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1 東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組 

項目
 被害
 状況

10 20 30 40 50 60 70 80 90

備　考

農地

津波被災農地(農地
転用が行われたも

の(見込みを含む)
を除く)

18,710ha

・令和３(2021)年度は70haを復旧。
・一部、大区画化ほ場整備を実施。

排水
機場

主要な
排水機場
96箇所

農地
海岸
堤防

福島県の未査定
３地区を含む

121地区
・未着工地区は、福島県避難指示区域内。

100

９４％

（17,680haで営農再開可能）

１００％

（復旧完了：９６箇所）

９８％

（復旧完了：１１８地区）

(％)

0

復旧状況岩手

宮城

福島
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平成 23(2011)年３月 11 日の東日本大震災発災から 11 年が経過し、様々な復興

施策を講じるなかで、被災地の復興は大きく進展しました。 

地震・津波被災地域では、第１期復興・創生期間内（平成 28(2016)年度から令和

２(2020)年度まで）で住まいの再建・復興まちづくりはおおむね完了し、農林水産業

においても、農地・農業用施設等の農林水産関係インフラの復旧はおおむね完了したこ

とから、復興の総仕上げの段階に入っています。 

福島県の原子力災害被災地域においては、原発事故に伴う避難指示が発出された地域

のうち、帰還困難区域を除く全ての地域で避難指示が解除されるなど、復興・再生が本

格化しています。また、帰還困難区域についても、６町村において特定復興再生拠点区

域の整備が着実に進み、段階的な避難指示の解除に向けた取組が進展しています。 

しかしながら、依然として多くの住民が県内外での避難生活を強いられているなど、

第２期復興・創生期間（令和３(2021)年度から令和７(2025)年度まで）においても多

くの課題があります。 

 原子力事故災害からの復興・再生に向けては、中長期的な対応が必要であり、本格的

な復興・再生を進めるにあたって諸課題への取組を具体化し、着実に実施していくこと

が重要です。 

現状と課題 

 図表 ２-１ 被災３県の農地・農業施設の復旧状況（令和４（202２）年１月末現在） 

 図表 ２-２ 被災３県の農地の復旧状況と今後の見通し 

資料：東北農政局作成 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

福島県

宮城県

岩手県

岩手県
津波被害農地

面積（農地転用

等除く）550ha

宮城県
津波被害農地

面積（農地転用

等除く）13,710ha

福島県
津波被害農地

面積（農地転用

等除く）4,450ha

Ｒ２年度まで営農再開

550ha（100%）

Ｒ３年度まで営農再開

13,710ha（100%）

Ｒ３年度まで営農再開

3,420ha（77%）

農地転用用等

180ha

農地転用用等

630ha

農地転用用等

1,010ha
今後、営農再開可能見込み900ha（20%）

（避難指示区域解除済み面積を含む）

避難指示区域130ha（3%）
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営農再開の状況

再開面積

(R4.3)

① ② ③ ④

(ha) (ha) (％)

広野町 - 269 209 77.7

田村市 H26.4.1 893 508 56.9

川内村 H26.10.1 605 363 60.0

楢葉町 H27.9.5 585 389 66.5

葛尾村 H28.6.12 398 68 17.1

南相馬市 H28.7.12 7,289 4,572 62.7

川俣町 H29.3.31 375 213 56.8

飯舘村 H29.3.31 2,330 656 28.2

浪江町 H29.3.31 2,034 272 13.4

富岡町 H29.4.1 861 119 13.8

大熊町 H31.4.10 936 0 0.0

双葉町 R2.3.4 723 0 0.0

合計 17,298 7,370 42.6

休止面積 再開割合市町村名
避難指示
解除時期

 

 

原子力被災 12 市町村における営農再開の状況 

原子力被災 12 市町村において営農を休止した耕地面積 17,298ha について、令和７

(2025)年度の営農再開目標を約６割、１万 ha としており、令和３(2021)年度末時点

の営農再開面積は、前年度から 793ha 増加し 7,370ha（営農再開率 42.6％）となっ

ています（図表 2-3、2-4）。 

早期に避難指示解除された市町村では営農再開が進展していますが、帰還困難区域が

ある町村では、営農再開が進展していない状況にあります。 

また、原子力被災 12 市町村の

農業産出額は、営農再開の進展に

伴い回復基調にあるものの、震災

前の４割程度（令和２(2020)年

度）にとどまっています（図表 2-

5）。 

営農再開の加速化に向け、改正

福島特措法による農地の利用集

積を進めつつ、令和３(2021)年

度には福島県高付加価値産地展

開支援事業を創設し、国産需要の

高い加工・業務用野菜等の広域的

な産地の創出に向けた拠点整備

等を進めています。 

原子力被災 12 市町村の農業算出額の推移 図表 ２-５ 

 原子力被災 12 市町村の営農再開状況の推移 図表 ２-4 図表 ２-3 原子力被災 12 市町村の営農再開状況 

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)年度の値を記載 

資料：東北農政局作成 
注１：①避難指示解除時期は、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 
注２：②休止面積は、2010年世界農林業センサスより整理 
注３：③再開面積は、福島県調べ。南相馬市の再開面積は

市全域 
注４：④再開割合は、③再開面積÷②休止面積 

資料：東北農政局作成 
注：各年の営農再開面積は、原子力被災12市町村の営農再 

開面積の合計 

営農再開目標面積 

営農再開面積 

ha 

平成24年 

(2012) 

令和7年 

(2025) 
令和2年 
(2020) 

30 

(2018) 

28 

(2016) 

26 

(2014) 
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令和２(2020)年度から 12 市町村に農林水産省職員を派遣し、市町村それぞれの状況

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（15 名）を富岡町
と み お か ま ち

に設置し、派遣職員の活動を機動的にサポートしています。 

原子力被災 12 市町村への人的支援 

 図表 ２-6 原子力被災 12 市町村における派遣職員の取組 

・楢葉町
な ら は ま ち

では、県外企業の協力を得て、かんしょ

の産地化にチャレンジ。 

・派遣職員は、ＪＡの甘藷生産部会設置を契機に

新たな生産者の掘り起こしに取り組み、令和３

(2021)年は 33 名（９ha）が参加し、町全体で

45ha まで作付面積を拡大。

・引き続き、生産者の更なる掘り起こしを実施。

甘藷栽培指導の様子 

かんしょの作付拡大の推進（楢葉町
な ら は ま ち

） 

・川内村
かわ う ちむ ら

では、営農再開に向け、県営でのほ場整

備を計画（４工区、面積約 62ha）。 

・派遣職員は、特に１工区において、河川も含め

た一体的な整備により形状の良いほ場とし、効

率的な土地利用となるよう、県の担当者と協議

しながら、計画の見直しを提案。

・令和４(2022)年度の事業採択に向け、推進体制

の見直しや農業者への説明会開催に尽力。

ほ場整備事業説明会の様子 

ほ場整備計画の見直し（川内村
か わう ち むら

） 

・大熊町
おお く まま ち

では、令和４(2022)年度からの本格的な

営農再開に向けて、「営農再開ビジョン」を策

定。

・派遣職員は、当該ビジョン策定のための委員会

（町、県、ＪＡ、福島相双復興推進機構等で構

成）の立ち上げや運営等に携わるとともに、町

主催の座談会の開催をサポートし、当該ビジョ

ンのとりまとめに貢献。

営農再開ビジョン策定の支援（大熊町
お おく ま まち

） 

・広野町
ひ ろ の ま ち

では、令和２(2020)年度から人・農地プ

ランの実質化に向けた取組を実施。

・派遣職員は、プランが実質化されていなかった

４地区で、農業者に意向確認や中心経営体への

ヒアリングを行いプラン案を作成。地区座談会

での話し合いをとりまとめ、令和２(2020)年度

に２地区のプラン実質化を実現。令和３(2021)

年度中に残り２地区も実質化の見込み。

人・農地プランの実質化の取組（広野町
ひ ろ の ま ち

） 

町主催の座談会の様子 地区座談会の様子 
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取組事例 株式会社福島しろはとファーム（福島県楢葉町
な ら は ま ち

