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第１ 各都道府県からの人的支援の状況 
東日本大震災からの復旧・復興にあたっては、被害が広範囲かつ甚大で被災箇所数

が膨大であったことや、農林水産物の緊急時モニタリングの実施など、本県農林水産

部職員のみで対応することは困難であったため、国をはじめ各都道府県から多数の職

員の派遣等を受けて対応にあたった。 

地方自治法に基づく各都道府県からの派遣職員には、延べ５８人・月応援いただき、

事務所別では、本庁が延べ３４人・月と最も多く、次いで相双農林事務所が１７人・

月となっている。 

応援していただいた職員には、本庁では、農林水産物の緊急時モニタリングに関す

る業務や肉牛の県外出荷計画調整に関する業務、風評の払拭に向けた取組など、主に

原子力災害に関する業務を担当していただいた。 

また、出先機関においては、農林水産物の緊急時モニタリングに関する業務のほか、

被災した農地・農業用施設の調査・測量や災害査定の対応など、地震と津波被害に関

する業務を担当していただいた。 

 

表 6-1 他県からの職種別派遣職員一覧 

 事務 農業 農業土木 合計 

本庁 ２０人･月 １４人･月 － ３４人･月 

相双農林事務所 － － １７人･月 １７人･月 

農業総合センター － ７人･月 － ７人･月 

合  計 ２０人･月 ２１人･月 １７人･月 ５８人･月 

※地方自治法に基づく都道府県からの派遣職員の延べ月数 

 

 

 

 

写真 6-1 派遣職員と共に実施中の現地調査 
（相馬市） 

（平成 23年 10月 20日撮影） 

写真 6-2 派遣職員と共に実施中の現地調査 
（新地町） 

（平成 23年 11月 8日撮影） 
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第２ 国への要望及び団体等からの県に対する要望 
震災の発災直後から、震災からの早期の復旧・復興のため、国に対して要望活動を

行った。 

また、市町村や各種団体等から知事に対する要望を受けた。（要望書として提出さ

れたもののほか、会議等で出された意見・要望等で、資料として残っているものを掲

載） 

 

表 6-2 東日本大震災に関する国への要望活動（農林水産部関係） 

№ 項 目 内  容  等 

1 

年 月 日 平成２３年３月２４日 

要 望 内 容 
福島第一原子力発電所の事故に伴う損害に関する緊急要望 

福島第一原子力発電所の事故に伴う風評被害に関する緊急要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 内閣総理大臣 

2 

年 月 日 平成２３年３月２６日 

要 望 内 容 福島第一原子力発電所の事故に伴う今後の営農に関する緊急要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 内閣総理大臣 

3 

年 月 日 平成２３年３月２８日 

要 望 内 容 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う緊急要望 

要 望 者 
福島県知事、茨城県知事、栃木県知事、群馬県知事 

埼玉県知事、千葉県知事、東京都知事、神奈川県知事 

要 望 先 内閣官房長官、内閣府特命大臣（消費者及び食品安全） 

4 

年 月 日 平成２３年４月６日 

要 望 内 容 福島第一原子力発電所の事故に伴う今後の営農に関する緊急要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 内閣総理大臣 

5 

年 月 日 平成２３年４月９日 

要 望 内 容 東日本大震災に係る農林水産業に関する緊急要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 農林水産大臣 
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№ 項 目 内  容  等 

6 

年 月 日 平成２３年４月１１日 

要 望 内 容 東日本大震災に係る要望 

要 望 者 北海道東北地方知事会 

要 望 先 内閣官房長官、内閣官房副長官、民主党幹事長 

7 

年 月 日 平成２３年４月２２日 

要 望 内 容 福島第一原子力発電所の事故に伴う今後の営農に関する緊急要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 内閣総理大臣 

8 

年 月 日 平成２３年５月２８日 

要 望 内 容 東日本大震災に係る水産業復興に関する緊急要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 農林水産大臣 

9 

年 月 日 平成２３年５月３１日 

要 望 内 容 東日本大震災にかかる水産業復興のための支援について 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 水産庁長官 

10 

年 月 日 平成２３年７月１８日 

要 望 内 容 原子力災害に伴う肉用牛の安全確保等に関する緊急要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 東日本大震災復興対策担当大臣 

11 

年 月 日 平成２３年７月２０日 

要 望 内 容 国の施策並びに予算に関する提案・要望 

要 望 者 全国知事会 

要 望 先 農林水産大臣 
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№ 項 目 内  容  等 

12 

年 月 日 平成２３年７月２１日 

要 望 内 容 東日本大震災からの復旧・復興に関する要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 他 

13 

年 月 日 平成２３年７月２１日 

要 望 内 容 原子力災害に伴う肉用牛の安全確保等に関する緊急要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 内閣総理大臣、厚生労働大臣 

14 

年 月 日 平成２３年７月２２日 

要 望 内 容 福島第一原子力発電所事故の影響に伴う肉用牛の安全対策に関する国への要請 

要 望 者 全国知事会 

要 望 先 
内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）、厚生労働大臣 

農林水産大臣、原子力災害対策本部長 

15 

年 月 日 平成２３年７月２４日 

要 望 内 容 原子力災害に伴う農林水産物の安全確保に関する要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 民主党幹事長 

16 

年 月 日 平成２３年７月２６日 

要 望 内 容 出荷制限されている本県肉用牛の全頭買い上げに関する緊急要望 

要 望 者 

福島県知事、 

福島県市長会長、 

福島県町村会長、 

社団法人福島県畜産振興協会長、 

全国農業協同組合連合会福島県本部長 

福島県酪農業協同組合代表理事組合長、 

福島県畜産農業協同組合連合会代表理事会長、 

社団法人福島県配合飼料価格安定基金協会理事長、 

福島県家畜商業協同組合理事長 

要 望 先 内閣総理大臣、農林水産大臣 
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№ 項 目 内  容  等 

17 

年 月 日 平成２３年８月１０日 

要 望 内 容 福島第一原子力発電所の事故の影響に伴う肉用牛の安全対策等に関する国への要請 

要 望 者 全国知事会 

要 望 先 
内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）、厚生労働大臣 

農林水産大臣、原子力災害対策本部長 

18 

年 月 日 平成２３年８月２５日 

要 望 内 容 原子力災害に伴う市場流通牛肉の全量買上等に関する緊急要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 内閣総理大臣 

19 

年 月 日 平成２３年１０月１２日 

要 望 内 容 東日本４県産牛肉の安全宣言等に関する要望 

要 望 者 岩手県知事、宮城県知事、福島県知事、栃木県知事 

要 望 先 原子力災害対策本部長 

20 

年 月 日 平成２３年１１月２１日 

要 望 内 容 東日本大震災からの復興、災害に強い国づくりに向けた緊急提言 

要 望 者 北海道東北地方知事会 

要 望 先 内閣総理大臣 他 

21 

年 月 日 平成２３年１１月２４日 

要 望 内 容 福島県の復興に関する緊急要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 内閣総理大臣 他 

22 

年 月 日 平成２３年１２月１日 

要 望 内 容 米の放射性物質の緊急調査に関する緊急要請 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 農林水産大臣 
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№ 項 目 内  容  等 

23 

年 月 日 平成２３年１２月２０日 

要 望 内 容 我が国の原子力発電対策に対する国への提言 

要 望 者 全国知事会原子力発電対策特別委員会 

要 望 先 
原発事故の収束及び再発防止担当内閣府特命担当大臣（原子力行政） 

経済産業大臣 

24 

年 月 日 平成２３年１２月２８日 

要 望 内 容 平成２４年産稲の作付に関する考え方に対する緊急要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 農林水産大臣 

25 

年 月 日 平成２４年３月２７日 

要 望 内 容 
稲の作付に関する方針等に対する要望 

森林の損害賠償及び除染推進に関する要望 

要 望 者 福島県知事 

要 望 先 農林水産大臣、復興大臣 

 

 

 

 

写真 6-3  
鹿野農林水産大臣への被災状況説明 

（平成 23 年 4 月 9 日） 

 

写真 6-4  

鹿野農林水産大臣への緊急要望 

（平成 23 年 4 月 9 日） 
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表 6-3 市町村や団体等からの県に対する要望  
№ 要望月日 要望団体等 要望等項目 

平成 23 年 

1 3月 17日 ＪＡ福島五連 
支援物資の申出、燃料確保とモニタリング

検査の円滑な実施 等 

2 3月 21日 日本共産党福島県東北関東大震災対策本部 
福島原発事故に関する緊急申し入れ(第 7

次) 

3 3月 21日 

福島県酪農業協同組合 

全国農業協同組合連合会福島県本部 

小野町地区酪農業協同組合 

東北地方太平洋沖地震並びに東京電力福

島原子力発電所事故被害に関する要請 

4 3月 22日 ＪＡ組合長、農業経営委員会 

風評被害への対応、無利子・無担保融資

の創設 等（緊急組合長、農業経営委員会

会長会議における意見） 

5 3月 23日 川俣町議会 
東京電力福島第一原子力発電所原発事故

に対する意見書 

6 3月 23日 
福島県安達地方市町村会 

みちのく安達農業協同組合 

福島原子力発電所事故による農畜産物の

出荷停止並びに風評被害に対する補償に関

する緊急要請 

7 3月 23日 
公明党福島県本部福島第一原子力発電所災

害対策本部 
福島第一原子力発電所災害対策緊急要望 

8 3月 24日 
福島県市長会 

福島県町村会 

福島第一原子力発電所事故による農畜産

物の出荷停止並びに風評被害に対する補償

に関する緊急要請 

9 3月 25日 自民党いわき県議団 

東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子

力発電所事故によるいわき市の被害状況等

及び復興等の要請について 

10 3月 25日 田村地方市町議会議長会 
要望書《原発事故による農畜産物の直接

被害に対する経済的支援に関する要望 等》 

11 3月 25日 会津みなみ農業協同組合 
福島第一原子力発電所事故に伴う農産物

モニタリング調査等の実施要請について 

12 3月 28日 福島県農民運動連合会 
福島原発災害による農家への損害賠償等

を求める緊急申し入れ 

13 3月 28日 会津若松市 
「原子力災害特別措置法に基づく指示」

に関する要望 

14 3月 28日 相馬市、新地町、ＪＡそうま 
各種会議等における要望等 

（相双農林事務所より） 

15 3月 29日 双葉地方町村会議長会 

原発事故に起因する農林水産物の損害に

対する十分な補償 

漁業復興支援について 

16 3月 29日 飯舘村 原子力事故に係る調査等について 

17 3月 29日 

会津若松商工会議所 

会津地区青果物商業協同組合 

会津若松飲食業組合 

会津若松旅館・ホテル組合 

芦ノ牧温泉旅館協同組合 

東山温泉観光協会 

東山温泉芸妓屋協同組合 

県社交飲食業生活衛生同業組合会津支部 

県すし商生活衛生同業組合会津若松支部 

会津地域経済活性化対策について 

18 3月 29日 日本共産党福島県東北関東大震災対策本部 
東日本大震災・原発事故に関する申し入

れ（第 9 次） 

19 3月 29日 郡山市 
農畜産物出荷制限に伴う支援対策につい

て 
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№ 要望月日 要望団体等 要望等項目 

平成 23 年 

20 3月 29日 三春町 
農地の土壌調査の早急な実施について 

（電話による要請） 

21 3月 30日 食の安全・監視市民委員会 放射能汚染された野菜畑の措置について 

22 3月 30日 新地町議会 東北・関東大震災復興に関する意見書 

23 3月 31日 日本共産党福島県東北関東大震災対策本部 
東日本大震災・原発事故に関する申し入

れ（第 10 次） 

24 3月 31日 南会津町農業委員会 

福島第一原発事故による農畜産物の出荷

停止及び風評被害に対する補償について（建

議） 

25 3月 31日 福島県議会 
東北地方太平洋沖地震及び原子力事故に

関する緊急要請 

26 4月 2日 いわき市 
要望書《農林水産物の風評被害の解消等

に関する要望》 

27 4月 4日 東白川地方町村会 
東京電力福島第一原子力発電所事故によ

る農畜産物被害に対する補償に関する要請 

28 4月 4日 福島県商工会連合会 東北地方太平洋沖地震に係る要望 

29 4月 5日 飯舘村 
提言書《復旧・復興に係る今後の支援等

に関する提言》 

30 4月 5日 福島県町村会 東日本大震災に関する要請 

31 4月 5日 いわき市議会東日本大震災対策本部 東日本大震災に関する緊急要望 

32 4月 6日 いわき市 
要望書《漁獲物のモニタリング強化や風

評払拭に関する要望》 

33 4月 6日 浪江町議会 
 福島第一原子力発電所の事故に伴う被災

者対応について 

34 4月 7日 福島県漁業関係東日本大震災対策本部  
 東日本大震災による漁業被害対策につい

ての要望 

35 4月 8日 双葉郡 8 町村  県との連絡調整会議における要望 

36 4月 8日 川俣町農業委員会 

 福島原発大事故による農畜産物の出荷停

止及び風評被害に対する補償等に関する建

議 

37 4月 8日 相双地方管内の農業者、農業団体、市町村 
各種会議等における要望事項等 

（相双農林事務所より） 

38 4月 9日 相馬市 
 第 1 次産業従事者への補償・支援につい

て 

39 4月 11日 
安達地方市町村会 

みちのく安達農業協同組合 

東京電力福島第一原子力発電所事故に対

する今後の対応に関する要望 

40 4月 11日 
自由民主党福島県議会議員会東北地方太平

洋沖地震災害対策本部 
 東日本大震災の対応について 

41 4月 11日 飯舘村産業振興課  繁殖牛、肉用牛、乳牛の取扱いについて 

42 4月 11日 株式会社森孵卵場  福島原発事故に関する陳情 

43 4月 12日 福島県農業会議 
 「東日本大震災」及び「東京電力福島第１

原子力発電所事故」に関する要望 

44 4月 12日 脱原発福島ネットワーク  福島原発震災に関する緊急要請 

45 4月 12日 南相馬市議会 
 東日本大震災及び東京電力福島第一原子

力発電所の事故に関する緊急要望 

46 4月 13日 福島県市議会議長会  東日本大震災・原発事故に関する緊急要望 
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№ 要望月日 要望団体等 要望等項目 

