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特集被災地農業の穫輿にむけて

宮城県沿岸部施設野菜施生産の地震・津波被害からの と復興

崎泰永次・大沼 康れ

〔キ…ワード):施設野蓑，津波

はじめに

本格では，東日本大震災が宮城県内

及ぼした被害と現在までの復興状況，

係者の復113・護輿への取り組みの概略な報告する.

誰も経験したことのない大きな自然災害に遭遇し，

被災した方々の復旧のための苦労や努力，関係者や

鴎係機関の対応について，筆者らが関わったこと，

見悶きしたこと，感じたことや考えたことを一研究

…一技術者の視点から記殺した.このよう

事態に自分は何ができるか，侭をなすべきか，など

考えるきっかけとなれば幸いである.

不幸にして亡くなられた方々のご3ミ福を心から

お祈り取し上げるとともに，被災した方々が~ 13も

はやく安心しでもとの生活にもどれる日が来るこ

とな切願する.

1 東日本大震災による園芸分野の被害状況

(宮城県)

多くの人命 、， した来日

した.

県の農林水産関係の被害額は総額約 1兆2，286億円

で， 5， 144億円(うち津波による被害は

4，871億円)に上る(宮城県予言語会平成 23年 12月 6

5現在).7守減県の太平洋沿岸(11J元IIlT，If.理Is]¥

岩沼市，1:，取市， 11lJ台市，石巻子11，東松島r¥l，南三

路町市，気イIlJ沼市等)は冬期間jの日射設が比較的多

いことを伎かして悶芸生産が盛んに仔われている

地域である.県南部の亘理調子，山元町は全国屈指の

イチゴの産地であり，広く平土立な仙台平野;こ広がる

，名取市，仙台市では都市近郊裂の関芸生産

が行われ，レタスやホウレンソウ，コマツナなどの

トマト，キュウりなどの果菜類が生産さ

れている.東松島市，石巻市は古くからイチゴ， 1、

句 11~lijF機終 聖子楽祭史研究所 (Yasunaga1、，vasakD
円安城県淡ゑ・限Ji-総合研究所 (KouOnul11a) 

マト，キュウリ等の施設001芸が盛んであり，南三強

調Tや気仙沼市では沿岸のIJZtll.部でキクやイチゴが

生産されている.これらの地域は東日本大震災の地

と津波によっ をうけた.亘盟関]¥1μ

元UlTではイチゴの栽諮問践的haのうち実に 94haが

津波の被害をうけた.海岸に沿って立ち並んでいた

パイプハウス群や鉄骨ハウスは消え失せ，ハウスが

ったところでも海水の侵入によってイチゴは枯

死した.住宅地に近接してトマトやキュウリ

施設が存在している東松島市， 、ても海

くでは津波によって家崖とともに多数の

施設が流失した.南三陸若げでは津波は)I1や谷間を

伝って内|様まで進入し，ハウスの流失や塩類を含む

土砂の流入を引き起こした，なお，被災ハウス

、ての詳細については，確認がとれていない

部分もあるので，ここでの紹介は寄せ愛させていただ

く.

津波の被害のみならず県内全域で，震度 6~7 の

大きな揺れにより，ハウス本体や付市設u1il(給排水

ライン，貯水タンク等)の大規模損壊，養液栽培ベッ

ドなどの鰐壊が相次し、だ.さらに，長期間にわたっ

て断水と停電が続し、たため，作物への議*，夜間の

民中の換気ができず栽i音継続が不能となっ

たところも多い

被災した沿岸部では， IEJ・自治体等の行政や企

業・ボ、ランティア等の懸命な活動により瓦様(流失

-自動車・流水・農業用施設等々)

んで1まいるが，次の複!日への工怒は絡に持品、た設階

であると言わざるを得ない.今後は，自治体の復興

計額等と繋合性をばかりながら，各種施策の活用と

協力支設をど仰ぎ，研究機関とし

ても産地関係者や生産者とともに護!日・護輿に向

かっていく必要がある，

2 関係機関，関連分野の対応

震災の発生から 10ヶ月がたち，新幹線から1llJ台

036百一52.1iilO/Y500/1;論文/JCOPY
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釈に降り立ってみても震災の爪痕を見つけること

は難しくなった.着実に復!日が進んでいることに安

堵J惑を党える.しかし，一方で，自動棄で沿岸部を

走ってみると，依然として荒涼とした空き上自にボツ

ンと建物が残った風景が広がっている.津波によっ

て被害を受けた地域の生活基盤，生産基盤の再建は

まだ、まだこれからの状況である.東日本大震災によ

る被害からの復旧・復興に，様々な分野で多くの人

が積掻的に支援を行ってきた.ここでは園芸生産の

!日・護輿に関わる関係者や関係機関の対応につい

て，筆者らが関わったり，見開きした範掴ではある

が記載しておこうと思う.

