
令和４年７月

福島県農林水産部 

【水産業の再生】 

震災後から続いていた試験操業が終了し、令和３年４月からは本格的な 

操業に向けた取組が開始されました。漁業復興計画に基づく最新鋭漁船の 

導入など、本県水産業の再生は着実に進んでいます。 



※「福島県農林水産業の現状」をご利用する際の注意点 

農林水産省「農林業センサス」が出典となるデータのうち、平成

27 年値については、東京電力福島第１原子力発電所の事故による

平成 26 年４月１日時点の避難指示区域内の福島県楢葉町、富岡町、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、

川俣町及び川内村の一部地域の結果は含まれていません。 

令和２年値については、東京電力福島第１原子力発電所の事故に

よる平成 31 年２月１日時点の避難指示区域内の福島県大熊町及び

双葉町の全域の結果は含まれていません。 
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