
東北地方太平洋沖地震
生産者の被害状況確認リスト

2011/3/25現在
大地を守る会　広報室まとめ

生産者名 都道府県 市区町村 確認情報

八戸酒造㈱ 青森県 八戸市 3/14　無事を確認。工場は破損は多少あり

新農業研究会 青森県 平川市 生産者の無事を確認。

留目　昌明 青森県 三戸郡南部町 生産者の無事を確認。

十和田おいらせ農業協同組合 青森県 十和田市 生産者の無事を確認。運送ストップ。再開めど立たず。

中里町自然農法研究会 青森県 北津軽郡中里町 生産者の無事を確認。運送は支障あり

合同会社　花とハーブの里 青森県 上北郡六ヶ所村 生産者の無事を確認。

本間 安夫 青森県 上北郡東北町 生産者の無事を確認。

世嬉の一酒造㈱ 岩手県 一関市
3/14　無事を確認。　3/15　ビール製造のラインは目視では問題がなさそう。輸
送手段が立たず当分の間、出荷は困難。

㈱小山製麺 岩手県 奥州市胆沢区
3/18　東京営業所の携帯電話で確認。工場・人的被害共になし、ただし物流が
止まっている。

（有）総合農舎山形村 岩手県 久慈市
生産者の無事を確認。設備被害は特に無い。原料が入ってこない等の問題は
ある。

株式会社岩泉産業開発 岩手県 下閉伊郡岩泉町
3/14工場は無事だが、物流と資材搬入が不可の状態。従業員の中で、行方不
明の方がいる。しばらく再開見通し立たない。

月の輪酒造 岩手県 紫波郡 3/14　無事　物流動かず出荷できない。

(有)藤原アイスクリーム工場　藤
原養蜂場

岩手県 盛岡市 3/11　停電　ケガなどはなし

府金製粉㈱ 岩手県 岩手郡岩手町 3/14　無事を確認。物流動かず出荷できず。

平庭高原白樺ファミリー 岩手県 久慈市 生産者の無事を確認。運送ストップ。再開めど立たず。

下舘 義平 岩手県 久慈市 3/17　無事を確認。ガソリン、灯油がない。となり村（野田村）は津波で全滅

みろく生産組合 岩手県 九戸郡軽米町 生産者の無事を確認。燃料、物流、電気に問題あり。

株式会社 銀河農園 岩手県 八幡平市 生産者の無事を確認。

及川 幸子 岩手県 東磐井郡藤沢町
3/17　生産者の無事を確認。運送ストップ中。近くの店に物がない。燃料がなく
て買いにも行けない。

岩手地人会 岩手県 花巻市 生産者の無事を確認。

菅原ぶどう園 岩手県 花巻市 生産者の無事を確認。停電でパソコンが破損した。周辺道路は陥没あり。

大東町有機農産物等生産組合 岩手県 一関市 生産者の無事を確認。燃料、物流、電気の問題はあり。

重茂漁業協同組合 岩手県 宮古市
3/15　従業員全員の無事を確認。在庫建物は壊滅。電気ガス水道すべて不
通。漁師は50名くらいが行方不明。

（有）平庭牧場 岩手県 九戸郡山形村 3/13　無事を確認。山形村はおそらく大丈夫との情報も。

ＪＡ新いわて　久慈営農経済セン
ター　石羽根　忠志

岩手県 久慈市 3/13　無事を確認

山形村短角牛肥育部会 岩手県 久慈市 3/13　生産者の無事を確認

農業生産法人（有）ヒーロー 宮城県 大崎市 無事を確認。

特定非営利活動法人　麦の会
（コッペ）

宮城県 仙台市
3/14　メールで連絡とる。当分の間、出荷は難しい。　3/15　電話通じる。工場
大きな被害なし。従業員全員無事。ガス復旧に1ヵ月程かかる見込みだが、電
気と水は通ったため製造は可能。
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パレスチナ・オリーブ 宮城県 仙台市若林区 3/14　無事だが、今後は被災住民の支援に入る。