(1)学会・研究会の対応

震災被害の状況が明らかになるにつれて，多くの

方々が自分でもなんとかしたいという思いをもち，

したり，被災地に物資を送ったり，災害ボラ

ンティアとして支援にいくなど，日本全障でそれぞ

れの立場で支援をおこなってきたが，研究者や技術

者の組織である劉芸関連の学会や研究会において

も，専門的な知識や技術を復旧の支援に活かすため

様々な活動を行ってきた.

最初に具体的な対応念行ったのは臼本養液栽培

研究会である.養液栽培研究会は公立研究機関，独

法，大学や企業の研究者，技術者‘と行政担当者，生

どから構成される養液栽培や施設栽培につ

いて情報交換を行う任意団体である.規模が小さく，

多様な会員から構成されている強みな生かして，柔

軟迅速な対応をした.震災直後にすぐに幹事会を開

き，被災地の支援に全瓶的に協力することや臨時集

会を開くこと， {可が必要かな把握するために現地縮

交を行うことを決めた.交通手設が[i民られており，

と丸尾先生(千葉大学)が瓦理町，山元町の被

災現場に行く を得たのは4月も半ばになってか

らである.地元の普及センターや研究機関，宮城県

}rを訪れ，被安の状況や関係機関の対応を開き取り

調査した.新開やメデ、ィアを通じて状況はある稼度

把握していたつもりで、あったが，被災した現場の状

況はそれを大きくた閉った.緊急集会を開催し，被

害状況を報告した.企業会員や一般会員と対応策に

ついて協議し，積極的に技術的な支譲を行うこと，

同士で情報を共有するといった方針を決めた.

幹事の多くは次に述べる被災地支援方面設栽培専門

家グループのメンバにもなっており，それと協調し

てきりJくことにした.

5月上旬には，農研機構野菜茶研と協力し，より

詳細な被害状況の調交を行った.様々な分野の専門

してもらい，I'i理'rl1元地区のイチゴ産地，

石巻地区のキュウリ， トマト，イチゴ生産施設(大

規模生産出泌を含む)などの鵠査を行った(写真 1~

18). JAの担当者や被災した生産者の方々から直接

話を儒うことができた.互理地域では家屋からハウ

スまで流失した生産者も多く，大きな被害を受けて

はいたが，東北地方最大のイチゴ産地であることの

自負，宮城県の国芸生産の基幹品目であることなど

から，早急な生産の再会実現にむけて生産者， JA， 

行政が一致協力してゆく決意が感じられた.若手巻地

域ではこれまでも大規模開芸産地が実際に運用さ

れてきた.長期の復興計闘としては，震災前の産地

の状態に復泊するのではなく，共|可化集約化を進め，

大規模鴎芸団地化や太陽光利用型植物工場などへ

発燥させる意向が感じられた.今後，潤芸分野だけ

ではなく，土地利用型農業やエネルギ一部門など分

野横断的に連携を進め，総合的な復興計幽を立てる

ことが重要であると認識された.

写真 1 .l[怒匝r，土耕イチゴ，パイプハ写真 2 .l[理匝r，ゴ二務イチゴ，パイプノ、写真 3 立王子二l凡イチゴi気設栽よき，鉄骨

ウス ウス ハウス
浸水約 'lOcm，悶にさiてて 9月 浸水約 150cm，土佐積した汚泥が 浸水約 170cm，ハウス側図が変
iこ定植予定司 孝弘、たひび割れ(厚さ 5cm).杉.高設ベッドが浮く.
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写真 4 ][理問了，イチゴ尚徳泌設
浸水 200Cl11以上司家内;土選来
機やローラーコンペヤ.流水や

ワラくずなど.

