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まずはじめに・・・

秋田県の農業とは・・・・（秋田県の立ち位置）

秋田県農業の主要指標

秋田 東北 全国

総農家数 戸 48,933 332,874 2,153,045 4 14.7 20 2.3

販売農家数 戸 37,677 239,340 1,326,755 3 15.7 11 2.8

専業農家 戸 9,424 60,314 439,857 4 15.6 24 2.1

農業就業人口 人 54,642 372,732 2,090,014 4 14.7 17 2.6

農家人口比率 ％ 18.0 13.9 5.1 1 ― 1 ― 2010年農林業センサス

耕地面積 ｈa 149,500 852,500 4,518,000 3 17.5 6 3.3

田 ｈa 130,500 611,200 2,458,000 1 21.4 3 5.3

畑 ｈa 19,100 241,300 2,060,000 6 7.9 23 0.9

耕地率 ％ 12.8 12.7 12.1 4 ― 19 ―

水田率 ％ 87.3 71.7 54.4 1 ― 6 ―

１経営体当たりの
経営耕地面積

ｈa 3.22 2.72 2.53 ― ― ― ― 2015年農林業センサス（概数値）

水稲作付面積 ｈa 91,700 402,500 1,573,000 1 22.8 3 5.8

10a当たり収量 ｋｇ 596 585 536 3 ― 4 ―

野菜作付面積 ｈa 9,700 66,500 530,400 4 14.6 17 1.8

果樹栽培面積 ｈa 2,700 48,600 233,800 5 5.6 29 1.2
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平成２６年耕地面積調査

平成26年産水陸稲の収穫量調査

平成26年面積調査
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		秋田県の農業とは・・・・（秋田県の立ち位置） アキタケン ノウギョウ アキタ ケン タチイチ

		秋田県農業の主要指標 アキタケン ノウギョウ シュヨウ シヒョウ

		項目 コウモク						実数 ジッスウ						東北における順位 トウホク ジュンイ		東北に占める割合　　　　　　秋田/東北（％） トウホク シ ワリアイ アキタ トウホク		全国における順位 ゼンコク ジュンイ		全国に占める割合　　　　　　　　　秋田/全国（％） ゼンコク シ ワリアイ アキタ ゼンコク		備考 ビコウ

								秋田 アキタ		東北 トウホク		全国 ゼンコク

		農　家・人　口 ノウ イエ ジン クチ		総農家数 ソウ ノウカ カズ		戸 コ		48,933		332,874		2,153,045		4		14.7		20		2.3		2015年農林業センサス（概数値） ネン ノウリンギョウ ガイスウ チ

				販売農家数 ハンバイ ノウカ カズ		戸 コ		37,677		239,340		1,326,755		3		15.7		11		2.8

				専業農家 センギョウ ノウカ		戸 コ		9,424		60,314		439,857		4		15.6		24		2.1

				農業就業人口 ノウギョウ シュウギョウ ジンコウ		人 ニン		54,642		372,732		2,090,014		4		14.7		17		2.6

				農家人口比率 ノウカ ジンコウ ヒリツ		％		18.0		13.9		5.1		1		―		1		―		2010年農林業センサス ネン ノウリンギョウ

		農　　地 ノウ チ		耕地面積 コウチ メンセキ		ｈa		149,500		852,500		4,518,000		3		17.5		6		3.3		平成２６年耕地面積調査 ヘイセイ ネン コウチ メンセキ チョウサ

				田 タ		ｈa		130,500		611,200		2,458,000		1		21.4		3		5.3

				畑 ハタケ		ｈa		19,100		241,300		2,060,000		6		7.9		23		0.9

				耕地率 コウチ リツ		％		12.8		12.7		12.1		4		―		19		―

				水田率 スイデン リツ		％		87.3		71.7		54.4		1		―		6		―

				１経営体当たりの　　　　　　　　　　　　　　経営耕地面積 ケイエイタイ ア ケイエイ コウチ メンセキ		ｈa		3.22		2.72		2.53		―		―		―		―		2015年農林業センサス（概数値） ネン ノウリンギョウ ガイスウ チ

		生　　産 セイ サン		水稲作付面積 スイトウ サクツケ メンセキ		ｈa		91,700		402,500		1,573,000		1		22.8		3		5.8		平成26年産水陸稲の収穫量調査 ヘイセイ ネン サン スイリク イネ シュウカク リョウ チョウサ

