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東日本大震災の復旧・復興のための技術講習会・技術相談会基調報告



１．農研機構の役割
・災害対策基本法に基づく指定公共機関

２．被災地への派遣
・発災直後から国の要請等により農地・農業用施設の被災調査に総力で対応
・二次災害防止のための緊急的な対策を提言

３．被災実態の分析
・世界史上未曾有な大災害(スマトラ島沖津波被害額の約50倍(農業関係で21倍)
・全国で16県、約250市町村が農地・農業用施設等被害
・津波被災による農地・農業用施設等被害額が全体の8割強

４．復旧復興の技術支援
・復旧に有効な技術をホームページで広く情報公開
①ため池・パイプライン等施設の緊急点検・復旧方法
②農地の除塩対策等

・早期の営農再開や農業復興に向けた重点支援
①数値解析技術や実証試験等に基づく減災農地・施設の配置計画
②水田・畑の再生
③復興地域づくりのための合意形成
④農地土壌の除染等

農研機構の東日本大震災への対応



農研機構は災害対策基本法第 2条に基づく指定公共機関に指定されています。農村工学研究所は農

地・農業用施設の防災に関する調査、研究を推進するとともに、地震や台風等で大きな災害が発生した
場合には、同法39条に基づき作成された防災業務計画により災害対策支援本部を設置し、農林水産省

関係機関からの要請に応じて現地に職員を派遣する等、防災の災害対策への技術支援活動の中核的
役割を果たしています。

1.  農工研の災害対策時の役割



農工研からの災害時要請派遣実績

災害対策基本法における指定公共機関としての主な災害対応実績

12

年度(西暦） 被害状況等 派遣職員数 主な活動内容

H13(2001) 1件 2名 ・台風15号

H14(2002) 5件 延べ11名
・福島県地すべり
・シリア国Zeyzoneダム
・台風6,7,21号

H15(2003) 9件 延べ20名

・宮城沖地震
・北部九州豪雨
・宮城北部地震
・台風10号
・十勝沖地震
・富山県氷見市ため池崩落

H16(2004) 9件 延べ70名

・新潟・福島豪雨
・福井豪雨
・台風10,15,16,23号
・新潟県中越地震
・静岡県強風
・スマトラ沖地震

H17(2005) 1件 1名 ・福岡県西方沖地震に係るため池の安全性診断調査

H18(2006) 3件 延べ4名
・山形県西村山朝日町農地地すべり
・富山県高岡市福岡町五位ダム(農水省)の貯水池法面崩落
・福島県北海老地区(相馬市）にある海岸保全施設崩壊及び農地等の浸水

H19(2007) 4件 延べ37名

・能登半島地震(石川県）
・水資源機構かんがい用パイプライン破損事故（福岡県）
・台風４号による道路と配水管破断(鹿児島県)
・新潟県中越沖地震

H20(2008) 3件 延べ23名
・岩手・宮城内陸地震(H20.6.14。M7.2)
・北海道帯広開発建設部管内パイプライン破損事故(H20.6.27)
・岩手県沿岸北部の地震(H20.7.24。M6.8)

H21(2009) 6件 延べ38名

・山形県鶴岡市七五三掛（しめかけ）地区地すべり災害(延べ26名)
・国営盛岡南部地区設置のパイプ破損事故(2名)
・中国・北部九州豪雨による農業用施設の被災(延べ5名)
・台風１８号による農業用施設の被災(1名)
・国営馬淵川沿岸地区設置のパイプ破損事故(延べ3名)
・国営坂井北部地区設置のパイプ破損事故（1名)

H22(2010) 5件 延べ8名

・石川県七尾市能登町のため池決壊（2名)

・広島県神石高原町の地すべり(延べ3名)

・鹿児島県奄美大島の農道崩壊(延べ1名)

・岩手県陸前高田市のため池崩壊(延べ1名)

・新燃え岳噴火に伴う降灰被害(延べ1名)

H23(2011)3月
～

3件 延べ62名

・東北地方太平洋沖地震災害(東日本大震災)対応第17次(延べ57名)

・台風6号(延べ2名)

・台風12号(延べ3名)

