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西矢本地区 
○復興交付金・農地整備事業の受益面積

は約197haで，引渡済み面積は約196ha 

○担い手法人は㈱めぐいーと， 

  ㈱パスカ ファーム立沼 

石巻地域 農業復興状況マップ 

野蒜地区 
○農地災害復旧事業面積は約30haで，全て引 

    渡し済み 

○担い手法人は㈲アグリードなるせ 

    

奥松島(洲崎・宮戸）地区 
○復興交付金・農地整備事業の受益面積は約141haで，引渡済み面積は 

    約74ha 
 

○担い手法人は，         ○担い手は，(農)宮戸干拓宮戸生産組 

(農)奥松島グリーンファーム    合，奥松島果樹生産組合いちじくの里  
     
 
  

 
 
 

北上地区  
○復興交付金・農地整備事業の受益 

  面積は約293haで引渡済み面積は， 

  約217ha 

○担い手法人は(農)みのり，(農)ゆいっこ 

○ 平成25年秋にカントリーエレベーター 大川（針岡・長面）地区 
○復興交付金・農地整備事業の受益面 

積は約413haで，引渡済み面積は254ha 

○担い手法人は㈱宮城リスタ大川 
 

 

牡鹿地区 
○復興交付金・農地整備事業の受益面   

  積は約23haで，平成2７年度工事着手  

○担い手は平成27年11月に設立した牡鹿

地区生産組合5名で，平成29年5月営農再

開予定 

牛網・浜市地区 
○農地災害復旧事業面積は約175haで，全て引き渡 

     し済み 

○担い手法人は㈱サンエイト 

   

大曲地区  
○復興交付金・農地整備事業の受益面積は約129haで， 

    すべて引渡し済み 

○担い手法人は㈱ぱるファーム大曲 

 
 
 

 凡例 国土地理院 

宮城県石巻合同庁舎 

平成29年４月30日現在 

⑧ ⑨ 

新たに始めたいちご栽培 復旧農地で水稲栽培を再開 

津波被災地区の復興状況 と新規設立農業法人 

復興園芸団地 蛇田地区 
○１法人＋１任意組織（４戸） 

○品目は，いちご，トマト，きゅうり 

○敷地面積4.5ha  

   栽培施設面積2.0ha 

復興園芸団地  須江地区 
○３法人＋１任意組織（１法人＋１戸） 

○品目は，トマト，いちご，きゅうり等 

○敷地面積7.4ha  

  栽培施設面積3.9ha 

⑪ 

② 

宮城県東部地方振興事務所 

       農業振興部 作成 

㈱めぐいーと 

㈱パスカファーム立沼 

㈱ぱるファーム大曲 

㈱イグナルファーム 

㈱吉田ファーム ㈱アグリ・パレット 

㈱やまとファーム石巻 

㈱スマイルファーム石巻 

㈱トライベリーファーム 

(農)みのり 

㈱宮城リスタ大川 ㈱デ・リーフデ北上 

⑫ 

浸水範囲 

２か所でトマト栽培 

復旧・復興状況 
○農地復旧状況(単位：ｈａ H29.4月末現在) 

   復旧対象面積3,480 → 3,197ha 完了 (対比 92%) 

○水稲作付面積（主食用米）（単位：ha） 

   H22：8,110 → H23：6,640 → H28：7,350  (H23対比 111%) 

○園芸施設復旧状況（単位：ｈａ H29.1月現在） 

   被害面積27.9 →  27.6 が復旧 （対比 99%） 

○主要野菜（いちご，きゅうり，トマト）の出荷量（単位：ｔ） 

   H22：4,233 → H23：2,633 → H27：3,659 (H23対比 139%) 

○震災後の法人設立数（H28.12月末現在） 

   管内99法人のうち震災後に57法人が設立されている。 

○農業産出額（単位：億円） 

   H18：198 → H23：149 →  H27：165 （H23対比 111%）  

  米      92.1 →  77.6    →      60.5(H23対比  90%) 

  園芸  47.4 →    29.7  →      40.5(  〃    136%)    

  畜産 50  →    34     →       47.9(    〃    141%)  