写真 5 玄潔IUT，沿岸綿

ここにはパイブハウスが延々

と続いていた.すべて津波に

よって破壊され，ハウスの残骸

が残された.

写真 6 互理能T
ハウスが流出した跡地に筏さ

れたお設栽培ベッドの腕部

写真 7 山元町，イチゴ高設j民地，鉄骨写真 8 山元町，イチゴi吉i設栽治，鉄管'さ手主主 9 W元IIT]¥ イチゴ集出荷施設
ハウス ハウス ここは新しい設備を導入した

浸水約 80Cl11，盛り土の区iillU: 写真?のハウスの枯れて捨て ばかりであった.
で，このハウス周辺l主役った たイチゴの株.

が，周囲はすべて流された

2ぎ:~ 10 山元 町 い ち ご の 郷 写真 11

トイレだけ残り， 1直売所やイ

東松島市，夏秋トマトーハク

サイ

写真 12 菜必島市，欽骨ハウス， {尽成

キュウリ…抑f!i!JI、マト殺防

被 ~t 11寺はキュウリ受水

200Cl11. 
チゴ生産ハウスなどすべて流

され更地状態になり，重機で

片付けゆで‘あった.

被害時はハクサイ発71<
200Cl11.ボランティァ;こ依頼

してハウス内の況を撤去-し
てもらっていた.

w こで得られた情報はそれぞれの専門家が持ち

帰り予報告，発表している(例えば，農村工学研究

所，石井氏，森山氏， r津波・ライフライン停止に

よる農業砲設の被答J，http://www品ck.a措 c.go.jp/201

1 fukkoushien/fukkyuuhouhou/nougyoushisetsu/higaicho 

us註.htm¥.野村アグリブラニング&アドバイザリー，

佐藤氏東日本大震災被災地の農業譲輿提言

宮城県施設関芸疎地の規察課査報告と

http://www.nomuraholdings.comljp/news/topics/2011 05 

30/20110530.pdf.新開やニュースなどのメディアを

通じて得られる農業や園芸の被害に関する情報は

非常に般られていたことから，この調査の情報はそ
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写e}."!;13 東松島市，:Jif.JJ'[， 12の欽'常ハウ写真 14
ス内促成キュウリ

東松Jlhm，鉄骨ハウスミニト 写真 15

7 卜

石巻市，鉄骨'ハウス，キュウ
リ

被容 H寺はキュウリ，浸水
200cm.被害時は作業中で欽
'H'につかまっ‘て助かった.

j乏;1(170cm 松の水がハウス
檎造を破壊.

)11の堤防のfjに流されて抑し
つぶされた.土壌が軟弱で自
衛隊の索機もまだ入ってし、な
し¥

'JIf.ょ~ 16 石巻m，鉄'舟ハウス，火i叉筏filll
芸同胞内， トマト(商務皮)
津波の被23jjlfし.施設は床に
ひび.ガラスl立法ちなかった.
停?なで窓がIJHかず給液もでき
ず.生き絞った僚で果実を出
荷している.被安後ハチを入
れたが~Y(来していない.

写真 17 石巻市，主j('i~l'ハウス，トマト， 写真 18
大波紋1<;立芸団地内

お宅金1'1子、鉄'f~l'ハウス、トマト、
大規模隙芸開地内

停電，断水. トマトの成長点
が11:まる.

停電、ItfrlJ(で自宅から7Jcを巡
んだが， i'.品主主の1/3は諦めて，
2/3を残すように努力した.

の後の犠々な支護活動のベースとなったと考えら

れる.

また， 4月上旬に千葉大学古在教授の呼びかけに

よって，生物環境工学会，話芸学会などの会員が参

し，情報の交換と対応策について協議した被

災地支援施設栽培専門家グ、ループjという名称を決

め， として FACEBOOK上にホーム

ページを作成した (http://ja-jp.facebook.comJshienAG

RI).大学や独法，民間企業の研究者・技傷者や行

政担当者，員間シンクタンクなどがこの場を通じて

多くの人が被災地の状況や支援に役立ちそうな情

報をやりとりできるようになった.日本養液栽培研

も多数参加しており，上述した被害状況

の調査結果なども FACEBOOK上に掲載されている.