H13～23の計 <49件> <延べ276名>
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【東北地方】 【関東地方】
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第10次

御前山ダム
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矢の目ダム
第12次
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福島県下
第16次
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農水省からの要請に基づく専門家派遣箇所
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三ッ森ダム
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山ノ入ダ
ム

第3次

細蕨池
第3次
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亘理海岸
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第6次
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定川海岸
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迫川上流地区(パイプライン)
第8次
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Fig.3 東日本大震災に関わる派遣要請調査値位置図



■亀裂深度の探査
電気探査による亀裂深度の調査

調査の概要
調査延べ
施設数

派遣
人日数

要請 次・回数

要請派遣 ダム被災状況調査（福島,栃木,岩手,茨城県） 12箇所 計47人日 農村振興局 第1,2,5,7,8,11,12,17,20次

技術支援調査班 ダム被災状況調査（福島県） 2箇所 計7人日 農工研自主調査 2回

■三ッ森池の亀裂（福島県）
天端部の亀裂の発生と法面の崩壊

■電気探査を使った堤体亀裂解析による診断
比抵抗の変化割合（%）を示す。暖色が亀裂の主要部分を示す。

ダムの被災状況調査（15箇所）



調査の概要
調査

施設数
派遣

人日数
要請 次・回数

要請派遣 ため池調査（宮城,福島県） 11箇所 9人日 農村振興局 第3,17,19次

技術支援調査 ため池調査（福島県） 3箇所 24人日 農工研自主調査 3回

■均一型ため池
今後、決壊等の被害が拡大しないように、貯水位
管理の方法や漏水、変形などの堤体監視方法に
ついて技術指導を実施

■打合せ
現地調査を行った施設の被災状況及び今
後の対応方針について、国・県の職員と意
見交換

■青田新池の決壊状況
ため池堤体が決壊し下流の農地に大きな被害が発生

すべりを伴う亀裂が発生した堤体の復旧

池

縦断亀裂

段差を伴う縦断亀裂

横断亀裂

段差・沈下の
ある縦断亀裂

すべり

はらみだし 他に洪水吐の破損

底樋の破損

漏水

堤体の復旧方法

斜め亀裂

段切り・再盛立て

鉛直亀裂

トレンチ堀り・再盛立て

鉛直な亀裂が発生した堤体の復旧

ため池の被災状況調査（11箇所）
被災パターンの分析



調査の概要
調査

地区数
派遣

人日数 要請 次・回数

要請派遣(パイプ) パイプラインの被災状況調査（千葉,茨城,栃木県） 8地区 16人日 農村振興局 第6,8,10,18次

要請派遣(液状化) 液状化に関する被災調査（茨城県,千葉県） 2地区 3人日 農村振興局 第14次

技術支援調査 水路・パイプラインの被災状況調査（千葉,茨城,栃木県） 4地区 12人日 農工研自主調査 4回

技術支援調査 液状化に関する被災調査（茨城県,千葉県） 4地区 14人日 農工研自主調査 2回

■パイプライン（隈戸川農業水利事業）
埋戻し土の液状化により、パイプラインが浮上し、蛇行や不陸が発生
特に分水工などの構造物周辺で被害は大きい
パイプラインを敷設した路面の陥没・亀裂の発生