平成 23 年 

47 4月 14日 日本共産党福島県東北関東大震災対策本部 
 東日本大震災・原発事故に関する申し入れ

（第 13 次） 

48 4月 14日 会津坂下町議会 

 東京電力福島第一原子力発電所事故の早

期根本的収束と風評被害防止に関する意見

書 

49 4月 15日 相双地方管内の農業者、農業団体、市町村 
各種会議等における要望事項等 

（相双農林事務所より） 

50 4月 15日 相双地方管内の農業者、農業団体、市町村 
各種会議等における要望事項等 

（相双農林事務所より） 

51 4月 16日 株式会社森孵卵場  福島原発事故に関する陳情 

52 4月 18日 日本労働組合総連合会福島県連合会  東日本大震災に関する緊急要請 

53 4月 18日 飯舘村議会 
 東京電力福島第一原子力発電所事故災害

に係る補償を求める意見書 

54 4月 18日 桑折町議会 
 東日本大震災及び原子力事故に対する意

見書 

55 4月 19日 南相馬市 
 東京電力福島第一原子力発電所の事故に

伴う農林水産業補償にかかる緊急要望 

56 4月 20日 いわき市 
 要望書《モニタリングの強化や損害賠償等

に関する要望》 

57 4月 20日 川俣町農業委員会 

 建議(町民の安全・安心の確保、原発事故

の収束、全面的な補償の実現に力を尽くす

ことについて) 

58 4月 20日 相双地方管内の農業者、農業団体、市町村 
各種会議等における要望事項等 

（相双農林事務所より） 

59 4月 21日 
福島市 

福島市農業振興審議会 

 福島第一原子力発電所における原子力災

害に伴う農畜産物被害に対する補償並びに

今後の営農に関する緊急要請 

60 4月 23日 相馬市 
 津波被害の農地の復元または土地改良に

ついて 

61 4月 25日 須賀川市、天栄村、鏡石町  東日本大震災に係る県への要望 

62 4月 25日 
日本共産党福島県東日本大震災原発事故対

策本部 

 東日本大震災・原発事故に関する申し入れ

（第 15 次） 

63 4月 28日 JA 福島県青年連盟  原子力被害に伴う農業被害に関する要請 

64 4月 28日 南相馬土地改良区 
 東日本大震災及び原子力事故に関する緊

急要望 

65 4月 28日 そうま農業協同組合 
 福島第一原子力発電所放射能漏出事故に

伴う飯舘村の営農に関する緊急要望 

66 4月 28日 
福島県商工団体連合会 

福商連災害対策本部 

 東日本原発大震災からの救援・復興をめざ

す中小業者の緊急要請 

67 5月 1日 
株式会社環境衛生研究所 

株式会社ＨＭカンパニー 

 東日本大震災における塩害対策と農業の

復興への提言 

68 5月 2日 相馬市  農家の所得補償について 

69 5月 2日 南相馬市  原子力災害の賠償等に関する要望 

70 5月 2日 
福島県農薬卸商業協同組合 

福島県肥料卸商業組合 

 東日本大震災並びに東京電力(株)福島第

一原子力発電所事故の被災商業者並びに取

引農家支援について 

71 5月 4日 川内村 樹木関係の放射線量の測定について 
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№ 要望月日 要望団体等 要望等項目 

平成 23 年 

72 5月 6日 

株式会社平果 

いわき魚類株式会社 

株式会社いわき中水、 

株式会社いわき中央生花 

東京電力原発事故に関わる、いわき市中

央卸売市場の事故後における急激な業績悪

化の実態と東京電力への損害の要求につい

て 

73 5月 9日 
日本共産党福島県東日本大震災原発事故対

策本部 

東日本大震災・福島原発事故に関する申

し入れ（第 17 次） 

74 5月 10日 石川地方町村長会議 石川地方町村長会議における意見 

75 5月 11日 公明党福島県本部東日本大震災対策本部 
東日本大震災による原発対策及び復興・

復旧に関する要望 

76 5月 12日 伊達地域農業振興協議会 
原子力災害に伴う緊急「農産物モニタリ

ング」調査に関する要請 

77 5月 13日 石川町 原子力災害に関する緊急要請 

78 5月 13日 
日本共産党福島県東日本大震災原発事故対

策本部 

東日本大地震・原発事故に関する申し入

れ（第 18 次） 

79 5月 13日 
社団法人東北経済連合会 

財団法人東北活性化研究センター 
大震災復興に向けた提言 

80 5月 16日 南相馬市 

農用地の恒常的な湛水解消のため、国が

保有する排水ポンプ、発電機等の配備によ

る仮工事実施に関する緊急要望 

81 5月 16日 相馬原釜魚市場買受人事業協同組合 
東日本大震災からの復興を目指す中小業

者の緊急要請 

82 5月 19日 
南相馬市、ＪＡそうま 

地方卸売市場 

各種会議等における要望事項等 

（相双農林事務所より） 

83 5月 20日 福島県農業機械商業協同組合 
東日本大震災及び原子力発電所事故の被

災に係る緊急要望 

84 5月 23日 福島県商工会議所連合会 東日本大震災に関する要望 

85 5月 23日 衆議院議員 石原洋三郎 
伊達市石田宝司沢地区 ２０ミリシーベ

ルト問題について 

86 5月 25日 新地町 農地に流入している汚泥の処理について 

87 5月 26日 
日本共産党福島県東日本大震災原発事故対

策本部 

東日本大震災・原発事故に関する申し入

れ（第 20 次） 

88 5月 27日 広野町 水稲の作付に係る支援について 

89 5月 27日 会津総合開発協議会 
「東日本大震災」並びに「原子力災害」

に係る重点要望 

90 5月 28日 福島県青果市場連合会 要望書《損害賠償に関する要望》 

91 6月 7日 双葉地方町村議会議長会 東日本大震災に関する要望 

92 6月 7日 

 

福島県農業協同組合中央会 

福島県厚生農業協同組合連合会 

全国農業協同組合連合会福島県本部 

全国共済農業協同組合連合会福島県本部 

福島県ＪＡバンク運営協議会 

 

東日本大震災・原発事故にかかる農業復

旧・復興に関する要請 

93 6月 7日 

伊達みらい農業協同組合 

みちのく安達農業協同組合 

新ふくしま農業協同組合 

原子力損害に係る緊急要望 

94 6月 8日 福島県農業共済組合連合会 

東日本大震災及び原子力事故による被災

農家及び農業共済団体等への支援に関する

要請 



第６章 その他  
 

175 

№ 要望月日 要望団体等 要望等項目 

平成 23 年 

95 6月 9日 喜多方ケナフの会 
 原発事故被災地へのケナフ植栽実験への

協力について 

96 6月 10日 相馬地方町村議会議員会  東日本大震災に関する要望 

97 6月 13日 南相馬市 
 東日本大地震の津波による河川・海岸応急

対策の早期着工に関する緊急要望 

98 6月 13日 
楢葉町議会東日本大震災並びに原子力災害

に関する特別委員会 

 東日本大震災並びに原子力災害に関する

要望 

99 6月 13日 
日本共産党福島県東日本大震災原発事故対

策本部 

 東日本大震災・原発事故に関する申し入れ

（第 21 次） 

100 6月 14日 福島県農産物検査機関協議会 

 JA を介さずに出荷する生産者の農産物被

害及び商系業者の被害に対する原発事故損

害賠償請求を支援する窓口の設置等につい

て 

101 6月 16日 日本商工会議所 
 「東日本大震災」の復旧・復興に関する第

三次要望 

102 6月 17日 塙町議会 

 原発事故の早急な収束と放射性物質によ

る被害の完全補償及びエネルギー政策の転

換を求める意見書 

103 6月 18日 南相馬市 
 20 ㎞圏内の家畜処分のための予算確保に

ついて 

104 6月 20日 会津若松市議会 
 東日本大震災による東京電力福島第一原

子力発電所事故への福島県の対応について 

105 6月 21日 国営農業水利事業福島県協議会 
 東日本大震災及び原子力発電所事故に関

する要請 

106 6月 23日 二本松市議会 
 福島第一原子力発電所事故による災害廃

棄物の処理に関する意見書 

107 6月 24日 矢吹町 福島県産ブランドの育成・支援について 

108 6月 27日 郡山市議会 
 原発事故による放射能汚染から子どもと市

民の命と健康を守ることを求める意見書 

109 6月 28日 青年法律家協会弁護士学者合同部会 
 被災者の救援と生活再建を求め、真の復興

をめざして 

110 6月 29日 南相馬市議会 
 原発事故の速やかな収束と全面補償、賠償

を求める意見書 

111 6月 29日 （社）福島県牛乳協会  福島県学校給食用牛乳に関する要望 

112 6月 30日 衆議院議員 石原洋三郎 
 霊山町小国地区、月舘町相葭地区からの要

望 

113 7月 4日 相馬市  農業の復興に関する要望 

114 7月 5日 湯川村議会 
 ｢東日本大震災」並びに「原子力災害」に

係る要望 

115 7月 5日 衆議院議員 小泉進次郞 
 福島県内訪問状況の報告 

（東京事務所が電話で受信） 

116 7月 5日 浪江町議会 
 原発事故の早急な収束と原発からの撤退

及びエネルギー政策の転換を求める意見書 

117 7月 6日 南相馬市  20 ㎞圏内における害虫等対策について 

118 7月 11日 鮫川村議会 
 原発事故の早急な収束と県内すべての原

発廃炉を求める意見書 

119 7月 12日 福島県農業会議  福島県農業の復旧・復興に向けての意見 

120 7月 14日 浪江町 
 警戒区域内における家畜の安楽死措置の

急務について 
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№ 要望月日 要望団体等 要望等項目 

平成 23 年 

121 7月 20日 

石川地方町村会 

石川郡畜産農業協同組合 

JA あぶくま農業協同組合 

 農畜産物のモニタリング調査の徹底と損害

賠償金全額の早期支払いについて 

122 7月 21日 
喜多方市、喜多方市議会 

会津いいで農業協同組合 
 肉用牛の全頭検査等に関する要望 

123 7月 22日 

教組共闘北海道･東北ブロック代表  

北海道高等学校教職員組合連合会 

福島県立高等学校教職員組合 

 大震災からの復旧・復興と高校生・青年の

修学・進路の保障を求める要請 

124 7月 22日 川内村  緊急時避難準備区域の見直しに伴う要望 

125 7月 22日 南相馬市議会議員有志 
 東日本大震災及び東京電力福島第一原子

力発電所事故に関する緊急要請 

126 7月 22日 浅川町農業委員会 
 原発被害畜産農家への全額補償と県内原

発の廃炉を求める建議 

127 7月 26日 南相馬市  肉牛の出荷制限に関する緊急要望 

128 7月 27日 福島県市議会議長会 
 東日本大震災及び福島第一原子力発電所

事故に関する要望 

129 7月 27日 喜多方市 

 米の検査体制の確立と速やかな検査の実

施、WCS 用稲の早急な検査の実施 

（喜多方農業普及所における口頭要請） 

130 7月 28日 鮫川村 

 高濃度の放射性セシウムが含まれた稲わら

及び牛糞堆肥並びに木の葉等の取扱いにつ

いて 

131 7月 28日 川俣町 
 肉牛の全頭検査と稲わらの処分方法につ

いて 

132 7月 29日 ばんげ有機倶楽部 
 福島原子力発電所事故に伴う放射性物質

の測定について 

133 8月 1日 南相馬市 
 警戒区域内の家畜（牛）への放射線被曝の

影響調査研究に関する緊急要望 

134 8月 2日 福島県食品産業協議会 
 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴

う要望 

135 8月 2日 

東日本大震災・原発事故被害の救援・復興

めざす福島県共同センター（放射能対策子

どもチーム） 

 子どもたちを放射能汚染から守るための要

望 

136 8月 5日 相馬地方市町村会  平成 24 年度国県要望 

137 8月 8日 全日本海員組合 
 東日本大震災における地域住民の保護に

万全の政策を求める陳情 

138 8月 9日 矢吹町  福島県復興計画への要望 

139 8月 22日 川俣町 
 県の農産物のサンプリング調査等の内容や

検査体制の広報について 

140 8月 22日 
楢葉町議会東日本大震災並びに原子力災害

に関する特別委員会 

 東日本大震災並びに原子力災害に関する

要望 

141 8月 23日 

東西しらかわ農業協同組合 

東白養畜農業協同組合 

福島県酪農協同組合 

 東京電力福島第一原発事故に伴う損害賠

償に関する要請 

142 8月 24日 
東京電力福島第一原発から放出された放射

能物質の除去を求めるいわきの会 

 農地等からの放射能物質の除去を求める

ことについて 

143 8月 25日 

日本共産党福島県委員会東日本大震災原発

事故対策本部 

日本共産党福島県議会議員団 

 東日本大震災・原発事故に関する申し入れ

（第 22 次） 

144 8月 26日 いわき市  東日本大震災からの復興に関する要望 
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№ 要望月日 要望団体等 要望等項目 