） 

平成 30(2018)年、白ハト食品工業（株）（本社：

大阪府）のグループ企業である（株）しろはとファー

ムが楢葉町
な ら は ま ち

に参入し、かんしょ栽培を開始しました。

平成 31(2019)年には現地法人の（株）福島しろは

とファームを設立し、楢葉町
な ら は ま ち

の協力を得ながら、令和

３(2021)年には約 30ha まで作付を拡大していま

す。 

楢葉町
な ら は ま ち

では、令和２(2020)年にかんしょ貯蔵施設

整備や JA 生産部会設立など、産地化に向けた取組

を進めており、令和３(2021)年度からは、栽培面積

の拡大に不可欠な良質苗の生産・供給体制確立のた

め、福島県高付加価値産地展開支援事業により共同

育苗施設の整備も始まっています。 

こうした取組を通じて営農再開や規模拡大の意欲

を喚起し、原子力被災地域でのかんしょの産地化を

目指しています。 

取組事例 かわうちワイン株式会社（福島県川内村
かわうちむら

） 

川内村
か わ う ち む ら

は、『震災復興、新たな農業への挑戦、地方

創生』の取組として、村内で収穫するぶどうを原料と

したワイン生産を目指して、ぶどう栽培に取り組ん

できました。 

平成 28(2016)年から 67a のほ場で約 2,100 本

のぶどう栽培を開始しました。翌年には事業会社「か

わうちワイン（株）」を設立して、順調にぶどうの栽

培面積を増やし、令和３(2021)年には、約３ha の

ほ場で約 11,300 本を栽培しています。 

また、川内村
か わ う ち む ら

が福島再生加速化交付金を活用して

整備した醸造施設「かわうちワイナリー」が令和３

(2021)年６月に開所し、同年９月には村で生産した

ぶどうを使ってワインを初醸造しました。完成した

ワインは令和４(2022)年３月から販売を開始しま

した。 

ワインを核として、村内事業者と地域資源や地場

産品等とのコラボレーションにより、地域経済の活

性化を目指しています。 

かんしょの栽培状況 

かんしょの収穫状況 

ぶどう畑（高田島ヴィンヤード） 

収穫を迎えるシャルドネ 

川内村醸造施設（かわうちワイナリー） 

甘藷貯蔵施設 
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2 生産基盤の強化と経営所得安定対策の着実な実施 

（１） 農業の持続性の確保に向けた生産基盤の強化

ア 需要に応じた生産の推進

 

施策 

 図表 ２-７ 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：農林水産省「米に関するマンスリーレポート」 
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

東北における令和３(2021)年の水稲作付面積は 36 万 3 千 ha で全国の 26％（全

国：140 万 3 千 ha）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・人口減少や、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の減少傾向にあります。特に、

新型コロナウイルス感染症の発生以降、感染拡大の影響による業務用需要の減少等も生

じていることから、麦・大豆や野菜、新市場開拓用米等の定着性や収益性の高い品目へ

の転換を図ることが必要です。

 主食用米の価格動向を見ると、令和３(2021)年産の相対取引価格は年産平均で 60kg

当たり１万 2,468 円と前年産に比べ約 13％の低下となりました（図表 2-７）。東北は

農業産出額のうち米の占める割合が約 32％（令和２(2020)年）と高いことから、水田

において主食用米以外の品目の作付けに活用する重要性が高まっています。 

現状と課題

＜麦・大豆の生産拡大＞ 

需要を捉えた生産拡大により国産シェア（図表 2-８）を拡大するため、作付の団地化

やスマート農業によるコスト低減、排水対策の更なる強化、耐病性・加工適性等に優れた

品種の導入等を推進しています。 

＜野菜や果樹等の高収益作物の生産拡大＞ 

野菜や果樹の 10ａ当たり労働時間は水稲よりも多くなるものの、10ａ当たりの農業

所得が高い（図表 2-９）ことから、生産・省力化に必要な機械や農業用ハウス等の施設

の導入、排水対策等の基盤整備、転換のインセンティブとなる交付金の交付などにより、

転換を推進しています。 

＜新市場開拓用米の生産拡大＞ 

国内の主食用米の需要は減少傾向にあるため、輸出等の新たな市場を開拓していくこと

も重要です。特に、海外における食品市場は年々拡大している（図表 2-10）ことから、

海外におけるプロモーション等の取組により、輸出拡大を推進しています。 

 図表 ２-８ 麦・大豆の自給率 
（令和２(2020)年度） 

資料：農林水産省「食料自給率の推移」 
注：１）上記数字は重量ベースで算出 

２）上記数字は概算

小麦 15％

大麦・はだか麦 12％

大豆 ６％

千ｔ 

円／玄米 60kg

47



第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

 

宮城県大崎市
お お さ き し

の農事組合法人なかしだファー

ムは、令和３(2021)年度に水田麦・大豆産地生

産性向上事業を活用し、団地化の推進や汎用コ

ンバインの導入のほか、有機資材を活用した土

づくりや湿害軽減のための弾丸暗渠の施工など

に取り組みました。 

その結果、令和３(2021)年産の大豆の単収

は、前年より約３割多い 262kg／10ａとなり

ました（図表２-11）。 

このような大豆の生産性向上を目的とした取

組が広く普及することで、大豆の増産が進むこ

とが期待されます。 

取組事例 農事組合法人なかしだファーム（宮城県大崎市
お お さ き し

） 

なかしだファームの大豆単収 

図表 ２-11 

関係者との意見交換 

汎用コンバインによる 

大豆の収穫作業 

野菜・果樹作と稲作の所得比較（10ａ当たり） 図表 ２-９  図表 ２-10 米の輸出量と輸出額 

資料：財務省「貿易統計」を基に東北農政局作成 

注：政府による食料援助分を除く。 

資料：農林水産省「営農類型別経営統計」（平成 30(2018)年） 

取組事例 宮城県ぽてと生産者協議会（宮城県） 

      宮城県のＪＡみどりの（現ＪＡ新みやぎ）は、平成 19(2007)年

から実需者との間でポテトチップス用ばれいしょの契約栽培を１ha

で開始しました。以降、米からの転換により年々作付面積を拡大する

とともに、近隣自治体の生産者を加えて栽培地域を宮城県全域に拡大

し、平成 29(2017)年１月に「宮城県ぽてと生産者協議会」を設立

しました（この頃の作付面積は約 25ha に拡大）。 

同協議会は、令和３(2021)年度に「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、ポテトハーベスター（収穫機械）等を導入して、更なる作付面

積拡大（令和 6(2024)年 70ha）を目指しています。 

このような園芸作物の産地化の取組が広く普及することで、水田農

業における園芸作物への転換が一層進むことが期待されます。 

※ 「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。

ポテトハーベスターによる 

ばれいしょの収穫作業 

資料：農林水産省「令和３(2021)年度 食料・農業・農村白書」を基に東北農政局作成 

労働時間 粗収益 所得

（時間） （千円） （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

農業経営費
（千円）
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

取組事例 株式会社庄内こめ工房（山形県鶴岡市
つ る お か し

ほか） 

山形県の（株）庄内こめ工房（鶴岡市
つ る お か し

、酒田市
さ か た し

、三川町
み か わ ま ち

）は、米の輸出を拡大するため、

海外の現地パートナーと連携したニーズの把握、地域内の農家がニーズに対応した生産を

するための肥料や農薬の確保、生産された米の集荷、海外輸送のスケジュールや手法の調

整等、様々な主体と連携しながら輸出先国と生産現場の橋渡しをする取組を行っています

（図表２-12）。 

これまでも、順調に輸出実績を伸ばしてきており（図表２-13）、今後も海外ニーズに

あった米の生産支援に加え、自社でコンテナをチャーターし、輸出手続きまで行うことで

流通コストを低減することや新たな販路開拓を進めることで、米の輸出量が増加すること

が期待されます。 

 図表 ２-12 （株）庄内こめ工房連携体制図 

資料：「（株）庄内こめ工房の輸出事業計画」を基に

東北農政局作成 

 図表 ２-13  （株）庄内こめ工房の輸出量 

ｔ （目標） 
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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 野菜・果樹等の生産振興

(ｱ) 野菜

➢ 野菜は、水稲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。 

➢ 野菜の需要全体のうち加工・業務用の需要は、食の外部化の進展により増加傾向にあ

り、需要全体で６割程度、加工・業務用に占める国産野菜の供給割合は７割程度で推移

しています。加工用・業務用野菜は、家計消費用野菜と比較して、周年安定供給のニー

ズが高い一方、安価な場合が多く、機械化一貫体系の実用化による低コスト・省力化、

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 

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）。 

平成 28(2016)年から令和２(2020)年の間の東北野菜産出額を過去５年の移動平均

でみると 2,305 億円から 2,548 億円と増加傾向で推移しています。東北の令和２

(2020)年野菜産出額における上位の品目は、きゅうり（1 位）、トマト（２位）、ねぎ（3

位）となっており、全国で上位となっている品目は、青森県産にんにく及びごぼう（全

国１位）、やまのいも（同２位）、だいこん及びにんじん（同３位）、山形県産えだまめ（同

１位）、すいか（同 3 位）、福島県産きゅうり及びさやいんげん（同３位）となっていま

す（図表 2-14、図表 2-15）。 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」、過去５年平均は「生産農業所得統計」から東北農政局作成 

