
（2） スマート農業の推進

※１ 「収量コンバイン」とは、収穫と同時にセンサーにより収量や水分量等を測定するコンバインのことである。
※２ 「自動操舵装置」とは、ハンドルを自動制御し、設定された経路を自動走行させる装置。トラクター、田植機、コンバイン

等に後付けで取付可能。 

 農業分野では、担い手の減少・高齢化の進行等により労働力不足が深刻な問題となっ

ています。一方、農業の現場では、依然として人手に頼る作業や熟練者でなければでき

ない作業が多く残されており、省力化、人手の確保、負担の軽減が喫緊の課題となって

います。

生産現場の課題をロボット、AI、IoT 等、先端技術で解決する「スマート農業」を推進

するため、これらの技術を生産から出荷まで一貫した体系で導入・実証し、経営への効

果を明らかにすることで社会実装を図る「スマート農業実証プロジェクト」を展開して

います。 

施策 

現状と課題

東北において、令和２(2020)年度に「スマート農業実証プロジェクト」に取り組んだ

地区数は 18 地区で、水田作、露地野菜、果樹、花き等の作目で実証が行われており、

自動操舵システムやラジコン草刈機による軽労化、ドローンでのリモートセンシングや

農薬散布等の実証に取り組みました。 

プロジェクトに参加する農家からは、「自動操舵システムにより、非熟練者でも熟練

者並の作業ができた。」、「ドローンでのリモートセンシングの結果を可変施肥に反映し

生育むらがなくなった。」等の声があり、スマート農業の効果が実感されています。 

取組状況 

取組事例 北上市
きたかみし

中山間地域スマート農業実証コンソーシアム（岩手県北上市
きたかみし

） 

 岩手県北上市
きたかみし

の中山間地域は、農業従事者の減少により耕作が困難となった農地を、

(株)西部開発農産が集積し農業生産を行っています。(株)西部開発農産の経営面積は毎年

増加していますが、ほ場は各地に散在しているため、中山間の小区画ほ場に大型機械を

投入し作業効率を向上させているものの、作業時間の短縮と省力化、生産性の向上が急

務となっています。 

（株）西部開発農産を構成員とする北上市中山間地域スマート農業実証コンソーシア

ムは、令和２（2020）年度からスマート農業実証プロジェクトに取り組み、スマート農

機や散在する農地情報をデジタル地図で管理する生産管理システムなどのスマート農業

技術を導入することで課題解決に向けて取り組んでいます。 

自動操舵装置を装備した播種作業機 収量コンバイン 
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（３） 経営安定対策の着実な実施

ア 収入保険制度の実施

(単位：件、百万円)

支払件数
(ａ)

保険金等
支払金額
（ｂ）

支払件数
(ｃ)

保険金等
支払金額
（ｄ）

支払件数
(ｃ/ａ)

保険金等
支払金額
（ｄ/ｂ）

青森県 479 917 339 666 70.8% 72.6%

岩手県 139 170 505 456 363.3% 268.2%

宮城県 119 185 311 457 261.3% 247.0%

秋田県 90 134 219 351 243.3% 261.9%

山形県 90 99 239 347 265.6% 350.5%

福島県 144 207 666 917 462.5% 443.0%

東北計 1,061 1,712 2,279 3,194 214.8% 186.6%

全国計 6,882 16,859 12,578 28,090 182.8% 166.6%

令和元(2019)年 令和２(2020)年 前年比

東北の令和２(2020)年の加入

件数は、8,794 件で、前年の約 1.6

倍となっており、加入者は徐々に

増加しています。 

加入目標に対する加入件数の割

合の高い青森県、秋田県では伸び

率が鈍化していますが、加入割合

の比較的低い岩手県、宮城県、福島

県では伸び率が高くなっています

（図表２-17）。 

現状 

 東北の収入保険の加入実績は 8,794 経営体（令和２(2020)年 12 月末現在）で全国

の 24％を占めており、2 年間で目標（1 万 5,295 件）の 5 割を超えています。 

 また、全国の加入実績は、３万 6,142 経営体で、制度発足 2 年間で 4 年後の目標

（10 万件）の 36％となっています。

収入保険の加入手続きは、各県の農業共済組合で行われており、全国農業共済組合連合

会を中心に加入促進に取り組まれています。 

また、収入保険は、保険期間の収入が基準収入の９割を下回った場合に、下回った額の

９割を上限として補填するものですが、令和２(2020)年から補償の下限を選択すること

により、保険料を安くして加入できるタイプが設けられています。  

収入保険の加入状況 

保険金等の支払状況 

資料：東北農政局作成 

注：１）保険金等の支払状況は令和３(2021)年７ 

月末時点 

２）保険金等とは保険方式による保険金と積 

立て方式の特約補填金の合計金額

令和２(2020)年の保険金等の

支払金額は、全国で約 281 億円

で、東北は約 32 億円となってい

ます。  

また、加入件数の増加に伴い、

支払件数、支払金額ともに増加し

ており、対前年支払件数 215％、

支払金額 187％となっています

（図表２-18）。 

 図表 ２-18 保険金等の支払状況 

 資料：東北農政局作成 

注：加入目標は、平成 30(2018)年６月に全国農業 

共済組合連合会が決定した令和４(2022)年度 

（令和５(2023)年加入）を見据えた目標 

施策 

(単位：件)

