
（別添１）

秋田県

水田農業高収益化推進計画

No.
策定年月

05
令和２年４月

見直し年月 令和２年６月
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１．水田において高収益作物・子実用とうもろこしの導入を図る目的

　近年、国・県事業等を活用した園芸メガ団地の整備等により、水田を活用した野菜や花きの大規模団地
が形成されるなど、複合化が進展し、米以外の農業産出額は着実に伸びているものの、平成30年における
農業産出額に占める米の割合は56％と依然高いままである。
　主食用米を経営の柱としながらも、米価の変動に左右されずに所得を確保するためには、単位面積当た
りの所得が主食用米よりも高い、高収益作物の導入を推進し、農家所得の向上に繋げる必要がある。
　また、子実用とうもろこしについては、輸入とうもろこしへの過度な依存から脱却するため、国産の子実用
とうもろこしの生産拡大が求められている。また、当該作物は、水稲や大豆に比べて単位面積当たりの労
働時間が小さく、労働生産性が高いこと、輪作作物の生産性向上に寄与することから、投下労働時間当た
りの所得に着目し経営を行う農家にとっては有益な作物であるとともに、限られた労力で規模拡大を進める
には有効な作物であるため、今後、作付の推進を図る。なお、本県においては、実証的に取り組んでいる
地区があり、その地区での取組を契機として取組の拡大を図る。
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２．目標
（１）推進方針

（２）推進品目

ha ha
kg/
10a

kg/
10a 円 円

ha ha
kg/
10a

kg/
10a 円 円

ha ha
kg/
10a

kg/
10a 円 円

ha ha
kg/
10a

kg/
10a 円 円

ha ha
kg/
10a

kg/
10a 円 円

※　「用途」欄には、用途に応じて「生食用」「加工・業務用」「飼料用」「切り花用」等と記載する。
※　同一の品目であっても、用途や「露地／施設」の別が異なる場合、項目を分けて記載する。
※　「選定理由」欄には、①出荷先が確保されているか、②既存産地等との競合により需給バランスに乱れが生じないか、③ロットは確保できるか

などの観点にも留意して記載する。（関係資料の添付でも可。また、審査に当たって追加資料の提出を求めることがある。）
※　設定した目標値の妥当性が分かる資料（県や地域の統計など）を添付すること。

（令和元年） （令和７年） （令和元年） （令和７年）

（令和元年） （令和７年）

（令和７年）（令和元年） （令和元年） （令和７年）

0 1,364 0 1,800,480

0 1,100

（令和７年）

（令和７年）

用途

目標
作付面積の拡大

目標値

収量の向上

現状値

（令和７年）

841,500

露地
／
施設 目標値現状値 目標値

（令和元年） （令和７年）

現状値 目標値

（令和元年）

（令和元年） （令和７年）

その他

28,943,600

現状値

販売額の向上

0 748,000

（令和元年）

たまねぎ 加工・業務用 露地

加工・業務用のたまねぎは、県内では給
食用食材としての需要が大きく、供給量
の増加が求められているとともに、県外
に出荷するものも業者との相対取引が
多く、今後も生産量の拡大が求められて
いるため、既存産地との競合により需給
バランスが崩れることは考えにくい。

0 14.3

（令和元年） （令和７年）

当面はにんじん、たまねぎ、じゃがいも、キャベツ、子実用とうもろこしを推進品目として位置付け、作業の機械化やニーズに合わせた商品形態の開発などの取組を推進することで、生産性の
向上等を図りつつ、５産地を創出することとする。
また、市町村等段階での水田農業高収益化推進プロジェクトチームの設置等を推進し、更なる産地の創出を図ることを目指す。

にんじん 加工・業務用 露地

県内給食センターから、もっと供給量を
増やしてほしいと要請があったため、本
品目を選定した。生産物は地域内流通と
なるため、既存産地との競合により需給
バランスが崩れることは考えにくい。

0 1.7 0 495 0

0 2,891 0

品目名 選定理由

（令和元年）

2.2

（令和元年） （令和７年）

じゃがいも 加工・業務用 露地

県内給食センターから、もっと供給量を
増やしてほしいと要請があったため、本
品目を選定した。生産物は地域内流通と
なるため、既存産地との競合により需給
バランスが崩れることは考えにくい。

0 0.8

キャベツ 加工・業務用 露地

県内給食センターから、もっと供給量を
増やしてほしいと要請があったため、本
品目を選定した。生産物は地域内流通と
なるため、既存産地との競合により需給
バランスが崩れることは考えにくい。

0

（令和元年） （令和６年）

子実用
とうもろこし

飼料用 露地

限られた労力で規模拡大を進める必要
がある中、県内の畜産農家では、濃厚
飼料のほとんどを輸入に依存しており、
県内の畜産農家から生産拡大の要請が
あったため。

0 4.96 0 800 0 1,587,200

（令和元年） （令和６年） （令和元年） （令和６年）
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３．推進体制及び役割

