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※（　）の数字は取組数

重点項目（8項目）

 ①重点振興作物の競争力の強化 生産者の確保と作付推進（2）

研修制度の充実 (2)

 ③園芸を経営の柱とする農業者の育成 新規就農者等の確保対策 (2)

 ②新規作物等の栽培実証と販路の構築 品目等の選定及び栽培実証 (2)
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アクションプラン
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 ⑧施設を活用した食育の場の提供 園芸農業の魅力発信 (4)

テストマーケティングの実施支援 (1)

情報の共有化 (1)

農産物加工取組者の拡大 (1)

生産・供給体制の整備 (3)
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目的

栽培技術対策 (2)

価格安定化対策 (1)

販売戦略 (1)

生産・供給計画に基づく種苗生産の実施 (2)

加工用園芸作物の生産振興 (1)

就農に向けた営農基盤の支援 (2)

就農後のフォロー (3)

作付の誘導 (2)

 ⑥販売拡大の支援強化 販路拡大の支援 (1)

 ⑤苗供給の拡大 地域種苗支援センターの管理 (1)

作付拡大支援 (1) ④園芸導入による経営拡大と
　　　　　　　　　レベルアップのサポート

経営技術対策 (5)

農業労働力確保対策 (2)

 ⑦園芸振興拠点センターの活用と
　　　　　　　　　　　　６次産業の活性化
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現状値（R2） 目標値（R6）

出荷量 4,364.2トン 5,500.0トン

販売額 1,212,188千円 1,100,000千円

出荷量 250.5トン 360.0トン

販売額 84,737千円 108,000千円

出荷量 284.7トン 350.0トン

販売額 199,644千円 210,000千円

出荷量 64.0トン 60.0トン

販売額 79,237千円 72,000千円

出荷量 421.6トン 430.0トン

販売額 134,159千円 135,450千円

出荷量 943.8トン 1,197.0トン

販売額 336,854千円 359,100千円

出荷量 242.7トン 270.0トン

販売額 190,462千円 205,000千円

出荷量 7,864,627本 8,232,500本

販売額 596,671千円 625,670千円

2 新規作物等の栽培実証と販路の構築

3 園芸を経営の柱とする農業者の育成

現状値（R2） 目標値（R6）

2,663㎏ 3,600㎏

1,802㎏ 2,000㎏

319㎏ 350㎏

316㎏ 330㎏

7,807㎏ 8,600㎏

7,311㎏ 9,000㎏

1,697㎏ 1,850㎏

18,162本 18,500本

5 苗供給の拡大

6 販売拡大の支援強化

127件 170件

38.9% 40.0%

8 施設を活用した食育の場の提供

　ほうれん草

　ねぎ

　枝豆

　アスパラガス

　トマト

　きゅうり

農業体験の受入れ 年間20件以上

園芸振興拠点センター圃場での栽培実証　年10品種以上と選定品目または品種の普及開始

年5人の新規就農者の輩出と5年後の就農定着率100％

品目名

　スイカ

重点振興作物の10ａ当たり収量

６次産業化支援施設の利用件数

農産物加工品販売額県内シェア※現状値は、農村女性による起業活動実態調査（県農業経済課）より

　アスパラガス

　トマト

　きゅうり

　ねぎ

　枝豆

市とJAの連携によるネットワークの充実・連携事業の回数　年5回

7

　よこて農業創生大学事業 第２期アクションプラン　成果指標・成果目標

成果指標・成果目標

　ほうれん草

　花き

園芸品目の種苗供給数　　【R2】65.5万本 ⇒ 【R6】100万本

　スイカ

　花き

品目名

4 園芸導入による経営拡大とレベルアップのサポート

1 重点振興作物の競争力の強化

重点項目名

園芸振興拠点センターの活用と６次産業の活性化

重点振興作物の出荷量及び販売額
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　１．重点振興作物の競争力の強化

園芸で自立できる経営体の育成に向けて、生産者・需要者の声を聞くとともに、重点振興作物8品目の
作付面積、販売額等の現状を分析する。（取組内容は下記のとおり）
　・市場との意見交換会の開催
　・管内若手農家と先進農家との意見交換会の開催
　・作付面積、販売額等の現状分析

・新規作付者や法人組織等の獲得に向けて、重点振興作物を主体に年２回程度、作付け推進説明会を
開催する。
・園芸振興拠点センターで受け入れする農業技術研修生の専攻作物について、重点振興作物（非農家
出身者については旧戦略４品目スイカ・トマト・きゅうり・アスパラガス）を選択してもらうよう誘導を行う。

・重点振興作物８品目を主体として横手版栽培行動マニュアル（カレンダー）を作成、普及することによ
り、農業者が取り組むためのきっかけをつくる。
・県の経営指標を活用し、横手版栽培マニュアルの充実を図っていく。