■打合せ
被災状況を踏まえて、復旧工法や被災判断
基準について、国の職員と意見交換

くまどがわ

■被災の状況
パイプの不同沈下によって広範囲に

湛水している

継ぎ手部の移動状況＝大きく抜け出している

パイプラインの被災状況調査（15箇所）



■海岸堤防及び背後農地
海岸堤防の決壊による農地へ
のゴミ集積と広範囲の湛水状
況を確認

■海岸堤防および背後農地（宮城県追波川沿岸農地）
海岸堤防の決壊による農地の湛水と流失

調査の概要
調査

地区数
派遣

人日数
要請 次・回数

要請派遣 農地海岸調査（宮城,岩手県） 5地区 29人日 農村振興局 第4,8次

技術支援調査 農地海岸調査（宮城,岩手,福島,茨城県） 23地区 120人日 農工研自主調査 13回

おっぱがわ

パラペットの破壊

浮き上がり

天端被覆の浮き上がり

洗堀

裏法部の洗掘

引き波

裏法の洗掘と引き波による
海側への力

農地海岸施設の被災状況調査（28箇所）

推定される堤防の破壊過程



調査の概要
調査

地区数
派遣

人日数 要請 次・回数

要請派遣 農地調査（宮城,福島県） 11地区 26人日 農村振興局 第9,13,15,16次

技術支援調査 農地調査（宮城,福島,岩手,茨城県） 21地区 100人日 農工研自主調査 23回

■宮城県亘理山元地区
津波によって冠水した農地に多量な瓦礫が浮遊
地震と津波によって破壊された排水機場

津波により塩分や土砂が堆積した農地で
土壌採取とＥＣ簡易測定の実施

塩分が集積した被災農地の表面

不適切な水管理による塩害の助長などに対する
圃場や用水施設の条件の把握

6月16日 7月19日

中干し実施
や用水不足

総合的な土壌・圃場条件による
塩害リスク評価と対策技術の確立

津波被災農地の塩害リスク評価･対応策

塩害の深刻化

甚大な塩害軽微な塩害
塩分は同等
違いは？

農地等の被災状況調査（32箇所）
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気象庁発表の推計震度のデータと日本水土図鑑GIS（平
成７年調査時）の重ね合わせによって作成した。

基幹水利（用排水路）

受益面積概ね100ha以上

基幹水利（頭首工等）

受益面積概ね100ha以上

３．被災実態の分析
推計震度と農業水利施設の分布状況



■東北沿岸部市町村：国土地理院が浸水があったと判読（４／１８時点）した東北圏の市町村
■関東沿岸部市町村：国土地理院が浸水があったと判読（４／１８時点）した首都圏の市町村

（国土交通省国土計画局総合計画課）

○本震に伴う全国の総浸水被害面積：56,100ha

被害県名
被害市
町村数

浸水面積
（ha）

割合
（%）

内農地面
積(ha)

割合
（%）

青森 5 2,400 4.3 79 0.1

岩手 12 5,800 10.3 1,838 3.3

宮城 17 32,700 58.3 15,002 26.7

福島 10 11,200 20.0 5,923 10.6

茨城 10 2,300 4.1 531 0.9

千葉 10 1,700 3.0 227 0.4

合計 48 56,100 100 23,600 42.1

（国土地理院,4/18） （農林水産省,3/29）

津波による浸水被害範囲



過去20年間に日本で発生した主な自然災害

過去20年間に日本及び世界で発生した主な自然災害

（出典）津波災害からの農業農村の復旧復興(農村振興第742号H23年10月号)

注)農地・農業用施設災害統計及び農林水産省がHP(８月23日時点公表)被災概要から作成

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

被
害
額(

億
円)

下記以外

地震・火山

噴火

北海道南西沖

阪神淡路

新潟中越

能登半島
中越沖

岩手宮城内陸沖

東日本のみ

雲仙普賢岳

農地・農業用施設の被害額の推移

地震・火山噴火等 気象災害(台風・豪雨等) 備考(海外)

1991 (H3) ・雲仙:普賢岳火砕流 台風17,18,19号前線豪雨 ピナツボ火山噴火

1992 (H4)

1993 (H5)
・釧路沖地震
・北海道南西沖地震(奥尻島津波）
・東海道はるか沖地震

・8月豪雨
・台風13号

1994 (H6)
・北海道東方沖地震
・三陸はるか沖地震

・ノースリッジ地震

1995 (H7) ・阪神・淡路大震災

1996 (H8) ・長野，新潟県境(蒲原沢)土石流

1997 (H9) 薩摩地方地震 ・鹿児島県出水市土石流(7月梅雨前線豪雨) ・イタリア・マルケ・ウンブリア地震

1998 (H10) ・栃木，福島県8月末豪雨 ・アフガン北部地震

1999 (H11)
・広島県6月大雨
・熊本県台風18号前線大雨

・トルコ北西部地震

2000 (H12)