加入目標
(a)

加入件数
（令和元
(2019)年
12月末）

(b)

加入件数
（令和２
(2020)年
12月末）

(c)

加入目標
に対する

割合
(c/a)

加入件数
の前年比
(c/b)

青森県 2,580 1,628 2,240 86.8% 137.6%

岩手県 2,930 819 1,521 51.9% 185.7%

宮城県 2,579 583 1,320 51.2% 226.4%

秋田県 1,706 873 1,144 67.1% 131.0%

山形県 2,500 711 1,054 42.2% 148.2%

福島県 3,000 792 1,515 50.5% 191.3%

東北計 15,295 5,406 8,794 57.5% 162.7%

全国計 100,000 22,812 36,142 36.1% 158.4%

 図表 ２-17 収入保険の加入状況 
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イ 経営所得安定対策等の着実な実施

 

 

②米・畑作物の収入減少影響緩和交付金
（ナラシ対策）

①畑作物の直接支払交付金
（ゲタ対策） 

 担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利

を補正する交付金（ゲタ対策）と、米・畑作物の農業経営の収入減少を補てんするセー

フティネット対策（ナラシ対策）、さらに、食料自給率・食料自給力の維持向上を図る

ため、飼料用米、麦、大豆など戦略作物の本作化を進め、水田のフル活用を図る水田活

用の直接支払交付金を引き続き実施する必要があります。 

 「畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）」及び「水田活用の直接支払交付金」の加入

状況について、個人は高齢化による離農等で減少している一方、法人は既加入の個人及

び集落営農の法人化により増加しています。 

 「米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）」の加入状況は、高齢化に伴

う離農に加え、収入保険へ移行した経営体が一定数あったこと等により減少していま

す。 

 
各交付金の加入申請件数（全国・東北） 図表 2-19 

③水田活用の直接支払交付金

令和２(2020)年度の加入申請件数は、①ゲタ対策は全国で４万 2,185 件です。うち、

東北は 7,334 件で、前年度から 350 件減少しています。全国に占める東北の割合は

17％です。②ナラシ対策は全国で７万 8,038 件です。うち、東北は２万 3,892 件で、

前年度から 3,806 件減少しています。全国に占める東北の割合は 31％です。③水田活

用の直接支払交付金は全国で 31 万 9,921 件です。うち、東北は７万 798 件で、前年

度から 4,565 件減少しています。全国に占める東北の割合は 22％です（図表 2-19）。 

なお、東北における支払実績は、ゲタ対策は 125 億 4,000 万円、ナラシ対策は補て

ん総額 9 億 9,000 万円、水田活用の直接支払交付金は 682 億 7,000 万円です。 

資料：全国値は農林水産省調べ 

東北の値は東北農政局調べ

現状と課題 

43,307 42,185

7,684 7,334
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２
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全国 東北

経営所得安定対策等の加入申請件数及び支払実績 
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２ 食と農に対する理解の醸成 

（１） 食育の推進

 

