からの影響

①被災前

担い手農家の突然の引退によって被災前から組織化の

必要性について認識していたことは，今回の生産組織を

設立するにあたり残された担い手農家にとって大きな影

響を与えていた。また，農業協議会により集落の農家に

以前よりまとまりがあったことも組織の設立をスムーズ

にしたといえる。 本稿では，任意組織として米中心の復興を選択した A

集落に対象を絞ってその復興過程を追った。生産組織の

設立による営農再開にはリース事業の存在が重要な役割

を果たしたことは間違いないが，それには地域内の条件

がそろっていたことが影響していた。このことから，農

業復興では，行政からの支援も，地域の体制等の条件が

あってこそ効果を上げることを学ばなければならない。

また，被災から 5年後の課題として後継者確保と経営

状況の安定があげられ，被災地特有というよりは， 日本

の農村が抱える一般的な課題と同様のものになってきて

②被災後

甚大な被害により地域の農家が営農意欲を失い離農意

向となり営農の担い手の多くが失われ， i誰が地域の広大

な農地を守るのか」という課題を，残された担い手農家

が突きつけられたことがあげられる。また離農意向の農

家が農地を貸す場合には同じ集落内の農家へ貸したい意

向を持っており，これが集落毎に生産組織が設立された

大きな要因ともなっている。

( 2)地域外からの影響
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いることがわかる注8)。

名取市内のA集落同様に甚大な被害を受けた集落の中

には，設立当初から組織を法人化している集落や，また

リース事業ではガラスハウスも申請し野菜栽培にも新た

に取り組んだ集落もある。異なる選択をした集落間での

復興状況の比較検討も今後の課題である。
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注

本稿は，落合ら 6)をもとに，その後の調査結果等及び考察を

追加したものである。

注1)生産組織メンバー6名の年齢は， 50歳代が 1名， 60歳代

が2名， 70歳代が 2名， 80歳代の担い手の後継者として

30歳代の孫が 1名でいずれも男性である。リーダーは 60

歳代である。士地持ち非農家で参加した人は 70歳代であ

り，参加した理由は被災後の農業復興組合に参加してい

た際に担い手農家とも話をする中で，地域の農地を守る

ために参加を決めたとのことである。生産組織へ参加し

てからは，他のメンバーと区別なく，同様の作業を分担

している。メンバーそれぞ、れの所有農地は約 1~2ha，担

い手農家が被災前に耕作していたのは約 5~10ha であっ

た。また，被害の少なかった仙台東部道路の西側居住は

50歳代 1名と 60歳代 I名の 2名，被害の大きかった東側

居住はその他4名で，リーダーは東側居住であった。

注2) 宮城県委託業務による著者らの調査で，名取市内では A

集落以外でも同様の考えを持つ農地所有者が多く，市内

での集落を単位とした生産組織の設立につながっている。

注3) 営農再開 1年目の秋は，被害の比較的少なかった担い手

農家の所有する乾燥機を使用したが，営農再開 2年目に

は，収穫時期にはリース事業による乾燥機が完成するこ

とを見越して，処分してしまっていた。

注4) 聞き取り調査では，米の乾燥と籾摺りのために施設を借

りると，おおよそ I反当たり約 2万円で， 40haでは約 800

万円程度の出費となることから施設完成を待つこととし

た。

注5)A集落の被災水田は原型復|日後に，少なくとも一作をし，

その後復興交付金事業による圃場整備が実施された。

注6) 内田 4)では，被災地で新たに設立された経営体が野菜栽培

に新たに取り組んだところ，土壌問題や排水不良による

問題が生じている事例が複数報告されている。

注7) 生産組織メンバーが考える「後継者を受け入れられる経

営状況」とは，給料の支払い方法として，現在のように

米の販売金が入ってきてからの一括払いではなく，毎月

支払えるよう運転資金が確保できている状況としている。

注8) 小賀坂 5)は，仙台東地区の復興状況においても同様の指摘

をしている。
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Summary: The purpose of this paper is to overview agricu1ture reconstruction process from the time before disaster up to the present， 

and clarifシthefactors which affect farmers' decision in that process.百lefactors which affected the estab1ishment of production 

organization are 1) to recognize the ne回 ssityofproduction organization before the disaster， 2)to occur many farm retirements as the 

cause ofthe serious damage， and 3) to 0能 r'the 1easing project' ofthe recons飢lctiongrants， which set to target farmers' group. It 

affected the activity of production organization that the schedu1e of the construction work became tight due to the deadline of the 

recons仕uctiongrants. 
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