
第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

(ｳ) 特産作物

東北の令和３(2021)年産のそばの

作付面積は、１万 7,600ha（全国シ

ェア 27%）で、最も作付けの多い山

形県では 5,430ha（同８%）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 2-20）。ま

た、その他の特産作物の作付面積は、

葉たばこが 1,609ha（全国シェア

28%）で、うち 628ha（同 11%）

を岩手県が占めています。ホップは

82ha（同 95%）で、うち 45ha（同

52%）を岩手県が占めています。 

東北における令和３(2021)年産の主要な特産作物の収穫量は、そば 10,700ｔ（全

国シェア 26％）、葉たばこ 3,958ｔ（同 28％）、ホップ 163ｔ（同 95％）となって

います。 

 東北のそばは、約８割が水田に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、産地生産基盤パワーアップ事業や強い農業づく

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、令和３(2021)年に日本たばこ産業（株）が実施した葉たばこ廃作募集に応募し

た農地については、葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業により葉たばこから需要のあ

る他作物への円滑な転換を総合的に支援します。 

特産作物の生産動向 

 図表 2-20 そば作付面積・収穫量の推移 （全国・東北） 

現状と課題

日本たばこ産業（株）は、令和３(2021)年に葉たばこの廃作を募集し、東北で廃作を

希望した農家数は、青森県 272 戸、岩手県 282 戸、福島県 140 戸など（全国で 1,729

戸、廃作面積は同 1,822ha）となりました。 

 

 資料：農林水産省「作物統計作況調査」 

にんにくの収穫作業 

取組事例 六戸町葉たばこ廃作転換事業組合（青森県六戸町
ろくのへまち

） 

青森県六戸町
ろ く の へ ま ち

では、廃作農家で設立した六戸町葉たば

こ廃作転換事業組合が葉たばこ作付転換円滑化緊急対策

事業（令和３(2021)年度補正）を活用し、にんにく耕作

用の農業用機械を導入して葉たばこから需要のあるにん

にくへの転換を進めています。 
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本事業では技術普及に向けた栽培実証や、需

要の拡大に資する取組等を支援しており、宮城

県では東京オリンピックのビクトリーブーケ

にも使用されたひまわりの小型化栽培実証、各

県では児童を対象に花と緑に親しむ機会を提

供する花育体験等の取組を支援しました。 

(ｴ) 花き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
.  
 
 
 
 
  
 

花育教室の実施風景 

（福島県） 

 

小型化ひまわり栽培実証 

（宮城県） 

  東北における令和２(2020)年の花き産出額は 248 億円で全国の 8.1％で、東北の農

業産出額の 1.7％となっています（図表 2-21）。 

  令和３(2021)年度は、長引く新型コロナウイルスの影響による消費の低迷に加えて、

燃油、資材等の価格高騰により、花き農家の生産コストが上昇しています。 

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、

前年産に比べて 68ha（3.9%）

減少し、1,662ha となってい

ます（図表 2-21）。 

 品目別でみると、岩手県では

りんどう、秋田県ではきく、山

形県と福島県では切り枝の作

付面積の割合が高くなってい

ます（図表 2-22）。 

 切り花類の品目別作付面積（県別、令和２(2020)年産） 図表 ２-２２ 

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２-21 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２-22 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３(2021)年度は、①ジャパンフラワー強化プロジェクト推進事業により花きの生

産・流通・消費拡大への取組の支援、②令和２年から３年までの冬期の大雪及び令和３年

福島県沖を震源とする地震対応産地緊急支援事業により、被災したパイプハウスの資材

の調達等支援を行いました。 

 図表 ２-２１ 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 ジャパンフラワー強化プロジェクト推進 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県

山形県 福島県 産出額（東北計）
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ウ 環境に配慮した農業の推進 
                                                                                                                                                                                           

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るほか、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ています。 

施策 

 東北における令和２(2020)年度のエコファーマー※1の認定件数は１万8,100件で

全国の約24％、令和２(2020)年４月の有機JAS認定ほ場の面積は1,704haで全国の

約14％を占めています（図表 2-23）。 

 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 

資料：農林水産省調べ 

 注：各年４月１日現在の値 

有機JAS認定ほ場の面積の推移（東北） 図表 2-２３ 

東北の有機JAS認定ほ場の面積は、令和２(2020)年４月１日現在で1,704haとな

り、前年に比べて4.9％減少しましたが、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45％を占めています（図表 2-23）。 

