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資料１



１ 地 方 農 政 局 等



東北農政局    
１ 農畜産物の最新の生産状況 

(1) 天候に恵まれ、農作物の生育は早めで推移 

   東北地域は、全般に天候に恵まれ、農産物の生育は早めで推移し、品質も
良好なものが多い。ただし､７月の大雨で山形県を中心に、台風第12号及び第
11号で青森県･秋田県を中心に、農林水産関係で31億円、16億円の被害が発生。 

  

(2) 避難区域のトルコギキョウが４年ぶりに出荷 

  福島第一原発事故の影響で住民が避難している福島県川俣町山木屋地区
で４年ぶりにトルコギキョウを出荷し、市場で高評価。 

 

(3) 野生鳥獣被害が拡大、関係機関が連携して予防・被害防止 
  イノシシ、ニホンジカ等の生息域が拡大し、野生鳥獣被害が増大。被害が
慢性的な地域での対策に加え、今後被害が懸念される地域においても、森林
管理局も含めた関係機関と連携し、予防・被害防止対策を推進。 

【東北の農業・農村に関する指標】 
 
・平成26年産水稲の作柄（H26.8.15現在） 
 ＜青森、岩手、宮城、秋田、山形及び 
  福島の６県すべてで「やや良」＞ 
 
 
・農地中間管理機構による受け手の公募 
  開始市町村数（H26.9.1現在） 
  ＜206市町村／227市町村＞ 
             
・多面的機能支払の面積カバー率               
               （H26.8.29時点） 
 ＜26年度：農振農用地の46％（25年度 
  34％）＞           
 
 

【経営・事業支援部】 

【生産振興課】 

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き 
 

(1) 被災地で地域とともに発展する農業法人 

   (有)アグリードなるせ（東松島市）は、被災農家等の農地を引き受け、土
地利用型部門に加え、収益性の高い施設野菜、カルビー(株)との契約による
ばれいしょ栽培にも取り組み、雇用の場を創出（震災後５人を雇用）。 

  地域とともに発展する経営体を目指すとの思いから25年よりデイサービス
センターの経営にも参加。 

 

(2) コーシャ認証の取得による輸出拡大の取組 

   (株)南部美人（二戸市）は､平成９年から｢南部美人｣を｢Southern Beauty｣
として輸出。さらなる輸出拡大を図るため、地元の酒米｢ぎんおとめ｣を使っ
た特別純米酒を開発するとともに、日本酒とリキュールで「コーシャ
（kosher） 」認証（平成25年４月）を取得。 

  

(3) 共同経営型大規模酪農モデル    

福島県酪農業協同組合は、早期経営再開を希望する避難休業酪農家のため、
26年７月から搾乳牛頭数500頭規模のメガファ－ムの建設に着手。 
その運営主体として避難休業中の若手酪農家５戸からなる(株)フェリスラ

テが設立され、今後の大規模酪農の一つのモデルとして期待。 
 

 
     

【秋田県湯沢市で捕獲されたイノシシ】 

【川俣町トルコギキョウ】 

１ 

【Southern Beauty】 
※ユダヤ教の戒律に基づく食規定で、アメリカでは、 
 コーシャ食品はユダヤ人向けとしてだけでなく、 
 健康的で安全な食品としても注目される。 

かわまたまち 

【大規模酪農施設のイメージ】 

【（有）アグリードなるせ】 

岩手県 
二戸市 

 

宮城県 
東松島市 

福島県 
福島市 

福島県 
川俣町 

※ 



関東農政局 

【関東の農業・農村に関する指標】 
 
・主要品目の産地の生産状況（見込み） 
 ・栃木県産イチゴ（施設）：ほぼ平年並 
 ・群馬県産夏秋きゅうり：平年をやや下  
  回る 
 ・埼玉県産夏秋きゅうり：平年を大きく下 
  回る 
 ・山梨県産ぶどう：出荷への影響は少 
  ない 
 
・六次産業化法認定件数 
 【313件】（全国1,919件の16％） 
 （平成26年６月30日現在） 

２ 

１ 農畜産物の最新の生産状況 
 

(1) 夏の天候不順による野菜の値上がり 
 

 ８月の台風11号及びその後の天候不順の影響により、葉菜類及び果菜類を
中心に、病害や生育障害等が発生し、入荷量が減ったことから、レタス、
きゅうり、なすの８月下旬及び９月上旬の価格は平年比７割増し程度で推移。 
 

