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特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題 

平成 23(2011)年３月 11 日、三陸沖を震源とした国内観測史上最大規模となるマグ

ニチュード 9.0 の「平成 23(2011)年東北地方太平洋沖地震」が発生し、宮城県北部で

最大震度７、宮城県、福島県、茨城県、栃木県で震度 6 強等、広い範囲で強い揺れが観測

されるとともに、福島県相馬市
そ う ま し

において最大で高さ 9.3ｍ以上の津波を観測するなど、大

地震と大津波により農業用施設等の損壊・流出、農地や農作物の流失など、東日本の広い

地域に甚大な被害が生じました。 

岩手県、宮城県、福島県の 3 県では、津波による農地の流失・冠水面積が約２万 ha、

農林水産関係被害額は２兆円を超えました。 

さらに、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故が発生し、その影響による営農休

止や作付制限など、農業はこれまでにない被害を経験しました。中でも福島県の被害は深

刻なものであり、いまだ東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の町村は、避難指示

による帰還困難区域が設定されています。 

政府は、これらの災害を「東日本大震災」と呼称し、同年 7 月に策定した「東日本大震

災からの復興の基本方針」において、復興期間を令和 2(2020)年度までの 10 年間とす

るとともに、当初の 5 年間（平成 23(2011)年度～平成 27(2015)年度）を「集中復興

期間」と位置づけ、日本全国のモデルとなるよう、東北を新たな食料供給産地として再生

することを目指し、被災地の復興に向けて取り組みを行ってきました。 

また、令和２(2020)年７月の復興推進会議において、令和３(2021)年度から令和

7(2025)年度までの 5 年間を新たな復興期間として、「第２期復興・創生期間」と位置づ

け、引き続き被災地の復興に向けて取り組んでいます。 

東北の農業復興はこの 10 年間で大きく前進し、地震・津波被災地域では農地・農業用

施設等の整備が進み、農地の復旧に併せたほ場の大区画化により生産性の高い大規模農業

への取組が進展し、復興の総仕上段階となっています。一方、原子力被災 12 市町村では、

避難指示解除の時期や住民の帰還状況により営農再開割合に差が出ており、特に帰還困難

区域がある町村の営農再開が遅れていることから、復興・再生の本格化を重要事項として、

さらなる営農再開の加速化に取り組んでいるところです。 

本章では、東日本大震災の発生からこの 10 年という節目にあたり、現在の農業の復興

状況をお伝えするとともに、生産者の方々の営農再開に向けた取り組みを紹介してまいり

ます。 
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１ 地震・津波からの復旧・復興 

地震・津波による被災地域では、復興交付金や土地改良事業特別法等に基づく直轄災害

復旧事業等により、農地・農業用施設の復旧を行いました。その結果、原子力被災によっ

て避難指示区域が設定された福島県の原子力被災 12 市町村の区域を除いた 94％で営農

再開が可能となっています。 

今後は、一部の活用されていない復旧農地について、順次営農を進めていくことが必 

要です。

現状と課題 

 図表 特-1 被災 3 県の農林水産関係被害額 

被災３県（岩手県、宮城県、福島県）の農林水産関係被害額は２兆円を超えています（図

表 特-1）。 

また、被災３県の農地の流失・冠水面積は２万 530ha であり、うち約７割の１万

4,340ha が宮城県となっています（図表 特-2）。 

被災３県の農林水産関係被害額及び農地の流出・冠水面積 

資料：岩手県「東日本大震災津波による農林水産業関係の被害状況について（確報）」 

宮城県「東日本大震災による被害額（令和２(2020)年９月30日現在）」 

福島県「農林水産関係被害状況（平成24(2012)年７月５日現在）」 

 図表 特-2 被災 3 県の農地の流出・冠水面積 

農業関係 水産関係 林野関係

岩手県 6,633億円 688億円 5,649億円 296億円

宮城県 1兆2,952億円 5,504億円 6,897億円 551億円

福島県 3,714億円 2,395億円 824億円 495億円

合計 2兆3,299億円 8,587億円 1兆3,370億円 1,342億円

被害額計

単位：ha

岩手県 730

宮城県 14,340

福島県 5,460

合計 20,530

被害面積
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資料：東北農政局作成 

 図表 特-3 被災 3 県の農地・農業施設の復旧状況（令和３(2021)年３月末現在） 

東北管内の国直轄災害復旧事業地区 

国直轄災害復旧事業は、国が造成した又は造成中である土地改良施設が被災した場合

に、工事規模が著しく大きい又は工事が高度な技術を要する、若しくは当該施設の復旧

が公益上国が行う必要があると認められるとき、土地改良法に基づいて国自らが実施す

る事業です（図表 特-4）。 

 図表 特-4 直轄災害復旧事業地区の概要（令和３(2021)年３月末現在） 

津波被災した農地 20,530ha から農地転用されたもの等を除いた 18,740ha のうち、

17,610ha（94％）が営農再開可能となっています。 

排水機場は、復旧が必要な主要 96 箇所全てで復旧が完了しています。 

また、農地海岸堤防は、復旧が必要な 121 地区のうち 118 地区（98％）において完

成しています（図表 特-3）。 

なお、復旧に至らない農地 1,130ha（６％）と農地海岸堤防 3 地区（２％）は、原子

力被災によって、避難指示区域が設定された福島県の原子力被災 12 市町村のものであり、

復旧に向け引き続き支援を行います。 

農地・農業施設の復旧・復興 

資料：東北農政局作成 

5



特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題 

 図表 特-５ 「仙台東地区」ほ場整備事業概要 

平成 24(2012)年度から「仙台東地区」において、除塩、施設復旧、農地復旧を実施

しました。平成 27(2015)年には、全てのほ場で営農が再開されています。 

また、平成 25(2013)年度から農業生産性向上のための大区画化工事を実施し、平成

30(2018)年度までに完了、令和２(2020)年度には換地処分を行い、事業完了となりま

した（図表 特-5）。 

資料：東北農政局作成 

 

直轄災害復旧関連区画整理事業「仙台東地区」の概要 

○事業概要

　地区面積　 　：2,170ha（農地、道路・水路含む）

　主要工事　区画整理　：1,900ha

　工期 ：平成23(2011)年度～令和２(2020)年度

換地区別 ＜現況の整備状況＞ ＜計画（整備方針）＞

高砂換地区 30a区画、パイプライン → 90a区画化

七郷換地区 30a区画、開水路 → 90a区画化、パイプライン化

六郷換地区 10a区画、土水路 → １ha区画化、パイプライン化

復興事例 農事組合法人仙台イーストカントリー（宮城県仙台
せんだい

市
し

） 

仙台市
せんだいし

若林区七
しち

郷
ごう

地区の農事組合法人仙台イーストカントリー（代表理事 佐々木均）

が、令和 3(2021)度農林水産祭の農産・蚕糸部門において天皇杯を受賞されました。 

同法人は、東日本大震災により農地の 3 分の 2 が浸水し、農機具・施設の大半が失わ

れました。しかし、わずか 2 か月半後には浸水を逃れた水田で経営を再開し、その後、

大区画での湛水直播栽培等による収益性の高いモデル的な経営体として復興を成し遂げ

たところです。 

現在は、約 80ha で稲作や大豆作に取り組むほか、地域の女性たちで結成された「神

屋敷仕込味噌クラブ」を加工部門とし、農産加工や農家レストランに取り組んでいます。 

東日本大震災後、地域においていち早く営農を再開し周囲の農業者を勇気づけ復興を

牽引してきたところであり、50 年後の未来も地域農業を支えていく組合を目指していま

す。 

天皇杯受賞後に東北農政局に来庁されました 栽培した大豆で味噌づくり 仙台イーストカントリーの皆さん
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特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題 

令和２年 
(2020) 

27 
(2015) 

平成 22 年 
(2010) 

％ 

 図表 特-7 沿岸市町村の農業産出額（沿岸市町村計） 

被災 3 県の沿岸市町村の営農状況 

平成 23(2011)年、津波により農地や農業用施設に大きな被害が発生し、沿岸市町村

の水稲の作付面積は大きく減少しましたが、その後、岩手県、宮城県においては、農地

の復旧・整備の進展に比例し 

て作付面積も増加し（図表  

特-6）、農業産出額も震災前 

とおおむね同じ水準まで回復 

しました（図表 特-7）。 

しかし、福島県は、原発事 

故後の長期にわたる避難によ 

り農業者の帰還が進まないこ 

とや、農地の作付制限などに 

より作付面積が伸びず、農業 

産出額は震災前の水準に達し 

ていません（図表 特-7）。 

津波被災面積の約７

割を占める宮城県の沿

岸市町村では、震災直後

は多くの農家が離農を

余儀なくされました。 

しかしながら、その後

の営農再開にあたり、新

たな農業法人が多く立

ち上げられ、地域の担い

手に農地が集積された

ことから、50ha 以上の

経営耕地を有する法人

の割合が大幅に増加し

ました（図表 特-8）。 

宮城県沿岸市町村における農業法人の経営規模別割合推移 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」 

注：農業産出額（市町村別）は、平成19(2007)年度から平成25(2013)年度まで作成していないことから、震災前の比較対象とし

て、平成18(2006)年の値を記載 

 図表 特-６ 沿岸市町村の水稲作付面積（沿岸市町村計）

資料：農林水産省「作物統計」 

平成 18 年 
(2006) 

26 
(2014) 

28 
(2016) 

30 
(2018) 

平成 18 年 
(2006) 

26 
(2014) 

28 
(2016) 

30 
(2018) 

平成 18 年 
(2006) 

26 
(2014) 

28 
(2016) 

30 
(2018) 

 図表 特-８ 宮城県内沿岸市町村における農業法人の経営規模別割合推移 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
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特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題 

震災前の亘理町
わたりちょう

、山 元 町
やまもとちょう

は、東北一のいちご産地として、仙台市場を始め北海道や京浜

方面にも出荷していましたが、東日本大震災の津波により 90％以上の農地が浸水し、苗や

ハウスは全壊、流入した海水による土壌、地下水の塩害も深刻なものでした。

 図表 特-9 亘理・山元いちご団地位置図 

復興事例 井土
い ど

生産組合（宮城県仙台
せんだい

市
し

） 

東日本大震災の津波による甚大な被害のあった井土
い ど

地区では、被災した農家 75 戸に営

農意向調査を実施したところ、「営農組織があれば委託をしたい。」との回答が多くありま

した。その意を受け営農継続を決意した 15 戸の農家が、平成 24(2012)年 12 月に井

土生産組合を結成し、翌年１月に法人化しました。 

同組合は、被災地域農業復興総合支援事業により大型機械を導入し、ほ場整備により大

区画化した農地で水稲の乾田直播を行い、省力化を進めました。また、余剰となった労働

力で、ねぎ、たまねぎ等の園芸作物を導入し、売上げの拡大と通年雇用を実現しました。 

現在では、ブランドねぎとして定着した「仙台井土ねぎ」の販路拡大を目指し、GLOBAL 

G.A.P.の認証を取得するとともに、井土ねぎを使った「たれ」の開発など６次産業化にも

取り組んでいます。 

機械化によるねぎの定植 大型機械を使用した 

乾田直播による作業の効率化 

復興事例 亘理・山元いちご団地（宮城県亘理町
わたりちょう

、山元町
やまもとちょう

） 

しかし、被災後間もなく営農を再開

し、平成 23(2011)年 11 月中旬には

出荷を開始しました。 

平成 24(2012)年には、本格的な産

地復興に向け、被災地域農業復興総合

支援事業を活用し、団地造成、選果場

の整備を行いました（図表 特-9）。 

震災前は土耕による生産でいちごの

平均単収は約 3.5ｔ／10ａでしたが、

塩害の影響を受けないよう新たに導入

した高設養液栽培や統合環境制御シス

テムにより、作業の効率化、単収の大

幅な増加に結びつき、平成 27(2015)

年には事業計画策定時の目標である、

平均単収５ｔ／10ａを達成すること

ができました。 

ほ場整備事業より 

大区画化した農地 

資料：東北農政局作成 
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 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

２  東京電力福島第一原子力発電所事故の影響と復旧・復興 

現状と課題 

農地除染技術の開発・土壌の放射性セシウム濃度別適用技術

土壌の放射性セシウム濃度に応じ、それぞれの技術を適用して農地の除染が行われまし

た（図表 特-10）。 

表土削り取りにより、土壌の放射性セシウム濃度が８～９割減少するなどの効果が確認

されています。 

 図表 特-10 土壌の放射性セシウム濃度に応じた除染作業 

資料：東北農政局作成 

福島県では、地震・津波による被災に加え、原発事故に伴う避難指示区域の設定などに

より多くの方が避難を余儀なくされ、現在も３万 5,000 人超が避難を続けています。 

このため、浜通りを中心に担い手が不足する中、避難していた農業者の帰還及び営農

再開を支援してきたところです。今後は、これまでの取組に加え、企業の新規参入や地域

外から担い手を呼び込むことも重要となっています。 

また、事故以降、放射性セシウム濃度の基準値を超過する米が生産される可能性が高

い水田での作付制限措置、表土の剥ぎ取り、反転耕、除染による放射性物質低減対策及び

カリ施肥による放射性物質吸収抑制対策の実施に加え、米の全量全袋検査をはじめとし

た食品検査態勢の構築などにより安全な農産物が生産されるようになりました。 

福島県では福島県ならではのオリジナルブランドの開発や大規模で労働生産性の高い

農業経営の展開、農産物の輸出拡大などに取り組んできたところであり、農林水産省で

は、生産から流通・販売に至るまで農業の復興創生を総合的に支援していきます。 

一方、これらの取組により、福島県産品の価格は回復傾向にあるものの、依然として残

る科学的根拠に基づかない風評や偏見により震災前の水準まで回復していない状況であ

ることから、福島県では GAP の推進や固定化した被災地産食品のイメージ回復に向け

た情報発信等に取り組んでいます。

農林水産省では、安全な農林水産物の生産、放射性物質の検査、福島県産農産物等流通

実態調査等引き続き適正な情報発信に努めるとともに、オンラインストアや様々なイベ

ントを通じた販売促進を支援していきます。

9



 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

米の安全確保のための水稲の作付制限 

 福島県においては、関係市町村の意向を踏まえ、避難指示区域等における「作付制限」、

「農地保全・試験栽培」、「作付再開準備」及び「全量生産出荷管理」の対象地域を示

し、段階的に作付けが再開されました。 

 図表 特-11 作付制限等の対象地域 

資料：東北農政局作成 

平成 27(2015)年産米 令和２(2020)年産米 

10
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 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

米については、除染、カリ施肥等による吸収抑制対策を実施しました。 

また、きめ細やかな検査を行うことにより、基準値を超過する米を流通させない取組を

しています。 

 畜産物については、草地の吸収抑制対策（反転耕）の実施や、食品の基準値を超える

放射性セシウムを含まないように暫定許容値以下の飼料のみを給与するなどの適切な家

畜の飼養管理の徹底に、生産現場や関係機関が連携して取り組んでいます。 

農畜産物の安全確保 

果樹については、放射性物質の低減対策（粗皮削り、樹体洗浄、剪定・整枝等）とと

もに、GAP の導入や出荷前の放射性セシウム濃度の検査に応じた出荷制限等を行うこ

とにより、安全性を確保しています。 

樹体の高圧洗浄 幼果期検査による 

安全な原料柿の確保 
粗皮削り 

重機を活用した反転耕 ストーンクラッシャーによる

石礫破砕 
急傾斜牧草地での 

無線トラクターの活用 

 図表 特-12 カリ濃度とセシウムの吸収
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 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

農産物等の放射性セシウムの検査結果概要 

資料：東北農政局作成 

注：１）その他（※）とは、乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜類及び乾燥果実類等乾燥して食用に供され

るもの等の加工品 
２）厚生労働省及び自治体が公表したデータに基づき作成

３）放射性セシウムの食品の基準値は、一般食品：100Bq／㎏、牛乳・乳児用食品：50 Bq／㎏、飲料水：Bq／㎏

 これまでの放射性物質低減対策の実施により農畜産物に含まれる放射性物質濃度は低

下しており、平成 30(2018)年以降、食品の基準値（100Bq／kg）超過はありません

（図表 特-13）。 

しかしながら、被災地産の食品の購入をためらう消費者は、現在も一定程度存在してい

ます（図表 特-14）。 

 風評や偏見・差別を払拭するため、引き続き生産現場と連携し、放射性物質低減対策の

徹底を図るとともに、正確で分かりやすい情報発信が重要です。 

図表 特-13 平成 24（2012）年４月以降の農産物の放射性セシウムの検査結果（東北６県分） 

（平成２４(2012)年 4 月 1 日～令和 3(2021)年 3 月３１日） 

24年度
(2012)

27年度
(2015)

30年度
(2018)

Ｒ２年度
(2020)

Ｒ２年度基準値
超過品目（点数）

基準値超過点数 84 2 0 0

（検査点数） （10,330,085） （10,507,547） （9,266,684） （379,302）

基準値超過点数 34 3 0 0

（検査点数） （16,294） （11,958） （5,985） （4,251）

基準値超過点数 2 0 0 0

（検査点数） （75,533） （109,996） （103,989） （11,931）

基準値超過点数 158 1 0 0

（検査点数） （1,737） （2,241） （1,616） （1,521）

基準値超過点数 139 50 72 49

（検査点数） （1,200） （2,177） （2,812） （1,945）

基準値超過点数 934 8 5 0

（検査点数） （13,391） （15,016） （11,687） （8,474）

基準値超過点数 320 94 113 33

（検査点数） （551） （258） （757） （952）

基準値超過点数 0 0 0 0

（検査点数） （1,467） （972） （572） （256）

基準値超過点数 1 0 0 0

（検査点数） （46） （50） （41） （15）

基準値超過点数 136 17 9 2

（検査点数） （2,972） （2,279） （1,694） （980）

飲料水

その他　※ 乾燥ｺｳﾀｹ(2)

水産物

野生鳥獣肉
ｼｶ(2)、ｸﾏ(11)、ｲﾉｼｼ(19)、ﾔﾏ
ﾄﾞﾘ(1)

牛乳・乳児用食品

畜産物

林産物（栽培）

林産物（野生）
ｺｼｱﾌﾞﾗ(9)、ﾀｹﾉｺ(20)、ﾜﾗﾋﾞ
(1)、ｾﾞﾝﾏｲ(3)、ｷﾉｺ(16)

分類

農産物
（米）

農産物
（野菜類・果実類・その

他）
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 岩手県、宮城県の農業産出額は、震

災前を超える状況となっていますが、

大きく農業産出額が減少した福島県

においては、回復傾向にあるものの震

災前の水準に達していません（図表 

特-15）。 

農業産出額の増加に向けては、生産

向上の取り組みだけでなく、風評払拭

による他産地との価格差解消が大切

です（図表 特-16）。 

福島県の農業産出額 

 図表 特-15 被災３県の農業産出額（基準）の推移 

平成 22 年を「０」とした 

 図表 特-14 食品についての風評の現状 

資料：消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第13回）」 

注：全回答者（5,176人）のうち、産地を気にする人が放射性物質を理由に購入をためらう産地として選択した産地の割合 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」 

 図表 特-16 福島県産品の価格の推移 

平成 22 年を「０」基準とした 平成 22 年を「０」とした 

資料：米は農林水産省「米の相対取引価格」に基づく県推定値、それ以外は東京都中央卸売市場「市場取引情報」 
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 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

福島県産農産物の輸出量 

 原発事故に伴い諸外国・地域において講じられた輸入規制は、政府一体となった働きか

けの結果、規制を設けた 54 の国・地域のうち、令和 2(2020)年度末までに 39 の国・

地域で輸入規制が撤廃されたことにより、規制を継続する国・地域は 15 にまで減少しま

した（図表 特-18）。 

 図表 特-17 福島県産農産物の輸出量（米、もも等） 

資料：福島県県産品振興戦略課より 
 

 図表 特-18 輸入規制国数（３月末現在）の推移と現在の状況 

諸外国の食品等の輸入規制 

 令和 2(2020)年度は、過去

最高となった令和元(2019)

年度に次ぐ 285ｔの輸出と

なり、米の輸出量は過去最高

となりました。 

更なる輸出促進のため、現

在、諸外国・地域において講じ

られている輸入規制の緩和・

撤廃に向け、政府一体となっ

た働きかけを継続しています

（図表 特-17）。 

資料：農林水産省食料産業局「農林水産物・食品の輸出促進について（令和３(2021)年３月末時点）」 

参考：令和３年 10 月 10 日現在は、14 カ国となっています。 

国・地域名

カナダ、ミャンマー、セルビア、チリ、メキシコ、ペルー、ギニア、
ニュージーランド、コロンビア、マレーシア、エクアドル、ベトナム、
イラク、豪州、タイ、ボリビア、インド、クウェート、ネパール、イラ
ン、モーリシャス、カタール、ウクライナ、パキスタン、サウジアラビ
ア、アルゼンチン、トルコ、ニューカレドニア、ブラジル、オマーン、
バーレーン、コンゴ民主共和国、ブルネイ、フィリピン、モロッコ、
エジプト、レバノン、アラブ首長国連邦（UAE）、イスラエル

一部都県等を対象に輸入
停止（６）

香港、中国、台湾、韓国、マカオ、米国

一部又は全ての都道府県
を対象に検査証明書等を
要求（９）

ＥＵ及び英国、ＥＦＴＡ（アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテ
ンシュタイン）、仏領ポリネシア、ロシア、シンガポール、インドネシ
ア

規制措置の内容（国・地域数）

事故後の輸入規制を撤廃（39）

事故後の
輸入規制
を継続
（15）
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 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

※1：「トドクヨ」は、食べて応援しように取り組んでいただいている事業者です。
※2：令和２年度は、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりました。

農林水産省では、被災地産食品を積極的に消費することによって、産地の活力再生を通

じた被災地の復興を応援するため、「食べて応援しよう！」というキャッチフレーズの下、

様々な取り組みを呼びかけています。 

これまでに生産者や事業者等の努力により放射性物質を低減させる様々な措置がとら

れるとともに、食品中の放射性物質の基準値に基づいた出荷制限、作付制限等の措置によ

り農畜産物等の安全が確保されてきましたが、被災地産食品の購入をためらう消費者は、

現在も一定程度存在しています。そのため、消費者の正しい理解の促進を図ることを目的

として、被災地産食品の販売フェアや社内食堂での積極的利用等を進めており、令和３

(2021)年６月末までに 1,683 件の取組が行われました。 

全国の事業者等が実施しているこの取組をきっかけに、事業者が被災地の生産者を訪

れ、生産現場の様子や生産者のこだわり、思いを情報発信することにより、生産者と消費

者のココロをつなぐ産直通販等の新たな広がりも見られたところです。 

農林水産省では、今後も被災地支援に取り組んでいきます。 

「食べて応援しよう！」の取組 

東北農政局では、平成 29(2017)年３月から岩手県、宮城県及び福島県の農林漁業者

及び食品事業者等が、仙台市
せ ん だ い し

で農林水産物や加工食品などを販売するイベント※2 を開催し

てきました。 

このイベントは、生産者と消費者が交流することで、消費者の被災地産食品に対する理

解を深め、積極的な消費を促すとともに、風評払拭や産地の活力再生を通じた被災地の復

興を応援することを目的として行っています。これまでの開催で、延べ 126 の出店と約

３万人の来場者があり、生産者と消費者の交流が行われました。 

また、職員を対象に、福島県浜通りを中心とした地域の農林水産物等の斡旋・販売など

に取り組んでおり、令和２(2020)年度は仙台合同庁舎食堂において、大熊町
おおくままち

産いちごが

メニューの一品として提供されました。
 被災地産食品の利用 

仙台合同庁舎食堂において 

大熊町産いちごが提供された 

メニュー

 「食べて応援しよう」への案内 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/ 

 通販事業者「トドクヨ※１」による被災地産農作物の情報発信 

富岡町の全量生産出荷管理米 

の配布（ふるさと生産組合） 
イベント会場の様子

 「食べて応援しよう！in 仙台」の開催状況  職員への斡旋・販売産品 

斡旋・販売チラシ 
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 特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