有機JAS認定ほ場の面積の推移 

※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。 

秋田県大潟村
おおがたむら

の栢
かや

森
もり

氏は、平成６(1994)年から28

年に渡って有機農業に取り組んでおり、アイガモ農法

と自家製堆肥による有機米の栽培を確立した、大潟村
お お が た む ら

における有機農業発展の功労者です。平成12(2000)

年からは有機JAS認証を継続取得し、大規模な有機農

業経営を確立しています。 

また、大潟村有機農業推進協議会の会長として、有機

農業研修会を開催する等、有機農業の普及・推進と積極

的な後進の育成にも尽力しています。 
アイガモ農法の取組 

令和３(2021)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） 

農産局長賞受賞 

 取組事例 かやもり農産 栢
か や

森
も り

一夫
か ず お

（秋田県大潟村
お お が た む ら

） 
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エ GAP（農業生産工程管理）拡大の推進

 東北における GAP（農業生産工程管理）※１認証の取得状況は、県における指導員の

育成や 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。 

  我が国の農業の持続的な発展のためには、今後も引き続き GAP の取組を拡大してい

く必要があり、食品安全、環境保全、労働安全のほか、国際的にも一般的となっている

人権保護及び農場経営管理の２分野を加えた国際水準相当の GAP の取組を生産現場

に普及するため、県の指導体制の強化や農業者団体等と連携した面的取組の拡大、実需

者や消費者の国際水準 GAP の認知度向上等を進めることが必要です。

現状と課題 

施策 

国際水準 GAP の取組の拡大に向け、GAP 指導員による指導活動及び農業教育機関や

環境負荷低減に取り組む団体の認証取得等を支援しています。 

東北の令和４(2022)年３月末現在の

GAP 認証取得経営体数（農産物）は、

856 経営体となり、前年より約４％増加

しました（図表 2-24）。 

GAP 認 証 の 種 類 別 に み る と 、

GLOBALG.A.P.※２は 123 経営体（全体

に占める割合 14.4％）、ASIAGAP※３は

59 経営体（同 6.9％）、JGAP※３は 674

経営体（同 78.7％）となっています。

GAP 認証の取得状況 

 図表 ２-２４ GAP 認証取得経営体数の推移（農産物）

山形県の山形市農業協同組合では、生産者の高齢

化等により一時出荷額が減少した山形セルリーにつ

いて、産地の復活とブランド化を図るため、食品安

全等の GAP に取り組み、平成 30(2018)年 9 月に

JGAP 認証を取得しました。毎シーズンの研修会の

開催や、施肥設計、防除体系、農場のリスクのマニ

ュアル、文書化等の GAP の取組を通じ、新規就農

者が定着し、産地が拡大しました。また、認証取得

したことで、市場価格よりも高値安定の新規契約取

引先の獲得につながり、出荷額が増加するなど、東

北随一のセルリー産地として復活、ブランド化を果

たしています。 

取組事例 山形市農協野菜園芸専門委員会セルリー部（山形県山形市
や ま が た し

） 

セルリー圃場（左）と研修会の様子（右）

※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の対象は青果物、穀物、茶、家畜・畜産物である。 

令和３(2021)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） 
東北農政局長賞受賞 

 資料：東北農政局調べ 
 注：１）各年３月末現在の値 

２）GLOBALG.A.P.は、GLOBALG.A.P.本部HPで公表されている 
認証取得経営体数（農産物）を集計。ASIAGAP及びJGAP 
は、（一財）日本GAP協会のHP公表値 
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（2） 畜産・酪農の生産基盤の強化 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組事例 岩手ふるさと畜産クラスター協議会（岩手県金ケ崎町
かねがさきちょう