・メガ団地やモデル圃場を主体として、定期的に栽培技術研修会を開催する。
・重点振興作物の基本的な栽培方法や新技術を農家に普及拡大させるため、横手市園芸振興拠点セン
ター等にモデル圃場を設置する。

3 価格安定化対策 安定した所得確保につなげていくために、予約相対取引のさらなる拡充を図る。

1 生産者の確保と作付推進

2 栽培技術対策

重点振興作物の現状把握と分析

作付の推進

横手版栽培マニュアルの作成と普及

栽培技術研修会の開催

販売価格の安定化対策

よこて農業創生大学事業 第２期アクションプラン

NO 項　目

方向性

取組名

横手市重点振興作物（スイカ、ねぎ、枝豆、アスパラガス、トマト、きゅうり、ほうれん草、花き）について、生産者が安定した所得を得られ、経営の
柱とすることが出来るよう、作付誘導や栽培技術の向上を中心とした取り組みにより、品質の安定化、収量の向上を図り、競争力を強化する。

内　　容
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　２．新規作物等の栽培実証と販路の構築

方向性

・園芸振興拠点センター等における新規作物・新技術等の栽培実証により、地域適性や市場性の調査・
検証を図る。

中山間地域の環境条件を活用して、適した品目を推進していく。
・中山間地向け品目の推進（年間２回程度）
・新規就農者及び定年帰農者向け品目の推進
（年間２回程度）

園芸振興拠点センター等における実証栽培により、成果が見込める作物に取り組む農業者に対し包括
的な助成を行う。
※概ね３年間程度、サポートチームで支援及び実績検討を行う。

・新規作物等の栽培体系を検討し、実証栽培により適正を確認した段階で栽培マニュアルを作成する。
・農家向けに新規作物等の栽培講習会を定期的に実施し、複合経営の視点も踏まえた普及推進を図
る。

3 販売戦略
・新規作物等の導入及び販路構築を検証するため、全農や市場担当者との意見交換会を開催する。
・少量品目については直売所など市場以外での販路開拓を図る。

2 作付の誘導

よこて農業創生大学事業 第２期アクションプラン

NO 項　目

1 品目等の選定及び栽培実証

内　　容

冬期や端境期の作物、新たな重点作物の候補、加工需要向け作物など、消費者・実需者のニーズに基づく農産物の生産・拡大に向け、作物の
栽培実証及び成果の普及に取り組む。

販路の構築

取組名

地域適性等の検証

中山間地域向け品目の推進

作付支援の実施

栽培マニュアルの作成と普及
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　３．園芸を経営の柱とする農業者の育成

方向性

・首都圏で開催される就農相談会等への出展や市内農業者、農業の後継を希望する者などへのPR活
動により、新たな人材の確保を図る。
・農業系の高校や大学などに通う学生向けに、園芸振興拠点センターにおいてインターンシップなどの
視察研修の受入れを行い、園芸農業の魅力を伝えるとともに、職業としての農業に対する意識付けを図
る。
・農業に関心を持ち、将来市内での就農を検討している方を対象に、農業に関する入門的な体験型研
修（３日間程度の短期研修）を実施する。

新規就農者の確保と定着を図るため、横手市において農業を継続的に営もうとする研修生や新規就農
者に対して、研修中や就農初期の負担を軽減するための支援を行う。

新規に市内での就農を希望する方を対象に農業技術研修を実施する。
・市場等関係者と意見交換や店頭での販売研修の実施
・市内外の先進農業者や先進法人等に出向いての外部研修の実施
・リモートを活用した研修、交流会の実施

・県やＪＡと連携し、講師を確保できる体制の構築を行う。（県普及指導員、ＪＡ営農指導員及びそのＯＢ
による講師の確保）
・園芸振興拠点センターの日常の研修補助のため、農作業などに精通した作業員を確保する。

研修2年目生を中心に、県・市・ＪＡで構成するサポートチームにおいて、就農計画の作成等、就農に向
けた支援を実施する。
特に営農基盤の乏しい就農者には、円滑に営農を始められるよう農地取得や当面の資金計画など、各
農業者に沿ったサポートを実施する。

圃場整備事業が予定されている地区は、園芸団地を組み込むことが事業要件になっていることから、地
域の話し合いに参加しその地区にあった計画策定に向けて支援を実施する。
事業実施済みの団地については、農地利用の最適化も含め計画達成に向けたアフターフォロー体制を
整備する。

研修修了生を中心に、県・市・ＪＡで構成するサポートチームで定期的に訪問し、経営状況等を把握する
とともに、各種相談への対応や技術指導、情報提供を実施する。
特に経営状況が厳しい新規就農者に対しては、個別サポート検討会により、経営改善に向けてよりきめ
細やかなサポートを実施する。