ヤマカノ醸造㈱ 宮城県 登米市登米町 3/18　生産者の無事を確認。蔵は損傷あったが、製造ラインは問題なし。

無農薬生産組合 宮城県 登米市 生産者の無事を確認。

有限会社　エヌ．オー．エー 宮城県 登米市 生産者の無事を確認。

千葉 清重 宮城県 登米市 生産者の無事を確認。

蕪栗米生産組合 宮城県 大崎市 生産者の無事を確認。

仙台みどり会 宮城県 大崎市 家屋等の被害無く全員無事。

ライスネット仙台 宮城県 大崎市 家屋被害あるも全員無事。

志津川アグリフード 宮城県 本吉郡南三陸町
3/18　津波で遭難。千葉幸教さんの死亡を確認。自宅・菌舎の建屋残るも津波
被害は甚大。

㈱遠藤蒲鉾店 宮城県 塩釜市 3/13　無事確認、工場も無事だったが、ライフラインがダウン。

奥松島水産振興会 宮城県 東松島市 3/14　無事を確認。自宅・加工場・車すべて失くす

(有)かみたいら 宮城県 気仙沼市 3/21　google安否情報によると、甥からの連絡で、家族全員無事との記載あり。

㈱高橋徳治商店 宮城県 石巻市

3/13　夜ATJ持井さんよりメールにて、林さんの無事確認。会社の人たちは避
難したとの事であるがおそらく無事であろうとのこと　3/15社長の居場所分から
ず。工場は水没している　3/15　社長の無事確認（孤立状態）　3/16　社長無事
救出

（有）マミヤプラン 宮城県 塩釜市 3/15　無事を確認。加工場も無事（自宅は半壊）。

仙北食肉販売所 宮城県 登米市 3/15　人も施設も無事。点検後再開だが、物流目処立たず

仙台黒豚会 宮城県 大崎市
3/15　生産者全員の無事を確認。豚も大丈夫だが餌に困窮。16日、代表の小
原さんとも連絡取れる。

しらたかノラの会 山形県 西置賜郡白鷹町 生産者の無事を確認。停電だったが、製造に問題はない。

（有）たんばや製菓 山形県 東田川郡 3/15　工場、従業員に被害なし。運送便が全て運休のため配送不可。

（農）庄内協同ファ－ム 山形県 鶴岡市 3/14　生産者の無事を確認。製造は問題なし。出荷は先行き未定。

（有）月山パイロットファーム 山形県 鶴岡市 3/14　無事を確認。

有限会社　舟形マッシュルーム 山形県 最上郡舟形町 3/18　大きな被害はない。ガソリンの供給が厳しい状況が続いている。

㈱白鷹町農産加工研究会 山形県 西置賜郡白鷹町
3/14　山形県白鷹町は12日の夕方に電気が復旧し、電気、水道、ガスのライフ
ラインは正常化。ただし、ガソリン、灯油の燃料が納入されず流通が全て停止。
設備等は問題なし

㈱米沢郷牧場 山形県 東置賜郡高畠町
3/14　生産者の無事を確認。もちの納品は終了している。鶏のえさ、暖房など
今後が心配。物流も全く動いていない。

農事組合法人　庄内協同ファー
ム

山形県 鶴岡市 被害なし。

阿部　久太郎 山形県 鶴岡市
3/17　生産者の無事を確認。庄内空港経由で仙台方面と行き来する人が多く
なっているためか、スーパーに行っても物がない。ガソリンも困窮。

有限会社月山パイロットファーム 山形県 鶴岡市 3/17　生産者の無事を確認。油がない。物流再開の目途は立っていない。

コープスター会 山形県 鶴岡市 生産者の無事を確認。運送ストップ。
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みずほ有機生産者グループ 山形県 東田川郡庄内町 生産者の無事を確認。運送ストップ。