このグソレーブ。で、は，被災地の翻芸生産の複!日に植

物工場の技術を積櫨的に利用することを提案する

趣旨の提言書被災地支援施設栽培専門家グソレー

ブからの提言，一農業と地域文化の信頼回複と

コミュニティの再生と議IJ成を目指して-Jを作

成した.呉体的な施設の例や導入経費，

。IlJを作成して被災地の行政に提案し，またそのよう

な技討すや設備の導入に対して技術的な支援を行う

ことを表明した.今聞の提言は震災からの単な

!日にとどまらず，被災地域を先進的な施設関芸産地

として復興し，震災以前よりももり立てよう，とい

う内容である.生活基殻まで、すっかり失ってしまっ

どこまでこのような提案が受け入れら

れるのかとしづ疑陪も当然あった.養液栽培研究会

の会合では「それは平常時にやる事業だろう J，r研
究者や企業の都合のよい思惑の押しつけではない

かj としづ意見もだされた.

碁5設の自のように整然とした道路と，大通りのケ



ヤキ並木が美しい現在の仙台の侮並みは，かつて空

になってしまったあと住民たちの並

ならぬ苦労と努力によって，新しいの都j とし

て復活したことをご存知だろうか.仙台市の戦災復

(http://www.city.sendai.jp/aobalsensai 

lexhibition.htmOによると昭和 21年 0946年)1 

1月，将来の発展を見通し，新しい都市の建設をめ

ざした戦災復興計画を決定した.焼失した市の中心

部のうち約 300haについて，東北における行政，

済，文化の中心にふさわしい街づくりを行うためで

ある.当初 5カ年計爵だ、った工事は難航し， 15年の

歳月を費やして完成さとみたが， I玄域の道路は新設・

拡幅され，公闘も新たに造られるか増設された結果，

ij袋詰とはうって変わった近代的な街並に変貌を遂

げた.Jと記載がある 仙台の街が生まれ変わった

ように，今回被害を受けた地域が新しい技術を導入

して，これまで以 l二に活気のある産地となってほし

いと思う.

この{也，筆者は直接関わっていないが，多くの機

関や組織が嫌々な立場で対応をしている.日

日本大設災復興支援ホームページj

を開設し多数の技術資料や意見提案を公表してい

る (http://wwwsoc.nii.ac.jp/agnnetlinfo.html). 日オ二

壌肥料学会のホームページ (http://jssspn.jp/info/nucl

earlindex.htmO には，j]&~容や放射能汚染についての

資料が収録されている (社)日本施設園芸協会で

は， [弱芸能i連企業の協力を得て提言舎を作成し (ht

tp:1何ha.com/shinsaifukkou.html)農林水産省に提出

している

(2)農研機構の対応

ら理事¥長lきら，全i溜的

らの復i日・復興の支設に当たるよう

に指示を出し，すぐに震災対策本部が設置された.

その下には専門分野別に部会が設置され，行政から

の姿請に応じて諦査や対策を行ったり，あるいは所

属する研究員が自主的に調査や支援を?行ってきた

中で、も農業土木や土壌杷料の部門で、は，尽くから被

f子ってきた.

基づく指定公共機関として農林水産省や係等から

で対応し，ダム

やため池，水路やノえイブライン，排水機場の被害状

況の調査，農地・水利施設の復!日について，
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興局及び東北，関東農政局や被災県担当者等と訟に

連携しながら技術支援を実施してきた.

合研究センターや東北農研センターは除視や放射

能対策について技術的な支援を行っている.

爵芸分野については，野菜部会(部会長は野菜茶

業研究所長望月氏)が設置され関連する研究者が多

数参加している.部会では被災地域の研究機関

撞的に支援するという方針を決めた.被災地域にお

いてどのような技術的支援が必要とされているか，

また，受け入れられるかを明らかにするため，6sJ ~ 

8月に数回にわたって，治手県，宮域L尽な訪問し，

被災地の普及センター，試験研究機関， JA 

市担当者および行政部局等に赴いて情報収集と

見交換を行っている.また，これまでに囲内で開発

されてきた悶芸関係の技術の仁1=1から復旧・

効なものを選択して整理し，解説を加えて技術メ

ニューとして提供した.これらの活動を通して符ら

れた情報をもとに，東北地方で、の野菜組芸振興に向

けた中長期的どジョンを策定し，これは農研機機対

策本i郊の提言に反映されている. (http://www.naro.a 

ffr・c.go.jp/disaster/index.html)

も当初は効果があるものかどうかわ

からず，具体的な支援につながらないことをもどか

しく思うこともあった.しかし，このような緊急

態への対応は誰にとっても前例がなく，答えもない.

