
令和４年６月２９日

農 林 水 産 部 

令和４年３月１６日発生地震による農林水産業被害状況（確定報）

１ 被害状況

被害額合計      ４，１０８，７２２千円

（１） 農地・農業用施設（別紙１）

○被害額計       ２，５８３，０００千円

うち農地         ６３，０００千円

うち農業用施設   １，５３０，０００千円

うち農業集落排水施設  ９８１，０００千円

うち営農飲雑用水施設    ３，０００千円

うち農村公園施設      ６，０００千円

（２） 農業（別紙２）

○被害額計         ２３５，３３８千円

うち農作物        １２，７８８千円

うち農業生産施設等   ２２２，５５０千円

（３） 林業・治山等（別紙３）

○被害額計         ４２４，７３５千円

うち林産物等       １５，３８２千円

うち林産施設      １１５，２５５千円

うち林道        ２２１，６５０千円

うち林地・森林      ６１，０００千円

うち県施設等       １１，４４８千円

（４） 水産業（別紙４）

○被害額計         ８６５，６４９千円

２ 復旧に向けた支援等

 ○ 農地・農業用施設の緊急点検・被害状況調査のため、２０市町村に延べ１３６名の

県職員を派遣した。 

 ○ 農林漁業者等からの相談にきめ細かく対応しながら、被害の状況に応じた技術・経

営面の支援を行う。 

○ 農地・農業用施設の被害に対しては、今年の作付けへの影響を最小限に抑えるよう

応急復旧工事に着手している。 
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農村整備総室 農村基盤整備課
１ 被害状況
＜計11市7町8村＞

被害合計 千円

千円 ※農地 田・畑

千円
千円 ※農業集落排水施設 農村地域の下水道

 うち営農飲雑用水施設 千円 ※営農飲雑用水施設 農村地域の上水道

千円

2 ヵ所 千円 (農業集落排水施設1ヵ所 1,000千円、水路1ヵ所 4,000千円）
43 ヵ所 千円 (田1ヵ所 1,000千円、畑2ヵ所 1,000千円、ため池1ヵ所 10,000千円、

水路38ヵ所 10,000千円、揚水機1ヵ所 2,000千円）
5 ヵ所 千円 (ため池1ヵ所 1,000千円、水路4ヵ所4,000千円）
2 ヵ所 千円 (水路2ヵ所 25,000千円）
2 ヵ所 千円 (ため池1ヵ所 2,000千円、水路1ヵ所 30,000千円）
2 ヵ所 千円 (ため池2ヵ所 52,000千円）

管内計 ヵ所 千円 ＜小計4市1町1村＞

8 ヵ所 千円 (ため池3ヵ所 3,000千円、水路4ヵ所 3,000千円、
頭首工1ヵ所 20,000千円)

13 ヵ所 千円 (田2ヵ所 1,000千円、畑1ヵ所 1,000千円、ため池5ヵ所 5,000千円
水路4ヵ所 5,000千円、道路1ヵ所 3,000千円)

22 ヵ所 千円 (ため池4ヵ所 5,000千円、水路3ヵ所 3,000千円、道路15ヵ所 15,000千円)
9 ヵ所 千円 (ため池1ヵ所 1,000千円、水路6ヵ所 6,000千円

道路2ヵ所 2,000千円)
2 ヵ所 千円 (ため池2ヵ所 4,000千円)
1 ヵ所 千円 (水路1ヵ所 3,000千円)
5 ヵ所 千円 (畑1ヵ所 1,000千円、水路4ヵ所 4,000千円)

管内計 ヵ所 千円 ＜小計3市2町2村＞

1 ヵ所 千円 (道路1ヵ所 1,000千円）
34 ヵ所 千円 (田8ヵ所 25,000千円、ため池16ヵ所  73,000千円、水路6ヵ所 10,000千円

道路3ヵ所 5,000千円、農業集落排水施設1ヵ所 1,000千円）
1 ヵ所 千円 (水路1ヵ所 1,000千円）
1 ヵ所 千円 (ため池1ヵ所 3,000千円）