研修修了生のスキルアップを図るため、簿記研修や経営力向上につながる研修会等を開催する。

・研修修了生など地域の若手農業者や女性農業者などの情報交換のため、交流の場を創出する。
・研修修了生が普段から足を運び園芸振興拠点センターで交流できるよう環境整備を行う。
・JA各部会や青年部の会合への積極的な参加呼びかけを行う。

就農後のフォロー4

1 新規就農者等の確保対策

研修制度の充実2

よこて農業創生大学事業 第２期アクションプラン

NO 項　目 内　　容

就農に向けた営農基盤の支援3

営農定着へ向けた支援

レベルアップに向けた研修の実施

仲間づくりの支援

園芸を経営の柱とする農業後継者を育成するため、引き続き農業研修生の受入れを行い、生産・販売・経営の実践的カリキュラムを行うことで、
即戦力となる新規就農者の育成を行う。また、研修修了生などの円滑な就農と地域への定着を推進するため、きめ細やかなサポートを継続す
る。

取組名

新規就農者の掘り起し

新規就農者の環境整備

研修カリキュラムの充実

研修指導体制の整備

就農に向けたサポート

就農団地の支援
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　４．園芸導入による経営拡大とレベルアップのサポート

1 作付拡大支援

・重点振興作物の作付者を対象とした補助事業の活用を推進するほか、助成率の上乗せなど拡充を行
う。
・水田の利活用による複合農業産地づくりを総合的に推進するため、作付の誘導策として産地交付金の
拡充を図る。

園芸作物の収量や品質の高位平準化のため、栽培技術の低い農家への効果的な指導により技術の底
上げを図る。
・ＪＡ部会を通じた研修会・講習会の実施
・JA分析センターなどを活用した土壌診断による施肥の設計管理サポートの実施

専任指導員の資質向上を図るため、下記の取組みを継続的に実施するとともに、農家からの営農相談
に迅速に対応できる体制を構築する。
　・全農及び県主催の講習会への参加
　・部会事業の充実（講習会・現地検討会等の開催）

　・県及び種苗会社との定期交流会の開催
　・園芸振興拠点センターを活用した技術向上

・栽培技術の平準化に向けて「栽培行動マニュアル（カレンダー）」の活用を推進し、指導巡回と終了後
に実績を検証し、改善等の見直しを図る。
・ＪＡ内部でもＧＡＰ指導員の取得に向け研修を受け、管内の農家に普及させていく。

・大学等と連携し、スマート農業技術の情報収集、地域課題の解決に向けた実証を行うとともに、スマー
ト農業に精通した人材を育成し、農家への指導や相談活動を行う。
・スマート農業普及に向けた講演会、講習会等を行う。

2 経営技術対策
・電気柵等の有効な手法への支援を実施し、獣害による被害の減少を図る。
・大学等と連携し、獣除けに有効な成分を含む作物等の実証を行う。

・農家の高齢化や後継者不足、規模拡大等による労働力不足を補うため、農作業の手伝いをしていた
だける方を無料で紹介する職業紹介所の活用を図る。
・園芸振興拠点センターを活用した農作業技術習得研修をメニュー化することで、無料職業紹介所にお
けるマッチング率を高める。

新たに雇用を行う際に被雇用者が安心して農作業に取り組めるよう、労働環境の改善を目的とした施
設整備等に対して支援を行う。
例）衛生設備、休憩施設、広告費、送迎費用など

各種支援事業の実施

栽培技術の向上対策

栽培指導体制の充実

3 農業労働力確保対策

経営技術対策2

農業生産工程管理
（ＧＡＰ）の推進

スマート農業技術の推進

園芸作物における獣害対策

無料職業紹介所の活用

労働環境整備に対する支援

よこて農業創生大学事業 第２期アクションプラン

NO 項　目 内　　容）取組名

方向性
収量向上や品質のレベルアップを目指す生産者を対象に、栽培技術や経営技術等へのサポートを行うとともに、指導体制を充実させる。また、
合わせて労働力確保を始めとする雇用環境の整備を行う。
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　５．苗供給の拡大

1 地域種苗支援センターの管理
H31.11.1～R6.3.31を指定期間として、指定管理者制度を導入している。地域の安定的な種苗供給を担う
べく指定管理を継続し、市においてもフォローアップを行っていく。