 東北農政局では、食育基本法及び食育推進基本計画に基づき、食育を推進しています。

 第３次食育推進基本計画（平成 28(2016)年度～令和 2(2020)年度）では、若い世代

を中心とした食育の推進、多様な暮らしに対応した食育の推進などを重点課題として設

定した都道府県計画、市町村計画をそれぞれ作成して、食育推進に取り組んできました。

令和3(2021)年3月末現在、県段階では東北全県で、市町村段階では211市町村（93%）

で作成されています。 

 第４次食育基本計画が令和３(2021)年３月に策定され、「新たな日常」やデジタル化

に対応した食育の推進等を重点事項として取り組むこととされました。 

と現状

東北農政局では、食育に関する国民の理解の向上、食育活動団体等の取組推進のため、

最新の食育情報、食育についての知見の提供、食育セミナーの開催等を行っているほか、

地方自治体等が行うシンポジウム等の食育活動を支援しています。 

東北農政局の取組 

食育セミナーの開催 

 食育活動の普及・推進のた

め、６月の食育月間に併せ、令

和2(2020)年６月 11 日～６

月 30 日の間、消費者展示コー

ナーにおいて、バランスの取れ

た食事例やパネル等を展示し

ました。また、各県の食育イベ

ントにおいてパネル展示等を

行いました。 

食育に関する展示 

やまがた食育県民大会 消費者展示コーナー 

 令和２(2020)年度は、９月 

と２月に食育セミナーを開催 

しました。 

第１回（９月）は「生涯を 

通じた食育の推進～若い世代 

に伝えたい～」、第２回（２月） 

は「健全な食生活の実践～あ 

なたの朝食大丈夫？」と題し 

て、講演及びグループ討議を 

実施しました。 

グループ討議の様子 パネルディスカッションの様子 

第１回 https://www.maff.go.jp/tohoku/syouan/syokuiku/event_report/200924_seminar_gaiyou.html 

第２回 https://www.maff.go.jp/tohoku/syouan/syokuiku/event_report/210209_seminar_gaiyou.html 
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（２） 日本食文化の保護・継承

 東北におけるSAVOR
セ イ バ ー

 JAPAN
ジ ャ パ ン

※の認定地域は４地域（図表 2-20）で、全国では 31

地域が認定されています（令和３(2021)年３月現在）。 

 認定地域においては、国等からの支援を活用しながら、マーケティング調査や海外で

のプロモーション等によりニーズを把握し、観光ルートの充実、地元食材を使ったメニ

ュー開発、パンフレットの多言語化等により地域の食と食文化を活用した独自の取組と

その PR を展開しています。 

 こうした取り組みにより外国人観光客や宿泊者数の増加が図られました。

現状

 資料：農林水産省資料「SAVOR JAPAN認定地域概要」より抜粋 

 図表 2-20 SAVOR
セ イ バ ー

 JAPAN
ジ ャ パ ン

認定地域概要（東北）（令和３(2021)年３月時点） 

認定年度 地域 実行組織 地域の食

もち料理

精進料理

きりたんぽ

伝統ごっつぉ

 会津清酒

平成28年

（2016）
11月

平成29年

（2017）
12月

内容

一関市・平泉町

（岩手県）

 一関もち食推進

 会議

武家社会の儀礼から生まれた「もち本膳」に加え、

旬の農産物を活かした多彩なもちの具が創作され、そ
の食べ方のバリエーションは約300種。生活や生業に
関連した「もち食文化」による地域ブランディングを
実施

鶴岡市

（山形県）

 鶴岡食文化創造

 都市推進協議会

50種類以上の生きた文化財「在来作物」や、出羽三

山に伝わる精進料理と精神文化を体感し、宿坊、農
家・漁家民宿、温泉等で外国人旅行者が長期滞在でき
る周遊ルートを提供

会津の伝統料理・会津清酒と、それに関連した武家

文化の歴史的魅力を、訪日外国人の趣向に合わせた複
数の周遊ルートでの「食・酒」の提供等により体験

地域の伝統食「きりたんぽ」と、「秋田犬」、「マ

タギ」の歴史的関係に焦点を当て、「きりたんぽ」の
誕生ストーリーを農家とのふれあいにより体感するこ
とが出来る。

大館地域

（秋田県）

 （一社）

 秋田犬ツーリズ
ム

会津若松市

（福島県）

 会津若松市

 食と農の景勝地
 推進協議会

施策 

 地域の食と魅力を「SAVOR
セ イ バ ー

 JAPAN
ジ ャ パ ン

」ブランドとして、関係省庁の情報発信事業（政

府系サイトでの情報発信、海外での和食普及イベント、海外での映像・番組放映）等によ

り、農林水産省と関係府省庁が緊密に連携して海外発信に取り組んでいます。 

※ 「SAVOR
セイバー

 JAPAN
ジャパン

（農泊 食文化海外発信地域）」 とは、日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流を楽しむ滞
在である「農泊」を推進する農山漁村の中から、特に食文化を海外に発信する地域の取組を農林水産大臣が認定しているも
のである。 
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（３） 食品ロスの削減

 農林水産省では、令和２(2020)年３月の食品ロス削減推進法に基づく基本方針によ

り、食品関連事業者への食品ロス削減の働きかけや消費者への啓発等を行っています。

 食品関連事業者においては、「納品期限の緩和※１」や「賞味期限表示の大括り化※２」等

の商習慣の見直しを働きかけ、製造、流通、小売の各段階で発生する食品ロスの削減に向

けて取り組んでいます。なお、東北においては、「納品期限の緩和」に取り組んでいる事

業者は８事業者、「賞味期限表示の大括り化」は７事業者となっています（令和２(2020)