・有珠山噴火
・三宅島噴火
・新島・神津島近海地震
・鳥取県西部地震

・埼玉県台風3号
・東海豪雨(台風14号)

2001 (H13) ・芸予地震
・高知県大雨
・沖縄県台風16号

・インド西部地震

2002 (H14) ・広島，岩手県台風6号

2003 (H15)
・宮城県北部地震
・十勝沖地震

・福岡、熊本県7月梅雨前線豪雨
・北海道台風10号

・イラン南東部地震

2004 (H16) ・新潟県中越地震

・新潟，福島県豪雨
・福井県豪雨
・徳島県台風10，11号大雨
・愛媛，高知県　　台風15号大雨
・岡山，香川県等台風16号
・三重，愛知県等台風21号
・静岡県台風22号
・兵庫県，京都府等台風23号

・スマトラ・アンダマン地震・津波

2005 (H17)
・福岡県：西方沖地震
・宮城県沖
・千葉県北東部

・宮崎県等台風14号
・パキスタン北部地震
・スマトラ地震
・アメリカ:ハリケーン(カトリーナ)

2006 (H18)

・新潟，長野県豪雪
・沖縄県長雨土砂災害
・鹿児島県等梅雨前線，台風3号
・佐賀県等台風13号
・北海道佐呂間町竜巻

・フィリッピンレイテ地すべり
・ジャワ中部地震，津波

2007 (H19)
・能登半島地震
・新潟県中越沖地震

・熊本県等台風4号
・大分，宮崎県台風5号
・秋田県台風11号前線大雨

2008 (H20)
・岩手宮城内陸地震
・岩手県沿岸北部地震

・富山，石川県豪雨
・愛知県8月末豪雨

・中国，四川地震
・ミヤンマーサイクロン

2009 (H21) ・山形県鶴岡市七五三掛地すべり
・中国，九州北部豪雨
・兵庫県等台風9号
・三重県津市等台風18号

2010 (H22) 奄美大島豪雨
・ハイチ南部地震・チリ中部地震
・スマトラ島地震

2011 (H23)
・新燃岳噴火
・東日本大震災

・高知，徳島県台風6号豪雨
・奈良，和歌山県等台風12号豪雨

・カンタベリー地震

災害年



日本は地震大国 その１

出典：高等学校地学Ⅰ改訂版，啓林館



本震と近年の大地震との震度比較

東北地方太平洋沖地震（本震）

日時：2011/3/11 14:46

最大震度：震度7

マグニチ

ュード：9.0

能登半島地震

日時：2007/3/25 9:42

最大震度：震度6強

マグニチュード：6.9

新潟県中越沖地震

日時：2007/7/16 10:13

最大震度：震度6強

マグニチュード：6.8

岩手・宮城内陸地震

日時：2008/6/14 8:43

最大震度：震度6強

マグニチュード：7.2

気象庁の推計震度分布を使用

震度

推計震度（気象庁）

震度4

震度5弱

震度5強

震度6弱

震度6強

震度7



データ：東日本大震災市町村被害報告（農林水産省農村振興局2011年6月16日集計分）
注）通常、市町村は災害発生後60日以内に農地・農業用施設等の被害に関する報告を行うことになっている。

今回の震災では被災の甚大さに鑑み、一定の猶予措置がなされ、発表される被害総額は随時、更新されている。

農地・農業用施設等被害の実態分析

農地の被害総額が大きい
被害額の大部分は宮城・福島・岩手県の3県で占める状況 問題

地震と津波による被災実態が不明
被害額が大きくなった要因が不明



※推計震度は気象庁発表のデータによる

震度の割合は震度別メッシュ数を全メッシュ数で割り算して求めた

推計震度の被震県別割合

100km

200km

300km

400km
500km

被震県別の推計震度の割合

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

新潟県

埼玉県

群馬県

千葉県

栃木県

茨城県

福島県

宮城県

岩手県

山形県

秋田県

青森県

震度7 震度6強 震度6弱 震度5強 震度5弱 震度4 震度3以下

東北地方太平洋沖地震(H23.3.11)



