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表表表表 動力農業機械の普及（東北6県）

動力機械

総台数

うち30馬力

以上

実農家数

1戸あた

り台数

1955 7,505

1960 70,590

1965 303,428 98

1970 481,211 926 428,176 1.12

1975 540,813 3,165 458,569 1.18

1980 592,849 12,531 468,152 1.27

1985 618,487 26,388 467,368 1.32

1990 579,094 36,771 422,601 1.37

1995 525,045 51,951 386,283 1.36

※農業センサス累年統計により作成

・1961「農業基本法」 … 3つの目標

①農業構造改善 … 基盤整備，機械化，農
民の組織化・集団化

②選択的拡大… 戦後のコメ増産から，都
市化で需要増加が見込まれる野菜,果樹,
畜産の推進へ … 主産地形成政策

③流通近代化，農業所得安定化 … 卸売
り市場を整備し，流通合理化と農産物価格
の安定を図る

高度経済成長期の農業

・1960年代：耕耘機， 70年代：田植・稲刈
の機械化，さらに乗用トラクターが普及

・機械化・省力化 … 特に稲作

・圃場整備 … 1960年代以降，整然とし
た30a区画の農地が順次拡大
⇒伝統的農村景観を大きく変容

農業構造改善

⇒稲作の機械化，基盤整備による省力化で
農村に「余剰労働力」が大量に生れる
⇒農村から都市の商工業に人口大移動

・1970・80年代の農村工場進出期にはその労働力
に⇒兼業農家が急増，農家の多就業化
・さらに「週末農民」や，農繁期しか農業をやらない
農家が増加⇒脱農，土地持ち非農家

仙台平野・大沼周辺

↑before

after →

圃場整備事業による
農村景観の変化

1952

2009

・1966野菜出荷安定法 … 産地指定制度

・1971卸売市場法 … 中央卸売市場の整備

⇒大都市消費市場への安定出荷が可能
な「大産地」の育成を推進

⇒ 野菜･花卉産地の変動 … 都市近郊の産
地から首都圏外縁の高原，遠隔の西南暖地へ

・支えた技術革新 … 施設化，輸送園芸，市場
ニーズに合わせた品種改良

⇒「農協」が集出荷の主役に … 県経済連
単位の大量出荷（系統出荷）体制

選択的拡大＝主産地形成

・東北では，東京市場に近い福島県を中心に，新産地が誕生
… 岩瀬きゅうり， 白河トマト， 南郷トマト， 昭和村カスミソウ，仙台イチゴ etc

岩瀬キュウリ 南郷トマト
白河トマト

※宮城県の指定野菜産地（2010）
・栗原：夏秋きゅうり ・登米：春・夏秋キャベツ， 夏秋・冬春きゅうり
・古川：夏秋なす ・石巻：冬春きゅうり，夏秋トマト ・矢本：秋冬ねぎ
・中新田：秋冬ねぎ ・加美：秋冬はくさい ・大崎：ほうれんそう
・名取：夏秋トマト ・阿武隈：冬春きゅうり ・仙南：夏秋きゅうり

※指定野菜

・政令指定野菜 … 国民生活上重要
な14品目を政令指定。

キャベツ， きゅうり， さといも， だいこ
ん， たまねぎ， トマト， なす， にんじん，
ねぎ， はくさい， ばれいしょ， ピーマン，
ほうれんそう， レタス

★ 野菜出荷安定法（1966）

・「指定野菜」について，指定された大都市
市場に一定量以上を出荷できる組織化さ
れた生産者が集まる地域（多くは「農協」の
地域）を「指定産地」に指定。

・省令指定野菜 … 「指定野菜」に準ずる野菜を農林水産
省令で指定。以下の33品目。

アスパラガス， いちご， えだまめ， かぶ， かぼちゃ， カリフラ
ワー， かんしょ， グリーンピース， ごぼう， こまつな， さやい
んげん， さやえんどう，しゅんぎく， しょうが， すいか， スィ－
トコーン， セルリー， そらまめ， ちんげんさい， 生しいたけ，
にら， にんにく， ふき， ブロッコリ－， みつば， メロン(温室メ
ロンを除く)， やまのいも， れんこん， ししとうがらし， わけぎ，
らっきょう， にがうり， おくら