福島県の酪農は、原発事故により大きな影響を受けま

した。このような中、避難指示のため休業していた 5 名

が酪農団体や企業の支援を受け、平成 24(2012)年 10

月に避難先の福島
ふくしま

市
し

内で復興牧場「ミネロファーム」を設

立しました。平成 24(2012)年 10 月から原乳の出荷を

再開し、令和３(2021)年６月末現在で乳用牛 231 頭を

飼養するまでになっています。  

復興事例 あんぽ柿（福島県伊達
だ て

市
し

） 

福島県伊達
だ て

地方で江戸時代

から続く特産品「あんぽ柿」

は、原発事故後２年連続で加

工自粛を余儀なくされまし

た。 

 樹体の洗浄、幼果期検査に

よる安全な原料柿の確保、加

工再開モデル地区の設定、非

破壊検査機器による全量検査

など様々な取組により、平成

25(2013)年 12 月に出荷が

再開され、令和 2(2020)年度

の出荷量は 1,313ｔと震災

前の 92％まで回復していま

す（図表 特-19）。 

加工再開モデル地区での加工 

（GAP の実践） 

放射性セシウム濃度 

非破壊検査機器 

全量非破壊検査 

復興事例 ミネロファーム（福島県福島市
ふ く し ま し

） 

 図表 特-19 あんぽ柿の出荷量推移 

資料：福島県あんぽ柿産地振興協会の取組を基に東北農政局作成 
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特集 東日本大震災の発生から 10 年、現在の姿と残された課題

 福島原発事故の影響により、原子力被災 12 市町村において営農を休止した耕地面積

は 17,298ha で、そのうち営農再開した面積は 6,577ha（38.0％）となっています。 

避難指示解除の時期が早かった地域においては、営農再開が大きく進んだものの、解

除の時期が遅かった地域では、住民の帰還を進めながら営農再開に取り組んでいるとこ

ろです。 

 令和 7(2025)年度営農再開目標である営農休止面積の６割（1 万 ha）の達成に向け、

先端技術の導入や広域的な高付加価値産地の形成による営農再開の加速化等、きめ細か

な支援の継続が重要です。 

３ 原子力被災 12 市町村の営農再開 

 

  

現状と課題 

原子力被災 12 市町村における営農再開の状況 

 図表 特-20 原子力被災 12 市町村の営農再開の状況 

資料：東北農政局作成 

※１回目の「避難指示区域」の見直しが行われた年月日を記載。

・居住率（居住者数）の対象区域は避難指示が発令された区域。（田村市（都路地区一部）、川内村（20km 圏内）、楢葉町

（20km 圏内）、南相馬市（小高区・原町区一部）、川俣町（山木屋地区）は一部区域。その他市町村は全域。）

・休止面積は 2010 年世界農林業センサスより整理。

・再開面積は福島県調べ。南相馬市の再開面積は市全域。

・再開割合は令和３(2021)年３月の再開面積／休止面積。

 農地除染の進捗や、市町村、農業者の意向を確認しながら、国、県が一体となって営農

再開に向けた条件整備を支援してきましたが、早期に避難指示解除された地域の営農再

開は大きく進んだものの、帰還困難区域がある町村においては、営農再開が遅れている状

況となっています（図表 特-20）。 

休止面積
（ha）

再開面積
(R3.3)
（ha）

再開割合
（％）

【参考】
休止面積のうち
帰還困難区域内
の面積(ha)

広野町 － 90% (4,226人) 269 230 85.5 0

田村市 H26.4.1 85% (215人) 893 507 56.8 0

川内村 H26.10.1 54% (150人) 605 354 58.5 0

楢葉町 H27.9.5 60% (4,080人) 585 385 65.9 0

葛尾村 H28.6.12 32% (432人) 398 57 14.3 23

南相馬市 H28.7.12 56% (4,295人) 7,289 4,262 58.5 0

川俣町 H29.3.31 47% (341人) 375 171 45.7 0

飯舘村 H29.3.31 28% (1,481人) 2,330 446 19.1 99

浪江町 H29.3.31 10% (1,628人) 2,034 134 6.6 707

富岡町 H29.4.1 13% (1,585人) 861 30 3.5 122

大熊町 H31.4.10 3% (285人) 936 0 0.0 810

双葉町 R2.3.4 -% (-) 723 0 0.0 611

合計 17,298 6,577 38.0 2,372

市町村名
 避難指示
 解除時期
（※）

営農再開の状況

居住率（居住者数）
（令和３年３月）
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 楢葉町
な ら は ま ち

の水稲作付面積の推移 図表 特-22

 原子力被災 12 市町村の水稲

作付面積は、営農休止などにより

大幅に減少しました（図表 特-

21）。  

営農再開に伴い作付面積は

徐々に増加しているものの、震災

前の水準までには回復していま

せん。 

 営農再開の進展に向け、主食用

米だけでなく、飼料用米やたまね

ぎ、かんしょなど多様な取組への

支援が必要です。 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」「作物統計」 

注：農業産出額（市町村別）は、平成19(2007)年度から平成25(2013)年度

まで作成していないことから、震災前の比較対象として、平成

18(2006)年の値を記載 

 一方、楢葉町
な ら は ま ち

では、町、JA、福

島相双復興推進機構、県が連携し

て農地のマッチングを行うなど、

まとまった農地の営農再開支援

を実施したことにより、水稲作付

面積が拡大しています（図表 特

-22）。

営農再開の加速化に向けて楢

葉町のような優良事例を他市町

村に横展開することも必要です。 

 原子力被災 12 市町村の農業産

出額は、営農再開の進展に伴い緩

やかな回復基調となっているも

のの、震災前の４割弱にとどまっ

ています。 

 市町村ごとの営農再開の取組

に加え、広域的な高付加価値産地

の形成により、営農再開の加速化

と農業産出額の増加に向け、更な

る支援が必要となっています（図

表 特-23）。 

 図表 特-21 原子力被災１２市町村の水稲作付面積の推移 

 図表 特-23 原子力被災１２市町村の農業産出額の推移 
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原子力被災 12 市町村への人的支援 

 原子力被災 12 市町村の営農再開を進めるため、令和２(2020)年４月から、原子力被

災 12 市町村に農林水産省職員を派遣し、それぞれの市町村の現状に応じた支援を行って

います。 

 また、技術職員（農学、農業土木）等からなるサポートチームを設置し、原子力被災 12

市町村への派遣職員の活動をサポートしています（図表 特-24、25）。 

資料：東北農政局作成 

 図表 特-24 原子力被災 12 市町村への人的支援体制（令和 3(2021)年 10 月現在） 

 図表 特-25 原子力被災 12 市町村への人的支援事例 
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復興事例 株式会社紅梅夢ファーム（福島県南相馬市
み な み そ う ま し

） 

復興事例 株式会社しろはとファーム（福島県楢葉町
な ら は ま ち

） 

平成 29(2017)年１月、南相馬市
みなみそうまし

小高区
お だ か く

の

７つの集落営農組織が出資し、（株）紅梅夢ファ

ームを設立しました。 

平成 30(2018)、31(2019)年度には、地

元農業高校新卒者を始めとする若手社員（新規

就農者）を４名雇用しています。 

令和３(2021)年度は水稲など約64haを耕

作しました。 

労働力の確保が課題となっている中、限られ

た人員で作業効率向上を図る観点から、スマー

ト農業技術の開発・実証プロジェクト（農林水

産省事業）に参画しています。 

農業機械における自動走行の活用、操作支援

技術等により、非熟練者でも早期に技術習熟を

可能とすることを目指しています。 

さつまいも栽培ほ場 

大学いも、いもけんぴなどを製造する白ハ

ト食品工業（株）（本社：大阪府）のグループ

企業（株）しろはとファームが、約 11ha の

農地を確保し、平成 30(2018)年からさつま

いも栽培を開始し、平成 31(2019)年 4 月に

は、（株）福島しろはとファームが設立されま

した。 

楢葉町
な ら は ま ち

が主体となり農地を斡旋し、（株）し

ろはとファームと町内農家数名でさつまいも

栽培を開始したものが、現在は、JA 福島さく

らに生産部会が発足し、地元農家 29 名が加

入するまでになり、地域全体での産地化を推

進しています。 

紅梅夢ファームの皆さん 

（後列４名が若手社員） 

直進キープ機能付き田植機 

さつまいもの収穫状況 
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第 1 章 東北農業の特徴 

1 東北農業に係る指標 

（１） 農業に係る主要指標

東北農業の特徴 

水稲(子実用)作付面積の推移 

資料：農林水産省「食料需給表」、「作物統計」、「生産農業所得統計」、「2020 年農林業センサス」、「耕地及び作付面積統

計」、「集落営農実態調査」、「認定農業者等の認定状況」、「野生鳥獣による都道府県別農作物被害状況」、「荒廃農

地の発生・解消状況に関する調査結果」 

全国ホップ連合会「ホップに関する資料」 

注：花き、ホップの東北計は主産県の積み上げ値 

第１章 

区 分 年次 単位 東 北 全 国 区 分 年次 単位 東 北 全 国

 食料自給率(カロリーベース)
２年

(概算)
％ - 37 -  耕地面積 ２年 ha 827,100 4,372,000 18.9 ％

　(生産額ベース) 〃 〃 - 67 -  うち　田 〃 〃 595,800 2,379,000 25.0 ％

 農業総産出額
　(全国推計)

元年 億円 - 88,938 - 　うち　畑 〃 〃 231,300 1,993,000 11.6 ％

 うち　米 〃 〃 - 17,426 -  耕地利用率 (田畑計) 〃 ％ 83.3 91.3 -

 うち　野菜 〃 〃 - 21,515 -  水稲 (子実用) (作付面積) 〃 ha 381,500 1,462,000 26.1 ％

 うち　果実 〃 〃 - 8,399 - 　(収穫量) 〃 t 2,236,000 7,763,000 28.8 ％

 うち　畜産 〃 〃 - 32,107 -  [参考] うち主食用　(作付面積) 〃 ha 342,000 1,366,000 25.0 ％

 農業産出額
　(都道府県別推計)

〃 〃 14,319 89,387 16.0 ％ 　(収穫量) 〃 t 2,000,000 7,226,000 27.7 ％

　うち　米 〃 〃 4,876 17,484 27.9 ％  小麦 (子実用)　(作付面積) 〃 ha 6,300 212,600 3.0 ％

　うち　野菜 〃 〃 2,345 21,515 10.9 ％ 　(収穫量) 〃 t 16,000 949,300 1.7 ％

 うち　果実 〃 〃 2,147 8,399 25.6 ％  六条大麦 (子実用)　(作付面積) 〃 ha 1,340 18,000 7.4 ％

 うち　畜産 〃 〃 4,358 32,344 13.5 ％ 　(収穫量) 〃 t 4,610 56,600 8.1 ％

 農業経営体
２年
２月

経営体 194,193 1,075,705 18.1 ％  大豆 (乾燥子実)　(作付面積) 〃 ha 34,900 141,700 24.6 ％

 うち個人経営体 〃 〃 187,885 1,037,342 18.1 ％ 　(収穫量) 〃 t 46,400 218,900 21.2 ％

 うち団体経営体 〃 〃 6,308 38,363 16.4 ％  そば (乾燥子実) (作付面積) 〃 ha 17,000 66,600 25.5 ％

 うち法人 〃 〃 4,266 30,707 13.9 ％ 　(収穫量) 〃 t 7,910 44,800 17.7 ％

 総農家 〃 千戸 270.1 1,747.1 15.5 ％  りんご　　(結果樹面積) 〃 ha 26,800 35,800 74.9 ％

 うち販売農家 〃 〃 186.2 1,027.9 18.1 ％ 　(収穫量) 〃 t 600,700 763,300 78.7 ％

 うち自給的農家 〃 〃 83.9 719.2 11.7 ％  おうとう  (結果樹面積) 〃 ha 3,350 4,320 77.5 ％

 認定農業者
２年

３月末
経営体 48,897 233,806 20.9 ％ 　(収穫量) 〃 t 14,500 17,200 84.3 ％

 集落営農
２年
２月

集落
営農

3,325 14,832 22.4 ％  花き(切り花類)　(作付面積) 〃 a 166,180 1,341,000 12.4 ％

 うち法人 〃 〃 979 5,458 17.9 ％  (出荷量) 〃 千本 277,800 3,252,000 8.5 ％

 基幹的農業従事者
　(個人経営体)

〃 千人 249.7 1,363.0 18.3 ％  りんどう　 　(作付面積) 〃 a 32,640 40,700 80.2 ％

 うち女性 〃 千人 100.8 540.9 18.6 ％ 　(出荷量) 〃 千本 70,740 81,700 86.6 ％

 65歳以上割合 〃 ％ 70.1 69.6 - ホップ 　(生産量) 〃 t 177 187 94.7 ％

 平均年齢 〃 歳 67.7 67.8 -  荒廃農地 元年 ha 32,689 283,536 11.5 ％

 うち再生利用可能 〃 〃 16,423 91,161 18.0 ％

 野生鳥獣による
　農作物被害金額

〃 万円 129,478 1,580,138 8.2 ％

全国に占める

東北の割合

全国に占める

東北の割合
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第 1 章 東北農業の特徴 

(２) 食料自給率の推移

東北における令和元(2019)年度の東北のカロリーベース食料自給率は、青森県：

123%（対前年度３ポイント増）、岩手県：107%（同１ポイント増）、宮城県：73%

（同１ポイント減）、秋田県：205%（同 15 ポイント増）、山形県：145%（同 10 ポ

イント増）、福島県：78%（前年度と同じ）となり、全国（38%）に比較して高い水準

で推移しています（図表 1-1）。 

  また、生産額ベース食料自給率においても、青森県：241%（対前年度３ポイント

増）、岩手県：199%（同１ポイント減）、宮城県：96%（同３ポイント増）、秋田県：

163%（同 13 ポイント増）、山形県：191%（同 10 ポイント増）、福島県：93%（同

1 ポイント増）と全国（66%）に比較して高い水準にあります（図表 1-2）。

東北のカロリーベース食料自給率及び生産額ベース食料自給率は高水準を維持

図表 １-１ カロリーベース食料自給率の推移

資料：農林水産省「都道府県別食料自給率の推移（カロリーベース）」 

注：全国の数値について、平成 22(2010)～令和元(2018)年度の値は確定値、各県の数値については、平成 22(2010)～平

成 30(2018)年度の値は確定値、令和元(2019)年度の値は概算値 

資料：農林水産省「都道府県別食料自給率の推移（生産額ベース）」 

注：全国の数値について、平成 22(2010)～令和元(2018)年度の値は確定値、各県の数値については、平成 22(2010)～平

成 30(2018)年度の値は確定値、令和元(2019)年度の値は概算値 

図表 １-２ 生産額ベース食料自給率の推移 
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（３） 農業産出額と生産農業所得の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 東北の農業産出額※１は、平成 27(2015)年以降は増加傾向で推移しており、令和元

(2019)年は前年と同じ１兆 4,300 億円となっています（図表 1-３）。 

 令和元(2019)年の生産農業所得※２は、経常補助金の減少等から、5,300 億円と前

年を 300 億円下回っています（図表 1-３）。 

 農業産出額全体の増減に与える影響を部門別の寄与度でみると、米、果実は増加要因

となっている一方で、野菜、畜産は減少要因となっています（図表 1-４）。 

農業産出額は増加傾向 

 図表 1-３ 農業産出額及び生産農業所得の推移（全国・東北） 

 図表 1-４ 農業産出額の対前年増減率と主要部門別寄与度の推移（東北） 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」 
注：１）全国は、都道府県間で取引された種苗、子豚等の中間生産物を除いて全国を単位として推計した農業総産出額、 

東北は、県別推計を積み上げた農業産出額 
   ２）その他は、麦類、穀類、豆類、いも類、花き、工芸農作物、その他作物及び加工農産物の合計値 
   ３）統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 
 
 
※１ 「農業産出額」とは、農業生産活動によって生み出された品目別生産数量に、販売価格から出荷販売に要した経費を

控除した額を乗じて算出したものである。 
※２ 「生産農業所得」とは、農業産出額から農業生産のために投入された肥料費等の物的経費を控除し、経常補助金を実

額加算したものである。 

果実

野菜

畜産

米

その他
-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0
対前年増減率

平成27年 28 29 30             令和元年

％

(2015)  (2016)            (2017)    (2018)  (2019)
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（４） 農業経営の動向 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  営農類型別にみた所得率は果樹作部門が高い 

  東北における令和元(201９)年の１経営体（個人）当たり農業粗収益は、552 万

1,000 円、農業経営費は 468 万 7,000 円となっています。この結果、農業所得は 83

万 4,000 円となりました（図表 1-５）。 

  農業経営体の農業所得を営農類型※別にみると、酪農が 394 万 7,000 円で最も高

く、次いで施設野菜作が 235 万 2,000 円となっています。 

  所得率では果樹作が 24.4％と最も高く、次いで施設野菜作が 23.5％となっていま

す。なお、東北の農業経営体の約７割を占める水田作は、12.1％となっています（図

表 1-６）。 

 営農類型別にみた１経営体（個人）当たりの農業経営収支（東北）(令和元(2019)年) 図表 １-６ 

資料：農林水産省「農業経営統計調査 営農類型別経営統計（個人経営体）」 

 
※ 「営農類型」とは、農業経営体ごとに農畜産物の販売収入を「水田作、露地野菜作、施設野菜作、果樹作、酪農、

肉用牛」等に区分し、それらのうち最も収入が多い区分へ分類（営農類型別）したものである。したがって、当該

営農類型の販売収支には、それ以外の販売収支も含まれている。 

単位：千円

水田作
露地

野菜作
施設

野菜作
果樹作 酪農 肉用牛

粗収益　 ① 3,056 9,583 9,997 6,593 40,313 19,147

経営費　 ② 2,686 8,188 7,645 4,985 36,366 17,198

農業所得 ③  ①－② 370 1,395 2,352 1,608 3,947 1,949

所得率　④  ③÷① 12.1% 14.6% 23.5% 24.4% 9.8% 10.2%

単位：千円

農業粗収益 ① 農業経営費 ② 農業所得 ③＝（①－②）

5,521 4,687 834

 １経営体（個人）当たりの農業経営収支（東北）(令和元(2019)年) 図表 １-５ 
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（５） 耕地面積の動向

耕地面積に占める田の割合は 72％

 東北における令和 2(2020)年の耕地面積は 82 万 7,100ha で全国の 19％を占め

ており、青森県（全国４位）、岩手県（同５位）をはじめ、各県とも全国上位に位置し

ています（図表 1-７）。 

 耕地面積に占める田の割合は、全国平均 54％に対して、東北は 72％と高く、特に

秋田県では 88％、宮城県 82％、山形県 79％となっています（図表 1-８）。  

 また、青森県及び山形県では樹園地、岩手県では牧草地の割合が、全国平均を上回っ

ています（図表 1-８）。  

 なお、青森県の田耕地面積は東北で最も小さいものの、りんごを主体とした樹園地面

積が全国第２位であることなど、畑耕地面積が大きいことから、田畑を合わせた耕地面

積は東北で最も大きくなっています（図表 1-７）。 

田畑別耕地面積（全国・東北・県別）（令和 2(2020)年） 図表 １-７ 

田畑別耕地面積の割合（全国・東北・県別）（令和２(2020)年） 図表 １-８ 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 
注：統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 

全国 
4,372 千 ha 

東北 
827 千 ha 

青森県 
150 千 ha 

岩手県 
150 千 ha 

宮城県 
126 千 ha 

秋田県 
147 千 ha 

山形県 
117 千 ha 

福島県 
138 千 ha 

ha 位 ha 位 ha 位 ha 位 ha 位 ha 位

全　国 4,372,000 2,379,000 1,993,000 1,130,000 268,100 595,100

東　北 827,100 595,800 231,300 128,000 46,100 57,200

青森県 149,800 4 79,400 10 70,400 3 34,900 7 22,300 2 13,300 3

岩手県 149,500 5 94,000 8 55,500 5 24,800 13 3,530 22 27,200 2

宮城県 125,800 8 103,700 4 22,100 21 15,200 18 1,170 44 5,720 6

秋田県 146,700 6 128,700 3 18,000 23 11,800 21 2,290 34 3,990 8

山形県 116,900 11 92,200 9 24,700 19 12,200 20 10,300 8 2,200 13

福島県 138,400 7 97,900 5 40,500 11 29,100 9 6,570 11 4,820 7

区　分
耕地面積(田畑計) 田 畑

普通畑

面積
全国
順位

牧草地

面積
全国
順位

面積
全国
順位

面積
全国
順位

面積
全国
順位

面積

樹園地

全国
順位

東北 
827 千 ha 

27



 
第 1 章 東北農業の特徴 

 
 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 

 注：表示した市町村は、各県内で耕地面積が最も大きい市町村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 耕地面積（県別・市町村別）（令和２(2020)年） 図表 １-９ 
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第 1 章 東北農業の特徴 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 

 注：表示した市町村は、各県内で耕地面積が最も大きい市町村である。 

２ 東北農業の概要 

（１） 東北の主要農畜産物の主な産地と部門別農業産出額の上位市町村

（単位：1,000万円）

県 市町村
米の

農業産出額
県 市町村

米の
農業産出額

県 市町村
米の

農業産出額
県 市町村

米の
農業産出額

青森市 501 秋田市 697 会津若松市 644 湯川村 133

五所川原市 721 能代市 529 郡山市 985 三島町 5

つがる市 1,117 横手市 1,446 いわき市 437 金山町 13

平内町 59 大館市 459 白河市 435 会津美里町 392

今別町 14 男鹿市 319 須賀川市 584 西郷村 104

外ヶ浜町 18 湯沢市 476 喜多方市 734 泉崎村 85

田舎館村 118 由利本荘市 821 相馬市 188 棚倉町 105

中泊町 312 潟上市 308 本宮市 152 矢祭町 35

風間浦村 0 大仙市 1,661 大玉村 113 石川町 91

花巻市 930 北秋田市 391 鏡石町 98 浅川町 63

北上市 605 にかほ市 248 天栄村 100 広野町 13

釜石市 6 仙北市 388 只見町 50 楢葉町 14

奥州市 1,233 上小阿仁村 34 南会津町 124 富岡町 2

雫石町 253 藤里町 53 西会津町 74 大熊町 0

紫波町 320 三種町 435 磐梯町 54 浪江町 3

矢巾町 192 八峰町 147 猪苗代町 298 葛尾村 2

西和賀町 84 五城目町 146 会津坂下町 357 新地町 66

金ケ崎町 276 八郎潟町 83

平泉町 77 井川町 122

仙台市 344 大潟村 1,331

石巻市 737 美郷町 566

名取市 202 羽後町 287

角田市 277 東成瀬村 22

多賀城市 27 米沢市 330

岩沼市 132 鶴岡市 1,495

登米市 1,399 酒田市 1,079

栗原市 1,218 新庄市 454

東松島市 212 長井市 256

大崎市 1,286 西川町 22

富谷市 41 大石田町 137

大河原町 32 金山町 134

村田町 57 舟形町 121

柴田町 67 真室川町 139

松島町 69 鮭川村 157

七ヶ浜町 9 戸沢村 124

利府町 22 川西町 442

大和町 166 小国町 60

大郷町 128 飯豊町 182

大衡村 74 三川町 242

加美町 373 庄内町 604

涌谷町 222 遊佐町 285

美里町 394

山
形
県

宮
城
県

福
島
県

福
島
県

秋
田
県

青
森
県

岩
手
県

 東北 227 市町村の農業産出額１位の部門をみると、米部門が 117 市町村あり、次

いで果実部門が 26 市町村、野菜部門が 24 市町村となっています（図表 1-10､1-

11）。 

農業産出額で米が１位となる市町村が約５割を占める 

 市町村別農業産出額の１位が米部門の市町村（令和元(201９)年） 図表 １-１０ 

資料：農林水産省「令和元年市町村別農業産出額（推計）」 

農業産出額の１位が米の市町村分布(令和元(2019)年) 
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野菜部門が１位の市町村と１位の品目 （単位：1,000万円）