年 10 月末時点）。

 消費者においては、食品ロス削減の必要性について情報提供を行うことで、食品ロス

に対する啓発を促し、消費の段階で発生する食品ロスの削減に向けて取り組んでいます。

特に、10 月を「食品ロス削減月間」として、消費者庁、環境省と連携した取組を集中的

に普及・啓発しています。

 また、ICT や AI 等の新技術を活用した高度な需要予測や未利用食品の販売など、食品

ロスの発生防止につながる新たな民間ビジネスが開始されています。今後の食品ロスの

削減に向けた取組として期待されることから、民間企業等から取組を広く募集し、情報

発信を行っています。

 さらに、役割を終えた国の災害用備蓄食品については、食品ロス削減及び生活困窮者

支援等の観点から有効活用するため、原則としてフードバンク団体等に提供しています。 

食品ロスの削減に向けた取組の状況

取組事例 スーパーにおける食品ロス削減の取組（福島県会津若松市
あ い づ わ か ま つ し

） 

福島県会津若松市
あ い づ わ か ま つ し

にあるスーパー（株）リオン・ドールのグロサリー部

門では、AI を活用した需要予測に基づく自動発注システムを導入し、在

庫管理の適正化による食品ロス削減に取り組んでいます。 

また、同店舗では、取り組んでいることをポスターで掲示し、啓発活動

を行っています。 

消費者への啓発活動 

東北農政局では、食品ロスに関する消費者への啓発活動として、食品小

売業者や外食事業者への消費者向け啓発ポスター掲示等の働きかけや、消

費者団体との意見交換等による食品ロスの普及・啓発に取り組んでいます。

また、賛同いただいた小売業者の中には、独自でチラシやポスター等を作

成し、消費者に働きかけていただくなど広がりを見せています。 

※１ サプライチェーンにおいては、賞味期間の３分の１以内で小売店舗に納品する慣例があり、賞味期間の３分の１以内で納
品できなかったものは賞味期限まで多くの日数を残すにも関わらず廃棄となる可能性がある。納品期限を緩和することに
より食品ロス削減につながることが期待される。 

※２ 多くの商品の賞味期限表示が年月日で表示されている。一方で、小売業者の在庫商品よりも賞味期限が前であることで商
品を納品できないことがあり、廃棄の可能性が高まる。賞味期限を年月または日まとめにするなど大括り化して表示する
ことにより、食品ロスの削減につながることが期待される。 

宮城県の「こととや」の 
食品ロス削減啓発 

令和２(2020)年度から、役割を終えた災害用備蓄食

品のフードバンク団体への提供を始めたところであり、

令和 3(2021)年 1 月に２団体のフードバンクに提供

しました。なお、取組に関するお問合せは、以下の東北

農政局ホームページ掲載のお問合せ先までお願いしま

す。 

東北農政局からのお知らせ 

https://www.maff.go.jp/tohoku/syouan/syokuri/2021_bitiku.html 

ポスターによる 
普及啓発活動 

日頃のお買い物の中で、商品棚の手前

にある商品等、販売期限の迫った商品を

積極的に選ぶ「てまえどり」を行ってい

ただくことで、販売

期限が過ぎて廃棄さ

れることによる食品

ロスを削減する効果

が期待されます。 
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（４） 再生可能エネルギーの推進
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令和２(2020)年度末で、農

山漁村再エネ法に基づく基本

計画を作成済みの自治体は、

全国で 74 市町村。うち、東

北は 20 市町村となっていま

す（図表 2-21）。 

令和２(2020)年度に全国

で新たに基本計画を作成した

自治体は、６市町村。うち、

東北は青森県六カ所
ろっかしょ

村
むら

、福島

県鮫川村
さめがわむら

の２村となっていま

す。 

 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する

法律（以下、「農山漁村再エネ法」という。）に基づく基本計画や発電設備は年々増加して

います。

 一方では、既存の送電設備の容量が足りないため発電施設を整備しても送電網に接続

できない、地域住民と事業者との合意形成に時間を要する等の課題を抱える地域もあり

ます。

現状と課題

施策 

農山漁村再エネ法は、農山漁村において、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可

能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化

を図るとともに、エネルギー供給源の多様化に資するための制度です。 

 図表 2-21 農山漁村再エネ法に基づく基本計画作成状況 

農山漁村再エネ法に基づく発電設備の設備整備計画認定状況 

資料：東北農政局作成 

注：各年の値は各年度末現在の累計値 

令和２(2020)年度末時点で

の、農山漁村再エネ法に基づく

発電設備整備計画の認定数は、

全国で 95 件。うち、東北は 29

件となっています（図表 2-

22）。 

令和２年(2020)度に全国で

新たに認定された設備整備計

画は 15 件。うち、東北は４件

となっています。 

 図表 2-22 農山漁村再エネ法に基づく 

発電設備整備計画の認定数の推移 

農山漁村再エネ法に基づく基本計画作成の取組状況 

市町村 

件 
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