   図表 2-14 野菜産出額の推移 （東北） 野菜産出額上位５品目（令和２(２０２０)年）図表 2-15 

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 キャベツ

産出額 2,240 1,809 1,545 1,507 1,044

品目 きゅうり トマト ねぎ にんにく やまのいも

産出額 279 273 182 157 152

品目 にんにく やまのいも ごぼう だいこん にんじん

産出額 147 138 108 77 65

全国順位 １位 ２位 １位 ３位 ３位

品目 きゅうり ピーマン トマト キャベツ ねぎ

産出額 37 32 30 27 19

全国順位 13位 ５位 20位 10位 23位

品目 いちご ねぎ きゅうり トマト ほうれんそう

産出額 56 35 34 30 14

全国順位 10位 13位 14位 21位 20位

品目 ねぎ えだまめ きゅうり トマト すいか

産出額 40 28 25 24 19

全国順位 11位 ６位 20位 27位 10位

品目 すいか えだまめ トマト きゅうり メロン

産出額 58 49 43 43 41

全国順位 ３位 １位 16位 ８位 ５位

品目 きゅうり トマト さやいんげん いちご ねぎ

産出額 123 80 27 26 26

全国順位 ３位 ６位 ３位 19位 21位

全　国 22,520

東　北 2,633

青森県 821
(全国9位)

山形県 465
（全国18位）

福島県 480
（全国16位）

岩手県 292
(全国27位)

宮城県 275
（全国28位）

秋田県 301
（全国26位）
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

取組事例 有限会社氏家
うじいえ

農場（宮城県涌谷町
わくやちょう

） 

  図表 ２-16 （有）氏家農場の組織概要 
（令和３（2021）年） 

※ 「HACCP」とは、Hazard Analysis and Critical Control Point の略で、危害要因分析及び重要管理点のこと。原料受

入れから最終製品までの各工程で、微生物による汚染、金属の混入等の危害の要因を予測(危害要因分析：Hazard 

Analysis)した上で、危害の防止につながる特に重要な工程(重要管理点：Critical Control Point、例えば加熱・殺菌、

金属探知機による異物の検出等の工程)を継続的に監視・記録する工程管理のシステムである。

  図表 ２-1７ ねぎの出荷時期及び出荷量

（令和３（2021）年）

 

宮城県涌谷町
わくやちょう

は、南部を江
え

合川
あいがわ

、北部を 迫
はさま

川
がわ

、東部を北上川
きたかみがわ

に囲まれた丘陵地と平地

で形成されています。農業は稲作が中心ですが、パイプハウス等を使った小ねぎ、ほうれ

んそう、みずなも町の特産品として栽培されています。 

有限会社氏家農場は、平成 18(2006)年 1 月に法人化し、法人化する前から栽培して

いた水稲、小ねぎのほか、平成 22(2010)年から青ねぎ、平成 30(2018)年から白ねぎ

の栽培を開始しました。令和３(2021)年産の作付面積は、水稲 4.7ha、露地ねぎ 4.5ha、

施設ねぎ 4.5ha、その他 1.4ha となっています。なお、選別作業の省力化のため、令和

２(2020)年からねぎの全量を加工・業務用として出荷しています。令和３(2021)年の

ねぎの年間出荷量は 322ｔとなっており、出荷先の 8 割は宮城県内を占め、2 割は東北

各県、北海道、関東へと広範囲に販売しています。 

自ら販売先を確保し消費者へ安全・安心なものを届けたいとの考えから、当時栽培して

いたねぎとみずなを対象に、平成 22(2010)年には JGAP 認証、平成 29(2017)年に

は ASIAGAP 認証を取得しました。また、令和 2(2020)年度には強い農業・担い手づく

り総合支援交付金を活用して、HACCP※に対応したねぎのカット工場を整備し、令和

3(2021)年からカットねぎを販売しています。なお、カットねぎにすることにより、加

工・業務用ねぎと比べて販売単価を 1.5～４倍まで高く設定することができ、売上額の向

上につなげています。ねぎは、露地栽培と施設栽培を組み合わせて年間を通して出荷して

おり、冬期の暖房については水温が 15℃前後で安定している地下水をハウス間のウォー

ターカーテンに散水して保温する方法を導入し、冬期の栽培期間の短縮や燃料費の削減

につなげています（図表 2-16、図表２-17）。 

青ねぎ（露地栽培）のほ場 

写真提供：宮城県美里農業改良普及センター 

カットねぎの商品

（左から青ねぎ、白ねぎ、小ねぎ） 

資料：東北農政局作成 

注：図表 2-11 のカットねぎの出荷量は原料受入重量 

収穫時期 出荷量（ｔ）

青ねぎ
４月上～６月下
７月上～12月下

白ねぎ ６月下～翌年５月上

小ねぎ 10月下～12月中

青ねぎ １月上～６月中

小ねぎ
３月上～６月下
６月中～翌年３月上

40

322

カットねぎ

合　 　計

ねぎの収穫時期及び出荷量（令和３（2021）年）

区　 　分

加工・業務用

露地
栽培

110

施設
栽培

172

代表者 代表取締役　氏家　靖裕

作業員数 通年雇用９名、パート雇用18名

作付面積

うち 飼料用米 1 ha

青ねぎ 2 ha

白ねぎ 2 ha

小ねぎ 0.5 ha

小ねぎ 4.1 ha

青ねぎ 0.4 ha

その他 1.4 ha その他 1.4 ha

施設ねぎ 4.5 ha

水稲 4.7 ha

露地ねぎ 4.5 ha
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(ｲ) 果樹
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（全国）

％

令和 2(2020)年の果樹農家の平均農業所得は 203.２万円で、農業粗収益に占める農

業所得の割合（農業所得率）は 29.8％となっており、水稲（5.2％）の約 6 倍の水準と

なっています。 

また、果樹の品目別の農業所得率を見ると、東北のぶどうでは、全国平均より低くなっ

ているものの、りんご（35.2％）は全国平均と同程度、なし（38.9%）、もも（46.8%）

では全国平均より高くなっています。おうとう（全国の結果樹面積の 8 割を東北で占め

る）についても、41.1％と高い水準となっています。 

東北における令和２(2020)年の果実産出額は 2,194 億円で、全国の果実産出額の

25％、東北の農業産出額の 15％をそれぞれ占めています。 

生産者の高齢化や果樹農家の減少により低下した供給力を回復し、生産基盤を強化す

るためには、省力樹形・技術の導入による労働生産性の向上、新たな販路の開拓等によ

る所得の向上を図ることが求められています。 

現状と課題

施策 

果樹支援対策事業及び未来型果樹農業等推進条件整備事業等により、省力樹形の導入等

を支援することで労働生産性を飛躍的に高めたモデル産地の育成を図ります。 

果樹の経営 

資料：農林水産省「令和２年営農類型別経営統計」 

注：１）全農業経営体は個人経営体と法人経営体の平均値 

２）図表２-18の（）内は農業粗収益に占める割合 

営農類型別農業所得率

（全農業経営体・全国・1 経営体当たり） 
図表 ２-1８  図表 ２-1９ 果樹品目別農業所得率

（個人経営体・全国・東北・1 経営体当たり） 

資料：農林水産省「令和２年営農類型別経営統計」 

注：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割である。 
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 取組事例 株式会社ファームあおもり（青森県平川市
ひ ら か わ し

ほか） 

社屋に隣接する水田転作の 

高密植わい化栽培 

青森県の（株）ファームあおもり（代表取締役 大湯
お お ゆ

知己
と も み

氏）は、平成 10(1998)

年から、当時未開拓の分野であったカットりんごの製造・販売に取り組み、試行錯誤を

経て、褐変防止と鮮度保持技術の開発に成功し、平成 20(2008)年に（株）アップル

ファクトリージャパンを設立しました。カットりんごは首都圏のホテルや大手外食チ

ェーン、地下鉄駅構内の自動販売機などで販売され、令和 2(2020)年の年間売上高は

約 2 億 5 千万円となりました。 

そして、カットりんごの原料を安定的に確保するため、平成 25(2013)年に生産部門

の（株）ファームあおもりを立ち上げました。就農当時の昭和 55(1980)年の栽培面積

1.6ha から令和 2(2020)年には 16.45ha まで規模を拡大し、令和 2(2020)年の生

果の年間売上高は 1 億２千万円となりました。 

栽培面では、女性も作業しやすいよう枝を低く配 

置し、加工用果実の摘果を一回とするなど徹底した作

業の省力化を図るとともに、2.1ha で高密植わい化栽

培を導入し、早期成園化や果実品質の均一化、作業効

率の向上に取り組んでいます。 

放任園の再利用や雇用機会の提供など、地域の中核

的な担い手として、今後も地域の活性化に貢献するこ

とが期待されます（第 23 回全国果樹技術・経営コン

クール農林水産大臣賞受賞）。
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(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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 
（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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（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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パプリカ着果数計測センサー 

３ スマート農業とデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

（１） スマート農業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  農業現場における担い手不足や高齢化が進展する中、生産力の向上と持続性の両立を