県 市町村 １位品目
当該品目の
農業産出額

三沢市 やまのいも 124

深浦町 だいこん 60

六戸町 やまのいも 118

東北町 やまのいも 309

六ヶ所村 やまのいも 90

おいらせ町 だいこん 159

佐井村 ねぎ 0

三戸町 トマト 149

新郷村 やまのいも 30

宮古市 きゅうり 6

岩手町 キャベツ 142

塩竈市 ねぎ 0

亘理町 いちご 201

山元町 いちご 170

尾花沢市 すいか 287

大蔵村 トマト 48

二本松市 きゅうり 156

南相馬市 ブロッコリー 31

下郷町 トマト 6

北塩原村 きゅうり 85

中島村 トマト 26

矢吹町 トマト 63

三春町 ピーマン 14

川内村 だいこん 0
※１位品目が「その他の野菜」の場合は、２位品目を記載

青森県

岩手県

宮城県

山形県

福島県

 野菜部門が１位となっている市町村の主な品目をみると、青森県はやまのいも、だい

こん、宮城県はいちご、福島県はきゅうり、トマトとなっています（図表 1-11）。 

  果実部門が１位となっている市町村の主な品目をみると、青森県はりんご、山形県は

おうとう、ぶどう、りんご、福島県はももとなっています（図表 1-11）。 

資料：農林水産省「令和元年市町村別農業産出額（推計）」 

もも

ぶどう

おうとう

だいこん

やまのいも

だいこん

きゅうり

りんご

りんご

ねぎ

すいか

トマト

やまのいも

トマト

きゅうり

トマト

ねぎ

いちご

ブロッコリー 

ピーマン

トマト

きゅうり

だいこん

農業産出額の１位部門が野菜・果実の市町村と１位品目の分布 

(令和元(2019)年) 

市町村別農業産出額の１位が野菜または果実部門の市町村と主な品目（令和元(201９)年） 図表 １-１１ 

果実部門が１位の市町村と１位の品目 （単位：1,000万円）

県 市町村 １位品目
当該品目の
農業産出額

弘前市 りんご 3,882

黒石市 りんご 574

平川市 りんご 769

鰺ヶ沢町 りんご 149

西目屋村 りんご 30

藤崎町 りんご 371

大鰐町 りんご 225

板柳町 りんご 647

鶴田町 りんご 481

南部町 りんご 216

山形市 おうとう 200

寒河江市 おうとう 510

上山市 おうとう 221

村山市 おうとう 261

天童市 おうとう 742

東根市 おうとう 985

南陽市 ぶどう 183

中山町 おうとう 53

河北町 おうとう 261

朝日町 りんご 215

大江町 りんご 53

高畠町 ぶどう 340

福島市 もも 484

伊達市 もも 320

桑折町 もも 190

国見町 もも 183

青森県

山形県

福島県
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（単位：1,000万円）

県 市町村 部門
当該部門の
農業産出額

県 市町村 部門
当該部門の
農業産出額

八戸市 鶏 775 田村市 鶏 273

十和田市 豚 906 川俣町 豚 X

むつ市 鶏 118 柳津町 豚 X

蓬田村 鶏 120 塙町 鶏 104

野辺地町 乳用牛 184 鮫川村 肉用牛 49

七戸町 肉用牛 594 玉川村 鶏 63

横浜町 鶏 901 平田村 肉用牛 60

大間町 肉用牛 5 古殿町 肉用牛 34

東通村 肉用牛 27 小野町 肉用牛 95

五戸町 鶏 508

田子町 鶏 357

階上町 鶏 320

盛岡市 鶏 1,076

大船渡市 鶏 229

久慈市 鶏 254

遠野市 肉用牛 248

一関市 鶏 865

陸前高田市 鶏 59

二戸市 鶏 755

八幡平市 鶏 310

滝沢市 乳用牛 196

葛巻町 乳用牛 412

住田町 鶏 230

大槌町 肉用牛 10

山田町 鶏 43

岩泉町 肉用牛 90

田野畑村 乳用牛 63

普代村 乳用牛 9

軽米町 鶏 433

野田村 鶏 105

九戸村 鶏 543

洋野町 鶏 481

一戸町 鶏 843

気仙沼市 鶏 66

白石市 豚 139

蔵王町 乳用牛 100

七ヶ宿町 乳用牛 36

川崎町 肉用牛 132

丸森町 豚 138

色麻町 鶏 631

南三陸町 乳用牛 27

鹿角市 豚 339

小坂町 豚 392

山辺町 豚 X

最上町 肉用牛 157

白鷹町 乳用牛 138

福島県

山形県

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

 畜産関係部門が１位となっている市町村の主な部門をみると、青森県は鶏、肉用牛、岩

手県は鶏、乳用牛、肉用牛、宮城県は乳用牛、鶏、豚、秋田県は豚、福島県は肉用牛、鶏、

豚となっています（図表 1-12）。 

市町村別農業産出額の１位が畜産関係部門の市町村（令和元(201９)年） 図表 １-1２ 

資料：農林水産省「令和元年市町村別農業産出額（推計）」 

注：鶏は、鶏卵とブロイラーの合計 

農業産出額の１位部門が畜産関係の市町村分布 

(令和元(2019)年) 
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第 1 章 東北農業の特徴 

(2) 東北の主要農畜産物の産出額と農業基本構造

区 分 単 位 東 北 全 国

 農業経営体 経営体 194,193 1,075,705 18.1 ％

　うち 個人経営体 〃 187,885 1,037,342 18.1 ％

　うち 団体経営体 〃 6,308 38,363 16.4 ％

　うち 法人経営 〃 4,266 30,707 13.9 ％

総農家 戸 270,079 1,747,079 15.5 ％

　販売農家 〃 186,191 1,027,892 18.1 ％

基幹的農業従事者 人 249,712 1,363,038 18.3 ％

１経営体（農業経営体）
当たり経営耕地面積

ha 3.24 3.05

集落営農
集落

営農 3,325 14,832 22.4 ％

　うち 法人 〃 979 5,458 17.9 ％

耕地面積 ha 827,100 4,372,000 18.9 ％

　うち 田 〃 595,800 2,379,000 25.0 ％

　うち 畑 〃 231,300 1,993,000 11.6 ％

令和２(2020)年

全国に占める

東北の割合

-

東北の主要農畜産物の産出額と農業基本構造 図表 １-1４ 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」、「2020 年農林業センサス」、「集落営農実態調査」、「耕地及び作付面積調査」、 

「農業構造動態調査」 

東北の主要農畜産物の主な産地の上位市町村（令和元(2019)年） 図表 １-1３ 

主要農畜産物の産出額１位は米、２位はりんご、３位は肉用牛
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３ 東北各県の主要農産物と農業基本構造 

（１） 青森県 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 単 位 青 森 県 全 国
全 国
順 位

 農業経営体 経営体 29,022 1,075,705 2.7 ％ 13 

　うち 個人経営体 〃 28,232 1,037,342 2.7 ％ 13 

　うち 団体経営体 〃 790 38,363 2.1 ％ 22 

　　うち 法人経営 〃 646 30,707 2.1 ％ 20 

総農家 戸 36,465 1,747,079 2.1 ％ 23 

　販売農家 〃 28,062 1,027,892 2.7 ％ 13 

基幹的農業従事者 人 48,083 1,363,038 3.5 ％ 7 

１経営体(農業経営体)
当たり経営耕地面積

ha 3.48 3.05 6 

集落営農
集落

営農 186 14,832 1.3 ％ 28 

　うち 法人 〃 60 5,458 1.1 ％ 27 

耕地面積 ha 149,800 4,372,000 3.4 ％ 4 

　うち 田 〃 79,400 2,379,000 3.3 ％ 10 

　うち 畑 〃 70,400 1,993,000 3.5 ％ 3

令和２(2020)年

全国に占める

青森県の割合

-

 青森県の主要農畜産物の産出額と農業基本構造 図表 １-1６ 

資料：青森県「あおもりの農林水産業（令和３年４月）」を基に作成 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」、「2020 年農林業センサス」、「集落営農実態調査」、「耕地及び作付面積調査」、 

「農業構造動態調査」 

 青森県の主要農林水産物の主な産地 図表 １-1５ 

下北（しもきた）地域

【農畜産物】水稲、だいこん、ばれい

しょ、夏秋いちご、かぼちゃ、アピオ

ス（ほどいも）、生乳、肉用牛

【林産物】ヒバ、スギ

【水産物】スルメイカ、ホタテガイ、サ

ケ・マス類、クロマグロ、アンコウ

上北（かみきた）地域

【農畜産物】水稲、やまのいも（なが

いも）、にんにく、ごぼう、かぶ、肉用

牛､鶏卵、青森シャモロック、豚

【林産物】スギ、アカマツ、しいたけ

【水産物】スルメイカ、ホタテガイ、サ

ケ・マス類、カレイ類・ヒラメ、ホッキ

ガイ、シジミ、ワカサギ、ヒメマス、な

まこ

西北（せいほく）地域

【農畜産物】水稲、りんご、ぶどう、メ

ロン、すいか、だいこん、やまのいも

（ながいも）、花き、豚、肉用牛

【林産物】ヒバ、スギ

【水産物】ワカメ、シジミ、スルメイカ、

サケ・マス類、カレイ類・ヒラメ、メバ

ル、クロマグロ

東青（とうせい）地域

【農畜産物】水稲、トマト、りんご、フ

サスグリ（カシス）、ねぎ、ほうれんそ

う、肉用牛､鶏卵、カモ

【林産物】ヒバ、スギ

【水産物】ホタテガイ、カレイ、スルメ

イカ、クロマグロ

三八（さんぱち）地域

【農畜産物】水稲、やまのいも（ながいも）、葉たばこ、にんにく、

食用ぎく、ねぎ、いちご、おうとう（さくらんぼ）、なし、花き、鶏

卵、ブロイラー、青森シャモロック

【林産物】スギ、アカマツ、えのきだけ

【水産物】スルメイカ、イワシ類、サバ、サケ・マス類、コンブ

中南（ちゅうなん）地域

【農畜産物】りんご、水稲、にんじん、だいこん、とうも

ろこし、もやし、花き、トマト、ミニトマト、にんにく、夏秋

いちご、鶏卵、青森シャモロック

【林産物】スギ、山菜

田舎館村

藤崎町

板柳町

青森市

弘前市

八戸市

黒石市

五所川原市

十和田市

三沢市

むつ市

つがる市

平川市

平内町

今別町

蓬田村

外ヶ浜町

鯵ヶ沢町

深浦町

西目屋村
大鰐町

鶴田町

中泊町

野辺地町

七戸町

六戸町

横浜町

東北町

六ヶ所村

おいらせ町

大間町

東通村

風間浦村

佐井村

三戸町

五戸町

田子町

南部町 階上町新郷村

外ヶ浜町

中泊町

五所川原市
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（２） 岩手県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区 分 単 位 岩 手 県 全 国
全 国
順 位

 農業経営体 経営体 35,380 1,075,705 3.3 ％ 7 

　うち 個人経営体 〃 34,133 1,037,342 3.3 ％ 7 

　うち 団体経営体 〃 1,247 38,363 3.3 ％ 7 

　　うち 法人経営 〃 840 30,707 2.7 ％ 8 

総農家 戸 52,688 1,747,079 3.0 ％ 7 

　販売農家 〃 33,861 1,027,892 3.3 ％ 7 

基幹的農業従事者 人 44,458 1,363,038 3.3 ％ 9 

１経営体(農業経営体)
当たり経営耕地面積

ha 3.07 3.05 10 

集落営農
集落

営農 628 14,832 4.2 ％ 8 

　うち 法人 〃 200 5,458 3.7 ％ 12 

耕地面積 ha 149,500 4,372,000 3.4 ％ 5 

　うち 田 〃 94,000 2,379,000 4.0 ％ 8 

　うち 畑 〃 55,500 1,993,000 2.8 ％ 5 

令和２(2020)年

全国に占める

岩手県の割合

-

資料：岩手県公式ウェブサイト「いわて黄金食材」等を基に作成 

 図表 １-1７ 岩手県の主要農林水産物の主な産地 

 岩手県の主要農畜産物の産出額と農業基本構造 図表 １-1８ 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」、「2020 年農林業センサス」、「集落営農実態調査」、「耕地及び作付面積調査」、 

「農業構造動態調査」 
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第 1 章 東北農業の特徴 

（３） 宮城県

 

区 分 単 位 宮 城 県 全 国
全 国
順 位

 農業経営体 経営体 30,005 1,075,705 2.8 ％ 11 

　うち 個人経営体 〃 28,714 1,037,342 2.8 ％ 11 

　うち 団体経営体 〃 1,291 38,363 3.4 ％ 6 

　うち 法人経営 〃 688 30,707 2.2 ％ 17 

総農家 戸 41,509 1,747,079 2.4 ％ 18 

　販売農家 〃 28,632 1,027,892 2.8 ％ 11 

基幹的農業従事者 人 32,818 1,363,038 2.4 ％ 19 

１経営体(農業経営体)
当たり経営耕地面積

ha 3.53 3.05 4 

集落営農
集落

営農 859 14,832 5.8 ％ 2 

　うち 法人 〃 229 5,458 4.2 ％ 10 

耕地面積 ha 125,800 4,372,000 2.9 ％ 8 

　うち 田 〃 103,700 2,379,000 4.4 ％ 4 

　うち 畑 〃 22,100 1,993,000 1.1 ％ 21 

令和２(2020)年

全国に占める

宮城県の割合

-

出典：宮城県公式ウェブサイト「食材王国みやぎ」等を基に作成 

 宮城県の主要農林水産物の主な産地 図表 １-1９ 

宮城県の主要農畜産物の産出額と農業基本構造 図表 １-２０ 

資料：宮城県公式ウェブサイト「食材王国みやぎ」等を基に作成 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」、「2020 年農林業センサス」、「集落営農実態調査」、「耕地及び作付面積調査」、 

「農業構造動態調査」 
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第 1 章 東北農業の特徴 

（４） 秋田県

区 分 単 位 秋 田 県 全 国
全 国
順 位

 農業経営体 経営体 28,947 1,075,705 2.7 ％ 14 

　うち 個人経営体 〃 27,902 1,037,342 2.7 ％ 15 

　うち 団体経営体 〃 1,045 38,363 2.7 ％ 10 

　うち 法人経営 〃 710 30,707 2.3 ％ 15 

総農家 戸 37,116 1,747,079 2.1 ％ 22 

　販売農家 〃 27,780 1,027,892 2.7 ％ 15 

基幹的農業従事者 人 33,720 1,363,038 2.5 ％ 18 

１経営体(農業経営体)
当たり経営耕地面積

ha 4.00 3.05 3 

集落営農
集落

営農 745 14,832 5.0 ％ 3 

　うち 法人 〃 284 5,458 5.2 ％ 5 

耕地面積 ha 146,700 4,372,000 3.4 ％ 6 

　うち 田 〃 128,700 2,379,000 5.4 ％ 3 

　うち 畑 〃 18,000 1,993,000 0.9 ％ 23 

令和２(2020)年

全国に占める

秋田県の割合

-

秋田県の主要農畜産物の産出額と農業基本構造 図表 １-２２ 

資料：秋田県就農支援マニュアル「秋田県農畜産物マップ」、あきたの伝統野菜、秋田県農林水産業累年統計表、 

秋田県林業統計、特産果樹生産出荷実績調査、海面漁業生産統計調査、横手市ポケット統計を基に作成 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」、「2020 年農林業センサス」、「集落営農実態調査」、「耕地及び作付面積調査」、 

「農業構造動態調査」 

 秋田県の主要農林水産物の主な産地 図表 １-２１ 
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（５） 山形県 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 単 位 山 形 県 全 国
全 国
順 位

 農業経営体 経営体 28,241 1,075,705 2.6 ％ 18 

　うち 個人経営体 〃 27,233 1,037,342 2.6 ％ 18 

　うち 団体経営体 〃 1,008 38,363 2.6 ％ 12 

　　うち 法人経営 〃 626 30,707 2.0 ％ 22 

総農家 戸 39,628 1,747,079 2.3 ％ 20 

　販売農家 〃 26,796 1,027,892 2.6 ％ 18 

基幹的農業従事者 人 39,034 1,363,038 2.9 ％ 12 

１経営体(農業経営体)
当たり経営耕地面積

ha 3.52 3.05 5 

集落営農
集落
営農 489 14,832 3.3 ％ 13 

　うち 法人 〃 139 5,458 2.5 ％ 16 

耕地面積 ha 116,900 4,372,000 2.7 ％ 11 

　うち 田 〃 92,200 2,379,000 3.9 ％ 9 

　うち 畑 〃 24,700 1,993,000 1.2 ％ 19 

令和２(2020)年

全国に占める

山形県の割合

-

資料：「おいしい山形ホームページ」等を基に作成 

 山形県の主要農林水産物の主な産地 図表 １-２３ 

 山形県の主要農畜産物の産出額と農業基本構造 図表 １-２４ 

庄内（しょうない）地域 最上（もがみ）地域

【農畜産物】
水稲、えだまめ、メロン、ねぎ、日本なし、ア
スパラガス、かき、アルストロメリア、トルコ
ギキョウ、豚

【水産物】
スルメイカ、はたはた、まだら、さけ類、さく
らます、ほっけ

【農畜産物】
水稲、そば、にら、アスパラガス、ねぎ、トマ
ト、マッシュルーム、りんどう、ばら、トルコ
ギキョウ、肉用牛

【林産物】
わらび、なめこ、えのきたけ、たらの芽、す
ぎ

村山地域置賜（おきたま）地域

【農畜産物】
水稲、そば、えだまめ、すいか、きゅうり、お
うとう（さくらんぼ）、西洋なし、ぶどう、りん
ご、すもも、もも、ばら、ストック、啓翁桜、肉
用牛、豚

【農畜産物】
水稲、えだまめ、アスパラガス、きゅうり、お
うとう（さくらんぼ）、ぶどう、りんご、ダリア、
アルストロメリア、啓翁桜、乳用牛、肉用
牛、豚

【水産物】こい

【林産物】わらび

中山町

庄内町
三川町

米沢市

鶴岡市

酒田市

新庄市

寒河江市

上山市

村山市

長井市

南陽市

山辺町

河北町西川町

朝日町

大江町

大石田町

金山町

舟形町

真室川町

大蔵村

鮭川村

戸沢村

高畠町川西町

小国町

白鷹町

飯豊町

遊佐町

山形市

天童市

東根市

尾花沢市

最上町

資料：農林水産省「生産農業所得統計」、「2020 年農林業センサス」、「集落営農実態調査」、「耕地及び作付面積調査」、 

「農業構造動態調査」 
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第 1 章 東北農業の特徴 

（６） 福島県

 福島県の主要農林水産物の主な産地 図表 １-２５ 

福島県の主要農畜産物の産出額と農業基本構造 図表 １-２６ 

資料：福島県「ふくしま農林水産業新生プラン(平成 25 年３月)」等を基に作成 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」、「2020 年農林業センサス」、「集落営農実態調査」、「耕地及び作付面積調査」、 

「農業構造動態調査」 
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４ 2020 年農林業センサスにみる東北の農業構造の変化 

（１） 農業経営体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  東北の農業経営体※１数は、全国と同様に減少傾向にあり、令和２(2020)年は 19 万

4,200 経営体で、５年前に比べ 5 万 3,500 経営体（21.6％）減少しています（図表 1-

27）。このうち、団体経営体※２数は 6,300 経営体で、５年前に比べ 200 経営体（2.6％）

減少しているものの、農業経営体に占める割合は 0.6 ポイント上昇しています（図表 1-

28）。 

  農業経営体数を県別にみると、令和２(2020)年は福島県が最も多く４万 2,600 経営

体となっています（図表 1-29）。 

農業経営体数は減少傾向 

 図表 １-２９ 

資料：農林水産省「農林業センサス」  
 
※１ 「農業経営体」とは、経営耕地面積が 30ａ以上又は農産物販売金額が 50 万円に相当する規模以上の農業を行う

者、又は農作業受託を行う者をいう。 
※２ 「団体経営体」とは、「農業経営体」のうち、組織（法人、非法人）で事業を行う経営体をいう。なお、法人化

して事業を行う世帯（いわゆる一戸一法人）も含む。 

農業経営体数の推移（県別）  

団体経営体 農業経営体のうち団体経営体の割合 

 農業経営体数の推移（全国・東北） 図表 1-27 

 団体経営体数の推移（全国・東北）   図表 １-２８ 

農業経営体 農業経営体のうち団体経営体の割合 
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（２） 法人化している農業経営体数の推移

法人経営体数は増加傾向 

  東北の法人経営体数は、全国と同様に増加傾向にあり、令和２(2020)年は 4,300 経

営体で、５年前に比べ 600 経営体（16.6％）増加しています。また、農業経営体に占め

る法人経営体の割合は 0.7 ポイント上昇しています（図表 1-30）。 

  東北の法人経営体の内訳をみると、会社法人 2,400 経営体、農事組合法人 1,300 経

営体で、それぞれ５年前に比べ 500 経営体、200 経営体増加しています（図表 1-31）。 

県別にみると、令和２(2020)年は、会社法人は福島県が 502 経営体、農事組合法人

は秋田県が 372 経営体で最も多くなっています（図表 1-31）。 

法人経営体数の推移（全国・東北） 図表 １-３０ 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
注：統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 

法人経営体の内訳（全国・東北・県別） 図表 １-３１ 

全 国 

全 国 

農事組合法人 会社法人 その他

東 北 

東 北 
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第 1 章 東北農業の特徴 

（３） 経営耕地面積規模別経営体数の推移

△25.5
△21.3

△2.2

17.3 19.7 21.3
27.8

△23.8 △24.2

△9.5

8.7

26.8 29.0
23.5

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

1ha未満 １～５ ５～10 10～20 20～30 30～50 50ha以上

％ 東 北

10ha 以上の層で経営体数が増加

東北の経営耕地面積規模別の農業経営体数は、都府県と同様に 10ha 以上の層で増加

しています（図表 1-32～35）。 

経営耕地面積規模別の農業経営体数の増減率（都府県・東北） 図表 1-３２ 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
注：表内の太字の箇所は平成22(2010)年、27(2015)年、令和２(2020)年の３か年において、５年前に比べ増加したことを

示すものである。 

令和２(2020)年／平成 27(2015)年 

平成 27(2015)年／平成 22(2010)年 

増 加 

経営耕地面積規模別の農業経営体数の推移（都府県・東北） 図表 1-３３ 

１ha 未満 １～５ ５～10 10～20 20～30 30～50 50ha 以上 

△20.5
△17.6

3.2

22.0 23.4
27.2

32.5

△23.7 △23.4

△5.6

11.8

25.4
30.6

34.2

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0
％ 都府県

増 加 

単位：経営体

10～20 20～30 30～50 50ha以上

平成17年
(2005)