・産地指定を受けた産地は，大規模化の
ための生産・出荷施設の補助を受けたり，
市場価格の暴落時には価格保障を受け
られる特典。

※東北の指定産地は，
福島，岩手，青森に多数。
なぜか考えてみよ。

★14品目の指定産地は
東北農政局webに公開。
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「岩瀬きゅうり」産地の形成

・須賀川市では、1954年からきゅうりの
栽培が始まり，集団化と出荷の組織化
を進めて，1966年，「夏秋きゅうり」の産
地指定を受けました。

http://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/santi/1009/santi1.html http://www.ja-sukagawaiwase.or.jp/

「きゅうりん館」

・販売額が伸び悩む中，1996年3月には全国最大の
きゅうり選果施設「きゅうりん館」が稼働。農家の選
果作業の集約化を図っています。

・1970年，今は一般的となった接ぎ木
栽培やハウスハウスハウスハウス栽培が普及、管内農協の
品種の統一も行われて，同年以降，全
国最大の「夏秋きゅうり」産地に。

・1987， 「ブルームレス」台木の導入
・この頃，キュウリ端境期の冬春作物
（ニラ，アスパラ，イチゴ，春菊）を導入し，
経営安定化を推進
・1992， 出荷規格を5段階に簡素化，コ
ンテナ出荷を開始。岩瀬型ハウス普及。
・1993， 「冬春きゅうり」についても指定
産地になり，１年を通じて出荷が可能に

コメ余りの時代へ

・1970年2月，稲作の生産調整に政策転換。
・減反率は 全国一律
⇒生産規模の小さい地域から稲作は縮小

・1978年，水田利用再編対策以降，生
産調整の拡大と恒久化を推進

⇒以下への転換を強力に推進
①稲作機械が使えて水田利用できる
大豆，麦，飼料作物
②地域に合った特産作物

コメ生産額比率

・伝統的な農業形態を残
していた1960年，東北のコ
メ依存率は高かった。

・しかしそれは東北に限っ
たことではなく，日本海側
に共通の特徴。

・しかし，高度経済成長期を
通じて，コメ生産額の比率を
保ち続けたのは，東北の4県
と北陸。

・青森，福島では比率を大幅
に低下させた。 … 果樹や工
芸作物を増やしたため。

・1980年には岩手も大幅低
下となった。 … その要因は？

米価の推移（その2）

・しかし1975頃からは，食管
会計の逼迫により，米価の
伸び率は縮小へ
・価格据え置きの年も。

⇒ コメへの信頼揺らぐ
・折しも，転作政策が強化
⇒各地でコメ以外への本
格的な転作が模索される

・1974，オイルショックによる
物価高騰⇒政府買い上げ
米価も連動して上昇。

・そして1980年代後半から
ついに下落へ



3

「食管法」廃止後の米価

イネ品種の変遷

・多様な品種構成
・危険分散のため，
早生，中生，晩生の
組み合わせ

… 耐冷品種から食味品種へ

・1970年の生産調整以後，
高価格の食味品種が重視
される時代へ
⇒宮城・山形でササニシ
キが代表品種に。

・1980年代後半，秋田県が「あき
たこまち」を開発し，人気品種に。
・以後，各県独自のブランド品種
の開発競争へ

・1993大冷害を機に
耐冷性と食味に優れ
た「ひとめぼれ」が
代表品種に。

◎３大輸入作物の自給化。地元加工・消費との連携
①大豆 … 大崎地方，豆腐，納豆との連携
②麦 … 地元製粉との連携
③飼料作物 … 畜産地帯（阿武隈，北上etc.）

