
第２章 東北農業の課題、主要施策への取組状況 

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
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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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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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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）

50



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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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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