1,954,764 1,144,779 754,614 41,098 14,273 10,536 2,069 1,050 618

22
(2010)

1,632,535 927,951 636,776 45,543 22,265 14,295 3,931 2,561 1,478

27
(2015)

1,336,552 737,459 524,599 46,995 27,499 17,433 4,850 3,257 1,959

令和２年
(2020)

1,040,792 562,366 401,590 44,374 32,462 19,497 6,081 4,255 2,629

平成17年
(2005)

378,216 158,355 197,972 16,433 5,456 4,221 704 316 215

22
(2010)

313,415 128,125 160,709 16,707 7,874 5,229 1,276 789 580

27
(2015)

247,713 95,479 126,531 16,344 9,359 6,133 1,528 957 741

令和２年
(2020)

194,193 72,774 95,876 14,789 10,754 6,666 1,938 1,235 915

都府県

東北

区分 計 1ha未満 １～５ ５～10 10ha以上
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 経営耕地面積規模別の農業経営体数の増減率（県別）  図表 1-３４ 

 経営耕地面積規模別の農業経営体数の推移（県別）   図表 1-３５ 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
注：表内の太字の箇所は平成22(2010)年、27(2015)年、令和２(2020)年の３か年において、５年前に比べ増加したことを

示すものである。 

令和２(2020)年／平成 27(2015)年 

1ha 
未満 

1-5 5-10 10-20 10-20 20-50 50ha 
以上 

1ha 1-5 5-10 10-20 10-20 20-50 50ha 
以上 

1ha 1-5 5-10 10-20 10-20 20-50 50ha 
以上未満 未満 

単位：経営体

10～20 20～30 30～50 50ha以上

平成27年
(2015)

35,914 11,996 19,497 2,793 1,628 1,065 295 153 115

令和２年
(2020)

29,022 9,583 15,337 2,371 1,731 1,043 348 199 141

平成27年
(2015)

46,993 21,993 21,262 2,094 1,644 926 287 214 217

令和２年
(2020)

35,380 16,194 15,689 1,834 1,663 925 284 226 228

平成27年
(2015)

38,872 14,595 20,339 2,341 1,597 982 236 199 180

令和２年
(2020)

30,005 10,482 15,387 2,207 1,929 1,142 320 246 221

平成27年
(2015)

38,957 11,549 22,012 3,245 2,151 1,412 398 230 111

令和２年
(2020)

28,947 8,137 15,735 2,743 2,332 1,407 478 281 166

平成27年
(2015)

33,820 11,891 16,983 3,553 1,393 1,038 167 98 90

令和２年
(2020)

28,241 9,619 13,412 3,361 1,849 1,315 298 144 92

平成27年
(2015)

53,157 23,455 26,438 2,318 946 710 145 63 28

令和２年
(2020)

42,598 18,759 20,316 2,273 1,250 834 210 139 67

宮城県

秋田県

山形県

福島県

１～５ ５～10 10ha以上

青森県

岩手県

区分 計 1ha未満
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第 1 章 東北農業の特徴 

（４） １経営体当たりの経営耕地面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借入耕地の増加による規模拡大が継続 

  東北の１経営体当たりの経営耕地面積は、都府県と同様に、主に借入耕地の増加によっ

て増加傾向にあり、令和２(2020)年は 3.2ha で、5 年前に比べ 0.5ha（19.6%）増加

しています。また、都府県の１経営体当たり経営耕地面積と比べると、約 1.5 倍の規模と

なっています（図表 1-36)。 

  県別にみると、令和２(2020)年は、秋田県が 4.0ha で最も大きくなっています（図表 

1-37）。 

 １経営体当たりの経営耕地面積の状況（都府県・東北・県別） 図表 １-３６ 

 １経営体当たりの経営耕地面積の状況（令和２（２０２０）年）   図表 １-３７ 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
 注：統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 

うち借入耕地面積 

うち借入耕地面積 

青森県 宮城県 

秋田県 山形県 福島県 

岩手県 
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第 1 章 東北農業の特徴 

（５） 農産物販売金額規模別経営体数の推移

単位：経営体

3,000
～5,000

5,000万
～１億円

１～５
５億円
以上

平成17年
(2005)

2,009,380 248,625 570,143 341,461 559,390 137,893 116,469 35,399 20,623 9,683 4,463 630

22
(2010)

1,679,084 172,508 528,644 288,050 442,557 114,342 99,905 33,078 18,212 9,289 4,863 714

27
(2015)

1,377,266 132,034 470,357 211,374 340,538 97,416 90,201 35,346 18,346 10,451 5,618 931

令和２年
(2020)

1,075,705 97,495 287,122 175,832 296,243 91,764 86,145 41,104 20,122 13,120 6,536 1,326

平成17年
(2005)

378,216 36,833 82,186 69,405 144,168 28,722 14,009 2,893 1,643 746 409 95

22
(2010)

313,415 28,912 74,685 58,454 111,493 23,868 12,676 3,327 1,816 894 493 124

27
(2015)

247,713 20,238 65,923 43,273 82,911 20,451 11,614 3,303 1,704 919 538 142

令和２年
(2020)

194,193 11,911 36,187 32,812 73,915 21,216 13,694 4,458 2,217 1,356 702 183

500～
1,000

1,000
～3,000

3,000万円
以上

全国

東北

区分 計 販売なし
50万円
未満

50～
100

100～
500

△23.5

△11.0

△26.6
△23.1

△14.8 △9.7

0.7

12.5 15.5

30.4

△26.2

△39.0

△16.8
△13.0

△5.8 △4.5

9.7

25.5

16.3

42.4

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

販売なし 50万円

未満

50～

100

100～

500

500～

1,000

1,000

～3,000

3,000

～5,000

5,000万

～１億円

１～５ ５億円

以上

％

全 国

△30.0

△11.7

△26.0
△25.6

△14.3 △8.4 △6.2

2.8
9.1

14.5

△41.1 △45.1

△24.2
△10.9

3.7

17.9

30.1

47.6

30.5 28.9

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

販売なし 50万円

未満

50～

100

100～

500

500～

1,000

1,000

～3,000

3,000

～5,000

5,000万

～１億円

１～５ ５億円

以上

％

東 北

500 万円以上の層で経営体数が増加

東北の農産物販売金額規模別の農業経営体数は、平成 27(2015)年に減少した 500

万円から 5,000 万円までの各階層で令和 2(2020)年に増加に転じ、500 万円以上の全

階層が増加となっています。全国では、3,000 万円以上で増加となっています（図表 1-

38、39）。 

県別にみると、令和２(2020)年は、青森県が 1,000 万円以上で増加、青森県以外の

５県は 500 万円以上で増加となっています（図表 1-40、41）。 

農産物販売金額規模別の農業経営体数の増減率（全国・東北） 図表 １-３８ 

農産物販売金額規模別の農業経営体数の推移（全国・東北） 図表 １-３９ 

令和２(2020)年／平成 27(2015)年 

平成 27(2015)年／平成 22(2010)年 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
注：表内の太字の箇所は平成22(2010)年、27(2015)年、令和２(2020)年の３か年において、５年前に比べ増加したことを

示すものである。 

令和２(2020)年は、 

3,000 万円以上層で増加 

令和２(2020)年は、500 万円以上層で増加 

44



 
第 1 章 東北農業の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△43.6
△50.7

△26.4
△15.5

△2.1

16.7

33.1
43.5

14.4
22.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

販売なし 50万円

未満

50～

100

100～

500

500～

1,000

1,000

～3,000

3,000

～5,000

5,000万

～１億円

１～５ ５億円

以上

％

青森県

△50.1
△42.3

△19.3
△8.7

2.3 3.5
9.9

25.2 23.5
16.3

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

販売なし 50万円

未満

50～

100

100～

500

500～

1,000

1,000

～3,000

3,000

～5,000

5,000万

～１億円

１～５ ５億円

以上

％

岩手県

△34.1

△47.4

△25.8

△4.9

5.4
14.7

21.7
30.0

19.6 21.1

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

販売なし 50万円

未満

50～

100

100～

500

500～

1,000

1,000

～3,000

3,000

～5,000

5,000万

～１億円

１～５ ５億円

以上

％

宮城県

△41.4
△52.5

△36.1
△15.4

11.6 19.0

59.6

83.5

44.7
25.0

-60.0

-20.0

20.0

60.0

100.0

販売なし 50万円

未満

50～

100

100～

500

500～

1,000

1,000

～3,000

3,000

～5,000

5,000万

～１億円

１～５ ５億円

以上

％

秋田県

△35.2
△44.6

△28.2
△12.8

6.7

27.5
37.7

9.9 17.2

100.0

-60.0

-20.0

20.0

60.0

100.0

販売なし 50万円

未満

50～

100

100～

500

500～

1,000

1,000

～3,000

3,000

～5,000

5,000万

～１億円

１～５ ５億円

以上

％

山形県

△37.6△40.1

△12.4 △6.3

3.4
23.2

35.1

164.6

95.2

53.8

-60.0

-20.0

20.0

60.0

100.0

140.0

販売なし 50万円

未満

50～

100

100～

500

500～

1,000

1,000

～3,000

3,000

～5,000

5,000万

～１億円

１～５ ５億円

以上

％

福島県

 農産物販売金額規模別の農業経営体数の増減率（県別） 図表 １-４０ 

 農産物販売金額規模別の農業経営体数の推移（県別） 図表 １-４１ 

令和２(2020)年／平成 27(2015)年 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
注：表内の太字の箇所は平成22(2010)年、27(2015)年、令和２(2020)年の３か年において、５年前に比べ増加したことを

示すものである。 

単位：経営体

3,000
～5,000

5,000万
～１億円

１～５
５億円
以上

平成27年
(2015)

35,914 2,131 5,983 4,600 14,448 5,414 2,762 576 314 131 90 41

令和２年
(2020)

29,022 1,201 2,952 3,385 12,205 5,298 3,222 759 418 188 103 50

平成27年
(2015)

46,993 5,505 14,997 8,402 13,113 2,530 1,619 827 385 250 149 43

令和２年
(2020)

35,380 2,748 8,647 6,783 11,970 2,587 1,675 970 423 313 184 50

平成27年
(2015)

38,872 3,544 11,848 7,758 11,259 2,154 1,644 665 327 217 102 19

令和２年
(2020)

30,005 2,335 6,227 5,756 10,705 2,271 1,886 825 398 282 122 23

平成27年
(2015)

38,957 1,472 9,404 8,295 15,080 2,640 1,687 379 225 91 47 16

令和２年
(2020)

28,947 863 4,466 5,299 12,751 2,946 2,008 614 359 167 68 20

平成27年
(2015)

33,820 1,203 6,465 5,455 13,744 4,256 2,204 493 265 131 87 10

令和２年
(2020)

28,241 780 3,583 3,915 11,981 4,540 2,811 631 365 144 102 20

平成27年
(2015)

53,157 6,383 17,226 8,763 15,267 3,457 1,698 363 188 99 63 13

令和２年
(2020)

42,598 3,984 10,312 7,674 14,303 3,574 2,092 659 254 262 123 20

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

区分 計 販売なし
50万円
未満

50～
100

100～
500

500～
1,000

1,000
～3,000

3,000万円
以上
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第 1 章 東北農業の特徴 

（６） 個人経営体の基幹的農業従事者の推移

基幹的農業従事者数は減少傾向で、高齢化が進む

東北の基幹的農業従事者※１数（個人経営体※２）は、全国と同様に減少傾向にあり、令

和２(2020)年は 25 万人で、５年前に比べ６万 6,000 人（20.9％）減少しています。

このうち 15～49 歳以下をみると２万 3,000 人で、５年前に比べ 3,000 人（11.3％）

減少しています（図表 1-42）。また、平均年齢は 67.7 歳で、５年前に比べて 0.7 歳上

昇し高齢化が進んでいます。女性の割合は 40.4％で、５年前に比べて 3.1 ポイント低下

し、低下傾向が続いています（図表 1-42）。 

県別では、令和２(2020)年で福島県が５万 2,000 人と最も多くなっています。また、

平均年齢については、青森県が 65.4 歳で最も低く、福島県が 69.2 歳で最も高くなって

います。女性の割合については、青森県が 44.7％で最も高くなっています（図表 1-43）。 

基幹的農業従事者数の年齢別内訳、平均年齢及び女性割合の推移（全国・東北） 図表 １-４２ 

63.4 歳 45.6％ 

65.5 歳 44.3％ 

67.0 歳 43.5％ 

67.7 歳 40.4％ 

平均年齢  女性割合 

64.2 歳 45.8％ 

66.1 歳 44.0％ 

67.1 歳 42.7％ 

67.8 歳 39.7％ 

平均年齢  女性割合 
60～64 歳 

65 歳以上 50～59 歳 
15～49 歳 

資料：農林水産省「農林業センサス」 

注：１）統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 

２）平成 17(2005)年及び平成 22(2010)年は「販売農家」の数値

※１ 「基幹的農業従事者」とは、15 歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者をいう。

※２ 「個人経営体」とは、個人（世帯）で事業を行う経営体をいう。なお、法人化して事業を行う経営体は含まない。
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基幹的農業従事者数の年齢別内訳、平均年齢及び女性割合の推移（県別） 図表 １-４３ 

60.9 歳 48.9％ 

63.2 歳 47.7％ 

64.3 歳 46.7％ 

65.4 歳 44.7％ 

平均年齢  女性割合 

64.6 歳 49.6％ 

66.7 歳 48.1％ 

68.3 歳 47.1％ 

69.0 歳 43.2％ 

平均年齢  女性割合 

63.4 歳 42.2％ 

65.3 歳 40.8％ 

67.1 歳 40.5％ 

68.0 歳 37.0％ 

平均年齢  女性割合 

63.2 歳 40.4％ 

65.4 歳 38.7％ 

67.3 歳 39.5％ 

67.7 歳 36.3％ 

平均年齢  女性割合 

62.9 歳 39.6％ 

65.0 歳 39.4％ 

66.2 歳 38.9％ 

67.0 歳 36.9％ 

平均年齢  女性割合 

65.0 歳 48.4％ 

66.9 歳 46.3％ 

68.4 歳 45.1％ 

69.2 歳 41.2％ 

平均年齢  女性割合 

資料：農林水産省「農林業センサス」 

注：１）統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 
２）平成 17(2005)年及び平成 22(2010)年は「販売農家」の数値

65 歳以上 

60～64 歳 

15～49歳

50～59 歳 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

1 生産基盤の強化と経営所得安定対策の着実な実施 
（１） 生産基盤の強化

ア 水田フル活用の推進

 

相対取引価格民間在庫量

207

420

600

0

200

400

600

令和元年

(2019)

２

(2020)

３

(2021)

（予定）

ｔ

第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

施策 

水田をフル活用して需要に応じた生産を図るため、麦・大豆、飼料用米等の戦略作物や

新市場開拓用米、高収益作物等への転換を図るとともに、地域の特色を活かした魅力的な

産地づくりを支援します（図表 2-2）。 

 図表 ２-１ 主食用米の民間在庫量及び相対取引価格の推移（東北） 

 資料：東北農政局作成 

東北における令和２(2020)年の水稲作付面積は 38 万 1,500ha で全国の 26％（全

国：146 万 2,000ha）を占めており、双方ともその推移は横ばい傾向にあります。 

一方、少子高齢化・人口減少の進展、食料消費における選択の多様化と嗜好の変化な

どを背景に、国内の主食用米の需要は一貫して毎年約 10 万ｔの減少傾向にあることか

ら、結果として作付け過剰となり、米価への影響が懸念されています。特に東北は農業

産出額のうち米の占める割合が 34％と高く、東北地方でも水田を主食用米以外の品目

の作付けに活用する必要性が高まっています（図表 2-1）。

現状と課題 

米の需要減少に対応するため、新たな

販路拡大に向けて、七戸町
しちのへまち

は地域の輸出

事業者と業務提携して、令和元(2019)

年から輸出用米の取組を開始しました。 

今後も地域協議会と輸出事業者が連

携して、産地でまとまった輸出用米の取

組を進めることで、七戸町内産米の輸出

先国でのブランド化を目指し、安定供給

と販路の拡大を目指しています（図表

2-3）。

図表 ２-３ 七戸町
しちのへまち

の 

輸出用米出荷量 

取組事例 輸出用米の取組（青森県七戸町
しちのへまち

） 

 図表 ２-２ 水田フル活用のための主な支援策 

輸出用米出荷式の様子 

輸出用米の米袋 

387.7 359.9
488.3 635.3 680.3

28年産
13,906円 29年産

15,438 円
30年産

15,471 円
元年産

15,544 円

２年産
14,401 円

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

0

200

400

600

800

1,000

29年6月 30年6月 元年6月 2年6月 3年6月

千ｔ 

資料：米に関するマンスリーレポート（農林水産省） 
注：１）相対取引価格は、東北６県における平均値であり、平均値の算出には各年産の出回りから翌年６月までの年 

産平均価格を用いた。 
２）民間在庫量は、各年６月末の東北６県の合計値

円／玄米 60kg 

平成 29 年   30   令和元年   ２    ３ 
(2017)   (2018)   (2019)   (2020)   (2021) 

 

 

 

 

０ 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

イ 高収益作物の導入

 

資料：東北農政局作成 

※ 「水田農業高収益作物導入推進事業（都道府県推進）」とは、水田農業における高収益な園芸作物の導入及び水田地

帯における園芸作物の産地化を実現するため、米、麦、大豆、そば及びなたねから園芸作物への転換に必要な取組

（産地の合意形成のための検討会、品種選定のための栽培試験、栽培技術確立のための講習会、機械・施設のリース

方式による導入、安定生産に必要な生産資材の導入等）を支援するものである。

施策及び水田農業高収益化推進計画の策定状況 

 図表 ２-5 東北地域の計画策定品目 

取組事例 ピーマン（岩手県） 

 岩手県では、水田農業高収益化推進計画（産地推進

計画）を策定した３協議会が、水田でピーマンを作付

けし、「時代を拓く園芸産地づくり支援のうち水田農

業高収益作物導入推進事業（都道府県推進）※」を活

用して、自動点滴かん水装置やパイプハウス資材を

導入し、水田地帯における園芸作物の産地化に取り

組んでいます（図表 2-6）。 

このような園芸作物の安定的な生産を目指 

した取組が広く普及することにより、県内に 

おける土地利用型作物から園芸作物への転換 

が一層進むことが期待されています。 

 図表 ２-6 具体的な取組内容 

水田での高収益作物導入の取組を進めるため、各

県・産地ごとに「水田農業高収益化推進計画」を策定

することで、高収益作物導入に資する関連事業を支援

しています。 

例えば、「時代を拓く園芸産地づくり支援」や「農業

競争力強化農地整備事業」、「水田活用の直接支払交付

金のうち水田農業高収益作物推進助成」など関連事業

での優先的な採択等により支援しています。 

なお、令和２(2020)年度は、青森県、岩手県、宮城

県、秋田県、山形県の５県で合計 31 産地において、

水田農業高収益化推進計画を策定済みです（図表 2-

5）。 

高収益作物と稲作の所得比較

高収益作物は労働時間を多く要する

ものの、所得は稲作と比較して高く、小

さい面積で収益を上げることが可能で

す。また、近年はキャベツ、加工用トマ

トなどの収穫機の導入等により、労働

時間の削減も可能となりつつあります

（図表 2-4）。 

 図表 ２-４ 野菜・果樹作と稲作の所得比較（10ａ当たり） 

資料：農林水産省「営農類型別経営統計」（平成 30(2018)年） 

資料：東北農政局作成 

県名 産地計画の品目

青森県 子実用とうもろこし

岩手県 ピーマン、子実用とうもろこし

宮城県
ねぎ、たまねぎ、キャベツ、えだ
まめ、にんにく、ぶどう、子実用
とうもろこし

秋田県
にんじん、たまねぎ、じゃがい
も、キャベツ、子実等とうもろこ
し

山形県
トマト、桃、りんご、西洋なし、
柿、ぶどう、子実用とうもろこし

労働時間
（時間）

粗収益
（千円）

農業経営費
（千円）

所得
（千円）

施設野菜作 345 1,136 679 456

露地野菜作 184 425 252 173

果樹作 218 545 324 221

稲作 41 134 113 21
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

ウ 野菜・果樹等の生産振興

(ｱ) 野菜

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

➢ 野菜は、水稲など他の作物と比べると高収益が見込まれることから、生産者の経営の

安定化や所得の向上を図る上で重要な園芸作物の一つです。 

➢ 野菜の需要は、近年の食の外部化、簡便化等により加工・業務用が６割を占めていま

すが、加工・業務用需要における国産野菜の供給比率は７割程度にとどまっているため、

低コスト・省力化等による規模拡大等を推進し、国産供給量を増加させることが課題と

なっています。 

現状と課題

施策 

野菜の生産動向 

 図表 2-7 野菜産出額の推移 （東北） 

令和元(2019)年 12 月に策定された農業基盤強化プログラムにおいて、加工・業務用

野菜等の新たな需要に応える園芸作物の生産体制を一層強化することとされています。 

このことを踏まえ、加工・業務用野菜生産の低コスト・省力化等により規模拡大を図

り、国産供給量を増やすため、引き続き、水田を活用した新たな園芸産地の育成、加工・

業務用等の新市場を安定的に確保していくための拠点整備等を支援します（持続的生産

強化対策事業（時代を拓く園芸産地づくり支援）、産地生産基盤パワーアップ事業等）。 

東北の令和元(2019)年の野菜産出額における上位の品目は、１位トマト、２位きゅう

り、３位ねぎとなっています。なお、全国で上位となっている品目は、青森県産のやま

のいも（全国２位）、にんにく（同 1 位）、だいこん（同 3 位）、ごぼう（同 1 位）、山形

県産のすいか（同３位）、えだまめ（同１位）、福島県産のきゅうり（同 3 位）、さやいん

げん（同 3 位）となっています（図表 2-7、2-8）。 

  図表 2-8 野菜産出額上位５品目（令和元（２０１９）年）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」 

単位：億円
総産出額 産出額順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

品目 トマト いちご ねぎ きゅうり たまねぎ

産出額 2,154 1,829 1,329 1,326 917
品目 トマト きゅうり ねぎ やまのいも にんにく

産出額 251 230 161 146 138
品目 やまのいも にんにく だいこん トマト ごぼう

産出額 131 127 63 56 51
（全国順位） （2位） （1位） （3位） （12位） （1位）

品目 きゅうり トマト ピーマン キャベツ ほうれんそう

産出額 29 27 26 19 18
（全国順位） （14位） （22位） （5位） （10位） （13位）

品目 いちご きゅうり トマト ねぎ ほうれんそう

産出額 61 30 29 26 13
（全国順位） （10位） （13位） （21位） （18位） （21位）

品目 ねぎ えだまめ トマト すいか きゅうり

産出額 34 26 22 21 20
（全国順位） （12位） （6位） （28位） （9位） （21位）

品目 すいか トマト えだまめ メロン きゅうり

産出額 58 51 48 39 32
（全国順位） （3位） （13位） （1位） （5位） （12位）

品目 きゅうり トマト いちご さやいんげん ねぎ

産出額 106 67 26 24 22
（全国順位） （3位） （7位） （20位） （3位） （22位）

山形県

福島県

21,515

2,345

642

259

265

281

460

438

全　国

東　北

青森県

岩手県

宮城県

秋田県
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※ 「高度環境制御システム」とは、温室内の環境変化（モニタリングデータ）に応じて、コンピュータ制御で環境制御装置（カ
ーテン（遮光・保温）、天窓、冷暖房機、ＣＯ２施用機、換気扇、養・水分供給装置等）を作動させ、最適な生育環境を整え
て収穫量増加や生産コスト削減を図るシステムである。