(2) 竜巻による被害の状況 
 

 ８月10日に栃木県下の一部地域において発生した竜巻により、いちごのパ
イプハウス等に損壊があったが、定植前の再建の目途が立ったことから、概
ね平年並みの作付け見込み。 
 

(3) 雪害からの産地復興に向けた状況 
 

 被害の大きかった５県（栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県、長野県）では、
被災ハウスの撤去は概ね完了。施工業者の人手不足等が見られる中、関係者
と人材確保の調整を図りつつ、再建は秋に定植をするいちご、トマト、きゅ
うり等から順次取り組んでいる状況。山梨県のもも、ぶどうの共同選果場の
屋根が崩落したが、仮設テントで覆う応急処置を施し、露地栽培物を出荷。     

   

  
  

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き 
 

 (1) ソバの大規模生産及び加工事業導入による６次産業化 
 

 平成17年に新規参入した (株)赤城深山ファーム（渋川市）は、以前蕎麦店
を営んでいた経験を生かし、良食味品種の選定、毎年の種子更新、早刈りなど、
品質にこだわり、ソバを生産。耕作放棄地を積極活用し、夏秋の二期作で
160haを耕作しており、農地中間管理機構を活用し、更なる集積に取り組む計
画。また、伊香保温泉の菓子店や首都圏の老舗蕎麦店など各店のニーズに応じ
た製粉を行い、大手製粉会社と差別化。これらにより６名の若手雇用を確保。 

 

 (2) 先進的な施設園芸モデル 
 

 首都近郊に位置する (株)ハルディン（印西市）は、約300種の花壇苗、花苗
及び野菜苗を生産。量販店を通じた一般消費者向け、農協、大手種苗会社、農
業者などプロ向けとに分けており、プロ向けは植物工場（閉鎖型育苗装置）に
より外部からの病害虫を防止することにより差別化。さらに平成19年に中国山
東省に中国農場を設立し、日本基準の高品質苗を中国国内に供給。今後はベト
ナムを拠点に、シンガポール、韓国等への苗供給を検討。現在、販売額は24億
円、社員65名、パート171名を雇用。 

しぶ かわ  あ か ぎ み や ま 

いん ざい  

【竜巻で損壊したハウス】 

【仮設テントで稼働する 
 共同選果場】 

群馬県 
渋川市 

千葉県 
印西市 

【ソバの収穫作業】 

【農場で毎年開催 
される展示会】 



２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き 
 

 
 

 
 

 (1) 施策を総動員した農地再生モデル 
 

羽咋市滝地区は、農地約50haのうち９割が耕作放棄地。石川県を中心に地
域が一体となり、同地区を複数の施策による農地再生モデルとすべく取り組む。 

県営ほ場整備事業による大区画化と県内第１号となる農地中間管理事業を
活用した農地集積・集約化を行い、JAが出資する農業生産法人((株)JAアグリ
はくい)が、平成28年度から地区の大宗を占める35haで参入する予定。参入後
５年間は県が創設した「いしかわ農業参入支援ファンド」(基金総額140億円)
により、財政面を支援。さらに、JAグループの「農山漁村再エネファンド」を
活用(全国初)して、太陽光発電施設を併設し、売電収入により経営を下支え。 

 

 (2) 農家出資の株式会社による大規模複合経営の展開 
  十日町市千手地区は、高齢化による担い手不足、農地の荒廃に対応するため、  

平成17年、11集落の全農家が参加する(株)千手を設立。常雇23名のうち、16名
が45歳未満。地区内農地の７割をカバーする水稲等の土地利用型経営(水稲＋
そば＋作業受託での約270ha)に加え、稲作の農閑期の労働力や温泉熱、もみ殻
の地域資源をフル活用し、餅の製造・販売、いちごの生産・加工・観光農園等
に取り組む。平成25年の総売上額は３億３千万円。 

 

 
 
 
 
 
 
 

北陸農政局 

 

 
 
 
   
 
    

１ 農畜産物の最新の生産状況 

３ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 【北陸の農業・農村に関する指標】     

新潟県 
十日町市 

石川県 
羽咋市 

富山県 
砺波市 

JAとなみ野が73％ 

【県内たまねぎ主産地に】 

(単位：％) 