産地ＰＴ

(市町村、再生協議会、
地域JA、農業委員会、
土地改良区等)

秋田県ＰＴ

【 県水田総合利用課】

・推進計画策定のとりまとめ

・転作作物の作付推進

【県園芸振興課】

・産地の掘り起こし

・園芸品目の生産振興

【 県畜産振興課】

・子実用とうもろこしの生産

拡大に向けた支援

【 県農地整備課】

・基盤整備事業の情報提供

・基盤整備事業の実施

【 県地域振興局農業振興普及課】

・産地計画のとりまとめ

・転作作物の作付推進

・産地の掘り起こし

・園芸品目の生産振興

・子実用とうもろこしの生産拡大に

向けた支援、掘り起こし

【県地域振興局農村整備課】

・基盤整備事業の情報提供

・基盤整備事業の実施

＜ 地域段階 ＞
状況報告状況報告

生産者

高収益化

の実現

＜ 県段階 ＞

＜販路確保支援組織＞

商品開発・販売先の提案、斡旋等の支援、販路確保に関する連携

秋田県ＰＴと地域ＰＴの連携による各種支援

地域の課題を共有し、それぞれの機関が持つ強みや資源を相互に

提供し合うことにより、一体的な産地支援を展開する

【公益財団法人】

秋田県学校給食会

・新たな商品、販路の提案

・実需者とのマッチング

・販売促進支援

【 JA全農あきた園芸畜産部】
・加工・業務用向け販路の提案

・地域ＪＡと連携した業務

加工用に特化した技術支援

・販売受託

【県畜産振興課、県振興局畜産担当】

・子実用とうもろこしの販路

拡大に向けた支援

（実需者とのマッチング、

新たな販路の提案等）
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４．目標達成に向けた取組
（１）品目共通の取組

（２）推進品目ごとの取組

子実用とうもろこし

・面積拡大のためには雇用の確保が
課題となるが、経営主体の作目構成
を見直すとともに、機械化による作業
効率の改善を図る。
・県内畜産農家への提案

排水対策、栽培技術指導の実施
<技術指導のポイント>
○明渠等による排水性の確保
○湿害発生時の追肥技術導入
○アワノメイガ等の防除適期の見極め

・新たな販売先の確保
・一次加工（破砕等）の検討

　野菜、子実用とうもろこしの作付推進に当たっては、排水対策などの生産基盤の整備との一体的な推進が重要であることから、ほ場整備実施予定地区などを中心に推進する。
　推進に当たっては、座談会等で野菜作付のメリット（主食用米よりも単位面積当たりの所得が高いなど）を周知することにより、作付推進を図る。

にんじん

・用排水施設整備や客土、除礫等に
よる適作地の確保
・収穫、洗浄にかかる労働力の集約
化（機械化および作期の拡大等）

排水対策、栽培技術指導の実施
<技術指導のポイント>
○発芽率を高めるための砕土率向上
○有機質を投入し、土壌を膨軟化

・新たな給食向け需要開拓のために
ニーズに合った商品形態（調製方
法、カット、冷凍等）を検討
・生産量の拡大によるロット確保を見
据えた新たな加工・業務用向け販路
の確保および訴求力の高い商品の
開発を検討

品目名
作付面積の拡大 収量の向上 販売額の向上 その他

取組内容

じゃがいも

・用排水施設整備や客土、除礫等に
よる適作地の確保
・収穫作業の機械化等による労働力
集約

排水対策、栽培技術指導の実施
<技術指導のポイント>
○そうか病発生抑制のため、石灰成分
の多投入回避
○夏期高温下では、肥大が抑制される
ため、早期植え付けの実施
○疫病対策のための殺菌剤使用

・新たな給食向け需要開拓のために
ニーズに合った商品形態（調製方
法、カット、冷凍等）を検討
・生産量の拡大によるロット確保を見
据えた新たな加工・業務用向け販路
の確保および訴求力の高い商品の
開発を検討

たまねぎ

・用排水施設整備や客土、除礫等に
よる適作地の確保
・収穫作業の機械化の検討
・収穫後の調製・貯蔵技術の確立

排水対策、栽培技術指導の実施
<技術指導のポイント>
○酸性土壌やリン酸成分が少ないと収
量が上がりにくいため、土壌改良の徹底

・新たな給食向け需要開拓のために
ニーズに合った商品形態（調製方
法、カット、冷凍等）を検討
・新たな加工・業務用向け販路の確
保および訴求力の高い商品の開発、
検討

キャベツ

・用排水施設整備や客土、除礫等に
よる適作地の確保
・収穫作業の適期拡大や機械導入に
よる労働力集約
・ブロックローテーション等による連
作障害回避技術の確立

排水対策、栽培技術指導の実施
<技術指導のポイント>
○労化苗の定植回避
○定植直後の過乾燥回避
○定期的な防除による害虫密度の低下
及び病害予防

・新たな給食向け需要開拓のために
ニーズに合った商品形態（調製方
法、カット、冷凍等）を検討
・生産量の拡大によるロット確保を見
据えた新たな加工・業務用向け販路
の確保および訴求力の高い商品の
開発を検討
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５．産地推進計画の作成主体