宮城県石巻市
いしのまきし

は太平洋側に位置し、冬でも日照時間が多く施設園芸に適しています。

（株）デ・リーフデ北上は、東日本大震災からの復興に向け、石巻市
いしのまきし

の北上地区に高軒
こうのき

高温室
だかおんしつ

を導入しました。

 栽培施設内の環境制御や、木質チップバイオマスボイラー、地中熱利用ヒートポンプに

より化石燃料の使用を抑制するとともに、燃料コストを削減しながらトマトとパプリカ

の生産出荷を行っています。

さらに、同社は国産供給量を増加させるため、令和元(2019)年度に新たに（株）デ・

リーフデ大川を立ち上げ、北上川対岸の大川地区に高軒
こうのき

高温室
だかおんしつ

を導入しました。

高度環境制御システム※により生育に適した環境を保ちながらトマトとパプリカを生

産し、加工・業務用を含め高い割合の契約出荷に取り組んでいます（図表 2-8、2-9）。 

取組事例 株式会社デ・リーフデ大川（宮城県石巻市
いしのまきし

） 

（株）デ・リーフデ大川の施設の外観 

  図表 ２-9 「（株）デ・リーフデ北上」及び「（株）デ・リーフデ大川」の栽培概要

資料：東北農政局作成 

（株）デ・リーフデ大川のトマト栽培の様子 

高度環境制御システムにより収量増を図る。 

（株）デ・リーフデ北上
（令和２(2020)年度実績）

（株）デ・リーフデ大川
（令和３(2021)年度計画）

平成26年度次世代施設園芸
導入加速化支援事業

令和元年度産地生産基盤
パワーアップ事業

240 214

栽培面積（a） 110 126

収穫量（t） 520 455

栽培面積（a） 130 88

収穫量（t） 291 211

総栽培面積（a）

トマト

パプリカ

整備事業名
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(ｲ) 果樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

青森市
あおもりし

浪岡地区のほ場 

 
令和元(2019)年の果樹

作個人経営体の 10ａ当た

り労働時間は、ぶどうが

500 時間、おうとうが 392

時間、ももが 282 時間とな

っており、露地野菜作の

256 時間や稲作の 43 時間

などと比較すると長い傾向

となっています。 

作業別では受粉・摘果、収

穫・調製、は種・定植・せん

定等の順で作業時間が長く

なっています（図表 2-10）。 

 

 東北における令和元(2019)年の果実産出額は 2,147 億円で全国の 26％を占めて

おり、東北の農業産出額の 15％となっています。 

 生産者の高齢化により低下した供給力を回復し生産基盤を強化するとともに、他品目

と比較して長い労働時間を抑える技術を導入していくことが必要です。 

 

現状と課題 

施策 

果樹支援対策のうち、未来型果樹農業等推進条件整備により省力樹形の導入等を支援

することで、果樹産地の生産基盤の強化を推進します。 

果樹作の労働時間 

 図表 ２-１0 果樹作、露地野菜作、稲作の労働時間（令和元(2019)年） 

ジャパンアップル（株）は、国の未来型果樹農業等推進条件整備事業を全国で初めて活

用し、青森市
あ お も り し

でりんごの超高密植栽培に新規で取り組み、労働効率の向上を図っています。

荒廃農地を整備し、令和３(2021)年４月に 6.4ha、2 万 4,000 本の苗木を定植しまし

た。 

生育は順調で令和４(2022)年秋が初収穫の予定となっています。今後も事業を活用

し、令和５(2023)年度までに 30ha を目標に面積を広げ、輸出や国内の加工向けりんご

を増産する計画です。成園後は収量 6.6ｔ／10ａ（慣行栽培の２～３倍）を見込んでい

ます。 

資料：農林水産省「令和元年営農類型別経営統計」 

注：１）おうとうは全国値だが、結果樹面積の全国に占める東北の割合は約８割であり、参考として記載した。 

２）全体は個人経営体と法人経営体の平均値で、いずれも全国値である。 

取組事例 ジャパンアップル株式会社（青森県青森市
あ お も り し

） 

0 100 200 300 400 500 600

稲作全体

露地野菜作

全体

果樹作全体

りんご

（東北）

もも

（東北）

おうとう

（全国）

ぶどう

（東北）

労働時間（計）

耕うん・施肥

は種・定植・せん定等

除草・防除

受粉・摘果

生育管理

収穫・調製

包装・荷造り

搬出・出荷・販売

経営管理・間接労働

500

392

219

256

282

43

326

時間/10ａ

苗木の列間は 3.5m で、草刈り
や収穫時に機械を入れること
ができ、省力化につながる。 
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(ｳ) 特産作物

                

東北の令和２(2020)年産のそ

ばの作付面積は、１万 7,000ha

で、全国の作付面積の 26%を占

め、最も作付けの多い山形県では

5,320ha となっています。そばは

水田転作作物の一つとして作付け

されていることから、米の需給調

整規模の影響を受け、近年微増傾

向にあります（図表 2-11）。 

また、その他の特産作物の作付

面積は、葉たばこが 1,749ha（全

国比 29%）で、うち 676ha を岩

手県が占めています。ホップは

91ha（同 96%）で、うち 49ha

を岩手県が占めています。 

東北における令和２(2020)年産の主要な特産作物の収穫量は、そば 7,910ｔ（全国

比 18％）、葉たばこ 4,096ｔ（同 30％）、ホップ 177ｔ（同 95％）となっていま

す。 

 東北地方のそばは、約８割が水田で作付けされていることもあり、湿害対策が課題と

なっています。 

 東北地方のその他の特産作物は、生産者の高齢化等による作付面積の減少に伴い、収

穫量も減少傾向にあります。 

施策 

特産作物の生産の安定化を図るため、畑作構造転換事業による湿害軽減対策等並びに

産地生産基盤パワーアップ事業や強い農業・担い手づくり総合支援交付金による産地の

収益力強化等の取り組みを支援します。 

また、東北農政局では毎年度、東北そば産地の振興方策について意見交換を行うそば

研究会を開催しています。 

特産作物の生産動向 

 図表 2-11 そば作付面積・収穫量の推移 （全国・東北） 

現状と課題

遠野市
と お の し

では、（株）キリンと連携し、官民一体となったプロジェクトとして「ビールの

里」構想を掲げ、地域の資産であるホップの魅力を最大限活用したまちづくりに取り組

んでいます。 

この取組の一環として、（株）キリンが農家と連携し、同市に 

農業生産法人 BEER EXPERIENCE 社を立ち上げ、ホップの安 

定生産等に取り組んでいます。 

また、国においても同社に対し、産地パワーアップ事業により 

ホップ棚の整備等を支援しています。

 資料：農林水産省「作物統計作況調査」 

BEER EXPERIENCE 社ほ場 

取組事例 ホップ（岩手県遠野市
と お の し

） 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

オリンピック・パラリンピックのメダリスト

に副賞として授与されたビクトリーブーケに

は、東日本大震災の被災地である岩手県のリン

ドウ、宮城県のヒマワリ・バラ、福島県のトル

コギキョウ・ナルコランが使用されました。

(ｴ) 花き

. 
青森県 岩手県 宮城県 秋田県

山形県 福島県 産出額（東北計）

東北における令和元(2019)年の東北の花き産出額は 250 億円で全国の 7.7％を占め

ており、東北の農業産出額の 1.7％となっています。 

令和２(2020)年度は、コロナウイルス感染拡大の影響により業務需要が大きく減少

し、家庭での巣ごもり需要が増加に転じる消費動向に変化しました。 

現状と課題

施策 

花きの生産動向 

東北の令和２(2020)年の

花き（切り花類）の作付面積

は、前年産に比べ減少し、

1,662ha となっています（図

表 2-12）。 

品目別でみると、切り枝は

山形県、福島県で、きくは岩手

県、秋田県、福島県で、りんど

うは岩手県で作付面積が大き

くなっています（図表2-13）。 

 切り花類の品目別作付面積（県別、令和２(2020)年産） 図表 ２-13 

資料：農林水産省「花き生産出荷統計」、「生産農業所得統計」 
注：１）図表 2-12 の令和元(2019)年産は、全ての都道府県を調査対象とする全国調査 

令和元(2019)年産以外は、主産県を対象とした調査であり、調査対象品目ごとに直近の全国調査年における 
作付（収穫）面積の全国値のおおむね 80％を占めるまでの上位都道府県を調査 

２）図表 2-13 の「その他」は、切り花類計から当該調査対象品目を差し引いたもの

令和２(2020)年度は、①次世代花き産業確立推進事業による花きの生産・流通・消費

拡大への取組の支援、②公共施設等における花きの活用拡大支援事業による新型コロナウ

イルス感染拡大の影響により国内消費が減退した花きの活用拡大のための取組の支援、③

産地生産基盤パワーアップ事業による収益力強化等の取組への支援を実施しました。 

 図表 ２-１2 切り花類の作付面積と花きの産出額の推移（東北） 

取組事例 Tokyo2020 オリンピック・パラリンピックにおける被災地支援 

リンドウ
（岩手県）

トルコギキョウ
（福島県）ヒマワリ・バラ

（宮城県）

ha 
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エ 畜産クラスターの取組状況

28

26

19

20

46

9

0 10 20 30 40 50

福島

山形

秋田

宮城

岩手

青森

協議会

畜産クラスター協議会数 

（令和２(2020)年度） 

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

福島県

山形県

東北において、令

和 ２ (2020) 年 度

は 148 （ 令 和 元

(2019)年度141、

前年度５％増）の畜

産クラスター協議

会が設立され、畜産

の収益性向上の取

組により、生産基盤

の強化が図られて

います（図表 2-

14）。 

我が国の畜産・酪農は、TPP11 協定、日 EU 経済連携協定及び日米貿易協定の発効

等、新たな国際環境の下で収益力や生産基盤の強化を図る必要があります。

「総合的な TPP 等関連政策大綱」における農林水産業の体質強化対策の一つとして

「畜産・酪農収益力強化総合プロジェクトの推進」等を位置づけ、東北の農業産出額の

31％を占める畜産においても、畜産クラスター事業による肉用牛・酪農経営の生産基

盤強化を推進しています。

施策 

畜産農家を中心に、県、市町村、農協等の関係者が連携する畜産クラスター（協議会）

の仕組みを活用し、地域において畜産の生産コストの削減、販売額の増加等を図るため

の計画（畜産クラスター計画）を策定し、その計画を達成するための取組に必要な施設

整備、機械導入等を支援します。 

畜産クラスター協議会による取組動向 

 図表 ２-１4 東北管内の畜産クラスター協議会数と取組内容 

取組事例 和牛繁殖基盤対策協議会（岩手県） 

全農岩手県本部和牛改良

センターは、酪農家の乳牛不

受胎牛を活用した黒毛和種

受精卵による子牛生産や自

農場での子牛生産等に取り

組み、斉一性のとれた優良肥

育素牛として供給すること

で、肥育農家のコスト低減や

酪農家の副収入確保による

収益性向上につながるよう

取り組んでいます（図表 2-

15）。 

資料：和牛繁殖基盤対策協議会(岩手県)からの聞き取りにより作成 

現状と課題 

※令和２(2020)年度の上期は新型コロナウイルス

により、斡旋会を開催しなかったことにより減

少した。

資料：東北農政局作成 

注：複数の畜種等の取組を行う協議会も存在する。 

主な取組内容（畜種等）の割合 
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 図表 ２-15 肥育経営における素牛導入コストの削減等 

平成30年
(2018)

令和元年
(2019)

令和２年
(2020)

素牛導入費の削減

（平成26(2014)年比）
▲18％ ▲ 10％ ▲ 18％

受精卵産子の県内保留 172頭 256頭 232頭

繁殖・肥育素牛供給 264頭 244頭 123頭
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オ 環境に配慮した農業の推進

有機 JAS 認定ほ場の面積の推移 

東北の有機JAS認定ほ場の面積は、平成31(2019)年４月１日現在で1,792haとなり、

前年に比べて3.3％増加しましたが、近年はおおむね横ばいで推移しています。県別の面積

をみると、秋田県と青森県の２県で東北の約50％を占めています（図表 2-16）。 

施策 

環境に配慮した農業を推進するため、環境保全に効果の高い取組や有機農業の産地づ

くりに関する取組等を支援しています。また、令和３(2021)年５月にみどりの食料シス

テム戦略※2が策定されたことに伴い、有機農業の面積拡大に向けた取組を推進します。 

東北における令和元(2019)年度の東北におけるエコファーマー※1の認定件数は2万

423件で全国の約24％、平成31(2019)年４月の有機JAS認定ほ場の面積は

1,792haで全国の約16％を占めています。 

高齢化による担い手不足等により、環境に配慮した農業は人数・面積ともに年々減少

傾向にあります。 

現状と課題 

農地所有適格法人（有）山形川西産直センターでは、

自社内で発生する牛ふんを活用した土づくりに取り組

んでいるほか、稲わらを飼料や敷料に利用するなど、耕

畜連携による資源循環型農業を実践しています。 

また、効率的な生産に向け、スマート農業（60頁参照）

やGAP（86頁参照）認証取得等、積極的に新しい技術

やツールの導入を図っています。 

牛ふん堆肥の施用 

令和２(2020)年度 
未来につながる持続可能な農業推進コンクール 

（有機農業・環境保全型農業部門） 
東北農政局長賞受賞

取組事例 農地所有適格法人（有）山形川西産直センター（山形県） 

※１ 「エコファーマー」とは、平成 11(1999)年７月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」第
４条に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である
旨の認定を受けた農業者（認定農業者）の愛称名である。 

※２ 「みどりの食料システム戦略」とは、2050 年までに目指す姿という中長期的な観点から、環境負荷の軽減を図りつつ、食
料・農林水産業の生産性向上と持続性を両立させ、「持続可能な食料システム」を構築していくことを狙いとした新しい政
策方針である。 

資料：農林水産省調べ 

注：各年４月１日現在の値 

 図表 ２-１6 有機ＪＡＳ認定ほ場の面積の推移（東北） 

59

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_eco/
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_old_jigyosya_jisseki_hojyo.html


第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（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

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 

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

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 

60

https://www.maff.go.jp/tohoku/seisan/smart/index.html
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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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

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 

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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（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） 

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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

３ ５兆円目標の実現に向けた農林水産物・食品の輸出強化と高付加価値化 

（1） 農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の実施

 

平成 30(2018)年から取組を開始した GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）に

より、GFP 登録事業者の希望に応じて輸出訪問診断等を実施しています。GFP には令和

２(2020)年度末時点で東北の 257 農林水産物・食品事業者（全国 2,622 事業者）が登

録しています。 

現状

施策 

令和 2(2020)年 12 月に決定された農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づき、

マーケットインの発想で輸出に取り組む産地・事業者を重点的に支援しています。

令和２(2020)年 12 月には、「令和 2 年度輸出に取り組む

優良事業者表彰」が実施され、地酒メーカーの中でも吟醸酒の

魅力を世界中へ発信する取組が特に優れているとして出羽桜

酒造（株）が食料産業局長賞を受賞しました。 

また、令和３(2021)年 3 月には、「令和 2 年度東北農政局

輸出に取り組む優良事業者表彰」を実施し、東北・食文化輸出

推進事業協同組合、八戸酒造（株）及び（株）八葉水産に東北

農政局長賞を授与しました。これらの事業者は、東北域内の地

域間及び企業間連携による海外輸出の取組や、現地の食文化に

合わせた海藻の食べ方を提案する取組などの点が高く評価さ

れました。 

東北農政局長賞受賞者の皆様 

（仙台合同庁舎） 

東北農政局長賞受賞者様 

（青森県拠点） 

令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症対策に配

慮したオンライン輸出診断体制を整備し、輸出訪問診断を希望

する事業者（８事業者）に対して、ジェトロや東北経済産業局

等と連携して支援を実施しました。 

令和２(2020)年 7 月には、新型コロナウイルス感染症の拡

大により、農林水産物・食品の輸出に影響が生じる中、GFP を

通じた「産地間連携による輸出拡大」をテーマにオンラインに

よるセミナー＆マッチング商談会「GFP オンラインマッチン

グ from Sendai」を開催しました。 

当イベントをきっかけとして、令和３(2021)年２月に宮城

県産さつまいも 3ｔ（300 ケース／10kg）が、九州の輸出商

社を通して初めて香港向けに輸出されるなどの成果が得られ

ました。 

農林水産物・食品の輸出促進に向けた取組

マッチング商談会の様子

パネルディスカッションの様子 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（２） 地理的表示（GI）保護制度の登録状況

現状

 図表 2-25 東北管内 GI 産品登録状況（令和３(2021)年 10 月７日時点） 

 資料：東北農政局作成 

県名 産品数

青森県 ６産品
1.あおもりカシス、23.十三湖産大和しじみ、52.小川原湖産大和しじみ、
75.つるたスチューベン、90.大鰐温泉もやし、105.清水森ナンバ

岩手県 ６産品
28.前沢牛、47.岩手野田村荒海ホタテ、66．岩手木炭、68.二子さといも、
73.浄法寺漆、106.甲子柿

宮城県 ３産品 31.みやぎサーモン、65.岩出山凍り豆腐、104.河北せり

秋田県 ５産品
32.大館とんぶり、51.ひばり野オクラ、60.松館しぼり大根、
79.いぶりがっこ、93.大竹いちじく

山形県 ５産品
26.米沢牛、30.東根さくらんぼ、62.山形セルリー、76．小笹うるい、
99.山形ラ・フランス

福島県 １産品 63.南郷トマト

産品名　※産品名の頭についている数字は「登録番号」

  東北における地理的表示（GI）保護制度※１の登録産品数は 26 産品（図表 2-25）で、

全国では、40 都道府県の 10７産品、２か国（イタリア、ベトナム）の３産品の計 110

産品が登録されています（令和３(2021)年 10 月７日時点）。

 登録を希望する産品を生産する生産者団体

は、国に申請を行い、登録を受けることにより、

登録内容に即して生産される産品（GI 登録産

品）には「地理的表示※２」を使用することが可

能となります。また、地理的表示と併せて登録

商標（GI マーク）※３の使用が可能となります。 

このことにより、他産品との差別化が可能と

なるとともに、地理的表示の不正使用は行政が

取締りを行うことから、訴訟等の負担なく、自

らの産品のブランド価値を守ることにつなが

ります。 

施策 

※１ 地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在
する。「地理的表示（GI）保護制度」とは、これらの産品の名称を知的財産として国に登録し、国が保護するもので、平成
27(2015)年６月１日に施行された「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」（GI法）に基づく制度である。 

※２ 「地理的表示」とは、農林水産物・食品等の名称であり、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質や社会的評
価等の確立した特性が当該産地と結びついているということを特定できる名称である。 

※３ 「登録商標（GI マーク）」とは、登録された産品の地理的表示と併せて付すことができ、GI 法上登録された地理的表示産
品であることを称するものである。 

登録商標（GI マーク） 

68



第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況

（３） ６次産業化の推進

 

 
 

 
 

 
 
 

現状と課題 

施策 

総合化事業計画の認定状況 

東北における令和２(2020)年度の総合化事業計画の認定件数は 2 件（全国 34 件）

で、同年度末における累計は 377 件（全国 2,591 件）となっています。計画の内容

は、農畜産物を活用したものが９割を占め、その内訳は野菜が 31％と最も多く、次い

で米 21％、果樹 17％、畜産物９％となっています（図表 2-26、2-27）。 

    対象農林水産物別比率  県別認定件数累計 

資料：東北農政局作成 
注：認定件数及び対象農林水産物別比率は令和３(2021)年３月末現在 

※ １ 「６次産業化」とは、「六次産業化・地産地消法」に基づき、農林漁業者が主体となって生産・加工・販売を一体的に行うものであ

る。 
※２ 「総合化事業計画」とは、６次産業化に取組む事業計画であり、農林水産大臣の認定を受けると開発の手続き、融資の特例及び施

設整備等の支援を受けることができるものである。 

※ ３ 「農商工等連携事業計画」とは、中小企業者（商工業者に限る）と農林漁業者が連携して新商品の開発等に取り組む事業計画であ
り、農林水産大臣等の認定を受けると、施設整備等の支援や日本政策金融公庫等による低利融資、債務保証等の支援
を受けることができるものである。 

農林漁業者をはじめとする関係者の努力により、６次産業化※１等の市場規模は着実

に拡大しています。

一方では、売上高が増加した事業者の約半数で、経常利益が減少しているなど、必ず

しも事業者の経営の改善や発展につながっていないという例もあります。

これまでの６次産業化等の裾野を広げる取組から、事業者の経営改善・発展を図ると

いった取組の質の向上に重点を移し、総合化事業計画※２及び農商工等連携事業計画※３

の認定や民間の専門家による経営改善支援サポート等の関連施策を実施することとして

います。 

図表 2-26 図表 2-27 

(単位：件）

 農畜産物 林産物 水産物

青森県 71 67 0 4 1

岩手県 52 45 4 3 1

宮城県 82 66 2 14 1

秋田県 62 57 2 3 0

山形県 68 64 4 0 0

福島県 42 42 0 0 1

東北計 377 341 12 24 4

区 分
研究開発

・成果利用
事業計画

 総合化事業計画の認定件数

内　 　訳
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況

 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：件）

農畜産物 林産物 水産物

青森県 14 13 1
岩手県 8 7 1
宮城県 13 11 2
秋田県 12 10 2
山形県 18 13 1 4
福島県 14 13 1
東北計 79 67 1 11

区分 内  訳

農商工等連携事業計画の認定件数

資料：東北農政局作成 

注：認定件数及び活用される農林水産資源別比率は令和３(2021)年３月末現在 

 県別認定件数累計     活用される農林水産資源別比率 

水産 物別比率

東北における令和２(2020)年度の農商工等連携事業計画の認定件数は 3 件（全国４

件）で、同年度末における累計は 79 件（全国 815 件）となっています。計画の内容

は、農畜産物を活用したものが 85%を占め、その内訳は米が 20%と最も多く、次い

で野菜 18%、果実及び畜産物が 12%となっています（図表 2-28、2-29）。 

総合化事業計画と同様に、農業分野における活用が主となっていますが、農商工等連

携事業計画では、総合化事業計画に比べ水産物の活用比率が高くなっています。 

取組事例 有限会社 伊豆沼農産(平成２３(2011)年度認定事業者) （宮城県登米
と め

市
し

） 

（有）伊豆沼農産は、地元産「伊達の純粋赤豚」

を原料にした発酵生サラミの開発、製造を行うた

め、国の６次産業化推進整備事業を活用し、農産物

加工施設を整備しました。 

豚肉加工品は、自社の産直や生協等による店舗販

売のほか、インターネットによる販売も行ってお

り、全国の消費者から好評価を得ています。 

また、自社の農場レストランでは、製造した発酵

生サラミや地元産の農産物を原料とした美味しいメ

ニューを提供しています。

乳酸発酵生サラミ

<今後の事業展望> 

農泊・食農体験などの観光事業の更なる発展を目指

し、（有）伊豆沼農産が中心となって、インバウンド

向けの対応マニュアルなどを整備・普及しながら、地

域内の観光事業を拡大する計画です。 

また、１社での売り上げを目指すのではなく、地域

資源を活用し、地域全体で活性化するビジネスモデル

の普及を目指しています。 
農場レストラン 

農商工等連携事業計画の認定状況 

図表 2-28 図表 2-29 

70



第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

４ 農業農村整備、農地集積・集約化、担い手の育成・確保 
（１） 競争力強化・国土強靱化のための農業農村整備の計画的な推進

ア 農地の大区画化・汎用化

 

 