【滝地区】 

【(株)千手】 

せん じゅ 

はく い 

(1) 水稲の作柄、農業に係る気象災害の状況  
   

    ８月15日現在の水稲の作柄は、新潟県はやや良、他３県は平年並み。    
  ただし、８月の台風11号に伴うフェーン現象により、新潟県の一部地域にお

いて、水稲の白穂、変色籾等被害が発生し、品質低下や減収が懸念される。 
 

 (2) 「１億円産地づくり」等による大規模園芸産地育成  
   

  富山県では、米に特化した農業をバランスの取れた生産構造とするため、平
成22年から、地域農業の推進役である農協が中心となり大規模園芸産地の育成
を目指す「１億円産地づくり（各農協で園芸戦略品目を選定し、販売金額１億
円の上積みを目標）」を展開中。 

  中でも、JAとなみ野は、水田転換畑での機械化一貫体系によるたまねぎ栽培
技術を確立し、24年度には目標を達成。(作付面積:８ha(21年)→53ha(25年)、
出荷量:125トン→1,760トン、販売金額:9,500千円→127,690千円) 
 また、26年度には、稲作地帯における大規模施設園芸のモデルとして、富山
市に次世代施設園芸拠点を整備し、高糖度トマトや切り花の周年生産を計画。 

 



１ 農畜産物の最新の生産状況 
 

 (1) 台風と豪雨等による被害状況 
２  ・ 台風11号では、三重県で大雨特別警報が発令。三重県を中心に、農地や農業  

  用施設の損壊、水稲の倒伏、大豆の冠水、日本なしの落下等の被害が発生。 

・ 台風11号及び８月15～17日の大雨により、岐阜県西部から北部にかけて、農  

  地や農業用施設の損壊、水稲、野菜、果樹の冠水等の被害が発生。 
 

(2) 小麦新品種「きぬあかり」の作付けが急速に拡大 
 ・ 愛知県が開発した日本麺用の小麦新品種「きぬあかり」は、極めて収量性が 

  高く（平成25年産：550kg/10a）、製めん適性も高い。平成26年産は県内の小麦   

   作付面積の４割であるが、県は、平成30年までに農林61号から切り替え、９割 

  以上に拡大する考え。 

東海農政局 

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き 
 

 (1) トヨタ自動車の「カイゼン」を農業に導入 
 

・  (有)鍋八農産（弥富市）は、兼業農家からの受託等により約170haの水田を管  

理（2,000か所に分散）。トヨタ自動車の「カイゼン」を応用して開発した農業

管理のＩＴツール「豊作計画」を導入。 

 ・ 農作業工程や進捗状況を可視化することにより、改善点を把握して効率化し、  

   システムの導入前に比べて、水稲の育苗費で25％、労務費で５％を削減。 

 
 
 (2) 猪鹿無猿柵等による農地管理と担い手への農地集積 
 

・ 郡上市の宮地集落は、県や資材メーカーと創意工夫を重ねて完成させた「猪鹿

無猿柵（鳥獣侵入防止柵）」と「防草ネット・シート」を集落全体に設置。これ

により、鳥獣被害が大幅に減少し、畦畔等の管理も不要となったことから、農地

の過半が担い手に集積され、耕作放棄地も解消。 

・ 猪鹿無猿柵は、総合獣害防止柵として岐阜県内で広く活用されている（県内延

べ145kmに設置）ほか、福井県、高知県等５県でも導入されるなど全国に普及。 

 

【シンボルマーク】 

【猪鹿無猿柵】 

 
 【東海の農業・農村に関する指標】 
・水稲の作柄概況 （平成26年８月15 日現在） 
  三重県の作柄は「平年並み」 
  岐阜県及び愛知県の生育は 「平年並み」 
 
・人・農地プランの作成状況（平成26年６月末）    
         岐阜県：42市町村（100％） 
       愛知県：48市町村（98％） 
     三重県：29市町（100％） 
   （全国：1504市町村（95％）） 
   ※（ ）書きは、人・農地プランの作成を予定 
    している市町村に対する割合   

【携帯を利用した
作業指示、報告】 

や と み 

４ 

い の し か む え ん さ く 

ぐ じょ う 

岐阜県 
郡上市 

愛知県 
弥富市 

【水田の被害（三重県）】 

みやぢ 