図り、若者にとっても魅力のある産業としていくためには、ロボット、AI、IoT などの

先端技術を活用したスマート農業を推進していく必要があります。 

宮城パプリカスマート商流コンソーシアム 構成員  

 (株)ベジ・ドリーム栗原、(株)デ・リーフデ北上、(株)デ・リーフデ大川、(株)電縁、豊通食料(株)、GINZAFARM(株)、

(株)エキサイト、農研機構西日本農業研究センター、宮城大学、宮城県(園芸推進課、農政部農業振興課、農業・園芸総

合研究所、栗原農業改良普及センター、石巻農業改良普及センター)、栗原市、石巻市、(公財)みやぎ農業振興公社 

現状と課題 

施策 

スマート農業の社会実装を加速化するため、令和元(2019)年度から、研究開発された

先端技術を実際の生産現場に導入し技術実証を行うとともに、技術の導入による経営へ

の効果を明らかにするため、「スマート農業実証プロジェクト」を展開しています。 

また、令和３(2021)年度「スマート農業の全国展開に向けた導入支援事業」により、

農作業の代行等を行う農業支援サービス事業体によるスマート農業技術の導入や、農業

者等が行うスマート機械等の共同購入・共同利用等を支援しています。 

取組状況 

令和３(2021)年度、東北では９地区において「スマート農業実証プロジェクト」が実

施され、水田作、畑作、露地野菜、施設園芸、果樹、花きの作目で、水田センサー・水管

理システム、生育・収量の予測システム、栽培管理システム等の実証が行われました。 

また、令和３(2021)年度の「スマート農業の全国展開に向けた導入支援事業」には、

スマート機械等の共同購入の取組に４件が採択され、導入したスマート機械を活用し生

産性の向上を図ることとしています。 

取組事例「スマート農業実証プロジェクト」宮城パプリカスマート商流コンソーシアム 

宮城県の宮城パプリカスマート商流コンソーシアム

は、令和３(2021)年度から「スマート農業実証プロジェ

クト」の実施地区として、宮城県を代表するパプリカの

大規模施設園芸経営体が連携した安定出荷体制の構築に

取り組んでいます。 

具体的には、自動走行車に取り付けた着果数計測セン

サーの画像診断等により収穫量の予測精度を高めるとと

もに、他社間連携を可能にするデータ統合プラットフォ

ームを導入し、栽培から選果・出荷、流通までの情報を

共有することで、宮城県産パプリカの安定出荷とブラン

ド力向上を目指しています。 

（宮城県栗原市
く り は ら し

、石巻市
いしのまきし

） 
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施策 

農業の生産現場では、担い手不足や農業従事者の高齢化等による労力不足が大きな課

題となっており、課題解決のためにはデジタル技術の活用を進める事が不可欠な状況で

す。 

農業分野におけるデジタル化は製造業等の分野と比べ困難と考えられていましたが、

技術の進展・汎用化により、農業分野でもデジタル技術の活用が進められているところ

です。 

（２）農業 DX の推進

デジタル技術の活用については、生産現場におけるスマート農業での活用、農村地域

における基盤整備や災害対応、流通・消費段階における農産物の物流や販売等、様々な段

階での活用を推進しています。 

また、農業分野における各種申請手続きの電子化の体制整備や農村地域の情報通信環

境整備を支援しています。 

現状と課題

東北における各分野でのデジタル技術の活用 

生産現場では現在、ロボット、AI、IoT 等の先端技術を活用したスマート農業の現場実

証を全国で進めているほか、通信インフラの整備等の本格的な社会実装を加速化してい

る段階にあります。 

農村地域では、これまで接点のなかった都市と地方の住民や地域内の異業種人材をつ

なぐプラットフォームも生まれつつあるほか、鳥獣被害対策等においても、デジタル技

術の活用による課題解決や地域資源の活用が期待されています。 

また、センシング技術を活用した鳥獣出没の検知、追い払い等のほか、鳥獣の生息域

のマッピングによる捕獲の効率化に関する実証等も進展しつつあります。 

さらに、経営安定対策や認定農業者制度等の申請をオンラインで行うことができるよ

う整備を進めているところで、これにより、農業者の書類作成が簡略化（手書き不要）

され、自宅からの申請が可能となります。 

例えば、経営安定対策等の申請につ

いては、令和元(2019)年度から試行運

用を開始し、順次、申請可能エリアを拡

大 し て き た と こ ろ で あ り 、 令 和 ４

(2022)年には東北内全ての地域農業

再生協議会等で電子申請が可能となる

予定です。 

また、電子申請については、認定農業

者制度等、多様の手続きを行う事が可

能で、今後、林業・漁業も含め種類を拡

大していきます。 

eMAFF を用いたオンライン申請のイメージ 

農林水産省共通申請サービス（eMAFF）  https://www.maff.go.jp/j/kanbo/dx/emaff.html 
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取組事例 Farm Akasaka（青森県三戸
さんのへ

町
まち

） 

経営は、和牛の繁殖経営を主としており、毎月５～６頭の子牛が生まれます。そのため、

通常であれば牛の分娩が近づくと、頻繁に牛舎を見回ることが必要となり、寝不足が続く

ばかりか、場合によっては外出もできない日が続きます。中井
な か い

さんが１人で 100 頭の管

理を可能としたのは、牛舎カメラやモバイル牛
ぎゅう

温
お ん

恵
け い

※による遠隔管理にあります。 

肉牛繁殖経営で重要となる牛の管理を、IoT 導入により大幅に労力軽減できたことにつ

いて「夜に何度も牛舎を見回ることが必要なく、何かあればスマートフォンにお知らせが

届くので熟睡できる。また、人間が何度も牛舎に出入りすることは牛にとってもストレス

となるので、それがなくなることは大きなメリットとなっている。自然体で生ませること

ができ、死産はゼロ。」と話します。 

牛の飼育については、牛個体の表情から体調を管理し、給餌量を調整するなど、機械化

できない部分も多いが、可能な作業を機械化することで省力化を図っています。また、中井
な か い

さんは、機械化できない作業については、動物を相手にすることの楽しみのひとつとして

います。 

中井さんは、「私は、子育ての時期に子供と一緒にいる時間がとれて良かったと思って

いる。更に、幼少期から動物に触れ合うことで優しい子供に育っている。また、自分の結

果はまだですが、頑張った分だけ残ってくるものと感じる。」と畜産業の魅力についても

話していました。 

青森県三戸
さ ん の へ

町
ま ち

の Farm Akasaka（代表 中井
な か い

のり

子
こ

氏）は、平成 30(2018)年３月に設立され、畜産業

では例が少ない女性経営者として取り組んでいます。 

中井
な か い

さんは、12 年前から母親の実家で牛の飼育を

手伝っていましたが、４年前に牛舎を設立して独立

し、女性１人で約 100 頭の牛の飼育を始めました。

独立に踏み切ったきっかけは、地域で取り組んだ「畜

産クラスター事業」による周囲の方々の後押しがあっ

たからです。 
牛と触れ合う中井

な か い

さん 

モバイル 牛
ぎゅう

温
おん

恵
けい

によって体温変化

が自動でグラフ化

される。 

牛舎に設置した

カメラで撮影さ

れた映像を手持

ちのデバイスで

確認できる。

※ 「モバイル 牛
ぎゅう

温
おん

恵
けい

」とは、体温センサーを用いた母牛の遠隔監視サービスのこと。母牛の膣内にセンサーを留置し

て体温を監視することで、分娩の兆候の発見や異常を検知し、携帯電話やスマートフォンにメールでお知らせが届

く。
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４ 食品産業の強化 

（１） 地理的表示（GI）保護制度の登録状況

東北における地理的表示（GI）保護制度※１の登録産品数は、令和３(2021)年度に新

たに３産品（図表２-30）が登録され 29 産品（図表 2-31）となりました。全国では、

41 都道府県の 116 産品、２か国（イタリア、ベトナム）の３産品の計 119 産品が登

録されています（令和４(2022)年３月 31 日時点）。

現状

 資料：東北農政局作成 

 図表 2-３１ 東北 GI 産品登録状況（令和 4（2022）年 3 月 31 日現在） 

 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」及び「登録商標（GI マーク）※３」を使用するこ

とが可能となります。 

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。 登録商標（GI マーク） 

※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。 

施策 

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 ７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、114.広田湾産イシカゲ貝

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 ３産品 63.南郷トマト、113.阿久津曲がりねぎ、118.川俣シャモ

産品名　※産品名の頭についている数字は「登録番号」

 図表 2-３０ 令和３（2021）年度に登録された東北の GI 産品 

阿久津曲がりねぎ 広田湾産イシカゲ貝 川俣シャモ 

また、令和 4(2022)年 1 月に、地理的表示（GI）保護制度の更なる定着・発展を目的

に、GI 登録団体及びその活動に協力する官民関係者が参画する全国組織「日本地理的表示

協議会」が設立され、GI 産品の認知度向上等を促進する取組が行われています。 
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（２） ６次産業化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策 

総合化事業計画の認定状況 

東北における令和３(2021)年度の総合化事業計画の認定件数は３件（全国 25 件）

で、同年度末における累計は 380 件（全国 2,616 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 91％を占め、その内訳は野菜が 31％と最も多くなっ

ています（図表２-32、図表２-33）。 

現状と課題 

  農林漁業者をはじめとする関係者の努力により、６次産業化及び農商工等連携の市

場規模は着実に拡大しています。 

６次産業化とは、「六次産業化・地産地消法※１」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す。農林漁業者等が総合化事業計画を自ら作