農業者の高齢化・減少がますます進行していくことが見込まれる中で、農業を持続的に

発展させるためには、平地や中山間地などそれぞれの地域特性を生かしながら農業を成

長産業化し、農業・農村の所得向上を図っていく必要があります。 

現状と課題 

施策 

 担い手への農地の集積・集約化、スマート農業の推進による生産コスト削減を通じた農

業競争力の強化及び高収益作物への転換、産地形成を通じた産地収益力の強化を進めま

す。 

事業実施状況 

 資料：農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」 

（令和元(2019)年７月15日時点） 

農林水産省農村振興局「農業基盤情報基礎調査」 

（平成31(2019)年３月31日時点) 

秋田県能代市
の し ろ し

の 轟
とどろき

地区では、ほ 

場の大区画化、排水性の改善により 

営農の省力化を図るとともに、水田 

の汎用化等により高収益作物の生産 

が拡大し、本地区を含む地域のブラ 

ンドである「白神ねぎ」の販売額や

知名度の向上に寄与しています。 

取組事例 農業競争力強化農地整備事業 轟
とどろき

地区（秋田県能代市
の し ろ し

） 

 資料：東北農政局調べ 

調査対象地区は、平成27(2015)～令和元(2019)年度に 

ほ場整備を完了した地区 

  図表 ２-30 高収益作物   

 
図表 2-31 

自走式収穫機による収穫 地域ブランド「白神ねぎ」 

千 ha

22 
13 

20 20 
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62 
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東北 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

事業実施前 事業完了時

％ 

水田の整備状況 ほ場整備を契機とした担い手へ

の農地利用集積率 

 東北において、ほ場整備事業の実施前後の担い手への農地利用集積の割合をみると、事

業実施前の 22％から事業実施後は 74％と 52 ポイント増加しており、ほ場整備を契機

とした農地の利用集積が進展しています（図表 2-31）。 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

イ 農業水利施設の適切な更新・長寿命化

 農業農村整備事業により造成された基幹的農業水路の総延長は約５万 1,000km で、

このうち東北は約 8,800km と約２割を占めます。このうち、標準耐用年数を超過した施

設は、頭首工・機場等で約５割、水路で約４割に上ります。 

現状 

施策 

既存施設を有効活用するため、予防保全対策による施設の長寿命化や、計画的な更新を

進めます。 

国営かんがい排水事業の実施状況 

 図表 2-32 国営かんがい排水事業の実施地区 

県営水利施設等保全高度

化事業は老朽化した水利施

設の長寿命化や更新を行う

事業です。 

令和３(2021)年度は、全

国 693 地区で事業を実施

しており、このうち東北は

46 地区と全国の約７%と

なっています。 

県営水利施設等保全高度化事業の実施状況 

老朽化した用水路をパイプライン化し水管理を合理化 

 資料：東北農政局作成 

国営かんがい排水事

業は、農業生産の基礎

となるダム、頭首工、

揚排水機場、用排水路

等の基幹的な水利条件

を整備し、農業用水の

確保・安定供給と農地

の排水改良を図る事業

です。 

令和３(2021)年度

は、全国 106 地区で

事業を実施しており、

このうち東北は 25 地

区と全国の約１／４を

占めています（図表 2-

32）。 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

ウ 防災重点ため池対策の強化

東北 約

10％

全国

159,543箇所

青森県

(415箇所）

9% 岩手県

(868箇所)

19%

宮城県

(519箇所）

11%秋田県

(1,018箇所)

22%

山形県

(370箇所)

8%

福島県

(1,414箇所)

31%

農業用ため池は、東北に１万 6,339 箇所存在し全国（約 16 万箇所）の約１割となっ

ています。 

このうち、防災重点農業用ため池は 4,604 箇所あり、多くのため池で老朽化が進ん 

でいることや、近年多発している地震・集中豪雨等による災害の防止が急務となってい

ます（図表 2-33、34）。 

現状と課題

「防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進に関する特別措置法」（ため池工事特措

法）に基づき、防災重点農業用ため池のハード対策・ソフト対策を集中的かつ計画的に推

進します。 

施策 

東北管内のため池の状況 

老朽化し漏水等が発生している防災重点農業用ため池の改修を行い、ため池の安全性

を確保します。また、近年多発する大規模地震に備えた耐震照査と必要な整備、集中豪

雨による決壊を防止する整備を行っています。 

事業実施状況 

東北計 4,604 箇所 

資料：農林水産省調べ（令和３(2021)年７月末時点） 資料：農林水産省調べ（令和３(2021)年 1 月末時点） 

   図表 2-33 農業用ため池の分布割合

東北計 16,339 箇所 

   

 防災重点農業用ため池の県別割合

図表 2-34 

   

1,925 箇所 

1,706 箇所 

4,472 箇所 

2,758 箇所 

1,097 箇所 

4,381 箇所 

耐震性強化及び浸食防止対策を行った 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

エ 頻発化・激甚化する豪雨災害への対応

（単位：基）

区分 直轄ダム 補助ダム 合計

１級水系 24 50 74

２級水系 - 14 14

合計 24 64 88

近年、頻発化・激甚化する豪雨災害などに適切に対応し、安定した農業経営や農村の

安全・安心な暮らしを実現するため、農業水利施設の湛水被害防止対策のハード対策と

ともに、地域住民への啓発活動等のソフト対策の整備が急務となっています。 

現状と課題 

施策 

 排水機場の整備、水田の活用（田んぼダム）、既存ダムの洪水調節機能強化等を「流域

治水」の取組の一環として推進します。 

 資料：東北農政局作成 

図表 2-36 農業用ダムの治水協定締結状況（東北） 

（令和２(2020)年 12 月時点） 

大雨が予想される際に、あらかじめダムの水位を下げることで大雨による流入を貯留

し、下流域の氾濫被害リスクの低減を図る取組を令和２(2020)年から開始しています。 

この取組にあたって、河川管理者及びダム管理者等で「治水協定」を締結し、東北では

88 基について、同年 12 月までに「治水協定」が締結されています（図表 2-36）。 

農業用ダムの活用イメージ 

排水機場の整備 

田んぼダムの取組 

経年的な劣化による故障等が発生し、排水機

能に支障が生じていたり、耐震性が不足してい

る排水機場の改修を行います。機能低下した排

水機場の施設機能の保全と耐震化のための整

備を一体的に実施することにより、排水機能の

維持と豪雨時における地域の湛水被害を防止

します。 
排水機場完成イメージ 

農業用ダムの洪水調節機能強化の取組 

田んぼダムとは、大雨時に水田の落水口に流出量を抑制するための落水量調整装置など

を設置して、雨水貯留能力を人為的に高める取組です（図表 2-35）。 

東北においては、多面的機能支払交付金を活用し、令和元(2019)年度に田んぼダムに

取り組んだ活動組織は 23 組織で、取組水田面積は約 1,900ha となっています。 

 図表 2-35 田んぼダム（水田）の活用 

田んぼダム（排水口への堰板の設置等による流出抑制）によって下流の湛水被害リスクを低減 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

オ 農村に人が安心して住み続けられる条件の整備

 農業と農村の振興にあたっては、農村に人が住み続けるための条件を整備することが

重要ですが、農村インフラ（集落排水施設や農道等）の老朽化が進行しているため、そ

の対策が急務となっています。 

現状と課題 

施策 

農業集落排水施設や農道・集落道等の強靱化のための整備、情報通信環境の整備等、農

村の生活インフラを確保することより、定住条件を確保します。 

事業実施状況 

山形県酒田市
さ か た し

の本 宮 備
もとみやそなえ

畑
はた

地区では、地区内人口の減少に伴い、農業集落排水の処理能

力に余裕が生じています。 

このため、農村整備事業により、近傍の農業集落排水地区と処理施設を再編・集約する

ことで、農業集落排水施設の維持管理コストの削減及び強靱化を図り、農村の持続性の向

上につなげています。 

 資料：東北農政局作成 

取組事例 農村整備事業（山形県酒田市
さ か た し

本宮
もとみや

備 畑
そなえはた

地区） 

農業集落排水施設や農道・集落道等の「再編・強靱化」及び高度化のための整備、地域

全体の農村インフラ施設の整備方針や各施設の点検診断・機能保全計画の策定を支援す

るために、令和３(2021)年度に農村整備事業が創設され、東北では 48 地区で実施する

予定としています。 

また、農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）メニューの創設により、ICT を活

用し、農業水利施設、ため池、農業集落排水施設、農道等の農業農村インフラの管理の省

力化・高度化を図るとともに、地域活性化の取組やスマート農業の導入に必要な情報通信

環境の整備をハード・ソフトの両面からの支援を東北では３地区で実施する予定として

います。 

農業集落排水施設の 

再編・集約の整備イメージ 

加圧 
ﾎﾟﾝﾌﾟ

Ｐ 

接続管新設（河川横断部） 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

令和２(2020)年３月末

現在、東北では、人・農地プ

ランが既に実質化されてい

る地区は 3,990 地区（地区

内の農地面積約 31 万 ha）

となっています。 

また、実質化に向けた工

程表を作成して実質化に取

り組んでいる地区は 6,044

地区（地区内の農地面積約

46 万 ha）となっています

（図表 2–38）。 

（２） 農地中間管理機構による農地集積・集約化

ア 人・農地プランの実質化の取組状況

①農業者の年齢や後継者の

有無等をアンケートや話合い

で確認し、②それを踏まえて、

5 年後、10 年後の状況を「見

える化」した地図を用いて、

③地域の中心となる経営体へ

の農地の集積・集約化に関す

る将来方針を作成するという

プロセスを経て作成されたも

のが実質化した人・農地プラ

ンとなります（図表 2-37）。 

現状と課題 

東北における令和２(2020)年 3 月末現在の人・農地プランの実質化に取り組む地区数

は 6,044 地区で、全国では 4 万 8,790 地区となっています。 

各地域において、農地の利用調整に関わる関係機関が一体となって、人・農地プランの

実質化に取り組んでいるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、

実質化の取組が遅れている地域があります。 

施策 

 市町村が行うアンケート調査の実施や地図による現況把握等に必要な経費を支援する

とともに、各県の推進状況や取組事例を各県担当者と共有する等により、人・農地プラン

の実質化を支援しています。 

人・農地プランの実質化の取組とは 

人・農地プラン実質化の取組状況 

資料：東北農政局作成 

注：人・農地プラン実質化の取組状況における農地面積は、市町村からの報告ベースであり、耕地及び作付面積統計による耕地

面積とは必ずしも一致しない。 

図表 2-38 人・農地プラン実質化の取組状況 

（令和２(2020)年３月末時点） 

 図表 2-37 人・地プラン実質化の取組の流れ 

（単位：地区、ha）

地区数
地区内の
農地面積

地区数
地区内の
農地面積

地区数
地区内の
農地面積

青森県 464 44,370 1,141 102,786 1,605 147,156

岩手県 423 56,712 1,123 100,599 1,546 157,311

宮城県 356 53,877 629 80,174 985 134,051

秋田県 990 76,356 826 71,425 1,816 147,781

山形県 1,382 59,631 1,277 54,098 2,659 113,729

福島県 375 20,961 1,048 49,489 1,423 70,451

東北計 3,990 311,907 6,044 458,571 10,034 770,479

全国計 18,826 1,800,291 48,790 2,124,322 67,616 3,924,613

既に
実質化されている地区

実質化に取り組む地区 合計

① ② ③ 
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イ 担い手に対する農地の利用集積
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 日本再興戦略において、「令和５(2023)年度までに全農地面積の８割を担い手に集積

する」という目標を掲げています。 

 令和２(2020)年度における担い手への農地集積率は、全国（58％）、東北（58％）と

もに年々増加しているものの、目標値までには相当の開きがあります。 

現状と課題 

県別にみると、特に秋田県（70％）、山形県（6７％）で全国を上回る集積率となって

います。 

施策 

目標を実現するための柱として、農地中間管理事業制度が平成 26(2014)年度に創設

されました。 

取組や進捗状況 

農地中間管理事業の状況 

 東北各県の担い手への農地の集積状況 

 資料：東北農政局作成 

注：１）当年度の３月末時点で転貸している面積とし、転貸したが解除・解約した面積は含まない。 

２）転貸の実績（累計）とは、各年度末におけるストックの数値である。 

 図表 2-40 東北各県の農地中間管理事業（転貸）の実績（累計） 

農地中間管理事業の転貸の実績（累計） は、東北合計で 8 万 3,031ha と昨年度より

1 万 694ha 増加（対前年度 115％）しています。 

図表 2-39 

ha ％ 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

 東北管内の担い手への農地の集積状況（市町村別） （令和３(2021)年３月末現在） 図表 2-41 

 資料：東北農政局作成 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（３） 担い手の育成・確保

ア 認定農業者の動向

０  20  40  60  80  100 
％ 

東北の認定農業者数は、

平成 30(2018)年度末と

比べて、1,989 経営体減少

（3.9 ポイント減）してお

り、全国では、5,237 経営

体減少（2.2 ポイント減）し

ています。 

一方で、東北の認定農業

者のうち法人の数は 228

法人増加（6.4 ポイント増）

しており、全国では、1,115

法人増加（4.5 ポイント増）

しています（図表 2-42）。 

東北における令和元(2019)年度末の認定農業者数は、４万 8,897 経営体となってお

り、全国の 21％を占めています。 

認定農業者数は減少傾向、認定農業者のうち法人の数は増加傾向にあります。

現状 

施策 

 各県に農業経営に関する相談体制を整備し、経営の法人化や経営改善計画の達成等を支

援しています。 

 また、担い手による農地利用の広域化が進んでいることを踏まえ、令和 2(2020)年度

から担い手の活動範囲に応じ、市町村が定める認定基準を踏まえつつ、国又は都道府県が

認定する仕組みを設けています。 

認定農業者数の推移 

 図表 2-42 認定農業者数の推移 

営農類型別の認定状況 

認定農業者の営農

類型別では、東北は複

合経営 56.6%、稲作

24.0％の割合が高く

なっており、特に、宮

城県、秋田県、山形県

で高くなっています

（複合＋稲作で85%

以上）（図表 2-43）。 

 図表 2-43 営農類型別の認定農業者数の割合 

法人 人 

 資料：東北農政局作成 

 注：各年の値は各年度末現在 

 資料：東北農政局作成 

注：１) 認定農業者数には特定農業法人で認定農業者とみなされる法人を含む。 

２) 営農類型別の認定農業者数の割合は令和２(2020)年３月末時点
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

イ 企業参入等の動向

令和元(2019)年

の12月末における

一般法人による農

業参入の数は、青森

県を除く東北各県

で昨年度より増加

しています。 

県別では福島県

の97法人が最多と

なっています（図表

2-44）。

 東北における企業（農地所有適格法人及び一般法人）による農業参入の数は、例年、県

平均で 20～30 法人ほど増加しており、堅調な増加傾向にあります。 

東北全体の一般法人による農業参入数（36４法人（令和元(2019)年））の前年からの

増加率（108.０％）は、全国（111.7%）と比較するとやや低い状況です。 

現状 

施策 

平成 21(2009)年 12 月の農地法改正で一般法人による農業参入要件が緩和され、農

地のリース方式による企業等の参入が全面自由化されました。 

一般法人による農業参入数の推移 

 図表 2-44 一般法人による農業参入数の推移 （東北） 

農地所有適格法人数の推移 

 資料：東北農政局作成 

令和 2(2020)年

1 月 1 日現在、農

地所有適格法人は

東北全体で 2,614

法人となっており､ 

増加傾向です。 

県別では秋田県

の 486 法人が最多

となっています（図

表 2-45）。 

 農地所有適格法人数の推移（東北） 

 資料：東北農政局作成 

注：調査時点の都合上、一般法人参入数は令和元(2019)年度12月現在を最新年度とする。 

図表 2-45 

法人 法人 

法人 法人 
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ウ 女性が変える未来の農業

   

  東北の基幹的農業従事者 25 万人のうち女性は 10 万人でその割合は約４割となって

おり、女性が農業の担い手として役割を果たしています。

こうした中、経営に関与する女性農業者は少数であり、女性が活躍できる社会を目指し

て、令和２(2020)年に第５次男女共同参画基本計画が閣議決定され、令和７(2025)年

までの女性の農業委員、農協の役員、土地改良区の理事への登用に関する数値目標が定め

られました。 

東北農政局では、女性農業者が能力を発揮して活躍できるように、女性グループの活動

の活性化のためのワークショップ及びネットワークづくり等を支援するとともに、農業・

農村に関心のある女性等に対しての情報提供など PR 活動に取り組んでいます。 

令和 2(2020)年 12 月、山形大学農学部の主催で、学生が就農することについて、深

く理解することを目的に、やまがた農業女子ネットワークメンバーの松本
まつもと

香
かおり

さん（山形

県遊佐町
 ゆ  ざ まち

在住）を招いて農業の魅力を伝える講演会 

が開催されました。講演では、就農のきっかけ、経 

営、今後の目標及び農業への思い等が発表されまし 

た。講演の後は、東北農政局が主催して、学生及び 

やまがた農業女子ネットワークメンバーと就農に関 

してのワークショップを行いました。学生からは、 

自分の農業への向き合い方や農業を将来の職業の選 

択肢として考えていきたいなどの感想がありました。 

農山漁村女性活躍表彰（後援：農林水産省）は、農山漁村男女共同参画推進協議会が主

催となり、次世代のリーダーとして農山漁村を引っ張る女性を増やすことを目的に、農林

水産業の活性化や経営、政策・方針決定への参画推進等に積極的に活動している個人・団

体を表彰しています。 

女性メンバーにより構成される「ぱれっと企業組合 

（山形県朝日町
あ さ ひ ま ち

）」は、①農協加工部から独立しての 

企業組合の設立、②伝統食の加工技術を保存・継承し 

現代に伝えている食育活動等が評価され、令和2 

(2020)年度農林水産省経営局長賞を受賞しました。 

また、当組合は、町の特産品であるりんごの付加価 

値と農業所得の向上を目的にジュースの加工を開始し、高齢化や 

農業者の減少が進む農村地域の持続的発展にも寄与す 

るなどの取組を行っています。 

       取組事例 女性農業者の講演及びワークショップの開催（山形大学） 

取組事例 ぱれっと企業組合（山形県朝日町
あ さ ひ ま ち

） 

講演する松本さん 

ぱれっと企業組合の皆さん 

現状と施策 
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５ 食の安全と消費者の信頼確保 

（１） 消費者の信頼確保

 

 

                                  

 

 

 

 

資料：東北農政局作成 

東北農政局では、食品表示法、米トレーサビリティ法、牛トレーサビリティ法（牛肉）、

食糧法、農産物検査法、JAS法（有機JAS規格関係）に基づく食品表示・情報の伝達に

関する適正化を図るため一般巡回調査による監視、食品表示110番による疑義情報の収

集及び科学的分析結果による立入検査、指導を行っております。 

 「食品表示110番」を設置し、食品の偽装表示や不審な食品表示に関する情報等を受け

付けております。受け付けた情報等については、必要に応じ立入検査等を実施し、不適正

な表示を確認した場合は「食品表示法」に基づく指示・公表や指導を行うなど厳正な対応

を行っています。 

 平成29(2017)年９月１日食品表示基準が改正・施行され、国内で製造される全ての加

工食品を対象に原料原産地の表示が義務づけられました。本改正への対応のために一定

の経過措置期間が設けられており、事業者においては、令和４(2022)年３月31日までに

本改正を受けた対応が求められております。これに伴い、東北農政局では事業者向け相談

窓口を設置し、新たな制度への円滑な移行に対応しております。 

 また、食の安全等に関する信頼確保を図るため、消費者とのコミュニケーションを推進

し、消費者が正しい理解に基づき安心して安全な食品を選択できるよう、消費者団体への

食の安全等に関する情報提供や意見交換会の開催、学習会等への講師派遣を行うほか、消

費者展示コーナー（仙台合同庁舎Ｂ棟１階）を活用した情報提供等を行っています。 

東北農政局の取組

東北における令和 2(2020)年度の指示、指導等の実施状況は、食品表示法で指示、公

表が１件（前年度 0 件）あったほか、24 件（前年度 22 件）の指導が行われています。 

24 件の指導のうち食品表示法は 13 件（前年度 10 件）、牛トレサ法は 8 件（前年度

7 件）と前年度に比べ増加、米トレサ法は 3 件（前年度 3 件）と横ばい、JAS 法は 0 件

（前年度 2 件）と減少しています（図表 2-46）。 

食品表示等の適正化に係る立入検査の実施状況 

命令・指示・勧告・指導件数（令和元(2019)年～令和２(2020)年） 図表 ２-46 

（単位：件）

命令 指示 勧告 指導 命令 指示 勧告 指導

0 0 0 22 0 1 0 24

食品表示法 0 0 10 0 1 13
JAS法 0 2 0 0

牛トレサ法 0 0 7 0 0 8
米トレサ法 0 0 3 0 0 3

年度 令和元(2019)年度 令和２(2020)年度

東北管内件数

措置

対象法律
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宮城大学（リモート講義） 福島市アクティブシニア 
センター・アオウゼ

震災からの復興と災害に備えた食品の備蓄 

取組事例 食の安全に関する講師派遣 

食の安全に関する正確な情報提供のため、講師派遣を行っています。 

令和２(2020)年度は、７月に宮城大学で農林水産省が取り組んでいる食の安全のため

のリスク管理について講義を行いました。 

また、11 月には、福島県福島
ふくしま

市
し

アクティブシニアセンター・アオウゼで消費者を対象

に「安全で健やかな食生活を送るために～アクリルアミドを減らすために家庭でできる

こと～」と題した講演等を行いました。 

講師派遣案内 https://www.maff.go.jp/tohoku/syouan/anzen/kouza.html 

消費者展示コーナーを活用し、食の安全をは じめ、農林水産行政に関する情報や東北

管内の地場産品等の紹介等を行っています。  

令和３(2021)年３月には、「震災からの復興と災害に備えた食品の備蓄」としてロー

リングストックや大人２人が一週間必要な食料の実例等を展示したほか、地場産品等の

紹介として「自然と人の豊かな恵みに育まれた「青森のうまいものたち」」等の展示を行

いました。

取組事例 消費者展示コーナー 

青森のうまいものたち 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（２）農産物の安全対策

 
 
 

 

 
 
 

 

東北において、近年新たにツマジロクサヨトウの発生や、リンゴ黒星病の薬剤抵抗性

が確認されています。 

このような新たに発生が確認された病害虫等については、対応するための防除体系の

確立が必要となっています。 

現状と課題

各県が取り組むモモせん孔細菌病及びリンゴ黒星病等のまん延防止、コドリンガ及び火

傷病等の国内未発生重要病害虫の監視等について、消費・安全対策交付金（技術実証支援・

侵入警戒等）及び植物防疫事業交付金（病害虫発生予察調査等）により支援しています。 

施策 

ももの枝、葉から風雨によって菌が分散し、

果実被害をもたらす細菌性の病害。東北におい

ては、令和元年秋の台風の影響等により、令和

２(2020)年は多くの被害が発生しました。 

モモせん孔細菌病

リンゴ黒星病

りんごの葉や果実に円形～不定形の褐色病

斑を形成する糸状菌（カビ）の病害。防除のた

めに使用される殺菌剤（DMI 剤及び QoI 剤）

で耐性菌が発生したため、令和２(2020)年は

多くの被害が発生しました。 

ツマジロクサヨトウ

とうもろこし、ソルガム、さとうきび、野菜

類など幅広い農作物を食害するヤガ科の害虫。

令和元(2019)年６月、鹿児島県で初確認。東北

に お い て は ８ 月 に 福 島 県 で 確 認 。 令 和 ２

(2020)年は東北全県で確認されましたが、大

きな被害に至りませんでした。 

画像提供：福島県 

被害葉 被害果実 

食害痕 食害痕 

近年、東北で発生が多く確認された病害虫 

画像提供：青森県病害虫防除所 

画像提供：青森県病害虫防除所（左）、秋田県（右) 