被害水準の分布状況

¯

耕地面積当り被害額

0

- 百円以上～千円未満

- 5千円

- １万円

- 5万円

- 10万円

- 50万円

- 100万円

- 500万円

- 1千万円

- １千万以上

100 0 10050 キロメートル

分析方法
・市町村毎の被害額を耕地面積で除して被害

水準(円/ha)を算定

・被害水準を地図上に表示

分布状況
・津波で被災した太平洋沿岸市町村の被害

水準が高い

・震度分布と被害水準の分布は相似

市町村別耕地面積(ha)当り農地・農業施設等への被害額分布

データ：東日本大震災市町村被害報告（農林水産省農村振興局2011年6月16日集計分）



被災形態別被害水準と震度の関係

被災タイプ別市町村耕地面積(ha)当り被災額と震度との関係

注）対象は東北地方太平洋沖地震で揺れの大きかった東北6県(宮城，岩手，福島，青森，秋田，山形），関東5県(茨城，栃木，千葉，埼玉，群馬)
の平均推計震度3.5以上,ha被害額100円以上の市町村。

(単位：億円，ha ，千円/ha）

個数 耕地面積② 被害額③ 割合(%)③/① 個数 耕地面積⑤ 被害額⑥ 割合(%)⑥/①
被害全体 7,262 47 120,546 6,250 86.1 5,185 192 844,383 1,013 13.9 120 43.2
内農地 3,964 42 103,772 3,887 98.1 3,746 106 472,138 77 1.9 16 234.1
内農地以外 3,298 46 120,178 2,364 71.7 1,967 191 818,368 941 28.5 114 17.3
注)四捨五入の関係で合計が合致しない場合がある

倍率
④/⑦

単位被災額
⑦(⑥/⑤)

被害総額
①

津波被害市町村 単位被災額
④(③/②)

地震被害市町村

東日本大震災のタイプ別被害額の比較



県別・被災形態別被害実態

(単位：ha，百万円，千円/ha)

津波被災 地震被災 地震被害額合計(推計)

市町村数 耕地面積 被害総額
被害水準

③/②

うち地震推計額
市町村数 耕地面積 被害総額

被害水準
⑧/⑦

市町村数 耕地面積 全地震被害 被害水準

県名
全市町
村数

③×0.033 ①+⑥ ②+⑦ ④+⑧ ⑫/⑪

① ② ③ ⑤ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

青森県 40 2 8,800 135 16 4 5 28,830 308 11 7 37,630 312 8

岩手県 35 11 14,594 50,048 3,430 1,652 14 108,434 4,318 40 25 123,028 5,969 49

宮城県 36 13 34,465 375,208 10,887 12,382 18 97,699 4,075 42 31 132,164 16,457 125

秋田県 25 0 0 0 0 0 5 53,090 38 0.7 5 53,090 38 1

山形県 35 0 0 0 0 0 17 78,900 328 4 17 78,900 328 4

福島県 59 10 29,628 190,838 6,441 6,298 37 112,489 39,420 351 47 142,117 45,718 322

茨城県 44 6 9,459 4,893 517 161 38 166,927 33,931 203 44 176,386 34,093 193

栃木県 30 0 0 0 0 0 19 94,900 7,167 76 19 94,900 7,167 76

群馬県 38 0 0 0 0 0 8 27,429 262 10 8 27,429 262 10

千葉県 56 5 23,600 3,837 163 127 28 69,185 11,301 164 33 92,785 11,428 123

埼玉県 70 0 0 0 0 0 3 6,500 115 18 3 6,500 115 18

合計(平均) 468 47 120,546 624,959 21,454 20,624 192 844,383 101,263 920 239 964,929 121,886 927

津波被害額の内、3.3％を地震によると推定し県毎の地震被害額に合算

津波被災：宮城県、福島県、岩手県の順で被害額・水準が甚大

地震被災：福島県、茨城県、宮城県、千葉県の順で被害額・水準が大きい



過去の地震被害額との比較

地震災害による農地・農業用施設被害額

注):農地農業用施設災害統計(農林水産省)及び農村水産省HPより作成

震災名 発生年月 地震規模・最大震度 被害額(億円) 備考(被災県及び額等)