平成 23 年 

145 8月 30日 大玉村災害対策本部  大玉村原発災害危機突破緊急大会決議 

146 9月 1日 湯川村  米の安全性ＰＲについて 

147 9月 6日 Ｃｈｉｌｄｒｅｎ Ｆｉｒｓｔ  原子力災害に係る要望 

148 9月 8日 南相馬市 
 海岸堤防の早期復旧と防災堤築造に関す

る緊急要望 

149 9月 9日 
福島県指導農業士会 

福島県青年農業士会 

 東日本大震災及び東京電力福島第一原子

力発電所の事故に伴う今後の営農に関する

支援の要望 

150 9月 12日 福島県農業会議  ”ふくしま”農業の再生に向けた建議 

151 9月 15日 埼玉県弁護士会  食の安全と放射性物質に関する意見書 

152 9月 16日 白河市認定農業者協議会 
 原発事故を踏まえた農業者戸別所得補償

制度に関する要望 

153 9月 20日 福島県内水面漁業協同組合連合会 平成 24 年度県予算編成に対する要望 

154 9月 21日 福島県漁業協同組合連合会 
平成 24 年度福島県予算編成の水産振興に

係る要望 

155 9月 21日 福島県市長会 
 平成 24 年度県予算編成に対する要望 

「東日本大震災からの復旧・復興に向けて」 

156 9月 22日 

福島県農業協同組合中央会 

福島県厚生農業協同組合連合会 

全国農業協同組合連合会福島県本部 

全国共済農業協同組合連合会福島県本部 

農林中央金庫福島支店 

 福島県復興計画及び平成 24 年度福島県農

林予算編成に関する要請 

157 9月 22日 伏黒（伊）出荷組合青年部 
要望書《風評払拭のための PR 活動や農地の

除染等に関する要望》 

158 9月 28日 二本松市 
 米の放射性物質調査(予備調査)の結果に

基づく緊急要望 

159 9月 29日 二本松市議会 
 県による環境モニタリング調査の強化を求

める意見書 

160 9月 29日 福島県弁護士会 
 子どもたちの内部被ばくを可能な限り低減

する措置を求める会長声明 

161 10月 5日 
志田名・萩地区放射能汚染からの復興を考

える会 

 東京電力福島第一原子力発電所放射能漏

れによる土壌汚染に関する要望 

162 10月 11日 
福島県農業協同組合中央会 

全国農業協同組合連合会福島県本部 

干し柿（あんぽ柿等の乾燥果実）加工製

造に関する緊急要望 

163 10月 11日 伊達市、桑折町、国見町 
福島第一原発事故にかかる「あんぽ柿」

加工製造に関する緊急要請 

164 10月 25日 
西郷村議会 

西郷村議会放射能対策特別委員会 

東京電力福島第一原子力発電所事故に関

する要望 

165 10月 25日 岩瀬地方市町村長会議 
農用地及び農業用施設災害に係る災害査

定期間の延長を求める国への要望について 

166 10月 31日 両沼地方町村議会議長会 
 原子力災害対策並びに風評被害対策につ

いて 

167 11月 1日 伊達郡町村議会議長会 
 国・県に対する要望《ため池（半田沼）等

耐震性調査及び安全対策確立について》 

168 11月 4日 会津総合開発協議会 
 「東日本大震災」並びに「原子力災害」に

係る重点要望 

169 11月 17日 

福島県農業協同組合中央会 

全国農業協同組合連合会福島県本部 

新ふくしま農業協同組合 

 平成２３年産米の安全・安心確保に向けた

緊急要請 
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№ 要望月日 要望団体等 要望等項目 

平成 23 年 

170 11月 22日 鮫川村 
 高濃度の放射性セシウムが含まれた落葉の

除染について 

171 11月 25日 川内村  帰村に向けた緊急要望 

172 11月 29日 浪江町議会 
要望書《家畜被害の全体把握と防止対策

に関する要望》 

173 12月 1日 

本宮市、 

みちのく安達農業協同組合 

本宮市菌茸生産原発被害者の会 

 菌茸生産農家に対する東京電力福島第一

原子力発電所事故・放射能漏えい事故の早

急な対応について 

174 12月 5日 福島県土地改良事業団体連合会  平成２４年度 予算編成に対する要望 

175 12月 8日 衆議院議員 石原洋三郎   放射性セシウムが検出されたお米について 

176 12月 9日 二本松市 
 放射性物質の高濃度検出米の全量買い上

げに関する緊急要請 

177 12月 14日 浅川町議会 

 子ども達の健康を守り風評被害を払拭す

るため、福島県全域の放射能を徹底的に除

染することを求める意見書 

178 12月 15日 

福島県農業協同組合中央会 

福島県厚生農業協同組合連合会 

全国農業協同組合連合会福島県本部 

全国共済農業協同組合連合会福島県本部 

福島県ＪＡバンク運営協議会 

 福島県産米の安全安心確保に関する要請 

179 12月 19日 北海道弁護士会連合会 
 東日本大震災における復興計画実行に関

する要望 

180 12月 21日 大玉村議会  平成 23 年産米に関する緊急意見書 

181 12月 22日 二本松市議会  平成 23 年産米に関する緊急意見書 

182 12月 26日 東白川地方町村議会議長会 
 東京電力福島第一原子力発電所事故に関

する要望 

平成 24 年 

183 1月 11日 安達地方市町村議会議長会 
 平成 23年産米及び 24年産米の作付に関す

る緊急要望 

184 1月 13日 福島市観光農園協会 
山林や果樹園の除染、消費者への PR 等に

関する要望 

185 1月 13日 いわき市  復興交付金制度に関する緊急要望 

186 1月 17日 
二本松市長、本宮市長 

大玉村長 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故に

よる放射能漏洩対策について～新築マン

ションにおける高放射線量について～ 

187 1月 18日 

社団法人福島県建設産業団体連合会 

社団法人福島県建設業協会 

福島県コンクリート製品協同組合 

 地域に根ざした地元企業の積極的活用に

ついて 

188 1月 19日 福島県旅館ホテル生活衛生同業組合  風評被害並びに観光復興対策について 

189 1月 26日 

福島県農業協同組合中央会 

福島県厚生農業協同組合連合会 

全国農業協同組合連合会福島県本部 

全国共済農業協同組合連合会福島県本部 

福島県ＪＡバンク運営協議会 

ふくしま米の信頼回復に向けた安全・安

心対策に関する要請 

190 1月 26日 
福島県農業協同組合中央会 

全国農業協同組合連合会福島県本部 

老廃肉用牛・綿羊の円滑な出荷と堆肥の

処理に関する要請 

191 1月 26日 大野地区区長協議会 
 要望書《食品の放射性物質測定機器の増設

や山林、農地の除染等に関する要望》 
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№ 要望月日 要望団体等 要望等項目 

平成 24 年 

192 1月 27日 須賀川市議会  藤沼湖決壊対策に関する要望 

193 2月 1日 二本松市安達地域渋川地区農事組合 
 原子力災害に伴う 24 年産米作付制限に関

する緊急要請 

194 2月 3日 田村市  田村市復興に関する要望 

195 2月 6日 須賀川市、江花川沿岸土地改良区 
 藤沼湖決壊に伴う、江花川沿岸土地改良区

への支援について 

196 2月 8日 福島県中小企業団体中央会 
 中小企業復興に係る福島県復興計画の着

実な実施等 

197 2月 9日 福島県商工会議所連合会 
 要望書《風評被害対策及び情報発信機能の

強化などの要望》 

198 2月 23日 川俣町議会  汚染米等の全量買い上げを求める意見書 

199 3月 5日 広野町  東日本大震災に関する要望 

200 3月 7日 福島市観光農園協会 
 東日本大震災及び原子力事故に関する要

望 

201 3月 12日 二本松市 
 災害対策関連要望《牛用の代替資料の確保

や廃用牛に関する施策等の要望》 

202 3月 16日 南相馬市  警戒区域の解除に関する緊急要望 

203 3月 18日 
福島県南相馬市復興市民総決起大会実行委

員会 

 南相馬市復興市民総決起大会決議による

要望 
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第３ その他 
１ 東日本大震災に関連して成立した法律等 

表 6-4 東日本大震災に関連して成立した法律（農林水産部関係） 

№ 法律等名称 備考 

1 
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事

業等に係る工事の国等による代行に関する法律 
平成 23 年 4 月 29 日 法律第 33 号 

2 
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関

する法律 
平成 23 年 5 月 2 日 法律第 40 号 

3 
東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るため

の特別措置に関する法律 
平成 23 年 5 月 2 日 法律第 42 号 

4 
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法

律 
平成 23 年 5 月 2 日 法律第 43 号 

5 東日本大震災復興基本法 平成 23 年 6 月 24 日 法律第 76 号 

6 津波対策の推進に関する法律 平成 23 年 6 月 24 日 法律第 77 号 

7 
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する

法律 
平成 23 年 8 月 5 日 法律第 91 号 

8 原子力損害賠償支援機構法 平成 23 年 8 月 10 日 法律第 94 号 

9 
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措

置法 
平成 23 年 8 月 18 日 法律第 99 号 

10 
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法 
平成 23 年 8 月 30 日 法律第 108 号 

11 

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に

伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による

環境の汚染への対処に関する特別措置法 

平成 23 年 8 月 30 日 法律第 110 号 

12 
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要

な財源の確保に関する特別措置法 
平成 23 年 12 月 2 日 法律第 117 号 

13 

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災

のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に

関する法律 

平成 23 年 12 月 2 日 法律第 118 号 

14 東日本大震災復興特別区域法 平成 23 年 12 月 14 日 法律第 122 号 

15 津波防災地域づくりに関する法律 平成 23 年 12 月 14 日 法律第 123 号 

16 復興庁設置法 平成 23 年 12 月 16 日 法律第 125 号 

17 福島復興再生特別措置法 平成 24 年 3 月 31 日 法律第 25 号 

 

 

 

 

 

 



第６章 その他  
 

181 

表 6-5 東日本大震災に関連して成立した政令（農林水産部関係） 

№ 法律等名称 備考 

1 
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき

措置の指定に関する政令 
平成 23 年 3 月 13 日 政令第 18 号 

2 原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令 平成 23 年 4 月 11 日 政令第 99 号 

3 

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被

害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適

用に関する政令 

平成 23 年 4 月 15 日 政令第 101 号 

4 
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事

業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 
平成 23 年 4 月 29 日 政令第 114 号 

5 
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関

する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令 
平成 23 年 5 月 2 日 政令第 127 号 

6 
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関

する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 
平成 23 年 5 月 2 日 政令第 132 号 

7 
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に

関する政令 
平成 23 年 5 月 2 日 政令第 136 号 

8 原子力損害賠償支援機構法施行令 平成 23 年 8 月 10 日 政令第 257 号 

9 
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する

法律施行令 
平成 23 年 9 月 16 日 政令第 294 号 

10 

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に

伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による

環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令 

平成 23 年 12 月 14 日 政令第 394 号 

11 東日本大震災復興特別区域法施行令 平成 23 年 12 月 22 日 政令第 409 号 

12 津波防災地域づくりに関する法律施行令 平成 23 年 12 月 26 日 政令第 426 号 

13 
復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政

令 
平成 24 年 2 月 1 日 政令第 25 号 

14 福島復興再生特別措置法施行令 平成 24 年 3 月 31 日 政令第 115 号 

 



第６章 その他 
 

182 

２ 国等の関係機関から県に対する通知・通達 

表 6-6 原子力災害関係（出荷制限の指示及び解除に関する通知は除く） 

№ 日付 件   名 通知元 

平成 23 年 

1 3月 17日 放射能汚染された食品の取り扱いについて 厚生労働省医薬食品局食品安全部長 

2 3月 20日 
原子力事故を踏まえた家畜の飼養管理につい

て 

東北農政局消費・安全部長 

東北農政局生産経営流通部長 

3 3月 23日 
放射性ヨウ素等の検出に伴う出荷制限等につ

いて 
農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課長 

4 3月 25日 
放射性物質が検出された野菜等の廃棄の方法

について 
農林水産省生産局長 

5 4月 4日 
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・

解除の考え方」 
原子力災害対策本部(公表) 

6 4月 8日 
野菜の出荷制限地域におけるほ場に放置して

いる野菜の取扱について 
農林水産省大臣官房参事官(園芸担当) 