東北では、近年、モモせん孔細菌病等が多く発生しました。病害虫の発生は、発生が

多く確認された圃場が翌年も多く発生する傾向が見受けられます。そのため、防除等が

行われるよう発生情報を関係機関で共有することが重要となります。 

被害葉 被害果実 

東北農政局の取組 

病害虫の侵入・発生、まん延防止等のため、関係機関と連携し、病害虫の発生状況や最

新の知見等の情報共有、意見交換を実施しています。 

また、国内未発生病害虫の侵入や国内の一部に存在している有害動植物のまん延防止の

ため、各県に調査を依頼し、関係機関に情報を提供しています。 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（3） 家畜衛生対策

高病原性鳥インフルエンザは、令和２(2020)年 11 月から令和３(2021)年３月にか

けて、全国 18 県で 52 事例の発生が確認され、殺処分羽数は約 987 万羽に上りまし

た。東北では令和３(2021)年１月に宮城県角田市
か く だ し

の農場が、千葉県で発生した農場の疫

学関連農場として防疫措置の対象となりました。 

豚熱
ぶたねつ

は、平成 30(2018)年９月に岐阜県において、国内で 26 年ぶりに発生して以降、

令和３(2021)年 10 月までに 15 県で 73 事例が確認され、東北では令和２(2020)年

12 月に山形県鶴岡市
つ る お か し

の農場で発生しました。 

また、宮城県、山形県、福島県では、野生イノシシの豚熱
ぶたねつ

が確認されています。 

現状

東北農政局の取組 

家畜伝染病発生に備えた取組 

家畜伝染病の発生に備

えて、緊急時の対応演習

を実施するとともに、各

県が実施する防疫演習に

参加するなど、県との連

携強化に努めています。 

家畜伝染病の発生予防及びまん延防止のため、農場周囲の野生動物侵入防護柵の設置、

防鳥ネットの設置、畜産関係施設への車両消毒装置の設置、野生イノシシの豚熱検査等に

対する支援を行っています。 

農政局での防護服着脱訓練 

家畜伝染病発生後の取組 

東北で豚熱
ぶたねつ

、高病原性鳥インフルエンザ等の特定家畜伝染病が発生した場合、直ちに

「東北農政局特定家畜伝染病対策本部」を設置し、県が行う移動制限、殺処分、埋却、消

毒などの防疫措置の迅速な対応を支援し、発生県へ担当官の派遣などを行うこととして

います。 

加えて、風評被害の防止、消費者の不安の解消のため、小売店・飲食店における表示の

点検・啓発、相談窓口の設置、HP やメール等による正確な情報発信を行っています。 

県拠点での車両消毒訓練 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（４） GAP（農業生産工程管理）※１拡大の推進

 東北における GAP 認証の取得状況は、県における指導員の育成や国際水準 GAP 認

証の取得に対する支援を行った結果、近年、増加傾向で推移しています。 

 GAP の取組は、農業経営の改善や輸出拡大、農業人材育成等の農業競争力の強化を

図る観点からも重要であり、引き続き、生産現場への普及啓発のほか、GAP 認証農産

物を取り扱う意向を示す実需者（GAP パートナー）の拡大、優良事例表彰による取組

気運の醸成等に取り組んでいくことが必要です。 

現状と課題

施策 

国際水準 GAP の取組の拡大に向け、指導員による指導活動や農業教育機関の認証取

得を支援しています。 

東北の令和３(2021)年３月末現

在の GAP 認証取得経営体数（農産

物）は、820 経営体となり、前年よ

り８％増加しました（図表 2-47）。 

GAP 認証の種類別にみると、

GLOBALG.A.P.※２は 128 件（全体

に占める割合 15.6％）、ASIAGAP※

３は 53 件（同 6.5％）、JGAP※３は

639 件（同 77.9％）となっていま

す。

GAP 認証の取得状況 

 図表 ２-47 GAP 認証取得経営体数の推移（農産物） 

 

 資料：東北農政局調べ 
 注：１）各年３月末現在の値 

２）各認証団体HPで公表されている認証取得経営体 
数（農産物）を集計 

取組事例 福島県立岩瀬農業高等学校（福島県鏡石町
かがみいしまち

）・株式会社八芳園（東京都港区
みなとく

） 

福島県立岩瀬農業高等学校は、全校あげて

GAP に取り組む体制を構築し、穀物や多種の

青果物、畜産物の GAP 認証を順次取得してい

ます。イベントプロディースやメニュー開発を

担当する（株）八芳園と産学連携協定を締結し、

各種交流等を通じて、（株）八芳園社員の GAP

の取組への理解醸成を進めるとともに、（株）八

芳園の提案や協力を得て新たな加工品開発に

取り組み、安定的な需要を確保しています。 

岩瀬農業高校と（株）八芳園の連携 

※１ 「GAP（Good Agricultural Practice）：農業生産工程管理」とは、食品安全・環境保全・労働安全等の観点から、農業者が
自らの生産工程をチェックし、改善する取組である。 

※２ 「GLOBALG.A.P.」とは、ドイツの Food PLUS GmbH が策定した第三者認証のGAPであり、主に欧州で普及している。
※３ 「ASIAGAP、JGAP」とは、一般財団法人日本GAP協会が策定した第三者認証のGAPであり、ASIAGAPの対象は青果物、穀物。

JGAPの対象は⻘果物、穀物、茶、家畜・畜産物である。

令和２(2020)年度未来につながる 
持続可能な農業推進コンクール（GAP 部門） 

生産局長賞受賞 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

６ 農山漁村の活性化 
（１） 日本型直接支払の推進

ア 多面的機能支払制度の推進

農地維持支払交付金 

農用地、水路、農道等の地域資源について、地域共同で行う草刈りや泥上げなどの基

礎的な保全活動等を行う組織に対する支援。 

取組面積は 440,029ha（全国の 19%）で対前年比 100% 

資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動） 

水路、農道等の施設の軽微な補修、農村環境の保全活動等を行う組織に対する支援。 

取組面積は 379,697ha（全国の 19%）で対前年比 101% 

資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動） 

老朽化した施設の長寿命化のための補修・更新等を行う組織に対する支援。 

取組面積は 154,032ha（全国の 20%）で対前年比 102% 

農地や農業水利施設等は、土地改良区を中心とした地域のコミュニティにより適切に

維持管理されることによって、多面的機能の発揮に大きな役割を果たしてきましたが、

農村協働力の脆弱化が進み、農地・農業用水等の維持管理に支障が生じつつあります。 

現状と課題 

施策 

 農業・農村の有する多面的機能が維持・発揮されるとともに、地域全体で担い手を支え

るため、農業者等で構成される活動組織が農地を維持していくための活動や地域住民を含

む活動組織が行う地域資源の質的向上を図る活動を支援します。 

実施状況（令和２(2020）年度) 

資料：東北農政局作成 

地域共同活動による農地の草刈り等、

地域資源の保全管理を行うとともに、女

性や子供も含む地域ぐるみでの植栽活

動等の農村環境保全活動を行うことに

より、地域コミュニティの形成が図られ

ています。 

地域の共同活動事例 

農地法面の草刈り  植栽活動 

農地維持支払

資源向上支払

（共同活動）

資源向上支払

（長寿命化）

 図表 ２-48 各県の取組面積（令和２（2020）年度） 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

イ 中山間地域等直接支払制度の推進

中山間地域は、食料生産と多面的機能の維持・発揮の両面で重要な役割を担っています

が、傾斜地が多く存在し、ほ場の大区画化や大型農業機械の導入、農地の集積・集約化が

容易ではない状況もあり、営農継続が困難となる恐れがあります。 

現状と課題 

施策 

中山間地域等における農業生産条件の不利を補正するため、棚田地域を含む中山間地

域等での農業生産活動を継続して行う農業者を支援します。 

実施状況 

取組事例 筆甫
ひ っ ぽ

中区
な か く

集落協定（宮城県丸森町
まるもりまち

） 

令和２(2020)年度の

全国における中山間地域

等直接支払交付金の取組

面積は 63 万 8,900ha

で、そのうち東北は６万

7,100ha となっていま

す。 

県別にみると、岩手県

（２万 3,100ha）が最も

多く、次いで福島県（１万

4,900ha ）、 秋 田 県

（9,800ha）の順となっ

ています（図表 2-49）。 

宮城県丸森町
まるもりまち

の筆甫
ひ っ ぽ

中区
な か く

集落協定では、県内外の大学や企業から援農ボランティア

を募り、遊休農地へのヒマワリ植栽や大根の播種作業を中心に活動を行ってきました。 

収穫した大根の加工は 

地区の女性が担当し、町 

の指定管理で運営されて 

いる筆甫まちづくりセン 

ターと連携し、

「ひっぽのへそ大根」 

としてブランド化を図っ 

ています。 

各県の取組面積の推移 図表 2-49 

資料：東北農政局作成 

注：１）東北の取組面積の値と各県の値の合計は、データごとに四捨五入するため、一致しない場合がある。 

注： ２）各年度の数値は各年度末（３月末）時点で取りまとめた値 

特産品ブランド化「ひっぽのへそ大根」

営農ボランティア・ 

大根収穫の様子 

特産品のへそ大根 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

ウ 環境保全型農業直接支払制度の推進

は、552 件（対前年 88％）で、実施市町村数が 116 市町村（同 96％）へ減少して

いるものの、実施面積は２万 525ha（同 109％）へ増加しています。 

 温室効果ガス排出削減や生物多様性保全の推進に貢献するため、環境保全に効果の

高い取組の更なる拡大が必要です。 

実施面積の推移 

現状と課題 

東北における令和２(2020)年度の環境保全型農業直接支払交付金の取組について

施策 

農業者の組織する団体等が、化学肥料及び化学合成農薬を原則５割以上低減する取

組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い農業生産活動を支援

しています。 

令和２(2020)年度の

全国における実施面積

は 8 万 789ha で、う

ち東北は 2 万 525ha

となっています。 

また、令和２(2020)

年度の実施面積を県別

に み る と 、 山 形 県

（6,184ha）が最も多

く 、 次 い で 秋 田 県

（4,204ha）、宮城県

（4,000ha）の順とな

っています（図表２-

50）。

図表 ２-50 環境保全型農業直接支払交付金実施面積（県別） 

資料：東北農政局作成 

 注：各年度末現在の値 

取組事例 大潟村大潟地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会（秋田県大潟村
おおがたむら

） 

大潟村大潟地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会は、平成 19(2007)年度、

農地・水・環境保全向上対策への参加を契機に、大潟村
お お が た む ら

の全農業者を構成員として組

織化され、八郎湖の水質改善と環境保全型農業に取り組んでいます。 

令和２(2020)年度の実施面積は 3,497ha で、 

主な取組として、長期中干し（2,459ha）、有機農 

業（326ha）等を実施しています。 

また、同委員会では、取組内容の理解醸成を図る 

ため、周辺地域の親子を対象に「生き物観察会」を 

開催しています。 

生き物観察会の様子 

注：ここでいう「長期中干し」とは、稲の生育期間中に 10ａ当たり１本以

上の溝切りをした上で 14 日間以上行うものである。これにより、水

田からのメタン（温室効果ガス）発生量が低減する。 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（２） 中山間地農業の所得向上を始めとした農山漁村の活性化

ア 棚田・中山間地域の振興

中山間地域は、食料生産と多面的機能の維持・発揮の両面で重要な役割を担っていま

すが、傾斜地が多く存在し、生産条件の不利から営農継続が困難となる恐れがあります。 

特に、棚田の維持には多大なコストを要し、農業のみでの維持には限界があることか

ら、棚田を核とした地域振興を通じて、将来に継承していくことが必要となります。 

現状と課題 

 棚田地域を始めとする中山間地域の振興を図るため、棚田地域振興法に基づく、棚田

を核とした地域振興の取組を支援するとともに、農業生産基盤の整備と地域の収益力向

上を図るための生産、販売施設等の整備を総合的に支援します。 

施策 

実施状況 

大川原
お お か わ ら

地域の住民は、棚田を地域の会

の努力で保全してきましたが、高齢化や

担い手不足等により将来を不安視して

いました。 

棚田地域振興法の制定を契機に、地域

と市、大学、観光協会、企業らが大川原

地区棚田地域振興協議会を組織し、棚田

の保全と地域振興の取組を強化・拡大し

ています。 

令和３(2021)年度は、高低差のある

棚田特有の作業時間と労力の負担を大

幅に軽減するため、ドローンによる防除

作業に取り組んでいます。 

このほか、無農薬栽培や棚田米のブラ

ンド化、営農・環境保全活動を通じた都

市農村交流に取り組み、棚田を核とした

地域振興、持続的発展を目指していま

す。 

東北では、令和３(2021)年６月時点で、棚田地域振興法に基づく指定棚田地域が 20

地域、このうち 11 地域で指定棚田地域振興活動計画の策定から認定までを了し、棚田

等の保全、棚田地域の有する多面的機能の維持・発揮、棚田地域の振興に取り組んでい

ます。 

取組事例 大川原
お お か わ ら

棚田地域（青森県黒石市
く ろ い し し

） 

田植え時期の大川原棚田（令和３(2021)年４月指定） 

ドローンによる 

防除作業の省力化の 

取組 
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イ 農泊の推進 

 

 

   

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

秋田県仙北市
せ ん ぼ く し

の一般社団法人仙北市農山村体験推進協議会は、仙北市
せ ん ぼ く し

及び近郊地域に

おいて魅力ある農山村体験を総合的に推進することを目的として平成 20(200８)年に

設立されました。 

仙北市
せ ん ぼ く し

の農山村体験を中心とし 

たグリーンツーリズムの歴史は長 

く、昭和 40(1965)年代から首都 

圏の教育旅行の受け入れを行って 

きました。 

近年では、海外からの修学旅行 

や国際交流団体の受け入れも積極 

的に行っており、農山村地域の国 

際化にも積極的に取り組んでいま 

す。 

また、平成 30(2018)年には地 

域限定の旅行業の登録を行い、地 

元ならではの体験メニューや着地 

型体験旅行プランの造成にも取り 

組んでいます。 

 

 農山漁村に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ「農泊」は、

地域の活性化と所得向上を図る取組であり、令和２(2020)年末まで東北管内で 81 地

域の農泊地域を創出しています。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策として、移動制限が課せられ、農山漁村に

宿泊する機会が大幅に減る中で、新たなコンテンツの提供や、多様な地域資源の更なる

活用等による収入の確保が求められています。 

 

現状と課題 

  農泊を実施するための体制整備、観光コンテンツの磨き上げ、地域全体でのプログラ

ム企画等の取組、ワーケーションの受け入れへの対応、食や景観を活用した高付加価値

化コンテンツ開発等をソフト対策で支援するとともに、農家民宿・古民家等を活用した

滞在施設や農山漁村体験施設の整備を支援します。 

施策 

 実施状況 

取組事例 一般社団法人仙北市農山村体験推進協議会（秋田県仙北市
せ ん ぼ く し

） 

施設整備事業農家民宿経営等実施型 

キャッシュレス販売の実施 地域商品開発 

  東北の令和 2(2020)年度の実施団体数は 39 団体（ソフト事業 36 団体、ハード事業

３団体）となっています。各事業者の実施状況をみると、コロナ禍で多数の団体の宿泊

客数が激減した中、食事では、地域資源の磨き上げによる商品開発や特産品レシピ提供、

体験では、マイクロツーリズムへの対応や地域資源を活用した体験プログラム等、いず

れも SNS による配信により、地域の活性化と所得向上につなげています。 
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ウ 農福連携の推進

農業と福祉が連携した取組（農福連携）は、農業の面では労働力の確保や農業に対する

理解の向上、福祉の面では障がい者や生活困窮者の働く場、高齢者の生きがいづくりの

場の創出など、農業と福祉の双方においてメリットがある取組です。 

 東北農政局は、この農福連携を推進するため、福祉農園の開設・拡充や障がい者の農産

物生産・加工技術の習得等、令和２(2020)年度時点で 17 地域の取組に対して支援を行

っています。 

現状と課題 

農林水産分野での障害者等の雇用・活躍の場を創出し、農山漁村の維持・発展を図る

ため、農福連携のための施設の整備、障害者の職場定着を支援する人材の育成、作業手

順のマニュアル化等を一体的に支援（農福連携対策）します。 

施策 

実施状況 

 取組事例 社会福祉法人臥牛
がぎゅう

三敬会
さんけいかい

（宮城県角田市
か く だ し

） 

加工班のバジルドレッシングの 

原料となるバジルの収穫 
えごまの収穫作業 

加工班の赤しその原料となる 

赤しその収穫 

加工商品 

（がぎゅうベーカリー店舗内） 

宮城県角田市
か く だ し

で就労継続支援

Ｂ型施設「虹の園」を運営する

社会福祉法人臥牛
がぎゅう

三
さん

敬会
けいかい

は、令

和 2(2020)年時点で就労人数

12 人、交流人口 3,000 人、

売上げ 120 万円とする目標を

掲げ、えごまの栽培、「えごま

油」「えごまパウダー」等の商

品化に取り組んだ結果、就労人

口 1.3 倍、交流人口 4.8 倍、売

上げ４倍と目標を達成しまし

た。今後も、地元の農家と関わ

りながら、障がい者の自立支援

に取り組むことが期待されてい

ます。 

東北の令和２(2020)年度の新規採択地区は８件で、農福連携整備事業（ハード）及び

農福連携推進事業（ソフト）両方実施している地区が６件、農福連携推進事業（ソフト）

のみ実施している地区が２件となっています。また、継続地区は９件で、ハード及びソ

フト両方実施している地区が２件、ソフトのみ実施している地区が７件となっています。 

各事業者の実施状況をみると、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、

イベントや農産物販売会等の中止、延期、規模縮小、または雇用が進まないという事態

に陥り、計画した交流人口、売上等の数値目標に達した事業者がほとんどいないなど、

コロナ禍の影響を大きく受けた１年となりました。
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エ 鳥獣被害防止対策とジビエの利活用の促進 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

獣害 鳥害

シカ等

0.6億円

1.8億円

4.6億円

0.3億円

1.6億円

4.0億円

カラス等

イノシシ等

イノシシ等

カラス等

イノシシ等

果樹
43%

稲
27%

野菜
14%

飼料作物
10%

その他
6%

令和元年度
被害額12.9億円
(東北)

 資料：東北農政局調べ「令和元年度 野生鳥獣による農作業被害状況調査」 

 東北における令和元(2019)年度の東北の鳥獣による農作物被害金額は約 12.9 億円

（全国の 8.2％）で、作物別の被害割合は、果樹が 43％と最も多く、次いで稲 27％、

野菜 14％の順となっています（図表 2-51）。鳥獣別の被害割合は、イノシシが 21％

と最も多く、次いでシカ 19％、カラス 14％、クマ 10％の順となっています（図表

2-52）。 

 青森県において、初めてイノシシによる農作物被害が報告されるなど、これまで被害

のなかった地域にも被害が拡大しています（図表 2-53）。 

現状 

施策 

 農作物被害のみならず、農山漁村での生活に大きな影響を与える鳥獣被害の防止に向

け、捕獲者のサポート体制の構築、捕獲頭数の増加に応じた支援の導入のほか、令和２

(2020)年 11 月から農林水産省と環境省が連携した“集中捕獲キャンペーン”により、

捕獲活動を強化しています。 

福島第一原発事故の影響により、現在でも福島県、宮城県及び岩手県の全域に野生イ

ノシシ肉、野生シカ肉の出荷制限が設定されている一方、宮城県石巻市
いしのまきし

、女 川 町
おながわちょう

及び岩

手県大 槌 町
おおつちちょう

ではシカ肉を全頭検査することにより出荷制限を一部解除し、出荷・販売が

行われています。 

東北でも少しずつジビエ利用に向けた動きが始まっています。 

取組事例 ジビエ利用の推進（宮城県石巻市
いしのまきし

、女川町
おながわちょう

、岩手県大槌町
おおつちちょう

） 

イノシシ
21%

シカ
19%

カラス
14%

クマ
10%

サル
8%

ハクビシン 7%

スズメ
6%

ムクドリ
5%

その他鳥類
4%その他獣

類
4%

ネズミ
2%

令和元年度
被害額12.9億円
（東北）

ジビエ料理 ジビエ解体の様子 

 

鳥獣別被害割合（東北） 

図表 2-52  

作物別被害割合（東北） 

図表 2-51  

県別被害金額（東北） 

図表 2-53 
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７ 災害復旧の推進 

（１）令和元年東日本台風（台風第 19 号）等への対応 

 復旧の取組 

復旧後の農地及び法面 被災直後の農地及び法面 

図表 2-54 農地・農業用施設関係の復旧状況 

  令和元年東日本台風（台風第 19 号）等による記録的な豪雨により、東北においても河

川の氾濫、堤防決壊や越水が発生し、宮城県、福島県を中心に農地への土砂の流入、水田

等への稲わらの堆積、農作物の浸水、農業用ハウスや農業用機械等の破損など甚大な被害

が発生しました。 

  東北の被害額は全国の約５割を占める大きなものとなり、さらに、東北の被害額の約９

割を宮城県と福島県が占めました。宮城県と福島県の被害額のうち最も大きな割合を占

めるのが農地及び農業用施設関係であり、現在も災害復旧事業により農地に流入した土

砂撤去や法面、水路及び揚水機場の修復等が順次実施されています。 

  県別には、宮城県における被災農地 4,276ha のうち災害復旧事業の対象面積が 288 

ha であり、そのうち 248ha が丸森町
まるもりまち

の農地となっています。同町では、河川堤防の破

堤等により農地に大量の土砂が堆積するなどの被災ケースが多く、河川の復旧工事終了

後に農地の復旧工事が行われることとなっています。      

 なお、河川の復旧工事に影響しない約 170 ha は順次復旧工事を開始し、令和３

(2021)年度に完了する予定です。 

  また、福島県では被災農地 3,650 ha のうち災害復旧事業の対象面積が 407ha あ

り、令和３(2021)年度中に全ての工事が完了し、令和４(2022)年産から全て営農再開

の予定です。 

土砂で埋塞した用水路 復旧後の用水路 

被災農地

災害復旧
対象面積

うち復旧
完了面積

災害箇所数 復旧箇所数

宮城県 4,276㏊ 288㏊ 36㏊ 1,633箇所 473箇所

福島県 3,650㏊ 407㏊ 273㏊ 843箇所 641箇所

農業用施設

資料：東北農政局作成 

 注：令和３(2021)年３月末現在 
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東北で９割の被害を占めた山形県では、被災した農地 87ha 及び農業用施設 102 箇