				10a当たり収量 ア シュウリョウ		ｋｇ		596		585		536		3		―		4		―

				野菜作付面積 ヤサイ サクツケ メンセキ		ｈa		9,700		66,500		530,400		4		14.6		17		1.8		平成26年面積調査 ヘイセイ ネン メンセキ チョウサ

				果樹栽培面積 カジュ サイバイ メンセキ		ｈa		2,700		48,600		233,800		5		5.6		29		1.2
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Ⅰ．県内情勢
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Ⅱ．加工業務用野菜取り組み

【取扱い品目】

キャベツ、ねぎ、玉ねぎ、人参 等

【取扱い品目面積推移】

単位:ha

※玉ねぎ、人参は試験的取り組み

品目 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

キャベツ 45.5 50.9 39.2 48.3 63.3 80.8
ねぎ 1.2 4.3 6.4 11.8 17.6
玉ねぎ 0.3 0.3 0.4
人参 1.0 0.7 0.7



Ⅱ．加工業務用野菜取り組み－②

○県本部が事業実施主体となり、国の加工業務用野菜生産

基盤強化事業の活用による県全体の生産基盤の拡大と産

地力の強化を図る。

キャベツ：平成26年度 面積45.4ha ～ ８JA
ね ぎ：平成27年度 面積11.3ha ～ ２JA

○県本部がトータル窓口 ⇒ 情報収集・集荷販売対応・売買契約

○県本部の出荷調整機能 ⇒ 安定納品体制を構築



Ⅲ．業務用野菜の生産販売方針

＜生産振興対策＞

○機械化一貫体系による作付面積および出荷量の拡大

○新技術導入による反収向上対策の実施

○県本部主催JA担当者研修会の開催

○病害虫に対する予防および対応策の実施

＜流通販売対策＞

○県本部による買取販売

○鉄コンテナキャベツ出荷の導入による、労力・輸送の効率化

○プラスチックコンテナでのねぎ出荷による、労力・輸送の効率化

○一次加工業者との連携強化



機械化一貫体系による作付面積および出荷量の拡大



新技術導入による反収向上対策の実施



県本部主催JA園芸担当者研集会の開催



病害虫に対する予防及び対応策の実施

・行政、全農職員による現地指導



鉄コンテナキャベツ出荷の導入による、労力・輸送の効率化



プラスチックコンテナでのねぎ出荷による、労力・輸送の効率化



一次加工者との連携強化



Ⅳ．加工業務用キャベツの取り組み

■出荷規格

・１．２５kg／玉以上

・反り葉一枚残し

・荷姿はDB、鉄コンテナいずれも可能

・県本部にて一元分荷

・トラック、JRコンテナの物流手配



Ⅳ．加工業務用キャベツの取り組み②

■反収向上対策

・額縁明渠、弾丸暗渠の施用

・根こぶ病対策品種の仕様、薬剤使用

・排水の良い圃場選定



Ⅴ．加工業務用ねぎの取り組み

■出荷規格（秋田県独自出荷規格）

・葉の枚数・太さ・曲がりに制限無し

・軟白部分長さ25cm以上（但しボケの部分を含む）

・Sサイズの混入率は30パーセント以内

・根きりはデベソも可

サイズによる選別不要！！

市場出荷不可の品物も出荷可能！！



定植・圃場・作業・出荷コンテナ



Ⅵ．加工業務用玉ねぎの取り組み

■府県産時期の業務用玉ねぎの需要増

■消雪の早い地域での春植え玉ねぎ試験をH26より開始

・２月播種、４月定植、７月下旬収穫

・目標反収：５t

■昨年度ようやく出荷にこぎつけ、今年度も試験



圃場作業



Ⅶ．今後の取り組み

○加工業務用野菜のさらなる規模拡大を図る。

ネギ面積 平成24年1.2ha ⇒ 平成29年度 27.5ha

○国、県行政と連携のもと、生産農家への支援

国 ：加工業務用生産基盤強化推進事業

県 ：夢プラン事業 等

全農：Let’s Go! あきた園芸力強化運動



Ⅸ．まとめ

•1．生産者との直接対話

•２．ユーザーとの直接対話

•３．国、県の支援策活用

•４．「もうかる」を頭から外す

•５．市場出荷と併用しない

• （加工・業務用の圃場設置）

•６．「ぶれない」こころ



ご清聴ありがとうございました。