成し、国から認定を受けることができます。 

また、農商工連携とは、「農商工等連携促進法※２」に基づき、中小企業者と農林漁業

者がそれぞれの経営資源や技術、ノウハウを持ち寄り、新しい商品やサービスの提供、

販路拡大に取り組むものです。農商工等連携事業計画を作成し、国からの認定を受ける

ことができます。 

なお、上記２法の認定を受けた事業者は、令和４(2022)年度から「農山漁村発イノ

ベーション対策※３」により農産物加工・販売施設等の整備に対して支援が受けられます。 

 県別認定件数累計 図表 2-３２     対象農林水産物別比率             図表 2-３３ 

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４(2022)年３月末現在 
 
 

※１ 「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の略称 
※２ 「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」の略称 
※３ これまでの６次産業化を発展させ、地域の文化・歴史や森林、景観など農林水産物以外の多様な地域資源も活用し、農林

漁業者はもちろん、地元の企業なども含めた多様な主体の参画によって新事業や付加価値を創出していく取組 

　 単位：件

 農畜産物 林産物 水産物

青森県 72 68 0 4 1

岩手県 53 46 4 3 1

宮城県 82 66 2 14 1

秋田県 63 58 2 3 0

山形県 68 64 4 0 0

福島県 42 42 0 0 1

東北計 380 344 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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単位：件

農畜産物 林産物 水産物

青森県 14 13 0 1

岩手県 8 7 0 1

宮城県 13 11 0 2

秋田県 13 11 0 2

山形県 18 13 1 4

福島県 14 13 0 1

東北計 80 68 1 11

区分 内  訳

農商工等連携事業計画の認定件数

宮城県白石市
し ろ い し し

の（有）竹鶏ファームは、自社で生産す

る鶏卵のブランド化及び循環型農業を軸とした生産、

加工、販売に取り組んでいます。 

アニマルウェルフェアに配慮したストレスのない飼

育環境で生産された鶏卵は「竹鶏たまご」としてブラン

ド化されており、加工施設で作られるプリンやシフォ

ンケーキ等とともに併設の直売所や県内外のスーパ

ー、大手百貨店、自社オンラインショップ等で販売さ

れ、消費者から大変好評を得ています。 

東北における令和３(2021)年度の農商工等連携事業計画の認定件数は１件（全国２

件）で、同年度末における累計は 80 件（全国 817 件）となっています。計画の内容

は、農畜産物を利用したものが 85%を占め、その内訳は野菜が 23.6％、次いで米が

20.2％、果実及び水産物が 12.4%の順となっています（図表２-34、図表２-35）。 

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。 

農商工等連携事業計画の認定状況 

取組事例 有限会社 竹
たけ

鶏
とり

ファーム （平成 25(2013)年度認定事業者） （宮城県白
しろ

石
いし

市
し

） 

 図表 2-３４ 県別認定件数累計     図表 2-３５ 活用される農林水産資源別比率 

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４(2022)年３月末現在 

竹鶏ファーム直売所 

https://www.taketori-farm.co.jp 

本事業の取り組み後、従業員数は約 3.2 倍の 35

名となり、雇用機会の提供により地域に貢献していま

す。 

＜事業展開＞ 

現在、養鶏の排泄物から堆肥の製造に取り組み、地

元農家に無償で提供することで、飼料用米や飼料用作

物の生産につなげています。今後も持続可能な循環型

地域社会の構築に取り組むこととしています。 
６次産業化商品 

（プリン、マヨネーズ、シフォンケーキ） 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

５ 食の安全と消費者の信頼確保 

（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４次食育推進基本計画が令和３(2021)年３月に策定され、国民の健康や食を取り巻

く環境の変化、社会のデジタル化など食育を巡る状況を踏まえ、①生涯を通じた心身の健

康を支える食育の推進、②持続可能な食を支える食育の推進、③「新たな日常」やデジタ

ル化に対応した食育の推進を、以降５年間に特に取り組むべき重点事項として定めていま

す。 

  また、政府が作成した「SDGs アクションプラン 2021」に「食育の推進」が具体的

な取組の１つと盛り込まれたことから、国民運動として展開することとしています。 

  各都道府県及び市町村においても、食育推進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４(2022)年 3 月末現在、県段階では全県で、市町村段階では 211

市町村（93.0%）で作成されています。 

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、

ブログやメール等を用いた食育の知見や最新の食育情報の提供のほか、食育セミナーの開

催や地方自治体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 

食育に関する展示 

 令和３(2021)年６月の食育月間に合わせて、消費者展示コーナーにおいて第４次食育

推進基本計画の概要、バランスの取れた食事のサンプルやパネルの展示を行いました。 

国連食糧農業機関（FAO）が６月１日を「世界牛乳の日」と定め、日本も６月１日を「牛

乳の日」、６月を「牛乳月間」としていることから、併せて牛乳・乳製品に関する情報やレ

シピの紹介も行いました。 

また、令和３(2021)年 11 月 10 日には、山形県の食育イベント「やまがた食育県民

大会」において、パネル等の展示を行いました。 

食育月間と牛乳月間に関する展示 

第４次食育推進基本計画の紹介 

第４次食育推進基本計画に関する展示 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

 
 
 

 
 

   
 

食育セミナーの開催 

 令和３(2021)年度は、２回（12 月と３月）食育セミナーを開催しました。 

第１回は、一般の方を対象に、第 5 回食育活動表彰事業において農林水産大臣賞を受賞

した東北の 2 団体の食育活動の事例発表と「新たな生活様式における食育の取組につい

て」をテーマにしたパネルディスカッションを会場参集及び WEB により開催しました。 

第２回は、仙台合同庁舎に勤務する 40 代以下の職員を対象に、食に関する知識を深め

健全な食生活の実践につなげることを目的として、「わが国の健康・栄養・食環境の現状

と課題」と題し、大学教授の講演及び参加者の皆さんとの意見交換を、WEB により開催

しました。 

第１回食育セミナー 

（会場と WEB でのパネルディスカッション） 

第１６回食育推進全国大会 

令和３(2021)年６月 26 日及び 27 日に、岩手

県盛岡市
も り お か し

で「第 16 回食育推進全国大会 in いわて」

を開催しました。当初、会場での開催に向けた準備

が進められていましたが、新型コロナウイルスの

感染拡大防止のため、直前に WEB 開催に変更とな

りました。 

そのような中でも、予定どおり第５回食育活動

の表彰、食育フォーラム、ゲストを招いたトークシ

ョー、料理レシピの紹介、ポスター展示等を行いま

した。 

東北農政局では、その地域で古くから栽培され

ている農作物、「在来作物」をテーマとしたドキュ

メンタリー映画「よみがえりのレシピ」を WEB で

上映しました。 

大会の様子はライブで動画配信し、２日間で延

べ 19,325 回のアクセスがありました。 

第２回食育セミナー 

（WEB 講義） 

「第 16 回食育推進全国大会 in いわて」の 

ポスター 

68



第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（２） 消費者の信頼確保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：件

命令 指示 勧告 指導 命令 指示 勧告 指導

0 1 0 24 0 0 0 22

食品表示法 0 1 13 0 0 13
JAS法 0 0 0 1

牛トレサ法 0 0 8 0 0 7
米トレサ法 0 0 3 0 0 1

年度 令和２(2020)年度 令和３(2021)年度

東北管内件数

措置

対象法律

農林水産省では、令和３(2021)年度に発覚したあさりの産地偽装について、これまで

の立入検査や科学的分析の結果等から外国産あさりの混入疑いのある国産あさりが多量

に流通していると推測されたことから、全国的にあさりの原産地調査を実施しています。 

 また、令和３(2021)年度は全国で717件、東北では82件の食中毒が発生しました。

原因としては、春先から初夏にかけて誤って有害植物を喫食したことによる発生が多いこ

とから、有毒植物の情報等、食の安全に関する情報提供を実施しています。 

令和４(2022)年４月１日から、消費者の商品選択に資するため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を義務付けることとしており、各事業所に対応を求

めています。 

東北農政局の取組 

 東北農政局では、令和３(2021)年10月から小売店に対し、あさりの原産地調査を実施

しています。このような産地偽装に係る調査も含め、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、食糧法、農産物検査法、JAS法に基づく一般巡回調査による監視

及び科学的分析結果等による立入検査、指導を行っています。 

また、食品表示110番の窓口において、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、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法