いろいろな人がし、ろいろな立場で対応を行い，その

うちのいくつかが，結果として支援につながれば十

分だ，という認識が重要で、あろう.段々

慌が行ってきた擁査や支護活動，提言は最近になっ

てじよじょに具体化されつつある.1列l
省は f食料生産地域再生のための先端技術展開

(詳細は後述)を立ち上げている.また，仙台

市は民間企業と連慌し ICTを活用した大波模な野

菜栽培施設を立ち上げるプロジェクトの検討を進

9月 11).宜理主fTの援興言十闘に

ロジェクトj として復興イチ

fイチゴブアームJが記載されている.今後，

このようなプロジェクトが突を結び，住l芸生産の復

旧・復興につながるために，研究者や技術者による

地道な技能支援が必要とされるだろう.

(3)宮城県農業*関芸総合研究所

宮城県農業悶芸総合研究所は， 113復興

の拠点として他の研究機関と協力し，
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技術の開発・確立に研究所をあげて取り組んで、いる.

被災地域農業の早期復興に向けた技術等の

提示を目的に，プロジェクト研究「農業の早期復興

に向けた試験研究機鹿連携プロジェクト(農業早期

複興プロジェクト)J (宮城県古)11農業試験場，宮城

崇高度試験場，東北大学，農研機構，メーカ一等と

連欝)に取り組んで、いる.主な内容は1)海水流入

農地の実態把握と卒期改善， 2) 津波被災7.Kaの実

態調査己主主塩法・栽培管理技術の確立， 3)耐塩性

作物による早期経営改善対策， 4)現場に即応した

技術関発による産地の復興支援， 5)被災農家の実

態把握と地域農業の再生対策などである.これまで

の結果の一部は研究所のホームページで公開され

ている (http://www.pref.miyagi.jplres_ center/Revival/ 

Revival.htmJ) . 

3.震災被害からの復旧

(1)被災地の問題点

東日本大藤災で被災した地域は広範屈に渡って

おり，また，同一地域においても被害の韓度は様々

である.比較的被害が少なく，修理さとすればすぐに

生援を待問できる状況の方もいれば，ハウスや住居

まで失ってしまい，生活基盤そのものを喪失してし

まった方も多く，幅広い対応を考慮する必要がある.

後継者がいる場合には，補助事業などを利用して

ハウスの符建を行う意欲がi高いが，そうでない場合

は，借金をしてまで、再建に踏み切れない場合も多い

という.産地としての活性を符生してゆくには，町

タトからの業rr規参入者を迎え入れる体制の整備も必

要なのかもしれない.

沿岸部の被災地域では， ~窪水沼に利用していた地

下水の多くが浅井戸で地表水の影響を受けやすい

こともあり，震災後に高塩濃定等の7.K繋変化が生じ

使用不能となっている(周辺水凶は海水侵入による

とともに最下流部の排水機能崩壊のために水

稲の作付けも全く行われていなし、).現在は，復旧

した施設で翻芸生援を行うために，生産者は栽培ハ

ウス内に貯水場所を確保するとともに顕(東北農政

局)の支援による深井戸掘商IJや独法(農村工学研究

所)や企業支援による逆浸透膜を手IJf脅した緊急の用

水確保対策を実漉しているところである.

また，水の使用量，排水量が少ない養液栽培の導

入が注自されているが， コストが大きいことが

問題であり，従来タイプよりもさらに低コストで使

いやすいシステムが必要とされている.養液栽培の

知識や経験を有する指導者が不足していることも

大きな問題である.地域として養液栽培や潟設栽培

の導入を考えるさいには，栽培システムをできる限

り統一することが望ましい.技術指導を行し、やすく，

技術やノウハウを共有しやすいので短期間

を軌道に乗せることができると患われる.