） 

岩手ふるさと畜産クラスター協議会の構成員である JA 岩手ふるさと肉用牛繁殖セン

ターは、前沢牛・奥州牛を生産している肥育農家が所有する繁殖雌牛の預託を受け、繁殖・

分娩管理を担い、生まれた子牛を農家に返す仕組みにより一貫生産を実現しています。 

また、胆
い

江
さ わ

地域の酪農家で受精卵移植により生産された和牛子牛を早期に引き取り、育

成後、地域の肥育農家に安価で斡旋し、肥育素牛の導入経費の削減に寄与しています。 

資料：東北農政局作成 

資料：（独）農畜産業振興機構「肉用子牛取引況」、 

協議会実績 

現状と課題 

  TPP11 協定、日 EU 経済連携協定や日米貿易協定の発効等が進む中、新たな国際環

境の下においても持続可能な畜産・酪農の実現のため、収益性の向上や生産基盤の強化

に向けた取組が進められています。 

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の仕組みを活

用し、地域において畜産の収益性向上等を図るための計画（畜産クラスター計画）の目的

達成に必要な施設整備、機械導入等を支援しています。 

令和３(2021)年度までに東北では 172 の畜産クラスター（協議会）が設立され、畜

種や地域等の課題の解決に向けた取組が進められています。 

 図表 ２-２５ 東北管内の畜産クラスター協議会数と取組 

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がある。 

 図表 ２-2６ 素牛導入コスト等の比較（令和３(2021)年度：税込） 

市場価格(全国） 744,926円

斡旋価格 629,200円

預託経費(試算) 546,986円

JA岩手ふるさと肉用牛繁殖センターの様子 

畜産クラスター協議会数（令和３(2021)年） 取組に係る畜種の割合 
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（３） 経営安定対策の着実な実施

ア 収入保険制度の普及・推進

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 479 917 347 696 72.4% 75.9%

岩手県 139 170 536 565 385.6% 332.4%

宮城県 119 185 333 512 279.8% 276.8%

秋田県 90 134 231 372 256.7% 277.6%

山形県 90 99 252 413 280.0% 417.2%

福島県 144 207 687 1,001 477.1% 483.6%

東北計 1,061 1,712 2,386 3,559 224.9% 207.9%

全国計 6,879 16,855 13,566 34,699 197.2% 205.9%

令和元(2019)年 令和２(2020)年 前年比

東北における県別の加入目標に対

する割合をみると、青森県、岩手県、

宮城県、秋田県及び福島県では、既

に加入目標を上回っています。 

また、加入目標件数に届いていな

い山形県においても令和３(2021)

年収入保険の加入目標に対する割合

から 24 ポイント増の 90％に達し、

着実に加入件数が伸びています（図

表２-27）。 

現状

東北における令和４(2022)年収入保険の加入件数は、令和４(2022)年 3 月末現在

で、1 万 7,873 件となっており、東北の加入目標※（1 万 5,295 件）に対する割合は

117％となっています（全国では加入目標（10 万件）に対する割合は 76％）（図表２

-27）。

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んでいます。 

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 

資料：東北農政局作成 

注：１）保険金等の支払状況は令和４(2022)年３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)年収入保険の保険

金等の支払状況については、新型コ

ロナウイルス感染症の影響もあり、

東北では 2,386 件で 36 億円の支

払（全国では、1 万 3,566 件で 347

億円の支払）となっており、令和元

(2019)年の支払実績を大きく上回

る結果となっています（図表２-

28）。 

 図表 ２-２８ 保険金等の支払状況 

 資料：東北農政局作成 

注：収入保険の各年実績は、各年を保険期間とする

保険契約を３月末時点で集計したもの（図表２-

28も同じ） 

施策 

 図表 ２-２７ 収入保険の加入状況 

※ 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５(2023)年加入を見据えた目標である。

保険金等の支払状況 

単位：件

令和4(2022)
年収入保険

(b)

令和3(2021)
年収入保険

(c)

令和4(2022)
年収入保険

(b/a)

令和3(2021)
年収入保険

(c/a)

青森県 2,580 3,942 3,046 152.8% 118.1%

岩手県 2,930 3,352 2,473 114.4% 84.4%

宮城県 2,579 2,917 2,136 113.1% 82.8%

秋田県 1,706 2,135 1,853 125.1% 108.6%

山形県 2,500 2,249 1,640 90.0% 65.6%

福島県 3,000 3,278 2,717 109.3% 90.6%

東北計 15,295 17,873 13,865 116.9% 90.7%

全国計 100,000 76,182 59,084 76.2% 59.1%

加入目標
(a)

加入件数
加入目標に
対する割合
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イ 経営所得安定対策等の着実な実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②米・畑作物の収入減少影響緩和交付金 
（ナラシ対策） 

①畑作物の直接支払交付金 
（ゲタ対策） 

③水田活用の直接支払交付金 

令和３(2021)年度の加入申請件数は、①ゲタ対策は全国で４万 1,592 件です。うち、

東北は 7,191 件で、前年度から 143 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６万 8,213 件です。うち、東北は２万 704 件で、前

年度から 3,188 件減少しています。全国に占める東北の割合は 30％です。③水田活用

の直接支払交付金は全国で 31 万 3,358 件です。うち、東北は７万 616 件で、前年度

から 182 件減少しています。全国に占める東北の割合は 23％です（図表 2-29）。 

資料：全国値は農林水産省調べ 

東北値は東北農政局調べ 
全国 東北

現状と課題 

  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。 

 図表 ２-２９ 各交付金の加入申請件数（全国・東北） 

経営所得安定対策等の加入申請件数 
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