に基づき厳正な対応にあたっています。 

加工食品の原料原産地表示については、事業者向け相談窓口の設置や一般巡回調査等を

通じた制度の普及に取り組んでいます。 

 消費者が正しい理解に基づき安心して安全な食品が選択できる取組としては、食の安全

等に関する情報提供や意見交換会の開催、出前授業への講師派遣、消費者展示コーナー（仙

台合同庁舎Ｂ棟１階）等での情報提供等を行っています。 

食品表示等の適正化に係る立入検査の実施状況 

令和３(2021)年度は、東北において指示、公表はなかったものの、22 件の指導が行

われています。 

22 件の指導のうち食品表示法は 13 件、JAS 法は１件、牛トレサ法は７件、米トレサ

法は１件と前年度とほぼ同様の件数となっています（図表 2-36）。 

命令・指示・勧告・指導件数（令和２(2020)年～令和３(2021)年） 図表 ２-３6 

現状

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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城大学での講義 ジャガイモによる食中毒防止の DVD 
 

食の安全と信頼確保の取組に関する展示 

食の安全に関する情報提供 

東北農政局では、消費者の皆様と、食品の安全性を中心とした意見交換会を開催してい

ます。 

令和３(2021)年度は、6 月に「ジャガイモによる食中毒を予防するためにできること」

をテーマに、東北の消費者団体に DVD を配布し、視聴いただいた結果をアンケートで回

答いただく方法により意見交換を実施しました。 

また、食の安全に関する正確な情報提供のための講師派遣を行っており、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」の講義を行い

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においては、月ごとにテーマを決め、食の安全をはじめ、農林水産

行政に関する情報や東北の地場産品等の紹介を行っています。 

令和３(2021)年度は、５月に「食の安全と信頼確保の取組について」として野菜・山

菜と間違いやすい有毒植物による食中毒防止、米のトレーサビリティ制度、農薬の適正な

使用、豚
ぶ た

熱
ね つ

など家畜伝染病の発生予防対策等の取組を展示、12 月には地場産品等の紹介

として「『ふくしまプライド。』自慢の逸品大集合（福島県）」を展示しました。 

食の安全に関する展示 

「『ふくしまプライド。』自慢の逸品大集合」に 

関する展示 
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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３(2021)年 11 月から令和４(2022)年５月まで

に、全国 12 道県で 25 事例の発生が確認され、殺処分羽数は約 189 万羽に上りまし

た。東北では、青森県、岩手県、宮城県、秋田県の４県で８事例の発生が確認され、約 49

万５千羽が殺処分されました。 

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４(2022)年５月までに、全国 17 県で 81 事例の発生が確認され、殺処分頭数は

29 万頭を越えました。東北では令和２(2020)年 12 月に山形県鶴岡市
つ る お か し

、令和３(2021)

年 12 月に宮城県大河原町
お お が わ ら ま ち

及び丸森町
ま る も り ま ち

の２県で３事例の発生が確認され、約 1 万 7 千頭

が殺処分されました。 

 野生イノシシの豚熱
ぶ た ね つ

は、令和３(2021)年９月に福島県で発生が確認されて以降、令和

４(2022)年９月末日現在、岩手県 77 頭、宮城県 143 頭、秋田県２頭、山形県 122

頭、福島県 63 頭、計 407 頭が確認されています。 

現状

東北農政局の取組（事前の準備） 

東北農政局では、家畜伝染病の発生予防及びまん延防止のため、農場周囲への野生動物

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
ぶ た ね つ

検査等に対する支援を行っています。

さらに、実際に発生した場合に備えて、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。 

農政局での防護服着脱訓練の様子 

家畜伝染病発生時の対応（支援体制） 

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

発生県へ担当官を派遣し情報収集や支援ニーズの把握に努めるとともに、「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

置の円滑な実施を支援しています。 

加えて、風評被害の防止、消費者の不安の解消のため、相談窓口の設置、小売店・飲食

店における表示の点検・啓発、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 

（４） 農産物の安全対策

 
 
 

 
 
 

 
 
 

東北では、近年、モモせん孔細菌病の多発や薬剤耐性菌の出現したリンゴ黒星病の発生

が増加しています。 

 農作物の安定生産のためには、適期の病害虫防除が重要であり、このような問題に対応

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

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です。令和

3(2021)年は春型
は る が た

枝病斑
えだびょうはん

のせん除の徹底や春

先が乾燥傾向であったことから、平年より発

生はやや少なくなっています。 

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）の病害です。令和

3(2021)年は薬剤散布間隔の遵守や降雨前散

布の徹底等が図られたことから、平年より発

生は少なくなっています。 

サツマイモ基 腐 病
もとぐされびょう

ヒルガオ科植物（主にかんしょ）に宿 主
しゅくしゅ

す

る糸状菌（カビ）の病害で、茎葉の枯死や塊根

の腐敗を生じさせます。平成 30(2018)年に

沖縄県で初確認され、令和３(2021)年７月に

岩手県、８月に山形県で確認されました。 

画像提供：福島県 

被害葉 被害果実 

被害茎葉 被害株 

近年、東北で発生が確認された病害虫 

画像提供：青森県病害虫防除所 

画像提供：山形県病害虫防除所庄内支所 

台風被害の大きかった翌年に多発するモモせん孔細菌病、薬剤耐性菌の出現したリンゴ

黒星病など、従来の薬剤散布だけでは防除が困難な病害の発生が確認されています。また、

令和３(2021)年に苗由来のサツマイモ基腐病
もとぐされびょう

が東北で初めて確認されました。風対策、

使用する薬剤の選定、適期の防除の実施など、地域全体での取組が重要となっています。 

被害葉 被害果実 

東北農政局の取組 

病害虫のまん延は、農業生産に重大な損害を与えるおそれがあり、かつ、県境を越えて

拡大するため、県や関係機関と連携して防除に取り組む必要があります。 

このため、東北農政局では、県や関係機関の協力の下、病害虫の発生状況、気象、作物

の生育状況等を調査し、最新情報を農業関係者に提供する等、適切な病害虫防除の推進に

取り組んでいます。 

また、コドリンガや火傷病
かしょうびょう

など国内未発生病害虫の侵入やジャガイモシストセンチュウ

など国内の一部地域で発生が確認されている有害動植物のまん延を防止するため、各県に

調査を依頼し、関係機関に情報を提供しています。 

監視や調査には、消費・安全交付金や植物防疫事業交付金による支援を行っています。 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（５） 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６地域（図表 2-37）で、全国では 37

地域が認定されています（令和 4(2022)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。 

こうした取組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

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/savorjp/#a6 

 図表 2-３７ SAVOR
セ イ バ ー

 JAPAN
ジ ャ パ ン

認定地域概要（東北）（令和 4 (2022)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。 

資料：農林水産省資料「SAVOR JAPAN認定地域概要」より抜粋 
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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 2–39）。 

６ 農地の最大限の利用と人の確保・育成、農業農村整備 

（１） 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

人・農地プランの作成にお

いて、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たものが

実質化した人・農地プランと

なります（図表 2-38）。 

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 

 市町村等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 2-39 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 2-３８ 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
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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 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３(2021)年度における担い手への農地集積率は、全国（58.9％）、東北（58.7％）

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（図表２-40）。 

現状と課題 

県別にみると、宮城県（61.8％）、秋田県（70.6％）、山形県（69.0％）、で全国を上

回る集積率となっています（図表２-40）。 

 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 

 図表 2-41 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９万 5,074ha と昨年度より

1 万 2,043ha 増加（対前年度 115％）しています（図表２-41）。 

 東北各県の担い手への農地の集積状況 図表 2-40 

 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。 

青森県   岩手県   宮城県   秋田県   山形県   福島県 

全国計 

338,785

0

100

200

300

400

H26

(2014)

H29

(2017)
R元

(2019)

R3

(2021)

千㏊

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 

※ ここでいう「転貸」とは、農地中間管理機構で借りた農地を、さらに他の人に貸すことである。 

全国計 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

（参考）農地集積率の階層別市町村数割合

(％)

80以上

60～80未満

40～60未満

20～40未満

20未満
宮城県

61.8％山形県

69.0％

秋田県

70.6％

青森県

58.2％

岩手県

54.5％

福島県

39.5％

5.0 
15.2 

8.6 
0.0 0.0 16.9 

8.8 

25.0 

18.2 
20.0 

0.0 0.0 

42.4 

21.1 

35.0 
36.4 

25.7 

12.0 

37.1 

35.6 

31.7 

25.0 
27.3 

28.6 

68.0 

57.1 

5.1 

30.4 

10.0 
3.0 

17.1 20.0 

5.7 
0.0 

7.9 

0%

100%

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東北

20％未満 20％～ 40％～ 60％～ 80％以上

 東北の担い手への農地の集積状況（市町村別） （令和４(2022)年３月末現在） 図表 2-42 

 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 

（２） 担い手の育成・確保

ア 認定農業者の動向

東北における認定農業者数は、

令和元(2019)年度末と比べて、

2,290 経営体減少（4.7 ポイン

ト減）しており、全国では、6,362

経営体減少（2.7 ポイント減）し

ています。 

一方で、認定農業者のうち法人

の数は、東北で 212 法人増加

（5.6 ポイント増）しており、全

国では、1,034 法人増加（4.0 ポ

イント増）しています（図表 2-

43）。 

現状 

 東北における令和 2(2020)年度末の認定農業者数は、４万 6,607 経営体となってお

り、全国の 20％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（図表２-

43）。

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、国又は都道府県が認定する仕組みを設けており、これまで

国は 12 経営体、県は 491 経営体を認定しています。 

認定農業者数の推移 

 図表 2-43 認定農業者数の推移 

認定農業者の年齢構成 

東北における認定農業者の年齢構成をみると 60 歳以上の占める割合は全国（56.6%）

に比べ 64%と 7.7 ポイントも高く、特に宮城県（66.4％）、秋田県（68.6％）、福島県

（68.7％）が高くなっています（図表 2-44）。 

 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）法人及び共同申請を除く 

認定農業者 

２）認定農業者の年齢構成は

令和３(2021)年３月末時

点 

認定農業者の年齢構成

図表 2-４４ 
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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２(2020)年