7 4月 8日 稲の作付に関する考え方 原子力災害対策本部 

8 4月 14日 
原子力事故を踏まえた粗飼料中の放射性物質

の暫定許容値の設定等について 

農林水産省消費・安全局農畜産安全管理

課長 

9 4月 18日 
計画的避難区域等からの家畜の移動等につい

て 

農林水産省生産局畜産部畜産振興課長、 

食肉鶏卵課長 

10 4月 22日 稲の作付制限に係る指示 原子力災害対策本部長 

11 4月 22日 
原子力発電所事故を踏まえた飼料生産・利用

等について 
東北農政局生産経営流通部長 

12 4月 28日 
警戒区域からの相馬野馬追用の馬の移動につ

いて 
農林水産省畜産部畜産振興課長 

13 4月 28日 
計画的避難区域等からの家畜の移動等につい

て 

農林水産省生産局畜産部 

畜産振興課長、食肉鶏卵課長 

牛乳乳製品課長 

14 4月 28日 
計画的避難区域等から移動する家畜の受け入

れ確認等について 

農林水産省生産局畜産部 

畜産振興課長、食肉鶏卵課長 

牛乳乳製品課長 

15 5月 7日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁業

関係者が就労における放射線防護の観点から

の安全性評価について 

水産庁 

16 5月 12日 
原子力災害対策特別措置法第２０条第３項に

基づく指示（安楽死） 
原子力災害対策本部長 

17 5月 12日 
福島県内の下水処理副次産物の当面の取扱い

に関する考え方について 
国土交通省都市・地域整備局長 

18 5月 13日 
福島県内の農業集落排水処理副次産物の当面

の取扱いについて 
農林水産省農村振興局長 

19 5月 19日 野菜等に含まれる放射性物質の調査計画 農林水産省生産局生産流通振興課 

20 5月 19日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁業

関係者の就労にかかる放射線モニタリング試

算の結果について 

水産庁 

21 5月 20日 警戒区域からの家畜の移動について 農林水産大臣 

22 5月 27日 
農地土壌中の放射性セシウムの野菜類と果実

類への移行について 
農林水産省 

23 5月 27日 

福島県内の農業集落排水処理副次産物の取扱

い業務を労働者に実施させる場合の取扱い等

について 

農林水産省農村振興局長 
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№ 日付 件   名 通知元 

平成 23 年 

24 5月 30日 
福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域内

の家畜の取り扱いについて 
農林水産省生産局畜産部長 

25 6月 6日 
内水面で採捕される魚介類の出荷制限時の対

応について 

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安

全課 

26 6月 7日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁業

関係者の就労にかかる放射線モニタリング試

算の結果について 

水産庁 

27 6月 7日 野菜の出荷制限指示の徹底について 農林水産省大臣官房参事官（園芸担当） 

28 6月 16日 

調査結果が暫定許容値を上回る地域において

刈取り・保管している牧草等の取扱いについ

て 

東北農政局生産経営流通部長 

29 6月 16日 
技術指導等通知に関する質疑応答の作成につ

いて 
東北農政局生産経営流通部長 

30 6月 16日 
放射性物質が検出された上下水処理等副次産

物の当面の取り扱いに関する考え方について 
農林水産省農村振興局長 

31 6月 20日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁業

関係者の就労にかかる放射線モニタリング試

算の結果について 

水産庁 

32 6月 24日 
汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱

いについて 
農林水産省消費・安全局長 

33 6月 24日 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所にお

ける事故に伴う警戒区域等の設定等に係る中

山間地域等直接支払交付金の取扱いについて 

農林水産省農村振興局長 

34 6月 27日 
検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・

解除の考え方（一部改正） 
原子力災害対策本部(公表) 

35 6月 27日 農畜水産物等の放射性物質検査について 厚生労働省医薬食品局医薬食品安全部長 

36 7月 5日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁業

関係者の就労にかかる放射線モニタリング試

算の結果について 

水産庁 

37 7月 6日 
警戒区域内における死亡家畜の一時埋却につ

いて 
農林水産省生産局畜産部畜産企画課長 

38 7月 8日 
お茶に含まれる放射性セシウム濃度の低減に

向けた対応について 
東北農政局長 

39 7月 11日 
原子力発電所事故を踏まえた家畜の飼養管理

について（再確認） 
東北農政局生産経営流通部長 

40 7月 14日 

原子力発電所事故を踏まえた家畜の飼養管理

に係る指導の再周知 について（再周知状況

の報告依頼） 

東北農政局生産経営流通部長 

41 7月 15日 
原子力発電所事故を踏まえた稲わら等の利用

に関する指導等について（依頼） 
東北農政局生産経営流通部長 

42 7月 17日 
原子力発電所事故を踏まえた稲わら等の販売

状況確認及び指導について 
東北農政局消費・安全部長 

43 7月 20日 
放射性セシウムに汚染された稲ワラを給与さ

れた牛等の取扱いについて 
厚生労働省医薬食品局食品安全部長 

44 7月 21日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁業

関係者の就労にかかる放射線モニタリング試

算の結果について 

水産庁 

45 7月 21日 
高濃度の放射性セシウムが含まれる稲わらの

管理について 
東北農政局生産経営流通部長 

46 7月 22日 
原子力発電所事故を踏まえた稲わら及び麦わ

ら等粗飼料の取扱いについて 
東北農政局消費・安全部長 
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47 7月 29日 
高濃度の放射性セシウムが含まれる稲わらの

取扱いについて 
東北農政局生産経営流通部長 

48 8月 1日 
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・

培土及び飼料の暫定許容値の設定について 

農林水産省消費・安全局長、生産局長 

林野庁長官、水産庁長官 

49 8月 1日 
原子力発電所事故を踏まえた飼料中の放射性

物質の暫定許容値の設定について 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理

課長 

50 8月 2日 
配合飼料中の放射性セシウムの暫定許容値の

設定及び確認について 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理

課長 

51 8月 3日 飼料中の放射性セシウムの検査方法について 
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理

課長 

52 8月 4日 農畜水産物等の放射性物質検査について 厚生労働省医薬食品局食品安全部長 

53 8月 4日 
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・

解除の考え方」一部改正 
原子力災害対策本部長(公表) 

54 8月 5日 
肥料中の放射性セシウム測定のための検査計

画及び検査方法」の制定について 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課

長 

55 8月 8日 

「配合飼料中の放射性セシウムの暫定許容値

の設定及び確認について」の一部改正につい

て 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理

課長 

56 8月 10日 米の放射性物質検査について（通知） 東北農政局長 

57 8月 11日 
不適切稲わら使用農家で使用されていた家畜

の取扱いについて 

農林水産省畜産部畜産振興課長、 

食肉鶏卵課長 

58 8月 19日 

原子力発電所事故後に作付けされた夏作飼料

作物の流通・利用の自粛及びその解除等につ

いて 

東北農政局生産経営流通部長 

59 8月 19日 
暫定許容値を上回る放射性セシウムを含まれ

る稲わらの管理について 
東北農政局生産経営流通部長 

60 8月 23日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁業

関係者の就労にかかる放射線モニタリング試

算の結果について 

水産庁 

61 8月 24日 
原子力発電所事故を踏まえた家畜用の敷料の

取り扱いについて 
東北農政局生産経営流通部長 

62 8月 26日 
高濃度の放射性セシウムを含む稲わら等の隔

離一時保管について 
東北農政局生産経営流通部長 

63 8月 26日 
米の放射性物質調査における種子用として生

産された米の取扱いについて（通知） 
東北農政局生産経営流通部長 

64 8月 31日 
原子力発電所事故後に収集された麦わらの取

扱いについて 
東北農政局生産経営流通部長 

65 9月 2日 

試験研究の用に供するため作付制限区域米穀

の譲渡しを受ける者の指定事務取扱要領の制

定について 

農林水産省生産局長 

66 9月 7日 
飼料中の放射性セシウムのモニタリングにつ

いて 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理

課長 

67 9月 9日 
種子用として生産された米及び麦類における

放射性物質の取扱いについて（通知） 
東北農政局生産部長 

68 9月 16日 
平成 23 年産米から生じる米ぬかの取扱いにつ

いて 

東北農政局消費・安全部長、生産部長、

経営・事業支援部長 

69 9月 28日 

福島県の計画的避難区域及び緊急時避難準備

区域（区域設定前を含む）で飼養されていた

牛の取扱いについて 

農林水産省畜産振興課長 

食肉鶏卵課長 

70 9月 30日 
平成 23 年産稲から生じるもみがら及び稲わら

の取扱いについて 
東北農政局消費・安全部長、生産部長 
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71 9月 30日 
東京電力福島第一原子力発電所から 20km 以遠

の海域における漁業就労等の安全性について 
水産庁企画課漁業労働班 

72 10月 4日 
食品中の放射性セシウムスクリーニング法に

ついて 

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安

全課 

73 10月 6日 
きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の

設定について 

農林水産省生産局農産部園芸作物課長 

林野庁林政部林政課長 

74 10月 7日 
土壌改良資材として利用される木炭・木酢液

中の放射性セシウム測定の扱いについて 

農林水産省生産局農産部農業環境対策課

長 

75 10月 7日 
平成 23 年産米穀の飼料利用に係る安全確保に

ついて 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理

課長 

76 10月 25日 
東京電力福島第一原子力発電所から 20km 以遠

の海域における漁業就労等の安全性について 
水産庁漁政部企画課漁業労働班 

77 11月 1日 
放射性物質を含む腐葉土・剪定枝堆肥の指導

マニュアルについて 

農林水産相消費・安全局農産安全管理課

長 

78 11月 10日 
食品中の放射性セシウムスクリーニング法の

一部改正について 

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安

全課 

79 11月 24日 
東京電力福島第一原子力発電所から 20km 以遠

の海域における漁業就労等の安全性について 
水産庁漁政部企画課漁業労働班 

80 12月 19日 
平成 23 年産米に由来する米ぬか等の取扱いに

ついて 

農林水産省生産局農産部穀物課長、 

生産局畜産部畜産振興課長、 

消費・安全局畜水産安全管理課長、 

食料産業局食品小売サービス課長、 

林野庁林政部経営課長、 

水産庁増殖推進部栽培養殖課長 

81 12月 22日 
食品中の放射性物質の規格基準の設定につい

て 
厚生労働省医薬食品局食品安全部 

82 12月 26日 
警戒区域～南相馬市営馬事公苑に移動させた

馬の取扱いについて 
農林水産省生産局畜産部畜産振興課長 

83 12月 27日 24 年産稲の作付に関する考え方 農林水産省 

84 12月 27日 100Bq/kg を超える米の特別隔離対策について 農林水産省 

85 12月 27日 
東京電力福島第一原子力発電所から 20km 以遠

の海域における漁業就労等の安全性について 
水産庁漁政部企画課漁業労働班 

平成 24 年 

86 1月 27日 
平成 23 年産稲わらから生じるもみがらのくん

炭の取扱いについて 
東北農政局生産部長 

87 2月 3日 
放射性セシウムを含む飼料の暫定許容値の見

直しについて 

農林水産省消費・安全局長、生産局長 

水産庁長官 

88 2月 3日 
平成 23 年産から生じる稲わらの取扱いに関す

る周知徹底について 
東北農政局生産部長 

89 2月 3日 
飼料の暫定許容値見直しを踏まえた今後の対

応について 
東北農政局生産部長、消費・安全部長 

90 2月 3日 
「平成 23 年産米に由来する米ぬか等の取扱い

について」の一部改正について 

農林水産省生産局農産部穀物課長、 

生産局畜産部畜産振興課長、 

消費・安全局畜水産安全管理課長、 

食料産業局食品小売サービス課長、 

林野庁林政部経営課長、 

水産庁増殖推進部栽培養殖課長 

91 2月 17日 
牛用飼料の暫定許容値見直しを踏まえた家畜

用の敷料の取扱いについて 
東北農政局生産部長 
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平成 24 年 

92 2月 27日 
東京電力福島第一原子力発電所から 20km 以遠

の海域における漁業就労等の安全性について 
水産庁漁政部企画課漁業労働班 

93 2月 28日 24 年産稲の作付に関する方針 農林水産省 

94 3月 2日 

平成 24 年に収穫される単年生飼料作物(24 年

産夏作飼料作物等)の流通・利用の自粛及びそ

の解除等について 

東北農政局生産部長 

95 3月 9日 24 年産稲の作付制限区域の設定等について 農林水産省生産局長 

96 3月 12日 
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・

解除の考え方」一部改正 
原子力災害対策本部 

97 3月 23日 
飼料中の放射性セシウムの暫定許容値の見直

しについて 

農林水産省消費・安全局長、生産局長、

水産庁長官 

98 3月 26日 
東京電力福島第一原子力発電所から 20km 以遠

の海域における漁業就労等の安全性について 
水産庁漁政部企画課漁業労働班 

99 3月 28日 
「平成 24 年産米に由来する米ぬか等の取扱い

について」の一部改正について 

農林水産省生産局農産部穀物課長、 

生産局畜産部畜産振興課長、 

消費・安全局畜水産安全管理課長、 

食料産業局食品小売サービス課長、 

林野庁林政部経営課長、 

水産庁増殖推進部栽培養殖課長 

100 3月 28日 
飼料の暫定許容値見直し等を踏まえた今後の

対応について 

東北農政局消費・安全部長 

生産部長 

101 3月 29日 
100Bq/kgを超える 23年産米の特別隔離対策に

ついて 
農林水産省 

102 3月 29日 

23年産米の特別隔離対策における 100Bq/kg超

から 500Bq/kg 以下の米が検出された地域の取

扱いについて 

農林水産省生産局農産部農産企画課長 

 
表 6-7 原子力災害関係以外の農林水産業に関する通知等 

№ 日付 件   名 通知元 

平成 23 年 

1 3月 12日 
2011 年東北地方太平洋沖地震により被災された

農家等に対する家畜防疫体制の確認等について 
農林水産省消費・安全動物衛生課長 

2 3月 14日 
「漁業経営セーフティネット構築事業の運用に

ついて」の一部改正について 
水産庁長官 

3 3月 15日 
東北地方太平洋沖地震に伴う鶏卵の円滑な供給

について 
農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課長 

4 3月 15日 
東北地方太平洋沖地震発生に伴う家畜の飼養管

理及び施設園芸の停電対応等について 
農林水産省生産局長 

5 3月 17日 
即時派遣可能な家畜防疫員のリストアップにつ

いて 
農林水産省消費・安全局動物衛生課長 

6 3月 28日 
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規

則の一部改正を踏まえた対応について 
水産庁漁政部水産経営課長 

7 3月 29日 
｢平成 23 年東北地方太平洋沖地震に伴う漁業収

入安定対策事業の特例について｣の制定について 
水産庁長官 

8 3月 31日 水産業協同組合の通常総会の開催時期について 水産庁漁政部水産経営課長 

9 4月 4日 

平成 23年度東北地方太平洋沖地震による被害業

業者の漁業経営改善計画に係る認定について(依

頼) 

