
第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

ウ 新規就農者の育成確保

ワークショップで

課題を整理する研修生 

※１ 令和４(2022)年度からは「新規就農者育成総合対策」による就農準備資金となった。

※２ 「青年等就農計画」とは、これから農業をはじめようとする方が自らの農業経営に関する目標や必要となる機械・施設等に

ついてまとめた就農に関する計画のことである。 

ワークショップでは、青年等就農計画について、農地の確

保や栽培作物の選定などの課題やその解決方法をひとりひ

とりが整理しました。 

今後、農機具の確保など解決できていない課題を整理し

て、就農する市町村に青年等就農計画の認定申請を行い、営

農を開始する予定です。 

全国における令和 2(2020)年の新規就農者は 53,740 人で、平成 28(2016)年に比

べ 10.7％減少し、このうち 49 歳以下は 18,380 人で、16.6％減少しています（図表

2-47）。

持続可能な力強い農業を実現していくためには、農業の内外からの新規就農を促進し

世代間のバランスの取れた農業構造にしていくことが重要です。 

国見町
くにみまち

で就農した 

修了生の三
み

栗野
く り の

さん 

新規就農者の育成が進んでいる地域では、県、

市町村等が新規就農者の抱える技術面、経営面の

課題について総合的にサポートしています。 

なお、令和４(2022)年から新たに始まる新規

就農者育成総合対策では、新規就農者や親元就農

者の経営開始等における機械・施設・家畜の導入

等や、伴走機関等による研修向け農場の整備、新

規就農者への技術サポート体制の拡充を図る予定

です。 

現状と課題 

施策 

福島県国見町
く に み ま ち

のくにみ農業ビジネス訓練所は、様々な野菜づくり

の実践を通じて優れた農業技術と経営感覚を備えた農業者の育成

を目指して、平成 30(2018)年に設立されました。 

研修生は、農業次世代人材投資資金（準備型）※１を受給しながら、

本訓練所で１年間の研修を経て就農することとなります。 

国見町
く に み ま ち

では研修修了生で構成される交流団体を設立し、定期的な

情報交換や農機具の貸出し等を実施する予定です。 

研修修了生は、令和元(2019)年度１名、令和２(2020)年度３

名、令和３(2021)年６名と年々増加しており、国見町
く に み ま ち

をはじめと

した近郊市町村で就農し、キュウリ、ミニトマト、トウモロコシ等

の栽培を開始しています。 

同訓練所では、令和 3(2021)年 10 月に、研修生及び親元就農者計８名のほか、国見町
く に み ま ち

と東北農政局の職員が参加し青年等就農計画※２の作成に向けたワークショップを開催し

ました。 

 新規就農者数の推移 図表 2-47 

取組事例 くにみ農業ビジネス訓練所（福島県国見町
く に み ま ち

） 

資料：農林水産省「新規就農者調査」 
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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 女性の活躍推進 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「やまがた農業女子ネットワーク」は、同組織の活動に

協力する応援団企業の１つであるリコージャパン（株）山

形支社を講師に招いて、自ら取り組む SDGs をテーマに、

令和２(2020)年度から令和３(2021)年にかけて県内

４地区で勉強会を開催し、持続可能な社会の実現のため

に組織として何ができるかを考えました。 

現在、規格外で店頭では販売できない端物野菜をメン

バーの庭先で消費者に格安で販売し、食品ロスの削減な

どに取り組んでいます。 

「みやぎアグリレディス21」は、女性農業者の社会参画と地域で特色ある農業委員会活

動が評価され、令和３(2021)年度農山漁村女性活躍表彰の女性地域社会参画部門（組織）

において農林水産大臣賞を受賞しました。 

当組織は、農業委員会等に関する法律の改正（平成28(2016)年４月１日）に先駆け、

平成28(2016)年２月に「女性農業委員の登用に関する申し合わせ決議」を臨時総会で決

定し、女性が登用されていない農業委員会の解消を目標に、農業委員会を設置する宮城県 

 

  東北の基幹的農業従事者 23 万人のうち女性は９万人（約４割）で、女性は農業の重要

な担い手となっています。（農林水産省「令和３年農業構造動態調査」） 

  農林水産業の発展、農山漁村への人材の呼び込みのためには、女性が働きやすく暮らし

やすい農山漁村にすることが重要であり、女性が地域の方針策定に参画し、女性の声を反

映させていくことが必要です。 

        取組事例 みやぎアグリレディス 21（宮城県） 

女性の社会参画に関する懇談会 

現状と課題  

SDGs 勉強会の様子 

取組事例 やまがた農業女子ネットワーク（山形県） 

内全34市町村の首長等に対して女性農業委員登用に係

る要請活動を行ってきました。 

このほか、地域で推薦母体を持たない女性農業委員候

補者に対して当組織として推薦するとともに、平成

24(2012)年からは毎年、県内２か所で「女性の社会参

画の懇談会」を開催し、女性農業者の地位向上のための活

動を支援しています。 

 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

でに女性委員等が登用されていない組織を「０」とすることと、女性の割合について、農

業委員で 30％、農業協同組合の役員で 15％、土地改良区の理事で 10％にすることが

成果目標に定められました。 

 今後の女性参画及び女性農業委員等の登用の推進にあたっては、宮城県や山形県での取

組先進事例等を参考に、女性農業者等が主体となった学びや地域の女性グループの活動を

横展開していくことが効果的であると考えられます。 

施策  
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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） 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