重点振興作物の拡大計画にあわせた種苗供給計画（目標：R6年度）を作成する。（※ＪＡ部会向け、営
農団体・学校給食農家会等向け、地産地消品目向けなどを含む）

広域的な種苗需要動向を把握し、地域種苗支援センターの取組み強化を図る。

・育苗に対して外部指導体制の構築を行う。
・管内育苗農家と育苗に関する情報を共有する。
・育苗の研修等を定期的に実施し、育苗担当の人材育成を強化する。

効率的かつ安定的に育苗管理が実施できるよう、既存施設の定期的なメンテナンスを行う。

種苗供給計画に沿った優良種苗の安定供給を可能とするため、労働力の確保に向けたJAなどの季節
雇用者とのローテーションを行う。

園芸農家の生産効率向上を目指し、ＪＡが管理主体となり地域の種苗農家との連携も図りながら、高位平準化された種苗供給体制を構築し、農
業者への安定した種苗供給を行う。

3 生産・供給体制の整備

よこて農業創生大学事業 第２期アクションプラン

NO 項　目

2 生産・供給計画に基づく種苗生産の実施

内　　容

方向性

施設設備の運用管理の徹底

優良種苗の安定供給のための労働力確保

取組名

地域種苗支援センターの民間運営（指定管理）の
継続

重点振興作物の拡大計画にあわせた種苗供給計
画の作成

広域的な種苗需要動向の把握

安定した種苗供給体制の確立
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　６．販売拡大の支援強化

方向性

・中央卸売市場におけるプロモーション展開による販促と情報収集を行う。
・中央卸売市場におけるトップセールス、市場関係者との情報交換を行う。

・販路拡大支援の推進
　　（展示会、商談会への参加を支援）
・仙台圏、首都圏における販促事業の推進
　　（百貨店、スーパー、商店街等でのフェア開催）
・バイヤーの招聘による商談機会の創出
　　（事業者が希望する取引規模の相手への商品
　　　提案とマッチング）

2 情報の共有化
・生産者、実需者の情報共有化を図り、卸売市場、店頭のニーズを把握した上での商品提案等が出来
る仕組みづくりを行う。
・インターネットを活用した産地生育状況の発信を行う。

1 販路拡大の支援 販路分類による協働取組の推進

情報共有化と産地情報発信

よこて農業創生大学事業 第２期アクションプラン

NO 項　目 内　　容取組名

農産物や加工品の販路構築を希望する出荷団体、生産者を対象に、販路構築の基礎的な情報を収集し、関係機関で共有する。出荷団体や生
産者の意向を踏まえながら、それぞれのネットワークを活用し、販路拡大をサポートする。
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　７．園芸振興拠点センターの活用と６次産業の活性化

1 農産物加工取組者の確保

・農業者（個人・法人）、農業者団体、農業者と連携する食品事業者、農業研修生等を対象として、加工
に関する知識と技術を習得するための研修会等を開催する。
・改正食品衛生法の周知徹底及びサポートの実施。
・６次産業化支援施設を核とした取り組みの推進（営業許可・届出に対応した施設運営）。

2 テストマーケティングの実施支援
・生産者が開発した加工商品の市場適性を確かめるため、首都圏スーパーや県アンテナショップ、各種
イベント等でのテストマーケティング実施を支援する。
・生産者の希望により、よこてfun通信読者による商品モニターを実施する。

3 加工用園芸作物の生産振興 生産機械や加工用資機材への支援を行い、加工用園芸作物の生産拡大を図る。

農産物加工取組者の確保

テストマーケティングの実施支援

加工用園芸作物の生産振興

よこて農業創生大学事業 第２期アクションプラン

NO 項　目 内　　容

方向性
・６次産業化支援施設を核とした加工取組の拡大や加工品の販路拡大支援を行う。
・食品衛生法改正に対応した生産者支援を行う。

取組名
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　８．施設を活用した食育の場の提供

方向性

園芸作目の基礎的な栽培技術向上のため、栽培実証圃場や栽培ガイドブックを活用した市民向けの栽
培講習会を開催する。

フィールドデー等のイベント開催により、横手の園芸作目の魅力を幅広く発信する。

子どもたちの食育の取組等を発信し、農業と共に生きるまちの魅力について理解を深める。

①未就学児の収穫体験
　保育園児向けの野菜の収穫体験等により食育の場を提供する。
　　（市内保育所との連携）

②市内小学生の農作業体験
　小学生向けの野菜収穫体験や６次産業化も含めた情報提供を実施し、農業に興味を持つきっかけづく
りを行う。
　　（教育委員会との連携）

③市内中学生の農作業体験
　園芸振興拠点センターにおいて、職業体験の一環として農作業に取組んでもらうことで、農業を将来の
職業として意識してもらうきっかけづくりを行う。
　　（教育委員会との連携）

 

よこて農業創生大学事業 第２期アクションプラン

1 園芸農業の魅力発信

NO 項　目 内　　容

市民の横手市農業に対する理解を促進するとともに、食事や地場産農産物に関する知識と選択力を身につけるよう、農業体験の機会や情報の
提供を行う。

取組名

野菜栽培講習会の実施

各種イベントの開催

横手市農業の魅力発信

食農体験及び職業体験の受入れ
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