亘理地域のイチゴ栽培では，ハウス内の保温に

ウォーターカーテンが利用されてきた.ウォーター

カーテンはハウスの内側にもう一重に内張カーテ

ンをとりつけ，その上に地下水(約 15
0
C)を散水し

てハウス内を保温するシステムである.しかし地下

水が利用できなくなったり，排水が制限されること

によってウォーターカーテンが利用できない地域

がある.ウォーターカーテンに代わる低コストな暖

房システムが皇まれる.

平常時における施設の滋度管斑や潜水等は高度

な環境制御システムが有効であることには変わり

はないが，緊急時において生産者自身がある程度容

易に実施できる代替え制調手法(人力で、天窓やカー

テンを動かす手)1慎や器具の確認，貯水タンク，エン

ジンポンプの設置，発電機の用など)を日頃から

備しておくことも必要かと感じられた.

(2)復興計画について

農林水産省は f農業・農村の護輿マスタープランJ

を8jjに公表し東日本大震災からの復興の基本方針

の方向性を兵体化している(図1).農地の復旧スケ

ジュールと復旧までに必要な措置を明確化(おおむ

ね 3年間で復旧を目指す)し，東北を新たな食料供

給基地として復興するとしている.!尽や市町村の護

興計画が決まり公表ーされ，大規模化や先進技術を導

入した園芸生産への取り組みが掲げられており，関

芸生産の復興と発震が期待されている.宮城県復興

計画では「先進的な農林業の構築，土地の手IJm誠整

を行し、ながら農地の函的な集約や経営の大規模化，

作自転換等を通じて農業産出額の向上を鴎るとと

もに， 6次産業化などのアグリビジネスを積極的に

進めるなど，競争力のある農業の再生，復興を推進

する.Jとしている(図 2). 

位台市は f力強く るJ農と食のフロ

ンティアプロジェクむとして，農業用施設の復旧

や除塩など，営農再開lこ向けた取り組みを加速する
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担い手確保のためのプランづくり

!蕩 fJl~k::誌・ /J!H，j復興γ スターフランj のイメージ

f1~~林71<:8i 1"l'のホームページより

と食のブロンティアj と

して復興するため，也の集約空手Ij用や法人化

などの農業経営の見直し，市場競争力のある作物へ

の転換や6次産業化の促進などの取り

る，としている(凶 3)，

(3) 

http://www.maff.go.jp/j/saigai/taisaku_gaiyou/kyodo 

hukkyu/index.html 

H 

http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdti.b31.pdf 

当初は応募mftドカ¥I滋しいなどで手IJ月1しにくし、状

況であったと開くが，遂i欠，史:ドi二年ilーの見直しがなさ

;/G，活用されている。平成 23

で 1/2補助，さらに

し，合計補功率は概ね 3/4 と

なっている.これらの補助金を手IJ別して， ha焼棋の

災l也域じ〉

計画がし、くつか~んで、いる被

な土地手IJm計闘の不確定な部分が

あることや，自身は働き盛りである

{筑な確保が見込めないき守;の理由から，長Ii劫金がある

といえども新たな資金を措り入れて[与をuすること

には踏み切jれない生産業?も多いという.

(3)研究実証事業「食料生産地域再生のための先

端技術援顕著葬業j

として，平成 2

3年度末から実Jj返されることになっている(図心.

その内容は f来日本大民災の被災上告を切に復興し

たな食料供給基地として内ょするため，我が悶に

されている多数の出林水産分野の先端技術を

し，被災地域内で早急に実証する研

¥その普及・実用化をど促進する.このため

被災地の復興計併を踏まえ，既に確立された技術

ンーズを組合せ最適化するための大規模な

じ速やかにその成果を後IFI・

された技術を体系化し成長力のあ

るjことが民的とされ

ている.その目標は，先端J主手!:j'を用いた被災地の
技術革新を通じた成長力のある新
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0新たな時代の農業・農村モデルの構築

・津波で甚大な被安を受けた地域を中心に，土地の手IJ用調整を行いながら農地の面的な集約や経営の大規模化

を進めるとともに，稲作から胞設盟装への転換や畜産の生産拡大を推進し，農業産出額の向上を罰ります.ま

た，ゾ、ーニングなどにより災害に強い農村づくりを支援します.