12 月末における一

般法人による農業

参入の数は、岩手

県、山形県を除く東

北４県で昨年度よ

り増加しています。 

県別では福島県

の 109 法人が東北

で最多となってい

ます（図表 2-45）。 

 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（379 法人（令和２(2020)年））の前年からの

増加率（104.1％）は、全国（105.4%）と比較して同程度となっています（図表２-45）。 

 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 2-４５ 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３(2021)年

1 月 1 日現在、農

地所有適格法人※は

東北全体で 2,741

法人となっており､ 

増加傾向です。 

県別では秋田県

の 553 法人が東北

で最多となってい

ます（図表 2-46）。 

 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２(2020)年度12月現在を最新年度とする。 

 農地所有適格法人数の推移（東北） 図表 2-４６ 

法人 法人 

※ 「農地所有適格法人」とは、農地法に定める一定の要件（主たる事業が農業又は農業に関連する事業であること、農
業関係者が総議決権の過半を占めること及び役員の過半が農業の常時従事する構成員であることなど）を満たした
法人であり、農地を所有することができる法人をいう。 

法人 法人 
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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 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 

「秋田鳥海りんどう」 

整備前 

17 14 

25 

12 

24 

53 

5 

72 70 

88 

68 

85 

77 
70 

0

20

40

60

80

100

東北 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

事業実施前 事業完了時

％

  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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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

７ 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３(2021）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 

 図表 ２-５５ 各県の取組面積（令和３（2021）年度） 

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 444,437ha（全国の 19%）で対前年比 101% 

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 385,857ha（全国の 19%）で対前年比 102% 

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 153,402ha（全国の 20%）で対前年比 100% 
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0 

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）
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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 上
かみ

小国
お ぐ に

集落協定（青森県外ヶ浜
そ と が は ま

町
まち

） 

令和３(2021)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 59 万 6,500ha

で、そのうち東北は６万

8,200ha となっていま

す。 

県別にみると、岩手県

（２万 3,400ha）が最も

多く、次いで福島県（１万

5,100ha ）、 秋 田 県

（9,800ha）の順となっ

ています（図表 2-56）。 

青森県外ヶ浜
そ と が は ま

町
まち

の上
かみ

小国
お ぐ に

集落協定では、話し合いを通じ集落の農業者全戸からなる「農

事組合法人上小国ファーム」を設立しました。当集落をモデルとして町内では多くの集

落営農組織が法人化し、令和元(2019)年に６つの集落営農法人が出資して（株）アグラ

イズ外ヶ浜を設立し、オペレーターの調整や中山間地域等直接支払事務の一元化等を実

施しています。 

 上小国のお山参詣などの 

行事や通学路の除雪、高齢 

者宅への声かけ等の地域の 

生活や暮らしを守る活動も 

行っています。  

各県の取組面積の推移 図表 2-５６ 

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 

集落営農組織間の 

オペレーター調製等の話し合い

お山参詣の模様 
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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

 

           

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３(2021)年度の全国

に お け る 実 施 面 積 は ８ 万

1,743ha で、うち東北は 2 万

1,033ha となっています。 

また、令和３(2021)年度の

実施面積を県別にみると、山

形県（6,288ha）が最も多く、

次いで秋田県（4,475ha）、宮

城県（4,068ha）の順となっ

ています（図表２-57）。

岩手県北上市
き た か み し

の（株）西部開発農産は、環境保全型農業直接支払交付金の創設以前か

ら、農作業の省力化や適期播種等に役立つ技術として「不耕起播種※」に取り組んでい

ます。本交付金での不耕起播種の取組は、東北で同社が唯一で、小麦、そばとの輪作体

系に組み込まれており、令和３(2021)年度の取組面積は、北上市
き た か み し

で 184ha、花巻市
は な ま き し

で 21ha となっています。これは、全国でも最大規模です。 

※ ここでいう「不耕起播種」とは、前作の畝を利用し、畝の播種部分

のみ耕起する専用播種機によって播種を行う取組であり、耕起によ

る土壌の物理的攪拌を軽減して土壌中の有機物の分解を抑制する

ことで、間接的に大気中の CO2削減に貢献する。

施策 

実施面積の推移 

取組事例  株式会社西部開発農産（岩手県北上市
き た か み し

） 

現状と課題 

東北における令和３(2021)年度の環境保全型農業直接支払交付金の取組について

は、555 件（対前年 101％）で、実施市町村数が 115 市町村（同 99％）へ減少し

ているものの、実施面積は２万 1,033ha（同 102％）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。

 図表 ２-５７ 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 

不耕起播種の様子 

同社では、環境に優しい農業の実践と畑作輪作体

系を確立しているほか、自家堆肥を作成し、地域の農

地に還元するなど、地域の環境保全型農業の推進の

一翼を担っています。 

88



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です。 

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き、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

棚田地域は、これまで棚田を地

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

の会、市、大学、観光協会、企業等が大

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

大を図っています。 

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

作業に取り組みました。 

また、無農薬栽培や棚田米をブランド

化することで、国内だけでなく海外輸出

も積極的に進めています。 

さらに、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４(2022)年５月末時点で、棚田地域振興法に基づく指定棚田地域が

21 地域あり、全地域で指定棚田地域振興活動計画（13 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 

89



第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

イ 農泊の推進

  

宮城県蔵王町
ざ お う ま ち

の蔵王農泊振興協議会は、平成 30(2018)年に設立され、未利用別荘を含

む空き家を活用した宿泊施設と地域の文化・歴史に触れる体験コンテンツを充実させた農

泊の取組を進めています。 

また、「蔵王福祉の森構想」の理念のもと、高齢者や障害者の雇用も創出しつつ持続可能

な地域づくりの事業を展開しています。 

近年では、コロナ禍の影響でインバウンド（訪日外国人旅行者）が激減し、一時客足が 

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３(2021)年度末までに東北管内で

8８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防止対策として、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の構築、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、インバウンドや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体験・交流施設等の整備を支援します。 

施策 

実施状況 

ワーケーション風景

空き別荘を活用した宿泊施設 体験コンテンツ（陶芸教室） 

東北の令和３(2021)年度の実施団体数は 21 団体（ソフト事業 18 団体、高度化促進

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、宿泊では、マイクロツーリズムへの対応、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、地域資源を活用した体験プロ

グラム等、SNS による配信も含め、地域の活性化と所得向上につなげています。 

取組事例 蔵王農泊振興協議会 （宮城県蔵王町
ざ お う ま ち

） 

地域の食材を使った新メニュー開発 

遠のいたものの、「ワーケーション」

「テレワーク」「マイクロツーリズム」

という新しい枠組へターゲットを切

替え、客数も回復しました。結果的に、

コロナ禍前よりも観光客が訪れ、農泊

関連の売上は令和２(2020)年度か

ら令和３(2021)年度にかけて約２

倍に伸ばすことになりました。 

現在、「観光」と「農業」の更なる

連携強化と近隣市町村との広域連携

による拡大を目指し、活動を進めてい

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３(2021)年度時点で 18 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 社会福祉法人誠
せい

友会
ゆうかい

 工房あぐりの里（青森県おいらせ 町
ちょう

） 

東北の令和３(2021)年度の新規採択地区は４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３件、農福連携推進事業（ソフ

ト）のみ実施している地区が１件です。また、継続地区は 14 件で、ハード及びソフト

両方実施している地区が 11 件、ソフトのみ実施している地区が３件となっています。 

各事業者の実施状況をみると、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、取組や目標の達成に支障が出た事例も見受けられましたが、交付金による施設整

備やマニュアル作成、研修等の取組を通じて、農福連携の推進が図られました。 

青森県おいらせ 町
ちょう

で就労継続支援

事業所を運営する社会福祉法人誠
せ い

友会
ゆ う か い

 工房あぐりの里は、地域におけ

る障害者の活躍・雇用の場を実現した

いとの想いから基幹産業である農業

生産と観光農園運営に取り組んでい

ます。主力作物は、小麦（もち姫）、

菊芋、イチゴ、南国フルーツ等で、令

和２(2020)年度に農山漁村振興交付

金にて野菜加工場を整備し通年での

６次化に取り組むことが可能になる

等、安定した就労の場となっていま

す。今後も、更なる取組の発展が期待

されます。 

新設された野菜加工場 野菜加工場内の作業風景

菊芋の講習会 菊芋の加工商品

ノウフク・アワード 2021
優秀賞受賞 
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エ 鳥獣被害防止対策とジビエの利活用の促進