家畜飼料の地域自給率の向上

転作作物と地域農業の変化

②雑穀 … 二戸地方で先行。最後まで残った雑穀主産地。「貧困」から「健康食品」へ
の評価・イメージの変化を利用して，地域ブランド作物に。
・2000年代，花巻が一気に日本一の産地に。
・1999設立「プロ農夢花巻」の販売戦略。

eg: 会津地方 …「桧枝岐そば」の伝統，「山都そば」の成功を手本に，90年頃
から各地で取り組み。猿楽そば（戦後開畑地，1圃場として「日本一」を標榜，大内宿と

連携），1991「会津そばトピア」，猪苗代そば（2000年頃からの新興産地）

１．大面積の転作が可能な粗放型転作

◎雑穀のイメージ転換
①そば … 生産・加工・販売，新そばイベント

⇒観光資源，地域ブランド化

福島県の転作作物面積率（1986）

転作作物の地域性

・阿武隈山地：飼料
作物
・会津：そば
・福島盆地：果樹
・岩瀬，白河，南郷：
野菜
・他：大豆

⇒既存の農畜産業
の特性を反映

・コメと違い，売り先，
利用先の確保必要

・既存の生産技術や
機械・設備の利用
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・既存産地拡大型 …岩瀬きゅうり，白河トマト，
南郷トマト，仙台いちご etc.

・新産地型 … 霊山いちご，寒河江バラ，北会津
トルコギキョウ，安代りんどう etc.

集約的転作

２．「産地形成」型の集約的転作

・1980年代後半の転作補助で，市内高屋地区
に，バラの大型ハウスを建設。その後も各種補
助を利用して増設。

・施設は有志農家の生産組合の所有で，組合
員農家へ貸付。環境自動制御付き施設。

・バラは本来，熟練技術を要するが，近くにある
園芸試験場の支援で，ロックウール栽培を導入
し，作業もマニュアル化して大規模生産を実現。

・付近はサクランボ産地でもあり，園芸に馴染み
ある地区だったことも，急拡大できた要因。

・地元での知名度・販路拡大のため，ホテル・旅
館とタイアップした「バラ風呂」をＰＲ中。

日本一のバラ産地・寒河江

新興産地の形成

・園芸農業が未発達

だった東北でも1980年
代以降，ようやく 新た

な産地が増加

※新興産地 … 安代リンドウ，寒河江バラ，霊
山イチゴ，会津アスパラ，田子ニンニク etc.

⇒東北農政局，野菜指定産地ページ

複合経営複合経営複合経営複合経営

農家率農家率農家率農家率→

（1980 農業センサス）

単一複合経営農家率80

← 稲作単一稲作単一稲作単一稲作単一

経営経営経営経営農家率農家率農家率農家率

※農業センサスの「単一経営農家」とは，

農業販 売額1位部門の販売額が80％
以上を占める農 家。「複合経営農家」と

は同60％未満の農家。

・次のスライドとあわせて分布

地域の特徴を読み取ってみよ

・落葉果樹地帯落葉果樹地帯落葉果樹地帯落葉果樹地帯…

・養蚕地帯養蚕地帯養蚕地帯養蚕地帯 …

・工芸作物地帯工芸作物地帯工芸作物地帯工芸作物地帯…

・畜産畜産畜産畜産・・・・高原野菜地帯高原野菜地帯高原野菜地帯高原野菜地帯…

・砂丘農業地帯砂丘農業地帯砂丘農業地帯砂丘農業地帯 …

・都市近郊蔬菜地帯都市近郊蔬菜地帯都市近郊蔬菜地帯都市近郊蔬菜地帯

・稲作不利地域稲作不利地域稲作不利地域稲作不利地域でででで多様な部門多様な部門多様な部門多様な部門

に活路活路活路活路を求めてきたことが分か

るでしょう。

1980年の農業地域分化年の農業地域分化年の農業地域分化年の農業地域分化

東北の主な農業種目 農業生産所得統計（2003）により算出。市町村別。

・青森 … 津軽の果樹，南部の野菜に分化。
・岩手 … 稲作稲作稲作稲作は北上川流域のみ。北上山地は畜産，複合農業
・養蚕地帯だった福島・山形の盆地⇒果樹地帯に
・阿武隈山地 … 複合経営，畜産 ・「花」の主産地も。。

・米価値下がり時代にあっても，稲作稲作稲作稲作はなおも東北の主作物。

稲作稲作稲作稲作
不利
地域

⇒自然条件の違いに対応した農業地域は，内容を変化させながら継承
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