奥山 博 山形県 東根市 生産者の無事を確認。

株式会社おきたま興農舎 山形県 東置賜郡高畠町 停電や物流支障大きいが人・設備・米には問題なし。

株式会社　ゆうきの里 山形県 東置賜郡高畠町 3/17　生産者の無事を確認。

石井 昭一　グループ 山形県 新庄市 生産者の無事を確認。燃料不足は深刻。移動も容易ではない。

おきたま自然農業研究会 山形県 米沢市 生産者の無事を確認。燃料、物流、電気の問題はあり。

平田啓一 グループ 山形県 米沢市 生産者の無事を確認。燃料、物流、電気の問題はあり。

佐藤果樹園 山形県 上山市 生産者の無事を確認。燃料不足と計画停電で暖房が効かない。

門脇栄悦 山形県 村山市 生産者の無事を確認。育苗加温用に使う燃油不足。

丸松生産者出荷組合 山形県 寒河江市 生産者の無事を確認。

戸沢村パプリカ栽培研究会 山形県 最上郡戸沢村 被害なし。被災者を受入れておりその対応をしている。

有限会社舟形マッシュルーム 山形県 最上郡舟形町 菌舎に被害あり、停電が続いた。

熊谷伊兵冶ナメコ生産所 山形県 最上郡鮭川村 運送に影響出るも、特に被害なし。運送はストップ。

㈱おぐら製粉所 秋田県 大館市 3/14　無事を確認。　3/13に電気復旧。設備に問題は無し。

（有）安保農場 秋田県 山本郡三種町 3/14　無事を確認。

大曲有機農業生産組合 秋田県 大仙市 生産者の無事を確認。

おものがわ農協 秋田県 横手市 生産者の無事を確認。運送ストップ。再開めど立たず。

有限会社　花咲農園 秋田県 南秋田郡大潟村 停電あるも生産者の無事を確認。運送ストップしたが、再開できつつある。

ライスロッヂ大潟 秋田県 南秋田郡大潟村 停電あるも生産者の無事を確認。運送ストップしたが、再開できつつある。

大潟村げんきグループ 秋田県 南秋田郡大潟村
停電あるも生産者の無事を確認。運送ストップ。田んぼの給水管も今のところ
問題ない。

浅野　雄祐 秋田県 南秋田郡大潟村
停電あるも生産者の無事を確認。運送ストップ。田んぼの給水管も今のところ
問題ない。

あきた原人 秋田県 南秋田郡大潟村
停電あるも生産者の無事を確認。運送ストップ。田んぼの給水管も今のところ
問題ない。

仁賀保町有機農業研究会 秋田県 にかほ市 生産者の無事を確認。運送ストップ中。

嶋貫 長行 秋田県 大仙市 停電あるも生産者の無事を確認。電気、燃料、運送ストップ。

佐々木広幸 秋田県 能代市 生産者の無事を確認。運送ストップ。

(有)花咲農園 秋田県 南秋田郡 3/14　生産者の無事を確認。物流がストップ。

（有）仁井田本家 福島県 郡山市 3/14　生産者の無事を確認。物流動かず出荷目処たたず。

福島わかば会 福島県 福島市
家屋損傷あるも全員無事。道路状況悪く、燃料不足で便を減らさざるを得ない
状況。

やまろく米出荷協議会 福島県 福島市 被害軽微。人も無事。
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ジェイラップ 福島県 須賀川市
モミ貯蔵タンクは損傷なし。精米設備破損、家屋に被害あるも人は無事。ライフ
ラインがしばらく途絶えた。復旧に全力を挙げている。ダム湖決壊の影響が心
配。

羽山園芸組合 福島県 二本松市 大きな被害なく、全員無事。

JAみちのく安達二本松有機農業
研究会

福島県 二本松市 大きな被害なく、全員無事。新規就農者は東京へ退避。

NPO法人 ゆうきの里東和ふるさ
とづくり協議会

福島県 二本松市
大きな被害なく、全員無事。浪江町の役場機能が旧東和町庁舎に移転、浪江
町からの避難対象者へのボランティアをしている。

あいづ耕人会たべらんしょ 福島県 喜多方市 被害なし。

只見特産株式会社 福島県 南会津郡只見町 被害なし。燃料欠乏。

福島有機倶楽部 福島県 いわき市
全員無事。いわき市メンバーは津波被害あるも、ハウスが冠水する程度にとど
まる。避難圏外のメンバーも、一部は県南へ退避。

岩倉農園（薬糧開発株式会社） 福島県 浪江町 大きな被害なく、全員無事。

(有)峰の雪酒造場 福島県 喜多方市 3/14　生産者の無事を確認。

（資）大和川酒造店 福島県 喜多方市 3/14　生産者の無事を確認。物流動かず出荷の目処が立たない。

（名）大木代吉本店 福島県 西白河郡矢吹町 人的被害、商品に問題はない。
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