No 作成主体名 関係市町村 備考

1 大仙市 大仙市

2 大潟村地域農業再生協議会 大潟村

※　各主体が作成した「産地推進計画」を添付するものとする。
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１　計画作成主体の情報

名称 大仙市

構成機関・団体名及び役割分担

２　推進品目及び目標

ha ha kg/10a kg/10a 円 円

ha ha kg/10a kg/10a 円 円

ha ha kg/10a kg/10a 円 円

ha ha kg/10a kg/10a 円 円

※　「用途」欄には、用途に応じて「生食用」「加工・業務用」「飼料用」「切り花用」等と記載する。

※　同一の品目であっても、用途や「露地／施設」の別が異なる場合や、出荷団体が複数ある場合には、項目を分けて記載し、

　　「産地名」欄に、●●農協、●●集落、●●学区など、一定のまとまりを持って高収益作物又は子実用とうもろこしの作付けに取り組む範囲が分かる名称を記載すること。

※　設定した目標値の妥当性がわかる資料（県や地域の統計など）を添付すること。

見直し年月

（別添２）

No. 05-001

策定年月 令和２年４月

水田農業高収益化推進計画

大仙市産地推進計画

品目名 用途
露地
／
施設

産地名

目標

作付面積 収量 販売額 その他

現状値 目標値 現状値 目標値 現状値 目標値 現状値 目標値

0 495 0 841,500

（令和元年） （令和７年） （令和元年） （令和７年） （令和元年） （令和７年）

0 1.7

たまねぎ
加工・
業務用

露地 協和地区
0 0.2 0 880

にんじん
加工・
業務用

露地 協和地区

0 123,200

（令和元年） （令和７年） （令和元年） （令和７年） （令和元年） （令和７年）

じゃがいも
加工・
業務用

露地 協和地区
0 0.8 0 1,100 0 748,000

（令和元年） （令和７年） （令和元年） （令和７年） （令和元年） （令和７年）

キャベツ
加工・
業務用

露地 協和地区
0 2.2 0 1,364 0 1,800,480

（令和元年） （令和７年） （令和元年） （令和７年） （令和元年） （令和７年）

県仙北地域振興局 大仙市 大仙市農業委員会

農家 ※取組農家である(農)たねっこが販路確保を担う

秋田県協和土地改良区

・支援事業、栽培技術等の
情報提供及び栽培指導
・計画策定指導、とりまとめ
・支援事業の実施

・支援事業の情報提供、実施
・農地集積・集約の推進

・農地情報の収集 ・基盤整備事業の情報収集
・地域の合意形成の推進

・土地改良施設の管理

大仙市農業再生協議会

・現地確認の実施
・水田活用の直接支払交付金の
交付事務
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１　計画作成主体の情報

名称

構成機関・団体名及び役割分担

２　推進品目及び目標

ha ha kg/10a kg/10a 円 円

ha ha kg/10a kg/10a 円 円

※　「用途」欄には、用途に応じて「生食用」「加工・業務用」「飼料用」「切り花用」等と記載する。

※　同一の品目であっても、用途や「露地／施設」の別が異なる場合や、出荷団体が複数ある場合には、項目を分けて記載し、

　　「産地名」欄に、●●農協、●●集落、●●学区など、一定のまとまりを持って高収益作物又は子実用とうもろこしの作付けに取り組む範囲が分かる名称を記載すること。

※　設定した目標値の妥当性がわかる資料（県や地域の統計など）を添付すること。

見直し年月

（別添２）

No. 05-002

策定年月 令和２年６月

水田農業高収益化推進計画

大潟村産地推進計画

　大潟村地域農業再生協議会

品目名 用途
露地
／
施設

産地名

目標

作付面積 収量 販売額 その他

現状値 目標値 現状値 目標値 現状値 目標値 現状値 目標値

0 2,920 0 28,820,400

（令和元年） （令和６年） （令和元年） （令和６年） （令和元年） （令和６年）

0.00 14.10

子実用
とうもろこし

飼料用 露地 大潟村
0.00 4.96 0 800

たまねぎ
加工・業
務用

露地
五城目町

(JA大潟村出荷)

0 1,587,200

（令和元年） （令和６年） （令和元年） （令和６年） （令和元年） （令和６年）

農業者

大潟村地域農業再生協議会

大潟村

・地域の合意形成推進

・支援事業の情報収集

・支援事業の実施

・産地推進計画の

とりまとめ

(株)大潟村CE公社、
(株)利活用秋田

・販売先の確保

JA大潟村

・販売先の確保

・営農指導の実施

・支援事業の実施

大潟村農業委員会

・農地情報の収集

・農地集積の推進

大潟土地改良区

・基盤整備事業の実施

・土地改良施設の管理

大潟村議会、

大潟村認定農業者協議会、

大潟村方針作成者会議

・その他の情報収集

・その他の情報提供
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