 

就農する市町村に 

更なる農業者の高齢化・減少が見込まれる中、担い手への農地の集積・集約化を進め

るとともに、高収益作物への転換・産地形成を通じた産地集積力の強化を図るには、農

地の大区画化等の基盤整備や農地の汎用化等を推進していく必要があります。 

現状と課題 

施策 

 農地の大区画化や汎用化を進めるとともに、農地バンクを活用した農地の集積・集約

化、担い手等の確保の推進、スマート農業の実装加速化による生産コスト低減や高収益

作物への転換等による産地収益力の向上を図ります。 

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２(2020)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」 

（令和２(2020)年３月31日時点) 

秋田県由利
ゆ り

本荘市
ほんじょうし

の平根
ひ ら ね

地区では、区画整理のほか、暗渠排水や地下かんがいシステム

等の整備により、水田の汎用化を実現しました。 

取組事例 農業競争力強化農地整備事業 平根
ひ ら ね

地区（秋田県由利
ゆ り

本荘市
ほんじょうし

） 

 資料：東北農政局調べ 

調査対象地区は、平成28(2016)～令和２(2020)年度に 

基盤整備を完了した地区 

高収益作物   

 
図表 2-４８ 農地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 17％から事業実施後は 72％と 55 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 2-48）。 

 また、水田の 50a 以上区画整備率では、宮城県が 30％と最も高く、次いで秋田県が

24％となっています（図表 2-49）。 

が

この整備により、畑作物や花きの収量増や品質向

上に繋がったことから、中山間地域の冷涼な気象条

件を活かした「秋田鳥海りんどう」としてブランド

化しました。  

また、野菜等の高収益作物の生産額が２倍に増加

するなど、所得拡大に寄与しています。 

基
盤
整
備
の
実
施
状
況 

地域ブランド 
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  図表 ２-４９ 水田の整備状況 

整備後 
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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用用排水路の総延長は約５万１千 km

で、このうち東北は約 8,800km と約２割を占めます。さらに、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 ２-５０ 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、このうち東北の

実施地区は 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 

集落及び幹線道路に隣接した水路を更新 

 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

等の基幹的な水利施設

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-

50）。 
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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

11％

全国

153,941箇所

青森県

(387箇所）

9%

岩手県

(881箇所)

19%

宮城県

(519箇所）

11%秋田県

(1,049箇所)

23%

山形県

(370箇所)

8%

福島県

(1,391箇

所)

30%

  農業用ため池は、東北に１万 6,599 箇所存在し、全国（約 15 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 4,597 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２-51、52）。 

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

を確保しています。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 4,597 箇所 

資料：農林水産省調べ（令和４(2022)年３月末時点） 資料：農林水産省調べ（令和３(2021)年 12 月末時点） 

   図表 2-５１ 農業用ため池の分布割合 

東北計 16,599 箇所 

   

 防災重点農業用ため池の県別割合 
図表 2-５２ 

 

  

   

1,925 箇所  

1,699 箇所  

5,159 箇所  

2,659 箇所  

1,093 箇所  

4,064 箇所  

耐震性強化及び浸食防止対策を実施 
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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

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、農地・農業用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 

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

同年 12 月までに 88 基について、「治水協定」が締結されています（図表 2-54）。 

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、雨水貯留能力を人為的に高める取組です（図表 2-53）。 

東北においては、多面的機能支払交付金の加算措置を活用し、令和 3(2021)年度に田

んぼダムに取り組んだ活動組織は 19 組織で、取組面積は約 2,200ha となっています。

加えて、農地整備事業においても田んぼダムの取組にかかる支援の充実を図っています。 

 図表 2-5３ 田んぼダムの仕組み 

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

図表 2-５４ 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） 
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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（農業集落排水施設や農道・集落道等）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 

農業インフラの強靱化のための整備や農村の生活インフラ（情報通信環境の整備等）を

整備することにより、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、隣接地区を含め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、老朽化した処理場は廃止し、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 本宮
もとみや

備 畑
そなえはた

地区（山形県酒田市
さ か た し

） 

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等を支援する

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 地区で実施しまし

た。 

また、農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）では、ICT（情報通信技術）を活

用して、農業水利施設、ため池、農業集落排水施設などの管理の省力化・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に対する

支援をハード・ソフトの両面から行っています。東北では令和３(2021)年度に３地区で

実施しました。 

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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