管内計 ヵ所 千円 ＜小計1町3村＞

3 ヵ所 千円 (田1ヵ所 15,000千円、道路2ヵ所 24,000千円）

管内計 ヵ所 千円 ＜小計1市＞

管内計 ヵ所 千円

【確定報】(6月8日確定）
令和4年6月22日(水)
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令和４年３月１６日発生地震による農林水産業被害状況（農地・農業用施設）
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59 ヵ所 千円 (田1ヵ所 3,000千円、ため池46ヵ所 226,000千円、水路3ヵ所 21,000千円、
揚水機4ヵ所 2,000千円、営農飲雑用水施設2ヵ所 2,000千円、
農地保全施設1ヵ所 2,000千円、農業集落排水施設2ヵ所 876,000千円）

50 ヵ所 千円 (田3ヵ所 10,000千円、ため池23ヵ所 91,000千円、水路20ヵ所 50,000千円、
道路3ヵ所 2,000千円、揚水機1ヵ所1,000千円）

128 ヵ所 千円 (田9ヵ所 4,000千円、ため池29ヵ所 241,000千円、頭首工1ヵ所 7,000千円、
水路70ヵ所 456,000千円、道路9ヵ所 4,000千円、揚水機4ヵ所71,000千円、
農業集落排水施設3ヵ所 102,000千円、農村公園施設3ヵ所 6,000千円）

4 ヵ所 千円 (ため池3ヵ所 2,000千円、農業集落排水施設1ヵ所 1,000千円）
2 ヵ所 千円 (ため池2ヵ所 10,000千円）
1 ヵ所 千円 (営農飲雑用水施設1ヵ所 1,000千円）
4 ヵ所 千円 (畑1ヵ所 1,000千円、道路3ヵ所 2,000千円）

管内計 ヵ所 千円 ＜小計2市3町2村＞

3 ヵ所 千円 (水路1ヵ所 1,000千円、道路1ヵ所 1,000千円、揚水機1ヵ所 1,000千円）
管内計 ヵ所 千円 ＜小計1市＞

２ 緊急点検状況

３ 県職員による市町村支援
市町村 実施日

二本松市
伊達市

大玉村

郡山市
田村市

中島村

会津坂下町

相馬市
南相馬市

浪江町

いわき市 10名

県南

3/17、3/23～3/25

会津美里町

3/15 2名 復旧方針検討

1名天栄村
3/18

管内

会津

いわき

3/18、3/24
3/17、4/5、4/12

3/25、4/8、5/19

管内

相双

県中
3/24

3/22、3/25、4/1、4/6、4/9、
4/11、4/12、4/15、4/19、4/22、
4/25～4/27、4/29、5/2、5/12

2名

136名

防災重点農業用ため池緊急点検・被災調査（ため池）・復旧方針検討

9市7町4村

被災調査（頭首工）

被災調査（排水機場、農地、道路）

39名

2名

防災重点農業用ため池緊急点検・被災調査（水路）

防災重点農業用ため池緊急点検

被災調査（水路、管水路）
復旧方針検討、管水路資材調達
東北農政局打合せ（管水路復旧）
通水試験現地確認

新地町

5名

3/29、 4/7、4/11

3

復旧方針検討

防災重点農業用ため池緊急点検

防災重点農業用ため池緊急点検

3/22

相馬市

葛尾村 1,000

891,000

2,194,000

154,000

飯舘村

10,000

南相馬市

国見町

新地町

1,132,000

いわき

相双

3,000

3,000

248

3/17

3/17
3/17

玉川村

矢吹町
喜多方市

被災調査（ため池）・復旧方針検討

防災重点農業用ため池緊急点検

1名

9名

被災調査（管水路）

26名

被災調査（ため池）4名

3/17

8名

3/17
2名

   緊急点検対象1,184ヵ所（農業用ダム、ため池、農業水利施設、排水機場、地すべり防災施設、海岸保全施設、農業集落排
水施設、営農飲雑用水施設）は３月１８日までに全て点検終了。

延べ支援人数

いわき市 3,000

双葉町
富岡町

3,000

被災調査（ため池）・復旧方針検討8名

3/17 、3/23
県北

支援内容

被災調査（水路）

福島市 4/21、5/13

2名

被災調査（畑かん施設・ため池）・復旧方針検討
5名
3名

4/6、5/10 5名 被災調査（ため池）・復旧方針検討

3/30 1名 被災調査（ため池）

1名 復旧方針検討富岡町 4/22
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４ 査定前着工制度の活用状況
応急仮工事・応急本工事実施地区

