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東北農政局管内の最近の特徴的な動きについて
１ 農業における特徴的な動き
① ≪農地・施設の復旧・復興≫

２千㌶の大区画化・集約化に国が直轄で取り組む「国営仙
台東地区ほ場整備事業」について、法手続を実施中｡

知事の要請を受け、昨年11月、排水機場の復旧に国が直轄
で取り組む「直轄特定災害復旧事業 南相馬地区」に着手。

② ≪産地の復興、先端技術の実証・導入≫
東北最大のいちご産地(宮城県亘理町、山元町)で大規模な

「いちご団地」を整備中。
先端的な技術を駆使した大規模実証研究(農業・農村型)を

宮城県内にて実施中。

③ ≪放射性物質問題への対応≫ 福島･宮城･岩手の各県で、今春
の営農(牧草含む)に向けた放射性物質の低減対策に大きな関心｡

④ ≪備蓄米への取組について管内各地で積極的な動き≫

⑤ ≪24年産大豆の天候不順による刈り遅れの深刻化≫ 

【被災した排水機場】

【いちご産地の復興、
新たな栽培方式の導入】

【大区画化・集約化】

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
① ≪求人倍率≫ 青森県･秋田県は低水準。他方、

宮城県･福島県は高水準(復興関連需要の影響も)

② ≪賃金≫ 全国平均を大きく下回る水準

③ ≪工場立地・倒産≫ 岩手･宮城･山形では工場
立地が前年増。企業倒産は全体的に小康状態。

… 管内の雇用情勢・環境には大きな地域差

【
有
効
求
人
倍
率
】

県別耕地面積と田畑別の割合（23年）
※地図の着色は標高を表す。

＜出典＞ 当省統計調査、国土地理院ホームページ、
厚生労働省 毎月勤労統計調査、賃金構造基本統計調査、
東北経済産業局 工場立地動向調査
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関東農政局管内の最近の特徴的な動きについて
１ 農業における特徴的な動き
① 国営かんがい事業を契機に高収益な経営を確立
【染野 芳郎 氏（茨城県八千代町】

経営資源(農地､労働力等)をフル活用し、はくさい、
キャベツなど多品目の露地・施設野菜による周年作付
体系を確立。業務用野菜の契約栽培(出荷量の約５割)
による販路拡大に成功。

② 大手食品企業の発想・ノウハウを活用
【ベジポート有限責任事業組合（千葉県旭市）】

地元農業法人と(株)ニチレイフーズとの共同出資で
設立。生産管理等に企業の手法を導入。契約栽培の野
菜についてチルド貯蔵による需給調整や規格外品の加
工(野菜ジュース等)を行い、高付加価値化を実現。

③ 中山間地域でユーザー起点の地場産業起こしを展開
【群馬県川場村】

世田谷区との交流活動を契機に、「農業＋観光」を
中心とした地場産業起こしを展開。ブランド米「雪ほ
たか」はじめ特産品(ハム、地ビールなど)開発を推進
して道の駅田園プラザ(年間100万人来場)で販売。 【田園プラザかわば】

NEXCO東日本ホームページより

北関東自動車道を利用した周遊ツアー経路

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化

北関東自動車道が全線開通(23年３月)し、群馬(関越道)、栃木(東北道)、茨
城(常磐道)が横につながり、首都圏と北関東のネットワーク化が進行。沿線に
は工場や物流拠点が立地。物流や人の流れに変化が生じ、今後、観光農園や農
産物販売活動の活性化に期待。

経営感覚のある農業の発展

「経営感覚のある」
＝販売戦略（マーケットイン）＋生産管理（コスト縮減）

【はくさい栽培風景】

【ベジポートのにんじんジュース】
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北陸農政局管内の最近の特徴的な動きについて
１ 農業における特徴的な動き
＜小水力発電施設の積極的導入＞

水田主体の北陸地域では農業用水使用量が多く、また河川
水量も豊富であることから、基幹的水利施設の取水量は全国
の21％を占める。このため、積極的に小水力発電施設を導入
してきており、施設の設置数は全国の35％（９地区）、年間
発電可能量で44％を占めている。