 

 
果樹
42%

稲
28%

野菜
15%

飼料作物
9%

その他
6%

令和２年度
被害額13.8億円
（東北）

 資料：東北農政局調べ「令和２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２(2020)年度の東北の野生鳥獣による農作物被害金額は約 13.8

億円（全国の 8.6％）で、作物別の被害割合は、果樹が 42％と最も多く、次いで稲

28％、野菜 15％の順となっています（図表 2-58）。鳥獣別の被害割合は、イノシシ

が 24％と最も多く、次いでシカ 18％、カラス 14％、クマ 10％の順となっています

（図表 2-59）。 

また、県別の被害金額では山形県が 4.8 億円と最も多く、次いで岩手県が 4.2 億円

となっています（図表 2-60）。 

現状 

施策 

 鳥獣被害防止総合対策交付金により、市町村が作成する「被害防止計画」に基づき、農

林水産業等に被害を及ぼす①鳥獣の捕獲等、②被害防除、③生息環境管理等の取組やジビ

エ利用に向けた取組を、各県を通じて総合的に支援しています。

東北では、福島第一原発事故の影響により、現在でもイノシシ、シカ等の野生鳥獣肉

（ジビエ）の出荷制限が設定されている一方、岩手県大槌町
おおつちちょう

、宮城県石巻市
い し の ま き し

及び女川町
おながわちょう

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。特に、大槌町
おおつちちょう

では、農作物被害対策により捕獲したシカをジビエとして利用すること

で地域づくりに活用しています。この取組はSDGsの観点からも評価され、令和３

(2021)年度に「第５回ジャパンSDGsアワード特別賞」を受賞しました。 

東北でもジビエを地域資源として活用した取組が少しずつ始まっています。 

取組事例 ジビエ利用の取組（岩手県大槌町
おおつちちょう

） 

イノシシ
24%

シカ
18%

カラス
14%

クマ
10%

サル
8%

ハクビシン 7%

スズメ
5%

ムクドリ
4%

その他鳥類
4%その他獣

類
4%

ネズミ
2%

令和２年度
被害額13.8億円
（東北）

鳥獣別被害割合（東北） 

図表 2-5９ 

作物別被害割合（東北） 

図表 2-5８ 

県別被害金額（東北） 

図表 2-６０ 

0.6億円

4.2億円

1.9億円

0.2億円

4.8億円

1.8億円

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

獣害 鳥害

大槌町ジビエ処理加工施設での 

解体処理の様子 

大槌ジビエを使った料理 
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令和３(2021)年４月 10 日以降の数次にわたる強い降霜により、おうとうやももの

花芽が凍霜害により枯死するなど、東北南部の果樹を中心に大きな被害をもたらしま

した。 

全国の被害見込金額 195 億円のうち東北は 160 億円で、全国の約８割を占めてい

ます。特に、山形県の被害額は過去最大（昭和 38(1963)年以降）となり、東北の７

割以上を占めました。また、同県では、同年５月に発生した降雹でも被害を受けている

ことから、県、市町村、JA が連携して「凍霜害・雹害緊急対策パッケージ」を講じ、

被災農業者の営農意欲低下の防止と農業生産の維持向上を図っています。 

８ 近年の自然災害への対応 

（１）令和３年４月以降の凍霜害及び雹害

被害状況

東北農政局の取組 

農林水産省では、予見し難い極端な気象にも対応できる強固な生産基盤を作るため、被

害支援対策として「令和３年度果樹気象災害対応緊急支援事業」を措置し、防霜設備（防

霜ファン、かん水施設）及び防雹設備（多目的防災網）の導入に対する支援を行いました

（東北管内 295 百万円）。 

また、被害を受けた果実の適切な流通等を目的として「自然災害被害果実加工利用促進

等対策事業」により、被害果実の分別、区分流通の徹底を図るため、被害果実の樹上選果・

選別作業・処分等に係る取組に対する支援を行いました（東北管内 12 百万円）。 

開花期のさくらんぼの被害（山形県） 

 資料：農林水産省「被害応急調査」 
 注：１）令和４(2022)年３月末時点 

 ２）「x」は、個人または法人その他の団体に関する秘密を保護するため、
統計数値を公表しないもの 

図表 ２-６１ 令和３(2021)年４月の霜害による被害状況（東北） 

開花期のももの被害（福島県） 

被害面積
（ha）

被害量
（ｔ）

被害見込金額
（100万円）

 東北  6,980  30,600  16,000

岩手県 x x x

宮城県  195  1,490  398

秋田県  351  233  51

山形県  4,270  17,300  12,400

福島県  1,480  9,630  2,790
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令和３(2021)年８月上旬の大雨の影響により、青森県では河川氾濫、堤防の決壊や

越水により農地に湛水した状況が長期間となったことから、水稲等の農作物に大きな被

害が発生しました。 

  青森県の農作物関係被害額は約１億４千万円となり、特に、東北町
と う ほ く ま ち

と七戸町
し ち の へ ま ち

の農地の

湛水は、排水作業に１週間以上の日数を要する大きな規模となり、水稲や大豆等の農作

物に大きな被害を与えました。 

（2）令和３年台風第９号から変わった温帯低気圧等に伴う大雨

被害状況

排水作業前の土場川地区（８月 12 日） 

東北農政局の取組 

農地・農業用施設等の復旧状況 

東北農政局では、８月 10 日に東北農政局災害対策本部を設置するとともに、青森県

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。 

東北町
と う ほ く ま ち

と七戸町
し ち の へ ま ち

にまたがる土場
ど ば

川
が わ

地区おいて、河川の氾濫による湛水被害が発生した

ため、８月 12 日から 22 日にかけて、MAFF-SAT（農林水産省・サポート・アドバイ

スチーム）を派遣し、東北農政局の災害応急用排水ポンプ車による排水作業の支援を行

いました。 

災害復旧事業により、被災した農地

45ha 及び農業用施設８箇所の復旧を

行い、令和４(2022)年度内の営農再

開を目指しています。 

排水作業後の土場川地区（８月 21 日） 

土砂流入による水稲の被害 

資料：青森県災害対策本部「令和３年８月９日からの

大雨に係る被害等の状況（第 36 報／最終報）」 

排水作業 

単位：千円

509,783

農作物関係 141,339

畜産関係 2,573

農業生産施設関係 5,521

農地・農業用施設関係 360,350

農業関係被害額

青森県の大雨に係る被害の状況（令和３(2021)年 10 月 12 日時点） 図表 ２-６２ 

田の側面崩壊（施工前） 施工後 

資料：七戸町
しちのへまち

撮影 

畑と側道の崩壊 

資料：「畑と側道の崩壊」の写真は七戸町
しちのへまち

撮影 
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第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況

 

支援施策 

東北農政局の取組 

令和４(2022)年３月 16 日夜中の福島県沖を震源とする最大震度６強の地震は、宮

城県及び福島県を中心に甚大な被害をもたらしました。 

被害は農業用ハウス等の倒壊が多く、栽培されていたトマト等の作物が被害を受けま

した。 

東日本大震災の被災地の復興は着実に進展してきたところですが、令和元(2019)年

東日本台風の被害や近年の新型コロナウイルス感染症の影響がある中での災害であっ

たため、復興に向けた希望が失われることがないよう、速やかに対応を進めていく必要

があります。 

（３）令和４年福島県沖３月１６日の地震

東北農政局では、３月 16 日に東北農政局災害対策本部を設置し、計５回の会議を実

施し被害情報の収集・共有等を行っています。 

また、３月 17 日から宮城県及び山形県、福島県に MAFF-SAT（農林水産省・サポ

ート・アドバイスチーム）を派遣し、令和４(2022)年の営農再開に向け取り組んでいま

す。 

主な緊急対策として、生活再建、生業の再建、災害復旧・ライフライン支援の３つが

実施されました。 

生活再建では住まいの確保や災害廃棄物の処理、生業の再建では農林漁業者の支援や

観光復興に向けた支援、災害復旧・ライフライン支援では公共土木施設等の迅速な災害

復旧などに取り組みました。 

被害状況

台の一部落下（宮城県） 

図表 ２-６３ 宮城県の被害の状況（令和４(2022)年６月 17 日時点） 

図表 ２-６４ 福島県の被害の状況（令和４(2022)年６月 22 日時点） 

ベッドの崩落（福島県） 

資料：記者発表資料「令和４年３月 16 日福島県沖を震源

とする地震に伴う被害状況等について」 

資料：福島県災害対策本部員会議（第 22 回） 

宮城県の農業関係被害額

農作物等

農地・農業用施設

45.6億円

32.1億円

13.5億円

福島県の農業関係被害額

農作物等

農地・農業用施設 25.8億円

27.6億円

1.8億円
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