復旧を急げば次の作付けに間に合う農地・農業用施設の復旧や、集落排水施設のように生活に直結した施設を
早急に復旧する必要がある場合に活用できる。

災害が発生し、そのまま放置すると被害が拡大する恐れがある場合に、必要に応じて事業主体（市町村等）の
判断で実施した応急仮工事（仮設的な工事）も補助対象とすることができる。

応急本工事は、復旧計画樹立後、査定を待たずに災害復旧事業（復旧事業費が40万円以上であること）の一部
又は全部を緊急に実施する復旧工事。

＜応急本工事＞

玉川村 母畑地区土地改良区 西ヶ作 管水路の復旧工事

西方 水路 仮    農業用水貯水槽の復旧工事

＜査定前着工制度＞
査定前着工（応急工事）は、災害査定を待たずに復旧工事に着手できる制度。

R4.4.19

水路 本

所在地 事業主体 本・仮 着手日

新地町 新地町 仮 R4.4.6

三春町 三春町

R4.4.15

相馬左岸幹線

5地区計 3町1土地改良区

下宮崎 田 本 R4.5.23

＜応急仮工事＞

復旧内容

松ヶ房ダムから取水する管水路の復旧工事

工種

水路

地区名

   崩落した畦畔の復旧工事矢吹町 矢吹町

新地町 新地町 福田 集落排水施設 本 R4.5.18   管路施設の復旧工事





別紙３

令和４年６月２２日

森 林 林 業 総 室

令和４年３月１６日発生地震による農林水産業被害状況（林業・治山等）

（令和４年６月２２日 １１：００現在）

１ 林 産 物 等：２４件（しいたけ菌床落下、ほだ木落下、製材品損壊 等）

（被害見込額 １５，３８２千円）

２ 林 産 施 設：１９件（製材工場・設備、菌床棚損壊 等

被害見込額 １１５，２５５千円）

３ 林 道：３８路線９９か所（県北４路線１５か所、県中８路線１１か所、

相双２６路線７３か所）

（路面（舗装）クラック発生等、被害見込額 ２２１，６５０千円）

（参考）査定申請箇所 ４市町 ４路線８か所 １４５，９５０千円

４ 治 山 施 設：被害報告なし（９０／９０か所点検済）

５ 林地・森林：２か所被害あり（三春町、新地町 被害見込額約６１，０００千円）

６ 県 施 設 等：林業研究センター、県民の森

（被害見込額 １１，４４８千円）

７ 林地開発許可を受け工事実施中のか所：２か所被害あり



令和4年6月22日 11:00現在

生産流通総室 水産課

１　被害状況

分類 漁協名等 地区等 被害額(千円) 被害状況 復旧状況

新地町釣師浜 150,000

建物は被害無し
施設周辺の地盤が全体的に沈下
通電、水道、海水通水
3/23 水産庁災害査定官による現状確認
　　　　査定は別途実施予定
雨水集水マス、下水排水配管の一部破損

相馬市原釜

停電は回復、その後、また停電。→停電は回復
断水中→水道水の断水は回復
【管理棟】
　電話復旧
　大会議室の天井パネル崩落
　玄関のガラス破損
　漏水あり
【漁具倉庫】
　周辺の地盤沈下及び液状化
【上架施設】※漁船の整備施設
　斜路（しゃろ）に亀裂

・大会議室天井パネ
ル応急処置済み

相馬市原釜
（検査室）

検査室の壁、窓、ドアが損傷し、壁等の破片が室内に散乱
当面の使用は困難→自主検査再開済み

・応急処置済み

相馬市原釜
（魚市場）

壁が10箇所以上崩落。荷捌き場、外階段、建屋に損傷あり
コンクリート床に段差発生
ガラスの破損多数
荷さばき用海水配管が破損、併せて揚水ポンプが破損
海水取水は停止中（復旧目途立たず、現在は投げ込み式水
中ポンプにより海水を汲み上げて使用）
断水回復、停電回復
3/23 水産庁災害査定官による現状確認
　　　　査定は別途実施予定