。民間投資を活用したアグリビジネスの振興支援

・民間企業との提携等により，食品・流通・観光など他産業のノウハウを取り込み，付加価値と成長性の高いアグリ

ビジネスの様興を支援します.

0緑地・公園化等のバッファーゾーン(緩街地帯)の設定

・被災した海岸林の再生を図るとともに，地盤沈下などのため複旧が著しく困難で、ある農地等については，障が土

地を貿い上げ，バッファーゾーンとなる緑地・国営公劉(r(仮称)千年希望の社国営公鴎J)などとしての整俄を促

進します.

0木材産業の早期再建と活力ある林業の再生

!日とともに，県政材の供給体制の強化を図り，森林整備と一体となっ

た活力ある林業の再生を図ります.また，水質バイオマスなど再生エネルギーの導入・活用を進めます.

関検討すべき課題

・農地の合理的な手Ij活用に向けたゾーニング、の検討

・ソ司ーニングそ丹治に実施するための制度創設や規制緩和，税総優遇措f誌の実路

.農業の活性化合可能にするための疑問投資の拡大

i立12 先進的な農林業の構築

宮城県復興計削より

たな農林水産業の育成，生産コストの 5答IJ削減(ま

たは収益率 2倍化)と記載されている.宮城保内で

は「農業・農村担J，岩手県内では ri!魚業・漁村聖j

の事業が実施されることになっている.

のうち，施設園芸分野では，大

規模施設を利用した実証的研究が行われる予定に

なっている.宮城県，独法， 企業等が研究コ

ンソーシアムを形成し，イチゴ，トマト

技術，環境紛御技術等を導入した約 80aの実証ハウ

スを被災地域(山元町)建設し，最新の栽培技術を

頗次導入して実読する.この卒業を通じて，池域の

関芸生産の復旧復興を牽出し，ひいて

とすることを目的にしている.この研

農研機構の野菜茶業研究所をはじ

め，国内の研究機関・大学，員間企業等が一致協力

して，新技術の実証と普及を行う.例えば，以下の

ような技術を現地向けに最適化して導入すること

が検討されてし、る.

1.イチゴ栽培で想定される技術

ウス

・クラウン局所温度管既技術
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-凹季成り性品積の手Ij斤l

-雨水利用技術

2. トマト栽鴎で恕定される技術

• 1 段~3 段心栽培による低段殺

. :ti，Kストレスを利用した

.高糖度，

販売

トマト生産

アピールした有利

・ヒートポンプの高度利用(水熱源，

用)による

.coっ施用と主lH霧システムによる光合成促進技術

.小型自動搬送システム

おわりに

県内外のボランティアの方々がハウスの復113に

駆けつけ，栃木県等原外の方々が 50万本以上のイ

チゴ苗を供給してくれたり(鴎 5)，

は豆玉虫のイチゴ生産宥の移住を受け入れてくれる

など，数え切れない全国レベルで、支援の手が悲し伸

べられている.被災した地域の復113復興はま

まったばかりで，これからも長期間にわたって多く

の人の協力や努力が不可欠である.

I~Iの補助卒業や民間企業の支援を受けて，被害地

11=1・復興に|匂かつている.

士ffや環境制劉設備を備えた

ことと思う.小波棋で土耕やパイブハウスが主

体の従来の生産方式と，このような生産システムは

異なるところも多い.熟練の生践者だけでなく，

規に に取り組み始める方も多し、か

による継続的な支援がもっとも

Jl;~1í} 1一機械，

て支援する体制づくり ?なるだろう.

からの復興を支援する方法には前例も

もない.これまでも，これからもその都度その都震

状況にjぷじて対応していくしかない.{PJをすればよ

し、かは，それぞれの他人や機関，総識が置かれた立

鳴で判断してすることが重要である.情報を共有し，

協力し合いながら，必要と思うことをできる

地道につづけることが必姿だろう.
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<スキーム>

回
宮城県内

-農村袈研究=実証地区

岩手県内

漁業・潟、村型研究・実証地底

の5部削減(または収益率 2告

関 4 食料金地.lJ!<fl}~I::のためのうた端技術後存fF評議
f友林水Aiミマのホームページより.

国 5 栃*9f~から誌のGCfi?文段
悶芸学会イチゴノj、集会上1111':の資料より.
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