水産庁漁政部水産経営課長 
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10 4月 19日 
東日本大震災等に伴う農地・水保全管理支払交

付金に係る取扱いについて 
農林水産事務次官 

11 4月 19日 
東日本大震災等に伴う農地・水保全管理支払交

付金に係る取扱いについて 
農林水産省農村振興局長 

12 4月 19日 

東日本大震災等に伴う中山間地域等直接支払交

付金及び中山間地域等直接支払推進交付金に係

る取扱いについて 

農林水産事務次官 

13 4月 19日 
東日本大震災等に伴う中山間地域等直接支払交

付金交付農用地の自然災害に係る取扱いについて 
農林水産省農村振興局長 

14 4月 22日 
東日本大震災等に伴う農業者戸別所得補償制度

の申請期限等の延長について 
農林水産省生産局長、経営局長 

15 4月 28日 
東日本大震災等に伴う営農活動支援交付金に係

る取扱いについて 
農林水産事務次官 

16 4月 28日 
東日本大震災等に伴う営農活動支援交付金に係

る取扱いについて 
農林水産省生産局長、農村振興局長 

17 5月 2日 

東北地方太平洋沖地震の津波により被災した農

地整備事業実施地区における農業経営高度化支

援事業の運用について 

農林水産省農村振興局長 

18 5月 18日 
東日本大震災等に伴う「米穀の需給調整実施要

領」に係る申請期限等の延長について 
農林水産省総合食料局長 

19 5月 27日 
東日本大震災に伴う水稲作付困難地域畑作促進

緊急措置について 
農林水産事務次官 

20 5月 27日 

東日本大震災等に伴う農業者戸別所得補償制度

の申請期限等の延長についての一部改正につい

て 

農林水産省生産局長、経営局長 

21 5月 30日 
農業・食品産業強化対策整備費補助金交付要綱

の制定について 
東北農政局長 

22 11月 21日 
加工原料等安定確保支援事業交付要綱の制定に

ついて 
農林水産事務次官 

23 11月 21日 
加工原料等安定確保支援事業実施要綱の制定に

ついて 
農林水産事務次官 

 

表 6-8 災害復旧関係通知 

№ 日付 件   名 通知元 

平成 23 年 

1 3月 23日 
平成 23 年東北地方太平洋沖地震における被害報

告等について 
林野庁森林整備部治山課 

2 3月 28日 
平成 23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかか

る査定設計書等の作成について 
水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長 

3 3月 29日 

平成 23 年東北地方太平洋沖地震により被災した

施設に係る災害復旧事業の査定設計書等の作成

について 

林野庁森林整備部治山課長 

4 4月 1日 
災害復旧事業計画概要書等の提出期限を延長す

る場合の事務の取扱いについて 
農林水産省農村振興局長 

5 4月 15日 
平成 23 年東日本大震災により被災した施設に係

る災害復旧事業の査定の簡素化について 
林野庁森林整備部治山課 

6 4月 18日 
水産業協同組合の報告の提出期限等係る特例措

置について 
水産庁漁政部水産経営課長 

7 5月 2日 
漁場復旧対策支援事業の交付要綱及び実施要綱

の策定について 
農林水産事務次官 
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平成 23 年 

8 5月 2日 漁場復旧対策支援事業の実施要領について 水産庁長官 

9 5月 2日 

東日本大震災に伴う養殖施設災害復旧事業費補

助金交付要綱及び養殖施設災害復旧事業実施要

領の制定について 

農林水産事務次官 

10 5月 2日 
共同利用漁船等復旧支援対策事業実施要綱の制

定について 
農林水産事務次官 

11 5月 2日 
共同利用小型漁船建造事業実施要綱の制定につ

いて 
農林水産事務次官 

12 5月 2日 
共同利用漁船等復旧支援対策事業等補助金交付

要綱の制定について 
農林水産事務次官 

13 5月 2日 
農林水産業共同利用施設災害復旧事業事務取扱

要綱の一部改正について 
農林水産事務次官 

14 5月 2日 
水産業共同利用施設復旧支援事業交付要綱の制

定について 
農林水産事務次官 

15 5月 2日 
水産業共同利用施設復旧支援事業実施要綱の制

定について 
農林水産事務次官 

16 5月 2日 
水産業共同利用施設復旧支援事業実施要綱の運

用について 
水産庁長官 

17 5月 2日 
東日本大震災に対処するための農用地の除塩に

係る特定災害復旧事業実施要綱の制定について 
農林水産事務次官 

18 5月 2日 
東日本大震災に対処するための災害復旧関連事

業実施要綱の制定について 
農林水産事務次官 

19 5月 30日 
卸売市場施設災害復旧事業実施要綱の制定につ

いて 
東北農政局長 

20 5月 30日 
水産業共同利用施設復旧支援事業実施要綱の運

用についての一部改正について 
水産庁長官 

21 6月 16日 
共同利用漁船等復旧支援対策事業実施要綱の一

部改正について 
農林水産事務次官 

22 6月 16日 
共同利用漁船等復旧支援対策事業等補助金交付

要綱の一部改正について 
農林水産事務次官 

23 7月 8日 
水産業共同利用施設復旧支援事業概算払請求書

の様式の制定について 
水産庁長官 

24 7月 25日 
水産業共同利用施設復旧支援事業交付要綱の一

部改正について 
農林水産事務次官 

25 7月 25日 
水産業共同利用施設復旧支援事業実施要綱の一

部改訂について 
農林水産事務次官 

26 7月 25日 
水産業共同利用施設復旧支援事業実施要綱の運

用についての一部改正について 
水産庁長官 

27 8月 12日 
東日本大震災に伴う養殖施設災害復旧事業調査

要領について 
水産庁長官 

28 8月 12日 
東日本大震災に伴う養殖施設災害復旧事業実施

要領の一部改正について 
農林水産事務次官 

29 8月 17日 
共同利用漁船等復旧支援対策事業等概算払請求

書の様式の制定について 
水産庁長官 

30 10月 5日 
農林水産業共同利用施設災害復旧事業事務取扱

要綱の一部改正について 
農林水産事務次官 

31 11月 1日 
水産業共同利用施設復旧支援事業概算払請求書

の様式の一部改正について 
水産庁長官 

32 11月 21日 
漁場復旧対策支援事業の交付要綱の一部改正に

ついて 
農林水産事務次官 

33 11月 21日 
漁場復旧対策支援事業の実施要綱の一部改正に

ついて 
農林水産事務次官 
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№ 日付 件   名 通知元 

平成 23 年 

34 11月 21日 
漁場復旧対策支援事業の実施要領の一部改正に

ついて 
水産庁長官 

35 11月 21日 
「被災海域における種苗放流支援事業補助金交

付要綱」の制定について 
農林水産事務次官 

36 11月 21日 
「被災海域における種苗放流支援事業実施要綱」

の制定について 
農林水産事務次官 

37 11月 21日 
「被災海域における種苗放流支援事業実施要領」

の制定について 
水産庁長官 

38 11月 21日 
漁業・養殖業復興支援事業実施要綱の制定につ

いて 
水産庁長官 

39 11月 21日 漁業復興支援運営事業実施要領の制定について 水産庁長官 

40 11月 21日 
がんばる漁業復興支援事業実施要領の制定につ

いて 
水産庁長官 

41 11月 21日 養殖復興支援運営事業実施要領の制定について 水産庁長官 

42 11月 21日 
水産業共同利用施設復旧支援事業交付要綱の一

部改正について 
農林水産事務次官 

43 11月 21日 
水産業共同利用施設復旧支援事業実施要綱の一

部改訂について 
農林水産事務次官 

44 11月 21日 
水産業共同利用施設復旧支援事業実施要綱の運

用についての一部改正について 
水産庁長官 

45 11月 21日 
水産業共同利用施設復旧整備事業交付要綱の制

定について 
農林水産事務次官 

46 11月 21日 
水産業共同利用施設復旧整備事業実施要綱の制

定について 
農林水産事務次官 

47 11月 21日 
水産業共同利用施設復旧整備事業実施要領の制

定について 
水産庁長官 

48 11月 21日 
水産業共同利用施設復旧整備事業の運用につい

て 
水産庁漁港漁場整備部長 

平成 24 年 

49 1月 31日 

平成 23 年発生災害に係る林地荒廃防止等施設災

害復旧事業査定委託費補助金交付要綱による対

象災害等の指定について 

林野庁長官 

50 2月 28日 
漁場復旧対策支援事業の実施要領の一部改正に

ついて 
水産庁長官 

51 3月 8日 
水産業共同利用施設復旧支援事業実施要綱の運

用についての一部改正について 
水産庁長官 

 
表 6-9 金融支援等に関する通知等 

№ 日付 件   名 通知元 

平成 23 年 

1 3月 11日 

平成 23 年 3 月に三陸沖等を震源とする地震及

びこれにより発生した津波による災害に対する

金融上の措置について 

水産庁漁政部水産経営課長 

2 3月 23日 

平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震によ

る被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融

通、既貸付金の償還猶予等について(依頼) 

東北農政局生産経営流通部長 

3 3月 23日 

原子力災害対策特別措置法に基づく指示によ

る農産物等の出荷制限により影響を受ける農業

者等に対する金融の円滑化について（依頼） 

農林水産省経営局長 
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№ 日付 件   名 通知元 

平成 23 年 

4 3月 30日 
漁業経営安定資金（償還円滑化資金）の融通措

置実施要領の一部改正について 
農林水産事務次官 

5 4月 1日 
東京電力福島第一原子力発電所における事故

に係る対応について 

農林水産省生産局農産部農業環境対策

課長 

6 4月 8日 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所にお

いて発生した事故により影響を受ける漁業者等

に対する金融の円滑化について（依頼） 

水産庁長官 

7 4月 15日 
平成 23 年東北地方太平洋沖地震についての被

害農林漁業者等に対する金融措置について 
農林水産事務次官 

8 5月 2日 

「天災による被害農業者等に対する資金の融通

に関する暫定措置法に基づく金融措置につい

て」及び天災による被害農業者等に対する経営

資金利子補給等補助金交付要綱」の一部改正に

ついて 

農林水産事務次官 

9 5月 2日 

「平成 23 年東北地方太平洋沖地震についての

被害農林漁業者等に対する金融措置について」

の一部改正について 

農林水産事務次官 

10 5月 2日 
平成 23 年度農業経営基盤強化資金利子助成金

等交付事業実施要綱等の一部改正について 
農林水産事務次官 

11 5月 2日 

「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に

関する特別措置法の運用について」の一部改正

について 

農林水産省経営局長 

12 5月 2日 
「漁業緊急保証対策の実施について」の一部改

正について 
水産庁長官 

13 5月 2日 
「災害復旧関係資金の融資の円滑化について」

の制定について 
水産庁長官 

14 5月 2日 
漁協経営再建緊急支援事業費補助金交付要綱

の制定について 
農林水産事務次官 

15 5月 2日 
漁協経営再建緊急支援事業実施要綱の制定に

ついて 
農林水産事務次官 

16 5月 2日 
「漁協経営再建緊急支援事業の運用について」

の制定について 
水産庁長官 

17 5月 2日 
漁業関係資金無利子化事業費補助金交付要綱

の制定について 
農林水産事務次官 

18 5月 2日 
漁業関係資金無利子化事業実施要綱の制定に

ついて 
農林水産事務次官 

19 5月 2日 
漁業近代化資金の円滑な融通のためのガイドラ

イン等の一部改正について 
水産庁長官 

20 5月 2日 
「沿岸漁業改善資金助成法の施行について」の

一部改正について 
農林水産事務次官 

21 5月 2日 
「沿岸漁業改善資金制度の運営について」の一

部改正について 
水産庁長官 

22 5月 10日 農林漁業等に対する金融の円滑化について 農林水産省経営局長 

23 5月 21日 
漁業者等緊急保証対策事業に係る留意事項に

ついて 
水産庁漁政部水産経営課長 

24 5月 24日 

東北地方太平洋沖地震により海水等が侵入し

た耕地の農業共済の引受けにおける取扱い等に

ついて 

農林水産省経営局長 

25 6月 8日 

東日本大震災に対処するための水産業協同組合

の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資

産の特例に係る留意事項について 

水産庁漁政部水産経営課長 
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№ 日付 件   名 通知元 