東日本 2011.3 M9.0 7 7,270
2011.8.23現在
農村生活関連区分を除く

新潟県中越 2004.10 M6.8 7 689新潟県689 他2県

阪神・淡路 1995.1 M7.3 7 257
兵庫県246 岡山県5 大阪府2
京都府3 他6県

鳥取西部 2000.10 M7.3 6強 71
鳥取県60 島根県9 広島県0.6
岡山県0.4

岩手宮城内陸他 2008.6 M7.2 6強 52
宮城30 岩手県22 青森県0.5
秋田県0.4 山形県0.1

能登半島 2007.3 M6.9 6強 47石川県46 富山県0.6 他1県

新潟県中越沖 2007.7 M6.8 6強 36
新潟県33 石川県2 長野県0.3
他1県



東日本大震災と過去の大地震との関係

地震被害だけで過去の5大地震が同時発生と同レベル

その上更に、超甚大な津波被害が発生

①



耕地面積と津波被害農地 津波被災と農地、農業用施設等の被害

津波被災市町村の浸水農地と被害の関係



被災市町村の農地と施設被害水準の関係

A

農地と施設関連被害水準の関係



地震被災の地域別分類

最大震度７の宮城県は大きな地震動を受けたが、被害水準は意外に低い

茨城県は震度規模は比較的小さい割に、被害水準は相当高い

福島県は全般に被害水準が高く、震度規模との相関性が最も高い



図－13 農地及び工種別施設の被害水準

農地及び種別施設被害水準



数値解析により津波を再現し浸水範囲を推定。この結果と模型実験により農地・施設の
津波遡上抑制効果を検証し、広域的な施設配置・土地利用計画の策定に貢献。

4．復旧・復興の技術支援
復興のための農地・施設の広域配置計画

数値シミュレーションによる津波の再現

対象とした岩手県東部の山田湾

湾奥部に津波が到達した際の波高(m)

模型実験による農地・施設の津波減勢能力の検証

津波から集落を守る農地・施設配置案

模型実験による津波の抑制効果の検証

農地

高盛り土の道路

圃場の段差

農地海岸堤防

農地 農地

集落

海岸堤防 高盛り土の道路

山田湾

湾奥



集落内の施設整備にあたり、シミュレーションによる整備後の景観イメージや津波浸水範
囲を提示することで、住民の合意形成を支援。

津波被災地における地域づくりの支援活動

整備前後の景観イメージの提示 住民の合意形成を支援

現在（整備前）

将来（整備後のイメージ）

新たに第２堤防兼道路を整備

複数の整備案を提示し、住民の合意形成を支援
（地域づくりに研究成果を活用）

家の石垣が隠れるぐらい、堤防を高くしたほう
が良い。

将来のイメージを目にして、元気が出てきた。

集会で出された意見



農地の塩害からの速やかな復旧のため、水田とイチゴ畑を対象として、対策手法の策定、
モニタリングを実施。

水田・畑における除塩対策

水田における除塩 イチゴ畑における除塩過程のモニタリング

浸透除塩と代かき除塩に大別され、暗渠のある
なし等に応じた除塩指針を策定。

研究者と国・県による検討会等を実施。

計画的除塩に向けて必要水量等を検討。

地下水位制御システム｢FOEAS｣の活用を検討。

浸透除塩 代かき除塩

被災水田の調査 除塩して作付け

策定した除塩指針の例

深さ毎の塩分濃度・土壌水分を連続測定中。

ヘドロを除去し、6月上旬にハウスのビニールを
外し、降雨による除塩を実施。

砂質土は、火山灰土よりも除塩が進みやすく、
40mm程度のまとまった降雨で除塩が進行。

イチゴの栽培時期（9月定植～12月以降収穫）に

地下からの塩分上昇をモニタリングし、次年度
以降の営農計画を支援。

対象としたハウス センサーによる測定



被災農地 大瓦礫の撤去

小瓦礫の残存

瓦礫除去

ヘドロ・堆砂

【提案技術】
湛水埋込み工法】

客土(置土)工

＜震災復旧を促進する農地基盤整備＞
・流木チップを利用した高耐久性の暗渠整備や
堆砂・ヘドロの盛土による廃棄物の有効利用

剥ぎ取り除去

ブルドーザ鎮圧

ｽｸﾘｰﾝﾊﾞｹｯﾄ

チゼル深耕 ﾛｰﾀﾘ耕耘

土壌改良
混和

ヘドロや堆砂
(粒度調整や土嚢で安定化)