任意組織構成員の１戸１法人 

平成２７年秋にﾗｲｽｾﾝﾀｰ稼働 

新たにトマト栽培開始 水稲直播栽培 

カントリーエレベータ 水稲育苗ハウス活用 

農産物処理加工施設「ＮＯＢＩＣＯ」 

〔長面工区〕 

全域で農地が復旧し,水稲栽培を再開 

〔針岡工区〕 

整備予定の谷川浜の農地 

〔宮戸工区〕 〔洲崎工区〕 

水稲を実証ほ場で栽培 

6年ぶりの営農再開 果樹の植栽 

加工用ばれいしょの収穫 

現　　況 ※１ 目標・予定 ※２

東松島市
矢本(赤井)

石巻市
河南(須江)

東松島市
矢本(大曲)

石巻市
河南(須江)

石巻市
北上(橋浦)

石巻市
河北(大川)

東松島市
矢本(下町,鹿妻)

石巻市
河南(須江)

石巻市
河南(須江)

東松島市
矢本(立沼,弘法)

石巻市
石巻(蛇田)

石巻市
北上(橋浦)

東松島市
鳴瀬(野蒜)

東松島市
鳴瀬(小野)

※１　現況の経営面積は，平成28年実績
※２　該当部門のみ記載
※３　塗りつぶしは目標経営規模が100haを超える法人

⑫  ㈱デ・リーフデ北上 ４人
施設トマト(110a)，施
設パプリカ(130a)

施設ﾄﾏﾄ(140a)，施設
きゅうり(30a)，施設葉
物(21a)

水稲(100ha)，転作大
豆(50ha)，露地野菜
(200a)，施設野菜(60a)

水稲(30ha)

⑨  ㈱やまとファーム石巻 ５人
施設ﾄﾏﾄ(140a)，施設きゅ
うり(30a)，施設葉物(21a)

H25.12,18

⑧  ㈱吉田ファーム ３人
水稲(25ha)，施設いちご
(49a)，施設葉物(10a)

⑦  ㈱めぐいーと ６人

水稲(96ha)，大豆(34ha)，
麦(8ha)，露地ねぎ等
(2ha)，施設ﾄﾏﾄ・葉物
(90a)

①  ㈱イグナルファーム ４人

施設きゅうり(130a)，施設
トマト(50a)，施設いちご
(140a)，露地ねぎ(160a)

H23.12.26

津波被災後に設立された主な農業法人（番号欄が参考は既存の法人）

番号 法　人　名
構成
員数

所在地 設立時期
経営部門・規模

②  ㈱スマイルファーム石巻 ３人 施設トマト(157a) H24.1.27

③  ㈱ぱるファーム大曲 ３人

水稲(83ha)，大豆(26ha)，
施設トマト(50a)，露地ね
ぎ(40a)，軟弱野菜(30a)

H24.12.6

水稲(100ha)，麦・大豆
（50ha)，施設野菜
(60a)，露地野菜(2ha)

④  ㈱アグリ・パレット ３人
施設トマト(50a)，施設いち
ご(46a)

H25.4.18

⑤  (農)みのり ３人
水稲(56ha)，ﾓﾛﾍｲﾔ・ゆき
な等(5a)，露地ねぎ(20a)

H25.4.24

施設トマト(70a)

水稲(40ha)，大豆
(10ha)，施設野菜(16a)

施設いちご(96a)

水稲(30ha)，転作大
豆(15ha)，露地野菜
(200a)，ﾐﾆﾄﾏﾄ(30a)

⑩  ㈱パスカファーム立沼 ６人

水稲(20ha)，大豆(18ha)，
露地ねぎ・ﾚﾀｽ・白菜等
(170a)，施設トマト(30a)

H25.12.24

⑪  ㈱トライベリーファーム ５人 施設いちご(96a) H26.1.20

⑥  ㈱宮城リスタ大川 ３人

水稲(107ha)，大豆
(11ha)，施設きく(83a)，ﾚﾀ
ｽ(25a)

H25.5.23水稲(210ha)

H25.11.7

H25.12.17

H26.4.23

H19.3.28

水稲(38ha)，大豆(44ha)，
麦類(17ha)，ばれいしょ
(3ha)，キャベツ等(2ha)，
子実ﾄｳﾓﾛｺｼ(90a)

水稲(55ha)，大豆(39ha)，
枝豆(1ha)，いちご(30a)

参考  ㈱サンエイト ４人

参考 ㈲アグリードなるせ ５人 H18.2.2

※農地災害復旧事業面積及び復興交付金・農地整備事業受益面積は，農業生産法人の営農に係る区域を抽出した。　　　