平成 23 年 

26 7月 19日 

牛肉から食品衛生法の暫定規制値を超える放射

性セシウムが検出されたことにより影響を受け

る畜産農家等への資金の円滑な融通及び既貸付

金の償還猶予等について 

農林水産省総合食料局長 

農林水産省生産局長 

農林水産省経営局長 

27 7月 20日 

牛肉から食品衛生法の暫定規制値を超える放射

性セシウムが検出されたことに伴い出荷制限の

等の指示により影響を受ける畜産農家等へのつ

なぎ資金の円滑な融通について 

農林水産省生産局長 

農林水産省経営局長 

28 7月 26日 

放射性セシウムを含む稲わらを牛に給餌してい

たことに伴う出荷制限等に対する家畜共済の取

扱いについて 

農林水産省経営局保険課長 

農林水産省経営局保険監理官 

29 8月 10日 

牛肉から食品衛生法の暫定規制値を超える放射

性セシウムが検出されていることにより影響を

受ける畜産農家等への資金の円滑な融通及び既

貸付金の償還猶予等について 

農林水産省総合食料局長 

農林水産省生産局長 

農林水産省経営局長 

30 11月21日 
平成 23 年度農業経営基盤強化資金利子助成金

等交付事業実施要綱等の一部改正について 
農林水産事務次官 

31 11月21日 
農業経営基盤強化資金の資本制融資制度の制

定について 
農林水産事務次官 

32 11月21日 
農業改良資金制度運用基本要綱の一部改正に

ついて 
農林水産事務次官 

33 11月21日 
農業近代化資金の円滑な融通のためのガイドラ

イン等の一部改正について 
農林水産省経営局長 

34 11月21日 
｢災害復旧関係資金の融通の円滑化について」

の一部改正について 
水産庁長官 

35 11月21日 
漁業関係資金無利子化事業費補助金交付要綱

の一部改正について 
農林水産事務次官 

36 11月21日 
漁業関係資金無利子化事業実施要綱の一部改

正について 
農林水産事務次官 

37 11月21日 
被災土地改良区復興支援事業実施要綱の制定

について 
農林水産事務次官 

38 11月21日 
被災土地改良区復興支援事業実施要領の制定

について 
農林水産省農村振興局長 

39 11月24日 
漁業経営安定資金（償還円滑化資金）の融通措

置実施要領の一部改正について 
農林水産事務次官 

40 11月24日 
漁業経営安定資金（償還円滑化資金）の融通事

務処理要領の一部改正について 
水産庁長官 

41 12月22日 
原子力災害に伴う風評被害等により影響を受け

てる米生産者に対する金融の円滑化について 

農林水産省生産局長 

農林水産省経営局長 

平成 24 年 

42 
平成 24年 

2月 22日 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所等の

事故による農業共済掛金の一部返還について 
農林水産経営局長 

43 3月14日 
被災土地改良区復興支援事業実施要領の一部

改正について 
農林水産省農村振興局長 

44 3月 31日 
東北地方太平洋沖地震等の被害に伴う農業共

済の対応について 

農林水産省経営局保険課長 

農林水産省経営局保険監理官 
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３ 県から関係機関に対する通知等 

表 6-10 原子力災害関係の通知 

№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

1 3月 14日 
原子力災害避難地区内の農林水産物につい

て 

各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

2 3月 17日 
農林水産物に係る緊急時モニタリング検査

の実施について 

各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

3 3月 18日 放射能汚染された食品の取り扱いについて 
各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

4 3月 20日 
原乳及び露地野菜の出荷自粛等について

（通知） 

各市町村長、各関係団体の長、 

各農林事務所長 

5 3月 22日 
原子力事故を踏まえた家畜の飼養管理につ

いて 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

6 3月 25日 農家の皆さまへ 
各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

7 3月 26日 
放射性物質が検出された野菜等の廃棄の方

法について 

関係各課・室長、各農林事務所長、 

各家畜保健衛生所長、各関係機関の長 

8 3月 30日 今後の農作業の進め方について 
各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

9 4月 06日 農家の皆さまへ 
各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

10 4月 06日 
第 1 回福島県内各市町村の土壌における放

射性物質の測定結果（水田・転換畑） 

各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

11 4月 08日 
国の協力を得て行った農用地土壌中の放射

性物質調査結果について 

各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

12 4月 08日 稲の作付に関する考え方 
各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

13   4月 08日 原乳の出荷制限解除について 
関係市町村長、関係団体の長、 

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

14 4月 09日 
野菜の出荷制限地域におけるほ場に放置し

ている野菜の取扱について 

関係各課・室長、各農林事務所長、 

各家畜保健衛生所長、各関係機関の長 

15 4月 12日 農家の皆さまへ 
各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

16 4月 12日 
第 2 回福島県内各市町村の農用地土壌にお

ける放射性物質の測定結果 

各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

17 4月 15日 
計画的避難区域等からの家畜の移動等につ

いて 

農林水産省生産局畜産部畜産振興課長 

食肉鶏卵課長 

18 4月 16日 
出荷制限等の品目・区域（野菜）の設定解

除の進め方について（通知） 

関係各課長、農林事務所長 

関係機関の長 

19 4月 18日 

原子力発電所事故を踏まえた粗飼料中の放

射性物質の暫定許容値の設定について（通

知） 

関係市町村長、関係団体の長、 

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

20 4月 21日 
東京電力株式会社福島第一原子力発電所

事故に伴う原乳の出荷制限解除について 
乳業メーカー代表者 

21 4月 22日 
第 3 回畑地等の農用地土壌における放射性

物質の測定結果 

各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

22 4月 22日 農家の皆さまへ 
各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

23 4月 22日 
計画的避難区域等からの家畜の移動等につ

いて 

関係機関・団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

24 4月 22日 
原子力発電所事故を踏まえた飼料生産・利

用等について（通知） 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 
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25 4月 22日 
原子力発電所事故を踏まえた家畜の飼養管

理の指導に徹底について 
農林事務所長、家畜保健衛生所長 

26 4月 22日 
計画的避難区域等からの家畜の移動等につ

いて 

関係市町村長、関係団体の長、 

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

27 4月 22日 
福島第一原子力発電所事故に伴う稲の作付

制限について（通知） 

関係各課・室長、各出先機関の長、 

各市町村長、各集荷業者の長、 

各関係団体の長、 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会長 

28 4月 23日 稲の作付制限に係るＱ＆Ａ 
各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

29 4月 26日 警戒区域における家畜への対応について 家畜保健衛生所長 

30 4月 29日 
計画的避難区域等からの家畜の移動等につ

いて 

各市町村長、関係機関・団体の長、 

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

31 4月 30日 
警戒区域からの相馬野馬追用馬の移動につ

いて 
南相馬市長、相双家畜保健衛生所長 

32 5月 2日 
「出荷制限等の品目・区域（野菜）の設定

解除の進め方」一部改正 
関係各課長、農林事務所長、関係機関の長 

33 5月 5日 
警戒区域からの相馬野馬追用馬の移動につ

いて 
浪江町長、相双家畜保健衛生所長 

34 5月 8日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁

業関係者の就労における放射線防護の観点

からの安全性評価について(通知） 

各漁協、関係市町長 

35 5月 10日 
第 4 回水田土壌中の放射性物質の調査結果

について 

各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

36 5月 10日 
福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域

の家畜等の取り扱いについて 
農林水産省生産局畜産部長 

37 5月 12日 
福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域

の家畜等の取り扱いについて 

関係市町村長、関係機関・団体の長、 

関係課長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長、農業総合センター所長 

38 5月 13日 

「福島県内の下水処理副次産物の当面の取

扱いに関する考え方」を踏まえた集排汚泥

処理の対応について（通知） 

各農林事務所長 

39 5月 16日 
園芸作物の緊急時モニタリング検査の実施

に係る取扱いについて 

関係各課長、農林事務所長 

関係機関の長 

40 5月 16日 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所

事故に係る警戒区域内の家畜の安楽死処置

について 

関係市町村長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長、農業総合センター所長 

41 5月 17日 
計画的避難区域等の家畜の移動に係る対応

について 

農林事務所長、家畜保健衛生所長、 

農業総合センター所長 

42 5月 19日 
福島県内の農業集落排水処理副次産物の当

面の取扱いについて 
各農林事務所長 

43 5月 20日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁

業関係者の就労に係る放射線モニタリング

試算の結果について(通知） 

各漁協、関係市町長 

44 5月 20日 
原子力損害賠償に関する家畜評価の算定方

式について 

各市町村長、関係団体の長、農業振興課長、

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

45 5月 26日 
福島第一原子力発電所事故後を踏まえた適

切な粗飼料利用に関する指導徹底について 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長 

家畜保健衛生所長 

46 5月 26日 出荷制限解除後の出荷管理について 
各市町村長、関係団体の長、農林事務所長 

家畜保健衛生所長 

47 5月 26日 警戒区域からの家畜の移動について 南相馬市長、相双家畜保健衛生所長 
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48 6月 3日 
野菜等に含まれる放射性物質の調査計画に

ついて（通知） 

関係各課長、農林事務所長 

農業総合センター所長、関係団体の長 

49 6月 6日 警戒区域の家畜の取扱いについて 
関係市町村長、農林事務所長、関係課長 

家畜保健衛生所長、農業総合センター所長 

50  6月 6日 

福島県の農業集落排水処理副次産物の取扱

い業務を労働者に実施させる場合の取扱い

について 

各農林事務所長 

51 6月 8日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁

業関係者の就労に係る放射線モニタリング

試算の結果について(通知） 

各漁協、関係市町長 

52 6月 11日 今後の営農支援について（通知） 各農林事務所長、農業総合センター所長 

53 6月 16日 

調査結果が暫定許容値を上回る地域におい

て刈り取り・保管している牧草の取扱いに

ついて 

関係市町村長、関係団体の長、 

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

54 6月 16日 
原子力発電所事故後に収集された稲わらに

ついて（通知） 

関係市町村長、関係団体の長、 

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

55 6月 17日 
原子力発電所事故被災地への国産粗飼料の

提供について 

関係市町村長、関係団体の長、 

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

56 6月 20日 
穀類における放射性物質調査の実施及び説

明会の開催について（通知） 
関係機関の長、関係課長、農林事務所長 

57 6月 20日 
原子力発電所事故被災地への国産粗飼料の

提供について（通知） 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

58 6月 21日 
技術指導通知に関する質疑応答について

（通知） 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

59 6月 21日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁

業関係者の就労に係る放射線モニタリング

試算の結果について(通知） 

各漁協、関係市町長 

60 6月 23日 

放射性物質が検出された上下水処理等副次

産物の当面の取扱いに関する考え方につい

て 

各農林事務所長 

61 6月 29日 
第 5 回福島県内の畑地等における農用地土

壌の放射性物質測定結果 

各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

62 6月 30日 
穀類における放射性物質調査について（通

知） 
関係機関の長、関係課長、農林事務所長 

63 7月 4日 農畜水産物等の放射性物質検査について 
各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

64 7月 6日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁

業関係者の就労に係る放射線モニタリング

試算の結果について(通知） 

各漁協、関係市町長 

65 7月 8日 
福島第一原子力発電所事故に伴う牛の出荷

自粛等について 

関係市町村長、関係団体の長、 

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

66 7月 10日 

原子力発電所事故に伴う計画的避難区域及

び緊急時避難準備区域を除く区域の牛の飼

養管理に関する緊急立入指導について（通

知） 

関係市町村長、関係団体の長、 

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

67 7月 11日 
原子力発電所事故を踏まえた飼料の適正使

用の徹底について（通知） 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

68 7月 12日 
警戒区域における死亡家畜の一時埋却につ

いて 
関係家畜保健衛生所長 

69 7月 14日 
福島第一原子力発電所事故に伴う牛の出荷

自粛等について 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長、関係課長、 

農業総合センター所長 
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70 7月 14日 
牛の飼養管理に関する緊急立入指導の強化

について（依頼） 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長、農業総合センター所長、 

71 7月 14日 
牛肉モニタリング検査体制強化のための肥

育牛の年間出荷計画作成について 
関係機関・団体の長 

72 7月 17日 
福島第一原子力発電所事故に伴う牛の出荷

自粛等について 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長、農業総合センター所長 

73 7月 19日 
警戒区域内の死亡家畜の埋却処理及び放れ

畜の捕獲等について（依頼） 
関係団体の長、関係家畜保健衛生所長 

74 7月 19日 
なたねの緊急時モニタリング調査の実施に

ついて（通知） 
県内なたね油搾油業者 

75 7月 19日 
福島第一原子力発電所事故に伴う牛の出荷

自粛等について 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

76 7月 19日 
原子力発電所事故を踏まえた稲わら等の販

売状況確認及び指導について（依頼） 

農業総合センター所長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

77 7月 21日 
警戒区域内の畜産農家等における衛生対策

について 
関係団体の長、関係家畜保健衛生所長 

78 7月 22日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁

業関係者の就労に係る放射線モニタリング

試算の結果について(通知） 

各漁協、関係市町長 

79 7月 25日 
麦類の緊急時モニタリング検査結果に伴う

出荷・販売等について（通知） 
生産者、相双農林事務所長 

80 7月 29日 なたね油かすの取扱いについて（通知） 県内なたね油搾油業者 

81 8月 1日 

原子力発電所事故を踏まえた家畜の飼養管

理及びたい肥の取扱いに関する畜産農家へ

の周知について（依頼・通知） 

関係団体の長 

82 8月 4日 

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資

材・培土及び飼料の暫定許容値の設定につ

いて 

各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

83 8月 8日 米の放射性物質調査の実施について（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長、 