・魚市場の一部応急
処置済み

相馬市磯部

【漁具倉庫】　床面に亀裂、周辺の地盤沈下
【上架施設】※漁船の整備施設
　斜路（しゃろ）に亀裂
　漁船上架用の台車が破損

相馬市磯部
（加工施設）

磯部加工施設ガラス１枚破損
停電は回復、その後、また停電→回復済み
直売所は22日から再開

相馬市松川 ホイスト（捲揚機）の電線破損

相馬市松川浦
（岩子）

アオノリ除塵機（洗浄機）の排水管破損

南相馬市鹿島 3,000

海水配管が損傷。
荷さばき施設周辺が液状化
作業場のガラス数枚が破損
断水及び停電が発生→水道及び海水通水、通電

浪江町請戸
活魚設備は被害無し。
船舶上架施設のウインチ（捲揚機）小屋傾斜
施設のトイレ故障

浪江町請戸
（水産加工団地）

建物に亀裂あり
雨水集水マス、調整池に亀裂あり

久之浜 久之浜荷捌き場コンクリートに段差(地盤沈下による)

沼之内 沼之内船引場モーター倉庫のシャッター破損 復旧済み

福島県漁連 小名浜 6,600

建物の被害なし
漁連燃油施設（小名浜）被害なし
漁連燃油施設（松川浦）傾斜、配管破損、使用不能
漁連燃油施設（新地）周辺の地盤沈下及び地面に亀裂、配管
損傷

相馬市 岩子 100 岩ノ子浸水防護施設（市管理）に亀裂

加工組合
東北水産加工業協
同組合

相馬市 200
建物の被害なし
加工機械の破損あり

造船所 鹿島造船（株） 南相馬市 100 船舶上架用の台車が破損

令和４年３月１６日発生地震による農林水産業被害状況（水産業）

海面
漁協

相馬双葉漁協

500,000

200,000

いわき市漁協 3,000

別紙４



木戸川漁協 楢葉町前原 119

漁協の施設（２階が会議室）の天井、柱にズレが発生
ふ上槽のサケ稚魚20-30尾が槽外で斃死
→3/22の放流は支障なし
河川水の引き込み管が損傷

内水面
養殖

鱒の家 福島市 1,000
マス稚魚斃死5万尾
送水管損壊

処置済み

水産海洋研究セン
ター
（漁業無線局）

いわき市 900
アンテナの一部損壊、建物内壁の亀裂、外構鉄条網の一部
倒壊

水産資源研究所 相馬市 630

【取水】自然海水、温海水ともに停止中
・　自然海水取水施設の真空引き管が２本とも破断。サイフォンかか
らず取水不可
→3/22職員による応急処置により自然海水の取水再開
→4/1 修繕完了し、自然海水の安定した取水が再開
・　相馬共火新地発電所の運転停止により、温海水の流入停止中。
【施設】
・　コンクリートろ過施設のパイプフランジより水漏れ
　→復旧済み
・　ヒラメ親魚棟の照明が2/3点灯せず
・　管理棟北西側で海水配管から漏水
　→修繕済み
【飼育魚】
・　水槽の配管が抜け、水位低下によりホシガレイ０歳魚全滅（約３万
尾）
・　栽培協会のアユ、ヒラメ等については、エアレーションをかけて生
かしているが、取水が全停止しているため全滅は時間の問題か。
　→4/1に自然海水の取水が再開されたが、自然海水は温度が低い
ためアワビ飼育やヒラメ親魚の採卵が難しい状況
【松川浦分庁舎】
・庁舎の壁面及び柱が複数箇所で破損
【その他】
・　停電は復旧済み
・　断水は、3/17の13:30に復旧済み

自然海水取水の真空
引き管応急処置済み
→4/1　修繕完了

865,649

２　操業の状況

漁協名 地域

いわき市漁協 いわき市

小名底漁協 いわき市

相馬双葉漁協 富岡町～新地町

※各市町により被害額を調査中

17日は予定どおり水揚げあり。18日以降も予定どおり実施する

17日は全地区で水揚げ休止
17日に緊急理事会を実施し、今後の方針を検討する
→当面の検査室利用が困難、浄水・海水の供給が停止していることから、３/21
まで操業休止を決定
3/21理事会で底びき網漁船を除く、一部漁船(小型船)が3/22から操業を再開
することを決定。併せて、原釜の魚市場も再開
3/25から底びき船が操業再開

県機関

合計

状況

17日は予定どおり水揚げあり。18日以降も予定どおり実施する