新潟県南魚沼市の｢五城発電所｣では非灌漑期の発電用水利
権を新規取得し、灌漑用水と合わせて発電している。新発田
市の｢内の倉発電所」はダム落差を利用した発電で、農業水利
施設の中で全国一位の発電規模(最大出力2,900kw)である。

現在、北陸管内では建設中の地区が２地区、調査・設計中
の地区が24地区あり、富山県の｢山田新田発電所｣が、平成25
年３月から本格運用を開始する予定。

今後、土地改良区の維持管理負担の軽減と地域活性化を図
る観点から、引き続き計画地区の整備を積極的に推進。

＜東京－金沢間の所要時間＞
3時間40分→2時間20分に短縮
（平成26年度末金沢開業後）

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
＜北陸新幹線開業を見据えた地域振興＞
・平成26年度末の北陸新幹線金沢開業により、首都圏等
から北陸地域へのアクセス時間が大幅に短縮されるた
め、各地域においてその効果を最大限活用するための対
応を準備。特に、新潟県では上越・北陸の２本の新幹線
を有する利点を最大限活用した地域振興策を検討。
・石川、富山、福井では、食関係の観光資源を有望視
し、首都圏への食材、食文化等のＰＲを検討・実施。

また、石川県では、能登地域が平成23年６月に
GIAHS(世界農業遺産)に認定されたことを受け、エコ観
光をコンセプトとしたスマートドライブの取組等、地域
資源を保全しつつ地域振興を図る取組を推進。

新潟県

富山県

石川県

福井県

北陸新幹線の建設計画

【スマートドライブプロジェクト】

【ルビーロマン】

【能登棚田米】

44%

小水力発電施設の

年間発電可能量

北陸4,500万kwh

全国
1億300万kwh

＜東京から金沢への経路＞
●現在（青矢印）
東京→越後湯沢→直江津→金沢
（越後湯沢－金沢間は特急列車）

●26年度末以降（赤矢印）
東京→長野→上越→富山→金沢
（北陸新幹線）

21%

基幹的水利施設の取水量

全国
228億m3

北陸48億m3
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２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
＜木曽岬干拓地におけるメガソーラー建設＞

○ 三重県及び愛知県は、昨年11月に丸紅(株)を事業候補者に
選定。総事業費約160億円で、木曽岬干拓地に約15,000世帯
の年間使用電力量に相当するメガソーラーを建設し、平成26年
10月から運営を開始予定。(自治体の誘致では国内最大級。
建設期間に１日最大300人の雇用創出を見込む。)

１ 農業における特徴的な動き

＜担い手の育成と農地の確保(岐阜県)＞

① 海津市では、国営・県営事業のほ場の大区画化(１～２ha)
や排水改良などにより、小麦・大豆の作付面積の大幅増加
とともに単収も増加。大規模経営を行う法人や集落営農組織
等が地域の農地を積極的に引き受け、耕作放棄地発生を
未然に防止。
今後、集落営農組織の統合等により、100ha以上の営農

組織の育成を目指す。
② 公共事業が減少する中、地域の雇用を守るため、建設業
者が農業に参入。和仁農園(高山市)は、中山間地の水田
約20haを地権者から請負い耕作する他、建設業の機械や
技術を活用し、耕作放棄地約２haを再生。観光との連携、
米粉製品の製造等の取組も開始。現在９人を雇用。

＜植物工場におけるトマト収量大幅向上の取組(愛知県)＞

○ 東海地域有数の野菜産地である豊橋市において、昨年
８月より、県農業総合試験場、県経済連、地元企業が共同
して、平成27年度末を目途にトマトの収量を10a当たり20t
から40tに倍増させる栽培技術の研究開発を実施。

【木曽岬干拓地】

わ に

岐阜県海津市

岐阜県高山市(和仁農園)

木曽岬干拓地

愛知県豊橋市(植物工場)

事業完了時

3倍
増加

【大区画圃場での
麦の収穫】

【植物工場内の様子】

事業着手前
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【収量倍増技術を
実証する植物工場】

【耕作放棄地の再生】

【再生中】

【再生後】

(kg/10a)(ha)

３倍
増加

愛知県

岐阜県

三重県

事業着手前 事業完了時

【国営かんがい排水事業長良川用水地区
受益市町村の小麦作付面積・単収の推移】

東海農政局管内の最近の特徴的な動きについて

わ に
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