関係課長 

84 8月 8日 
早期出荷米の放射性物質調査実施要領につ

いて（通知） 

関係機関・団体の長、各農林事務所長、 

関係課長 

85 8月 9日 
配合飼料中の放射性セシウムの暫定許容値

の設定及び確認について（通知） 
農業総合センター所長 

86 8月 10日 
原子力発電所事故を踏まえた飼料中の放射

性物質の暫定許容値の設定について（通知） 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長、農業総合センター所長 

87 8月 10日 
飼料中の放射性セシウムの検査方法につい

て（通知） 

関係機関・団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

88 8月 11日 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所

事故に伴う稲の作付け制限について（依

頼・送付） 

関係市町村長、関係農林事務所長、 

東北農政局福島農政事務所長、関係課長 

89 8月 12日 

「配合飼料中の放射性セシウムの暫定許容

値の設定及び確認について」の一部改正に

ついて 

農林事務所長、家畜保健衛生所長、 

農業総合センター所長 

90 8月 15日 
稲 WCS 収穫調整作業の注意事項について

（依頼・通知） 
関係団体の長、農林事務所長 

91 8月 16日 
米の放射性物質調査における試料採取の手

順について（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

92 8月 23日 米の放射性物質検査について（通知） 関係機関・団体の長、各農林事務所長 



第６章 その他 
 

196 

№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

93 8月 23日 

原子力発電所事故後に作付けされた夏作飼

料作物の流通・利用の自粛及びその解除等

について 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

94 8月 24日 

福島第一原子力発電所周辺海域における漁

業関係者の就労に係る放射線モニタリング

試算の結果について(通知） 

各漁協、関係市町長 

95 8月 26日 
警戒区域から移動した相馬野馬追用の馬に

ついて 
南相馬市長、相双家畜保健衛生所長 

96 8月 29日 
原子力発電所事故を踏まえた家畜用の敷料

の取り扱いについて（通知） 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

97 8月 29日 
農用地土壌における放射性物質の測定結果

について 

関係機関の長、農林事務所長 

関係各課・室長 

98 9月 1日 
原子力発電所事故後に収集された麦わらの

取扱いについて（通知） 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

99 9月 5日 
米の放射性物質調査における種子用として

生産された米の取扱いについて（通知） 
各市町村長、各農林事務所長 

100 9 月 6日 

試験研究の用に供するため作付制限区域米

穀の譲渡しを受ける者の指定事務取扱要領

の制定について（通知） 

関係市町村長、関係課長、 

関係農林事務所長、農業総合センター所長 

101 9月 14日 農畜水産物等の放射性物質検査について 
各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

102 9月 14日 県産農林水産物の安全性確認体制について 
各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

103 9月 14日 
高濃度の放射性セシウムが含まれる稲わら

の取扱いについて（通知） 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

104 9月 15日 
種子用として生産された米及び麦類におけ

る放射性物質の取扱いについて（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

105 9月 16日 
秋そば、小豆及び雑穀類に係る緊急時モニ

タリング検査の実施について（通知） 
関係機関の長、関係課長、農林事務所長 

106 9月 20日 
飼料中の放射性セシウムの検査方法の一部

改正について（通知） 

関係団体の長、農林事務所長、 

家畜保健衛生所長 

107 9月 23日 
米の放射性物質調査における予備調査の追

加について（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

108 9月 27日 
秋そばに係る緊急時モニタリング検査の実

施について（通知） 
関係機関の長、関係課長、農林事務所長 

109 10月 3日 

福島第一原子力発電所から 20km 以遠の海

域における漁業就労等の安全性の確認につ

いて（通知） 

各漁協、関係市町長 

110 10月 5日 

「平成 23 年産稲から生じるもみがら及び

稲わらの取扱いについて」及び「平成 23

年産米から生じる米ぬかの取扱について」

（通知） 

関係機関・団体の長、各農林事務所長 

111 10月 7日 秋そばの出荷・販売の徹底について（通知） 関係機関の長、各農林事務所長 

112 10月 11日 

「園芸作物の緊急時モニタリング検査の実

施に係る取扱いについて」の一部改正につ

いて（通知） 

関係各課長、農林事務所長 

関係機関の長 

113 10月 14日 
計画的避難区域等からの家畜の移動等につ

いて 

都道府県畜産主務課長、関係市町村長、 

関係団体の長 

114 10月 18日 
平成２３年産米穀の飼料利用に係る安全確

保について（通知） 
農業総合センター所長 

115 10月 18日 
大豆に係る緊急時モニタリング検査の実施

について（通知） 
関係機関の長、関係課長、農林事務所長 
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116 10月 20日 
大豆に係る緊急時モニタリング検査の実施

について（通知） 
実需者代表、検査機関代表 

117 10月 21日 
園芸作物の緊急時モニタリング出荷前実施

の徹底について 
農林事務所長 

118 10月 21日 
放射性物質に係る柿の試験加工による検査

の実施について 

関係各課長、農林事務所長 

関係機関の長 

119 10月 24日 
放れ畜による人への危害防止のための注意

喚起について 

関係市町村長、関係農林事務所長、 

関係家畜保健衛生所長 

120 10月 25日 
土壌改良資材として利用される木炭・木酢

液中の放射性セシウム測定の扱いについて 

各関係機関の長、各農林事務所長、農業総

合センター所長、関係各課・室長 

121 10月 26日 

東京電力福島第一原子力発電所から 20km

以遠の海域における漁業就労等の安全性の

確認について（通知） 

各漁協、関係市町長 

122 10月 28日 
作付制限区域米穀の廃棄処分の勧告につい

て（通知） 
県中農林事務所長 

123 10月 28日 
作付制限区域米穀の廃棄処分の勧告につい

て（報告・送付） 

農林水産大臣、田村市長、 

たむら農業協同組合代表理事組合長、 

福島県農業協同組合中央会長、 

全国農業協同組合連合会福島県本部長 

124 11月 1日 
作付制限区域米穀に関する注意喚起につい

て（通知・依頼） 

県内出荷販売事業者、県内各集荷業者の長、

各農林事務所長 

125 11月 10日 
放射性物質を含む腐葉土・剪定枝堆肥の指

導マニュアルについて 

各関係機関の長、各農林事務所長、 

農業総合センター所長、 

林業研究センター所長、関係各課・室長 

126 11月 11日 
平成２３年度産飼料用稲わらの給与につい

て（依頼・通知） 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

127 11月 11日 マッシュルーム菌床用培地の使用について 県中農林事務所長 

128 11月 16日 
福島第一原子力発電所事故に伴う米の出荷

自粛について（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

129 11月 17日 
米の出荷自粛に伴う米の副産物の利用及び

流通について（通知） 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

130 11月 22日 
米の放射性物質の緊急調査の実施について

（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

131 11月 25日 

東京電力福島第一原子力発電所から 20km

以遠の海域における漁業就労等の安全性の

確認について（通知） 

各漁協、関係市町長 

132 11月 28日 
福島第一原子力発電所事故に伴う米の出荷

自粛について（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

133 11月 29日 
米の出荷自粛に伴う米の副産物の利用及び

流通について（通知） 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

134 12月 2日 
福島第一原子力発電所事故に伴う米の出荷

自粛について（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

135 12月 2日 
米の出荷自粛に伴う米の副産物の利用及び

流通について（通知） 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

136 12月 5日 
福島県農林地等除染基本方針の策定につい

て（通知） 

各関係機関の長、各農林事務所長、 

農業総合センター所長、関係各課・室長 

137 12月 7日 
福島第一原子力発電所事故に伴う米の出荷

自粛について（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

138 12月 8日 
米の出荷自粛に伴う米の副産物の利用及び

流通について（通知） 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

139 12月 8日 
福島第一原子力発電所事故に伴う米の出荷

自粛について（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 
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№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

140 12月 9日 
米の出荷自粛に伴う米の副産物の利用及び

流通について（通知） 

関係市町村長、関係団体の長、 

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

141 12月 15日 作付制限区域米穀の取扱いについて（通知） たむら農業協同組合代表理事組合長 

142 12月 18日 
福島第一原子力発電所事故に伴う米の出荷

自粛について（通知） 
関係機関の長、農林事務所長 

143 12月 22日 
平成 23 年産米に由来する米ぬか等の取扱

いについて（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

144 12月 22日 
警戒区域から南相馬市馬事公苑に移動させ

た馬の取扱いについて 

南相馬市長、相双家畜保健衛生所長、 

農林水産省畜産振興課長 

145 12月 27日 
食品中の放射性物質の規格基準の設定につ

いて 

各地方振興局長、各農林事務所長、 

関係各課・室長、各家畜保健衛生所長、 

各試験研究機関の長 

146 12月 27日 

東京電力福島第一原子力発電所から 20km

以遠の海域における漁業就労等の安全性の

確認について（通知） 

各漁協、関係市町長 

147 12月 28日 
米の放射性物質緊急調査の今後の進め方に

ついて（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

148 12月 29日 
福島第一原子力発電所事故に伴う米の出荷

自粛について（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

平成 24 年 

149 1月 5日 

米の放射性物質緊急調査における副産物及

び飼料利用米の利用及び流通について（通

知） 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

150 1月 24日 
警戒区域内の耳標未装着牛の取り扱いにつ

いて 

警戒区域内市町村長、関係農林事務所長、

関係家畜保健衛生所長 

151 2月 3日 
平成 23 年産稲わらから生じるもみがらの

くん炭の取扱いについて 

各関係機関の長、各農林事務所長 

関係各課・室長 

152 2月 6日 
飼料の暫定許容値見直しを踏まえた今後の

対応について（通知） 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

153 2月 8日 
平成２４年度に収集する平成２３年度産稲

わらの利用自粛について（通知） 

各市町村長、関係機関・団体の長、 

農林事務所長、家畜保健衛生所長 

154 2月 9日 
「平成 23 年産米に由来する米ぬか等の取

扱いについて」の一部改正について 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

155 2月 17日 
放射性セシウムを含む飼料の暫定許容値見

直しに伴う利用自粛について 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

156 2月 19日 
平成 23 年産米にかかる自主検査等の取扱

いについて（通知） 
関係機関・団体の長、各農林事務所長 

157 2月 20日 
牛用飼料の暫定許容値見直しに伴う平成 23

年産飼料作物の利用判断について 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

158 2月 28日 

東京電力福島第一原子力発電所から 20km

以遠の海域における漁業就労等の安全性の

確認について（通知） 

各漁協、関係市町長 

159 3月 5日 

平成２４年に収穫される単年生飼料作物

（２４年産夏作飼料作物等）の流通・利用

の自粛及びその解除等について（通知） 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

160 3月 5日 

追加調査における稲わら、稲発酵粗飼料の

自主検査による個別利用の取扱いについて

（通知） 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、

家畜保健衛生所長 

161 3月 5日 
園芸作物における緊急時環境放射線モニタ

リングの進め方について 

関係各課長、農林事務所長 

関係機関の長 
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№ 日付 件   名 通知先 

平成 24 年 

162 3月 19日 
平成 23 年産出荷制限区域米穀に係る廃棄
の指示等について（通知） 

出荷制限区域生産者、県内出荷販売事業者、 
各市町村長、各農林事務所長、 
関係機関・団体の長 

163 3月 28日 
飼料中の放射性セシウムの暫定許容値の見
直しについて 

各関係機関の長、各農林事務所長 
関係各課・室長 

164 3月 29日 
豚、家きん及び馬用飼料の暫定許容値見直
しを踏まえた今後の対応について（通知） 

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、
家畜保健衛生所長 

165 3月 30日 
平成２４年産永年生牧草等の利用自粛につ
いて（通知）   

各市町村長、関係団体の長、農林事務所長、
家畜保健衛生所長 

166 3月 30日 平成 23 年産米の特別隔離対策のご案内 対象地域生産者、県内出荷販売事業者 

167 3月 30日 
平成 23 年産米の特別隔離対策における
100Bq/kg 超 500Bq/kg 以下が検出された地
域の取扱いについて（通知） 

各市町村長、各農林事務所長、 
関係機関・団体の長 

168 3月 30日 
平成 23 年産麦類の緊急時モニタリング結
果による出荷・販売等について（通知） 

生産者、関係機関の長、農林事務所長 

169 3月 30日 
平成 23 年産夏そばの緊急時モニタリング
結果による出荷・販売等について（通知） 

関係機関の長、農林事務所長 

170 3月 30日 
平成 23 年産秋そばの緊急時モニタリング
結果による出荷・販売等について（通知） 

関係機関の長、農林事務所長 

171 3月 30日 
東京電力福島第一原子力発電所から 20km
以遠の海域における漁業就労等の安全性の
確認について（通知） 

各漁協、関係市町長 

 