ヘドロや堆砂
(粒度調整や土嚢で安定化)

【提案技術】除塩を促進する

低コスト穿孔暗渠技術

新たな農業に向けた農地整備

排水の確認・確保

＜農地の新たな役割の創出＞
・生活拠点の被災を軽減するため、津波被害を減災
する「減災農地」の設置により、安全・安心な生活確
保と産業育成に貢献．

・これにより高品質・高収益農業や土地利用型農業
など多様な農業や関連産業が安心して展開できる．

後背地での大規模農業
防潮林 道路

仮設の水路やゲート等
による実態に沿った運用

水源の確認・確保

除塩

農地の総合的な復旧技術の提案



井戸水が塩水化した地域において、かんがい用の淡水の確保のために逆浸透膜の導入
試験を実施。

津波によって被災したハウス施設 逆浸透膜の導入試験

地下水のNaCl濃度が0.3％以下の場合、逆浸透膜
装置を除塩に適用できる可能性が高い。

連続稼働のために、効率的なメンテナンス方法
を検討。

対象としたハウス

地下水が塩水化した地域における施設園芸

土壌の塩害、地下水の塩水化が見受けられる

被災したイチゴハウス

堆積物の除去、土
壌の除塩とも完了
したが、地下水が
塩水化し、かんが
い水として利用でき
ない。

逆浸透膜（左図）に
より、汲み上げた地
下水の淡水化を試
験中。



福島県飯館村にて、酸化マグネシウム系の固化剤を農地に吹き付け、表土の削り取りを
実施。農地の放射性セシウム濃度は82%低減。

農地土壌の物理的除染のための現地試験(1)

固化剤を用いた表土削り取り試験 試験結果と今後の計画

セシウム濃度が82％低減

農地の放射性セシウム濃度は9,090Bq/kgから
1,671Bq/kg へ 82% 低 減 、 空 間 線 量 率 は
7.76μSv/h から3.57μSv/h へ46%低減。

固化剤を散布することで、除染が効果的に実施
可能。

農地表面を効率的に収集する方法、および機械
の改良と方法の開発が必要。

結果の概要と今後の計画

試験前 平均 9,090Bq/kg 試験後 平均 1,671Bq/kg

固化剤を農地に吹き付け

表面の様子

固化後（7～10日後）に表層土を削り取り



福島県飯館村の水田にて、浅く表層土壌を撹拌した後、濁水を凝集剤により固液分離し、
土壌のみを排土する試験を実施。排土量は少ないが、セシウム濃度の低下率は36％ 。

水による土壌撹拌（浅代かき）・除去試験 試験結果と今後の課題

固液分離後の上澄み液

農地の放射性セシウム濃度は15,254Bq/kgから
9,689Bq/kg へ 36% 低 減 、 空 間 線 量 率 は
7.55μSv/h から6.48μSv/h へ14%低減。

排土量は、5cm表土の削り取った場合と比較す
ると1/10以下。

上澄み液の放射性セシウム濃度は、検出下限値
以下で極めて低く、環境中への排出が可能。

高濃度濁水の効率的な排水方法の検討が必要

結果の概要と今後の課題

第1 STEP
表層土壌を浅く撹拌

第2 STEP
濁水をポンプで沈
砂地に排出、併せ
て凝集剤を添加

第3 STEP
土壌と水を分離

上澄み液は、環境
中に排出可能

土壌は乾燥後仮
置き場に移動

農地土壌の物理的除染のための現地試験(2)



東日本大震災復興支援特設サイト



ま と め

風土と防災

地球温暖化と防災

東日本大震災は歴史的に未曾有な大災害

世界中が先進国日本の東北復興を注目

農研機構は総力で震災復興を支援

ガンバロウ東北！ ガンバロウ日本！

ご静聴有り難う御座いました。