所について、農地に流入した土砂撤去や法面及び水路や揚水機場等の復旧を行い、令和

３(2021)年度の工事完了を目指しています。 

また、農業用機械やハウス等の再建については、強い農業・担い手づくり総合支援交

付金（被災農業者支援型）を活用し、令和３(2021)年度内の営農再開を目指しています。 

東北農政局の取組 

（２）令和２年７月豪雨被害への対応

被害状況

農地・農業用施設等の復旧状況 

復旧後の農地 被災直後の農地 

東北農政局では、７月 28 日に東北農政局災害対策本部を設置するとともに、山形県

の災害対策本部にリエゾンを派遣し、被害等の情報共有と情報収集体制の確保を図りま

した。 

８月３日～４日の間で、局次長が被害を受けた 13 市町村を訪問し、首長等から被害

状況の説明を受けるとともに、災害復旧や営農継続のための支援対策の説明を行いまし

た。また、８月５日に、MAFF-SAT（農林水産省・サポート・アドバイザーチーム）に

よる被害樹園地調査を実施しました。 

８月 20 日に山形市
や ま が た し

において「令和２年７月豪雨の農林水産関係被害への支援対策説

明会」を開催しました。 

図表 2-55 東北の被害状況 

（令和３(2021)年４月１２日時点） 

図表 2-56 山形県の被害状況 

（令和３(202１)年４月１２日時点） 

令和 2(2020)年７月に発生した「令和２年７月豪雨」は、７月３日から７月 31 日に

かけて日本付近に停滞した梅雨前線の影響により日本各地で記録的な大雨となり、全国

の広範囲に渡り農地や農業用施設等に大きな被害をもたらしました。 

東北で最も被害の大きかった山形県では東北全体の被害額の９割を占め、山形県の被

害額の８割が農地や農業用施設への土砂流入であり、その他、農業用ハウスの倒壊、農業

用機械の破損や果樹の枝折れ・倒木等の被害が発生しました。 

また、生育途中の農作物（水稲、野菜及び果樹）が受けた被害は、持続的生産強化対策

事業（産地緊急支援対策）により、生産の回復に必要な追加施肥・防除、営農再開に必要

な生産資材購入等の支援を行い、栽培が継続されました。 

資料：東北農政局作成 

127.5億円

農作物等 34.0億円

農地・農業用施設関係 93.5億円

東北の農業関係被害額 112.1億円

農作物等 32.0億円

農地・農業用施設関係 80.1億円

山形県の農業関係被害額

資料：東北農政局作成 

復旧後の用水路と道路 被災直後の用水路と道路 
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倒壊したパイプハウス 

（３）令和２年から３年までの大雪被害への対応

被害状況

令和２(2020)年 12 月中旬以降、大陸からの寒気が日本付近に流入し、冬型の気圧配

置が強まりやすい状態が続いたことから日本海側を中心に大雪となりました。東北では

令和３(2021)年２月４日に秋田県横手市
よ こ て し

の積雪が 197cm に達し、観測史上最大を記

録しました。 

 これにより、東北では、秋田県、岩手県及び山形県を中心に農業用ハウスや畜舎等の倒

壊、農作物や果樹の枝折れなど多くの被害が発生しました。特に、被害額は全国の約７割

を占める大きなものとなりました。 

 農業用ハウスの倒壊により令和３(2021)年産水稲の育苗への影響が心配されたとこ

ろでしたが、生産者及び JA 等関係機関の努力により作付けには影響がありませんでし

た。 

東北農政局の取組 

農業関係施設等の復旧状況 

被災した農業用ハウス等や農業機械については、強い農業・担い手づくり総合支援交付

金（地域担い手育成支援タイプ 優先採択）、農作物や果樹の枝折れ等については、持続

的生産強化対策事業（産地緊急支援対策、果樹産地再生支援対策等）を活用し復旧を行っ

ているところであり、令和３(2021)年度内の営農再開を目指しています。 

東北農政局では、12 月 17 日東北農政局災害対策本部を設置するとともに、２月まで

に本部会議を４回開催し、被害等の情報共有と情報収集体制の確保、関係者への支援対策

の周知等の指示を行いました。なお、関係者への支援対策の周知等については、現地説明

会及び各県拠点が現地に出向いて行う対面説明を 41 回（参加人数 516 人）行いました。 

１月 24 日、農林水産副大臣が管内で最も被害が大きかった秋田県横手市
よ こ て し

を訪問し、首

長等から被害状況の説明を受けるとともに復旧に向けた意見交換を行いました。 

２月５日、局次長が岩手県等を訪問し、被災農業者への支援対策等の説明を行うととも

に営農再開に向けた意見交換を行いました。 

図表 2-57 全国の被害状況 

（令和３(2021)年５月 27 日時点） 

図表 2-58 東北の被害状況 

（令和３(2021)年５月 27 日時点） 

倒壊した畜舎 枝折れしたりんご 

資料：東北農政局作成 資料：東北農政局作成 

203.3億円

農作物等 203.3億円

農地・農業用施設関係 -

全国の農業関係被害額 147.7億円

農作物等 147.7億円

農地・農業用施設関係 -

東北の農業関係被害額
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症は、令和２(2020)年１月 15 日に日本国内で初感染者が確

認されて以降、東北各県においても感染者が確認されるなど全国的に感染が拡大し、依然

として社会経済や国民生活等に大きな影響を与えています。 

特に、外食需要等の減少による農産物価格の下落や外国人材の入国制限等、農業者への

大きな影響がある中、人との接触の機会の低減等、感染拡大を予防する「新しい生活様

式」の提言を踏まえたマニュアルや事業継続等のための基本的なガイドラインが策定さ

れるなど生産活動が進められました。 

生産面では労働力シフト、地方への移住、半農半 X の動きが見られ、消費面では生鮮

食品等の家庭内消費の増加に伴うスーパーでの販売額の対前年増加がみられました。ま

た、流通面では需要が減った食品を消費者が生産者から直接購入する等の新しい消費形

態も生まれました。 

新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立を図ること、とりわけ農業におい

ては、生産面での労働力の安定化、流通・販売面での消費の変化に対応した転換等リスク

に対応できる営農展開が課題となっています。 

（４）新型コロナウイルス感染症への対応

農業機械等導入事業

令和２(2020)年５月 19 日～６月 10 日

の間、「おうちで楽しめる東北の産品」と題し

て、東北農業の実情を知っていただくと共に

家庭で楽しめる東北産品を紹介することによ

り東北農業を応 

援する消費者展 

示コーナーの特 

別展示（web 

同時開催）を行 

いました。 

深刻な労働力不足を解消し、将来の農

業生産を支える人材を育成するため、「農

業労働力確保緊 

急支援事業のう 

ち農業機械等導 

入事業」を活用 

して、東北地域 

の農業大学校等 

に研修用農業機 

械・設備が導入 

されました。 

学校給食提供推進事業

外食需要の落ち込みや価格の下落により

消費の落ち込んだ和牛肉、地鶏肉等の需要喚

起を図るため、「和牛肉等販売促進緊急対策

事業のうち学校給食提供推進事業」を活用

し、東北各県の 

小中学校等の給 

食に和牛肉等を 

使ったメニュー 

が提供されまし 

た。 

GoToEat キャンペーン事業 

感染予防対策に取り組みながら頑張っ

ている飲食店及び食材を供給する農林漁

業者を応援し、需要を喚起するため、

「GoToEat キャンペーン事業」を活用し、

東北各県おい 

てプレミアム 

付食事券が販 

売されました。 

東北農政局の需要喚起の取組

新型コロナウイルス感染症拡大

農林水産省 Go To Eat 
キャンペーン HP ロゴ

消費者展示コーナー 
特別展示の様子 

仙台市内の学校で提供された 
ステーキ給食
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参考
表彰実績





第51回岩手県特産農作物生産振興共進会（令和２(2020)年５月20日）

受賞名 受賞者 県市町村 受賞部門

東北農政局長賞 藤野　満
岩手県

一関市
いちのせきし 葉たばこ部門　個人の部

東北農政局長賞 芹沢総代区
岩手県

二戸市
に の へ し 葉たばこ部門　集団の部

第４回食育活動表彰（令和２(2020)年６月27日）

農林水産大臣賞 やまがた食育ネットワーク
山形県

山形市
やまがたし

ボランティア部門
（食育推進ボランティアの
部）

農林水産大臣賞 楢葉町食生活改善推進員会
福島県

楢葉町
ならはまち

ボランティア部門
（食生活改善推進員の部）

第48回（令和元年度）全国豆類経営改善共励会（令和２(2020)年７月20日）

農林水産大臣賞 農事組合法人強首ファーム
秋田県

大仙市
だいせんし 大豆　集団の部

令和２年度花き品評会（令和２(2020)年10月23日）

農林水産大臣賞 佐々木　準
宮城県

柴田町
しばたまち －

生産局長賞 伊藤　貴和子
宮城県

登米市
と め し －

東北農政局長賞 遠藤　吉司
宮城県

南三陸町
みなみさんりくちょう －

第30回JAグループ和牛育成管理共進会（令和２(2020)年10月23日）

農林水産大臣賞
名号：やまもと151
出品者：関根　徳次 福島県 第１区　若雌の１

生産局長賞
名号：かほ
出品者：増子　文恵 福島県

第３区　後継者・農業高
校・農業短大

東北農政局長賞
名号：さつきのかつふく
出品者：佐藤　一徳 福島県 第２区　若雌の２

第39回秋田県産米品評会（令和２(2020)年11月３日）

東北農政局長賞 大西　巖
秋田県

鹿角市
か づ の し

水稲うるち玄米（秋のきら
めき）

令和２(2020)年度表彰実績
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第44回秋田県菊花展示大会（令和２(2020)年11月９日）

受賞名 受賞者 県市町村 受賞部門

農林水産大臣賞 工藤　勉
秋田県

秋田市
あ き た し 大菊厚物

東北農政局長賞 工藤　勉
秋田県

秋田市
あ き た し 福助作り

第60回仙台牛枝肉共進会（令和２(2020)年11月10日）

農林水産大臣賞
生産局長賞

名号：久花国
出品者：佐野ファーム

宮城県

登米市
と め し

第１部　黒毛和種　去勢枝
肉

東北農政局長賞
名号：まつひろみ
出品者：千葉　正憲

宮城県

登米市
と め し 黒毛和種　雌枝肉

第47回青森県花の共進会（令和２(2020)年11月13日）

農林水産大臣賞 石上　重徳
青森県

八戸市
はちのへし 花き

生産局長賞 小山内　しげ子
青森県

弘前市
ひろ さ き し 花き

東北農政局長賞 澤田　常雄
青森県

中泊町
なかどまりまち 花き

第43回山形県牛枝肉共進会（令和２(2020)年11月16日）

農林水産大臣賞
生産局長賞
東北農政局長賞

名号：幸音
出品者：有限会社スカイファームおざき

山形県

尾花沢市
おば な ざ わ し 牛枝肉

農林水産大臣賞 湯原集落協定
宮城県

七ヶ宿町
しちかしゅくまち 農林水産祭むらづくり部門

農林水産大臣賞 町下地区集落営農実践会議
山形県

白鷹町
しらたかまち　 農林水産祭むらづくり部門

農林水産大臣賞 中荒井区
福島県

南会津町
みなみあいづまち 農林水産祭むらづくり部門

東北農政局長賞 農事組合法人門崎ファーム
岩手県

一関市
いちのせきし　 農林水産祭むらづくり部門

東北農政局長賞 清流の会
秋田県

五城目町
ごじょうめまち 農林水産祭むらづくり部門

令和２年度「豊かなむらづくり全国表彰事業」東北ブロック表彰式
（令和２(2020)年11月18日）
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2020いわて純情りんごコンテスト（令和２(2020)年11月19日）

受賞名 受賞者 県市町村 受賞部門

農林水産大臣賞 JA江刺りんご部会青年部
岩手県

奥州市
おうしゅうし 総合の部

東北農政局長賞 JA江刺りんご部会A
岩手県

奥州市
おうしゅうし 総合の部

令和２年度（第59回）農林水産祭（令和２(2020)年11月23日）

内閣総理大臣賞 湯原集落協定
宮城県

七ヶ宿町
しちかしゅくまち 農林水産祭むらづくり部門

いわてフラワーコンテスト2020（令和２(2020)年11月30日）

農林水産大臣賞 吉田　秀子
岩手県

西和賀町
に し わ が ま ち 花き

生産局長賞 小野寺　泰男
岩手県

一関市
いちのせきし　 花き

東北農政局長賞 阿部　浩之
岩手県

八幡平市
はちまんたいし 花き

第23回東北・北海道連合肉用牛枝肉共進会（令和２(2020)年11月30日）

農林水産大臣賞
生産局長賞
東北農政局長賞

出品者：有限会社山口畜産
山形県

最上町
もがみまち 黒毛和種　去勢枝肉

東北農政局長賞 出品者：有限会社斉藤畜産
山形県

河北町
かほくちょう 黒毛和種　雌枝肉

令和２年度山形県ベストアグリ賞（令和２(2020)年12月11日）

東北農政局長賞 農事組合法人ファーム北平田
山形県

酒田市
さ か た し －
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受賞名 受賞者 県市町村 受賞部門

東北農政局選定団体 あおもり水土里ネット女性の会
青森県

青森市
あおも り し コミュニティ部門

東北農政局選定団体 小本浜漁業協同組合
岩手県

岩泉町
いわいずみちょう コミュニティ部門

東北農政局選定団体 一般社団法人筆甫地区振興連絡協議会
宮城県

丸森町
まるもりまち コミュニティ部門

東北農政局選定団体 株式会社和農日向
山形県

酒田市
さ か た し コミュニティ部門

東北農政局選定団体
山形県白鷹町　日本の紅（あか）をつく
る町連携推進本部

山形県

白鷹町
しらたかまち コミュニティ部門

東北農政局選定団体 株式会社日本の窓
青森県

十和田市
と わ だ し ビジネス部門

東北農政局選定団体 特定非営利法人SET
岩手県

陸前高田市
り く ぜ ん たか た し ビジネス部門

東北農政局選定団体 蔵王農泊振興協議会
宮城県

蔵王町
ざおうまち ビジネス部門

東北農政局選定団体 南会津町森林活用推進協議会
福島県

南会津町
みなみあいづまち ビジネス部門

令和２年度東北農政局土地改良事業地区営農推進功労者表彰（令和２(2020)年12月16日）

東北農政局長賞 株式会社十三湖ファーム
青森県

中泊町
なかどまりまち 受益農家等

東北農政局長賞 農事組合法人サンファーム小友
岩手県

陸前高田市
り く ぜ ん たか た し 受益農家等

東北農政局長賞 農事組合法人アグリフォー太田
秋田県

大仙市
だいせんし 受益農家等

令和２年度山形県さくらんぼ品評会（令和２(2020)年12月17日）

農林水産大臣賞 株式会社アンスリーファーム
山形県

寒河江市
さ が え し パック詰め

東北農政局長賞 遠藤　稔
山形県

南陽市
なんよ う し 裸詰め

令和２年度東北農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定証授与式
（令和２(2020)年12月15日）
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令和２年度山形県ぶどう「デラウェア」品評会（令和２(2020)年12月17日）

受賞名 受賞者 県市町村 受賞部門

農林水産大臣賞 近野　裕一
山形県

高畠町
たかはたまち －

東北農政局長賞 大浦　亮一
山形県

高畠町
たかはたまち －

令和２年度山形県りんご「ふじ」品評会（令和２(2020)年12月17日）

農林水産大臣賞 原田　明
山形県

東根市
ひがしねし －

東北農政局長賞 太田　義弘
山形県

東根市
ひがしねし －

令和２年度農業農村整備事業等優良工事等の請負者等の表彰（令和２(2020)年12月17日）

東北農政局長賞 奈良順建設株式会社
青森県

つがる市
し 優良工事

東北農政局長賞 三幸建設工業株式会社東北支店
宮城県

仙台市
せんだいし 優良工事

東北農政局長賞 村本建設株式会社東北支店
宮城県

仙台市
せんだいし 優良工事

東北農政局長賞 株式会社ナカセン
秋田県

大仙市
だいせんし 優良工事

東北農政局長賞 横手建設株式会社
秋田県

横手市
よ こ て し 優良工事

東北農政局長賞 株式会社佐藤工務
山形県

鶴岡市
つるおかし 優良工事

東北農政局長賞 株式会社安藤建設
山形県

庄内町
しょうないまち 優良工事

東北農政局長賞 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社
宮城県

仙台市
せんだいし 優良業務

東北農政局長賞
サンスイコンサルタント株式会社東日本
支社仙台事務所

宮城県

仙台市
せんだいし 優良業務

東北農政局長賞 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店
宮城県

仙台市
せんだいし 優良業務

東北農政局長賞 岩倉測量設計株式会社
宮城県

栗原市
く り は ら し 優れた地域貢献活動
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令和２年度青森県りんご立木品評会（令和２(2020)年12月25日）

受賞名 受賞者 県市町村 受賞部門

農林水産大臣賞 五代支会
青森県

弘前市
ひろ さ き し 集団の部

生産局長賞 広船支会
青森県

平川市
ひらかわし 集団の部

東北農政局長賞 湯口支会
青森県

弘前市
ひろ さ き し 集団の部

令和２年度青森県りんご品評会（令和２(2020)年12月25日）

農林水産大臣賞 高舘支会
青森県

黒石市
く ろ い し し 団体の部

生産局長賞 広船支会　工藤　峰之
青森県

平川市
ひらかわし 個人の部

東北農政局長賞 小沢支会
青森県

弘前市
ひろ さ き し 団体の部

全国優良経営体表彰（令和３(2021)年１月15日）

農林水産大臣賞 株式会社田所食品
宮城県

山元町
やまもとちょう ６次産業化部門

全国担い手育成総合
支援協議会会長賞

農事組合法人赤田ファーム
秋田県

由利本荘市
ゆ り ほ ん じ ょ う し 経営改善部門

全国担い手育成総合
支援協議会会長賞

有限会社郡山アグリサービス
福島県

郡山市
こおりやまし 経営改善部門

令和２年度青森県ぶどう立木品評会（令和３(2021)年１月25日）

農林水産大臣賞 工藤　孝浩
青森県

南部町
なんぶちょう －

生産局長賞 石井　幸生
青森県

南部町
なんぶちょう －

東北農政局長賞 工藤　和也
青森県

弘前市
ひろ さ き し －

第52回岩手県特産農作物生産振興共進会（令和３(2021)年２月10日）

東北農政局長賞 大内蔵　久
岩手県

軽米町
かるまいまち ホップ部門
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令和２年度６次産業化アワード（令和３(2021)年２月12日）

受賞名 受賞者 県市町村 受賞部門

食料産業局長賞 合同会社ねっか
福島県

只見町
ただみまち －

令和２年度地産地消等優良活動表彰（令和３(2021)年２月12日）

全国地産地消推進協
議会会長賞

重茂漁業協同組合
岩手県

宮古市
み や こ し 生産部門

令和２年度未来につながる持続可能な農業推進コンクール（令和３(2021)年２月12日）

生産局長賞
福島県立岩瀬農業高等学校・株式会社八
芳園

福島県

鏡石町
かがみいしまち ＧＡＰ部門

東北農政局地産地消等優良活動表彰（令和３(2021)年２月15日）

東北農政局長賞 お食事処　千起
山形県

新庄市
しんじょうし 食品産業部門

東北農政局長賞 ニューフロンティア株式会社
福島県

田村市
た む ら し 食品産業部門

第44回東北鉢物生産組合品評会（令和３(2021)年２月24日）

生産局長賞 菊池　武
岩手県

北上市
きたかみし シクラメンの部　６号

東北農政局長賞 根本　雄二
福島県

相馬市
そ う ま し シクラメンの部　６号

第29回秋田県優良水稲種子生産共励会（令和３(2021)年３月１日）

東北農政局長賞 新田　文男
秋田県

由利本荘市
ゆ り ほ ん じ ょ う し 水稲種子（ひとめぼれ）
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「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第７回選定）（令和３(2021)年３月２日）

受賞名 受賞者 県市町村 受賞部門

選定団体 観光農園アグリの里おいらせ
青森県

おいらせ町
ちょう コミュニティ部門

部門賞 有限会社マルセンファーム
宮城県

大崎市
おおさ き し ビジネス部門

部門賞 石垣　一子
秋田県

大館市
おおだてし 個人部門

選定団体
三種町森岳じゅんさいの里　活性化協議
会

秋田県

三種町
みたねちょう コミュニティ部門

選定団体
会津よつば農業協同組合　猪苗代稲作部
会

福島県

猪苗代町
いなわしろまち コミュニティ部門

第47回福島県花き品評会（令和３(2021)年３月４日）

農林水産大臣賞 酒井　晶雄
福島県

昭和村
しょうわむら 切り花

東北農政局輸出に取り組む優良事業者表彰（令和３(2021)年３月８日）

東北農政局長賞 八戸酒造株式会社
青森県

八戸市
はちのへし －

東北農政局長賞 東北・食文化輸出推進事業協同組合
宮城県

名取市
な と り し －

東北農政局長賞 株式会社八葉水産
宮城県

気仙沼市
けせ んぬ ま し －
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令和２年度未来につながる持続可能な農業推進コンクール（令和３(2021)年３月10日）

受賞名 受賞者 県市町村 受賞部門

東北農政局長賞 青森農産株式会社
青森県

新郷村
しんごうむら ＧＡＰ部門

東北農政局長賞 宮城県加美農業高等学校
宮城県

色麻町
しかまちょう ＧＡＰ部門

東北農政局長賞 農事組合法人樽見内営農組合
秋田県

横手市
よ こ て し ＧＡＰ部門

東北農政局長賞 はねだ桃園
福島県

桑折町
こお り ま ち ＧＡＰ部門

東北農政局長賞
青森県立名久井農業高等学校　園芸科学
科　果樹専攻班

青森県

南部町
なんぶちょう

有機農業・環境保全型農業
部門

東北農政局長賞 福本　敏・幸子
岩手県

雫石町
しずくいしちょう

有機農業・環境保全型農業
部門

東北農政局長賞
農地所有適格法人有限会社山形川西産直
センター

山形県

川西町
かわにしまち

有機農業・環境保全型農業
部門

東北農政局長賞 福島県立安達東高等学校
福島県

二本松市
に ほ ん ま つ し

有機農業・環境保全型農業
部門

農山漁村女性活躍表彰（令和３(2021)年３月12日）

経営局長賞 ぱれっと企業組合
山形県

朝日町
あさひまち

女性起業・新規事業開拓部
門

ノウフク・アワード2020（令和３(2021)年３月12日）

優秀賞 一般社団法人松島のかぜ
宮城県

松島町
まつしままち －

優秀賞 社会福祉法人こころん
福島県

泉崎村
いずみざきむら －

第47回福島県花き品評会（令和３(2021)年３月23日）

東北農政局長賞 丹野　香織
福島県

福島市
ふ く し ま し 切り花
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全国土地改良大会（令和３(2021)年３月25日）

受賞名 受賞者 県市町村 受賞部門

農林水産大臣賞
畠山　清俊（大館市土地改良区理事長、
前 秋田県土地改良事業団体連合会副会
長）

秋田県 全国土地改良事業功績者

農林水産省農村振興
局長賞

熊谷　研（前 陸前高田土地改良区理事
長）

岩手県 全国土地改良事業功績者

農林水産省農村振興
局長賞

佐藤　喜代志（新庄土地改良区理事長、
山形県土地改良事業団体連合会副会長）

山形県 全国土地改良事業功績者

全国土地改良功労者等表彰（令和３(2021)年３月25日）

農林水産省農村振興
局長賞

中西　清彦（小田川土地改良区理事長） 青森県 －

令和２年度「飼料用米多収日本一」（令和３(2021)年３月26日）

農林水産大臣賞 出島　博昭
秋田県

大館市
おおだてし 単位収量の部

政策統括官賞
有限会社豊心ファーム　代表取締役　境
谷　一智

青森県

五所川原市
ご し ょ が わ ら し 単位収量の部

農業農村整備優良地区コンクール（令和３(2021)年３月）

農林水産大臣賞 男鹿市五里合土地改良区
秋田県

男鹿市
お が し 農業振興部門

全国水土里ネット会
長賞

笹川土地改良区
山形県

鶴岡市
つるおかし 農業振興部門

農林水産大臣賞 農事組合法人上小田代
岩手県

奥州市
おうしゅうし 中山間地域等振興部門

農村振興局長賞 村山東根土地改良区
山形県

村山市
むらやまし 中山間地域等振興部門

全国水土里ネット会
長賞

真室川町
山形県

真室川町
まむろがわまち 中山間地域等振興部門
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