表 6-11 原子力災害関係以外の通知 

№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

1 3月 16日 BSE 検査及び死亡牛の処理について 家畜保健衛生所次長 

2 3月 22日 
東日本大震災による施設の被災や原発事故
による「警戒区域」等の設置に伴う海岸占
用料の取り扱いについて（通知） 

相双農林事務所長 

3 3月 28日 津波により死亡した家畜の処理について 家畜保健衛生所長 

4 3月 30日 
東北地方太平洋沖地震により被災された農
家等における死亡した鶏等の保管に関する
事務取り扱いについて 

家畜保健衛生所次長 

5 4月 7日 
水産業協同組合の通常総会の開催時期につ
いて（通知） 

各漁業協同組合代表理事組合長、 
各水産加工業協同組合代表理事組合長、 
福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、 
福島県内水面漁業協同組合連合会代表理事会長、
農業経済課長、水産事務所長 

6 4月 8日 BSE 検査及び死亡牛の処理について 家畜保健衛生所次長 

7 4月 14日 
漁業収入安定対策等実施要綱等の制定に
ついて（通知） 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、 
関係漁業協同組合代表理事組合長、 
水産事務所長、水産試験場長 

8 4月 19日 震災後の防災体制の強化について（通知） 各農林事務所長 

9 4月 27日 
東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島
第一原子力発電所の事故に伴う農業用水の
取水について（通知） 

各農林事務所長 

10 4月 28日 
水産業協同組合の報告の提出期限等に係る
特例措置について（通知） 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 
福島県漁業協同組合代表理事会長、 
福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、
農業経済課長、水産事務所長 
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№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

11 5月 12日 
東日本大震災等に伴う農業者戸別所得補

償制度の申請期限等の延長について（通知） 

各市町村長、各農林事務所長、 

関係団体の長 

12 5月 18日 

東日本大震災等に伴う「米穀の需給調整実

施要領」に係る申請期限等の延長について

（通知） 

各市町村長、各農林事務所長、 

関係団体の長 

13 5月 27日 
大雨や強風に対する防災体制の強化につい

て（通知） 
各農林事務所長 

14 6月 10日 
東日本大震災に伴う水稲作付困難地域畑

作促進緊急措置について（通知） 

各市町村長、各農林事務所長、 

関係団体の長 

15 6月 10日 

東日本大震災等に伴う農業者戸別所得補

償制度の申請期限等の延長についての一部

改正について（通知） 

各市町村長、各農林事務所長、 

関係団体の長 

16 6月 10日 
梅雨期及び台風期における防災体制の強化

について（通知） 
各農林事務所長 

平成 24 年 

17 3月 16日 
福島県種苗放流支援事業補助金交付要綱

の制定について（通知） 

財団法人福島県栽培漁業協会理事長、 

福島県漁連会長、水産事務所長 

 

表 6-12 災害復旧事業関係の通知 

№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

1 3月 22日 

平成 23 年発生東北地方太平洋沖地震によ

り被災を受けたため池への対応について（通

知） 

各農林事務所長 

2  4月 8日 
福島県農業集落排水施設災害申請基準に

ついて 
各農林事務所長 

3 4月 12日 
「東北地方太平洋沖地震 災害復旧査定

設計の手引き」について（通知） 
各農林事務所長 

4 5月 12日 
漁場復旧対策支援事業の交付要綱等につい

て（送付） 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長 、 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

関係市町村長、水産事務所長 

5 5月 23日 
東日本大震災に伴う養殖施設災害復旧事

業費補助金交付要綱等について（送付） 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、 

福島県内水面漁業協同組合連合会代表理事会長、

関係市町村長、水産事務所長 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

6 7月 1日 
農業集落排水事業における液状化対策につ

いて（通知） 
各農林事務所長 

7 7月 8日 
福島県卸売市場施設災害復旧事業実施要

領について（通知） 
各農林事務所長 

8 7月 8日 
福島県卸売市場施設災害復旧事業補助金

交付要綱について（通知） 
各農林事務所長 

9 8月 1日 
漁場生産力回復支援事業補助金交付要綱

の策定について(通知) 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長 

関係漁業協同組合代表理事組合長 

10 8月 19日 

東日本大震災に伴う養殖施設災害復旧事業

実施要領の一部改正および事業調査要領に

ついて(通知) 

関係市村長、関係漁協代表理事組合長 

11 8月 22日 
福島県共同利用漁船等復旧支援対策事業

補助金交付要綱の制定について 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

関係市町長、水産事務所長 
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№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

12 8月 22日 
福島県共同利用漁船等復旧支援対策事業

事務取扱要領の制定について 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

関係市町長、水産事務所長 

13 9月 27日 
福島県水産業共同利用施設復旧支援事業

補助金交付要綱の一部改正について 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

各水産加工業協同組合代表理事組合長、 

関係市町長 

14 10月 21日 
福島県水産業共同利用施設復旧支援事業

補助金交付要綱の一部改正について 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

各水産加工業協同組合代表理事組合長、 

関係市町長 

15 11月 8日 
養殖施設災害復旧事業補助金交付要綱の

制定について（通知） 

関係市村長、関係漁協代表理事組合長、 

水産事務所長 

16 11月 21日 
福島県東日本大震災農業生産対策交付金

交付要綱について（通知） 

各農林事務所長、関係課長、各市町村長、

関係団体代表 

17 11月 29日 漁業・養殖業復興支援事業について（通知） 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

関係市長、水産事務所長 

平成 24 年 

18 1月 20日 
福島県東日本大震災農業生産対策交付金

交付要綱の一部改正について（通知） 

各農林事務所長、関係課長、各市町村長、

関係団体代表 

19 3月 16日 
福島県共同利用漁船等復旧支援対策事業

補助金交付要綱の一部改正について 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、 

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

水産事務所長、関係市町長、 

20 3月 16日 
福島県水産業共同利用施設復旧支援事業

補助金交付要綱の一部改正について 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

各水産加工業協同組合代表理事組合長、 

関係市町長 

21 3月 16日 
福島県水産業共同利用施設復旧整備事業

補助金交付要綱の制定について 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

各水産加工業協同組合代表理事組合長、 

関係市町長 

 

表 6-13 金融支援等に関する通知 

№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

1 3月 23日 

平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震

による被害農林漁業者等に対する資金の円

滑な融通、既貸付金の償還猶予等について

（依頼） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

2 3月 25日 

平成２３年３月に三陸沖等を震源とする地

震及びこれにより発生した津波による災害

に対する金融上の措置について（依頼） 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

3 4月 6日 

「農家経営安定資金の融通を図るための利

子補給要綱」及び「農家経営安定資金融通

事務取扱要綱」の一部改正について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 
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№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

4 4月 6日 
農家経営安定資金（小災害資金：原発事故

対策緊急支援資金）の実施について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

5 4月 6日 

平成２３年３月に発生した東京電力福島第

一原子力発電所事故に伴う金融支援策につ

いて（依頼） 

各融資機関の長、各関係団体の長 

6 4月 11日 
東京電力福島第一原子力発電所における事

故に係る対応について（通知） 
各市町村長、各関係団体の長 

7 4月 15日 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所

において発生した事故により影響を受ける

漁業者等に対する金融の円滑化について

（依頼） 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、 

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

8 5月 2日 
福島県農業近代化資金融通措置要綱の一

部改正について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

9 5月 2日 
福島県就農支援資金県貸付金貸付等要領

の一部改正について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

10 5月 11日 
漁業関係資金無利子化事業実施要綱の制

定について（通知） 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

11 5月 11日 
漁業近代化資金の円滑な融通のためのガイ

ドライン等の一部改正について（通知） 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

12 5月 18日 

「沿岸漁業改善資金助成法の施行につい

て」及び「沿岸漁業改善資金制度の運営に

ついて」の一部改正について 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

13 5月 19日 

漁協経営再建緊急支援事業実施要綱及び

「漁協経営再建緊急支援事業の運用につい

て」の制定について（通知） 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

14 5月 26日 

東北地方太平洋沖地震により海水等が侵入

した耕地の農業共済の引受けにおける取扱

い等について 

各農業共済組合長、各農林事務所長 

福島県農業共済組合連合会長 

15 5月 27日 

農家経営安定資金（小災害資金：東日本大

震災農業経営対策特別資金）の実施につい

て（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

16 5月 27日 

「農家経営安定資金の融通を図るための利

子補給要綱」及び「農家経営安定資金融通

事務取扱要綱」の一部改正について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

17 5月 27日 
｢福島県漁業近代化資金貸付取扱要領」の

一部改正について（通知） 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

18 6月 15日 

「農家経営安定資金の融通を図るための利

子補給要綱」及び「農家経営安定資金融通

事務取扱要綱」の運用について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 
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№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

19 6月 17日 
漁業者等緊急保証対策事業に係る留意事

項について（通知） 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

20 6月 30日 

「農家経営安定資金の融通を図るための利

子補給要綱」及び「農家経営安定資金融通

事務取扱要綱」の一部改正について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

21 6月 30日 

農家経営安定資金（東日本大震災農業経営

対策特別資金（農家経済維持支援資金））

の実施について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

22 7月 4日 

東日本大震災に対処するための水産業協同

組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する

繰延資産の特例に係る留意事項について

（通知） 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

23 7月 20日 

原子力災害特別措置法に基づく指示による

牛の出荷停止により影響を受けてる農業者

等に対する金融の円滑化について（依頼） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

24 7月 28日 

放射性セシウムを含む稲わらを牛に給餌し

ていたことに伴う出荷制限等に対する家畜

共済の取扱いについて 

各農業共済組合長、各農林事務所長 

福島県農業共済組合連合会長 

25 7月 28日 
農業共済組合模範共済規程例の一部改正に

ついて 

各農業共済組合長、各農林事務所長 

福島県農業共済組合連合会長、 

26 7月 29日 

「農家経営安定資金の融通を図るための利

子補給要綱」及び「農家経営安定資金融通

事務取扱要綱」の一部改正について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

27 7月 29日 

農家経営安定資金（東日本大震災農業経営

対策特別資金（肉用牛経営緊急支援資金））

の実施について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

28 7月 29日 
東日本大震災による被害農業者等に対する

金融の円滑化について（依頼） 
各農林事務所長 

29 8月 5日 

｢福島県沿岸漁業改善資金貸付規則｣及び

「福島県沿岸漁業改善資金貸付基準」の一

部改正について（通知） 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

30 11月 21日 
福島県農業近代化資金融通措置要綱の一

部改正について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

31 11月 29日 
漁業関係資金無利子化事業実施要綱の一

部改正について 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

32 12月 2日 

漁業経営安定資金（償還円滑化資金）の融

通措置実施要領及び融通事務処理要領の

一部改正について 

関係漁業協同組合代表理事組合長、 

福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、

福島県漁業信用基金協会組合長理事、 

水産事務所長 

33 12月 2日 

農家経営安定資金（東日本大震災農業経営

対策特別資金（原発事故対策緊急支援資金

及び農家経済維持支援資金）の周知につい

て（依頼） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 
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№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

34 12月 13日 

農家経営安定資金（東日本大震災農業経営

対策特別資金（原発事故対策緊急支援資金

及び農家経済維持支援資金）の周知につい

て（依頼） 

二本松市長、各関係団体の長 

みちのく安達農業協同組合長、 

35 12月 14日 
福島県就農支援資金県貸付金貸付等要領

の一部改正について（通知） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

36 12月 28日 
米放射性物質緊急調査の追跡調査の実施

に係る金融支援の周知について（依頼） 

各融資機関の長、各市町村長、 

各農林事務所長、各関係団体の長 

平成 24 年 

37 2月 24日 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所

等の事故による農業共済掛金の一部返還に

ついて 

各農業共済組合長、各農林事務所長 

福島県農業共済組合連合会長、 

38 3月 6日 
江花川沿岸農業再生支援事業交付金交付

要綱の制定について 
江花川沿岸土地改良区理事長 

 

表 6-14 風評被害対策に関する通知 

№ 日付 件   名 通知先 

平成 23 年 

1 4月 7日 
「がんばろう ふくしま！」応援店実施要

領の制定について(通知） 
部内関係課長 

2 4月 13日 
「がんばろう ふくしま！」応援店実施要

領の制定について(通知） 

各市町村長、関係団体の長 

卸売市場開設者 

3 4月 13日 
「がんばろう ふくしま！」応援店実施要

領の一部改正について(通知） 
各農林事務所長、県外事務所長 

4 5月 1日 
「がんばろう ふくしま！」応援店等実施

要領の一部改正について(通知） 

各市町村長、関係団体の長 

各農林事務所長、県外事務所長 

関係課長 

5 5月 20日 
「がんばろう ふくしま！」運動サポート

事業実施要領について（通知） 
各農林事務所長、農業総合センター長 

6 5月 20日 
「がんばろう ふくしま！」運動サポート

事業補助金交付要綱について（通知） 

各市町村長、 

福島県農業協同組合中央会長 

各農林事務所長、農業総合センター長 

部内関係各課長 

7 6月 17日 
風評被害キャラバン隊活動支援事業に係る

事務手続きについて（通知） 
事業実施団体各位、部内関係各課長 

8 10月 21日 

「がんばろう ふくしま！」運動サポート

事業補助金交付要綱の一部改正について

（通知） 

各市町村長、各農林事務所長 

農業総合センター所長、 

部内関係各課長 

9 10月 21日 

「がんばろう ふくしま！」ふくしま米販

売支援事業補助金交付要綱の制定及び交

付額の内示について（通知） 

福島県米消費拡大推進連絡会議会長 
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