
（別表）募集区域

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

盛岡市 市内の全区域 都市的地域 稲作 果樹 野菜 肉用牛 酪農 ２

宮古市 市内の全区域 都市的地域 稲作 野菜 肉用牛 工芸 果樹 １

大船渡市 市内の全区域 山間地域 稲作 花卉・花木 酪農 畑作 野菜 １

花巻市 市内の全区域 中間地域 稲作 果樹 野菜 肉用牛 花卉・花木 ３

北上市 市内の全区域 平地地域 稲作 野菜 果樹 肉用牛 花卉・花木 ３

久慈市 市内の全区域 山間地域 野菜 稲作 肉用牛 酪農 畑作 １

遠野市 市内の全区域 山間地域 稲作 肉用牛 野菜 酪農 工芸 １

一関市 市内の全区域 中間地域 稲作 肉用牛 野菜 花卉・花木 果樹 ２

陸前高田市 市内の全区域 山間地域 稲作 果樹 野菜 畑作 花卉・花木 ２

釜石市 市内の全区域 都市的地域 稲作 野菜 肉用牛 果樹 花卉・花木 １

二戸市 市内の全区域 中間地域 稲作 工芸 野菜 果樹 畑作 ２

八幡平市 市内の全区域 中間地域 稲作 野菜 花卉・花木 肉用牛 酪農 ３

奥州市 市内の全区域 中間地域 稲作 肉用牛 野菜 果樹 花卉・花木 ３

滝沢市 市内の全区域 中間地域 稲作 酪農 野菜 肉用牛 果樹 ２

雫石町 町内の全区域 中間地域 稲作 肉用牛 野菜 花卉・花木 酪農 ４

葛巻町 町内の全区域 山間地域 酪農 肉用牛 野菜 稲作 畑作 ３

岩手町 町内の全区域 中間地域 稲作 野菜 工芸 肉用牛 酪農 ３

紫波町 町内の全区域 中間地域 稲作 果樹 野菜 肉用牛 花卉・花木 ４

矢巾町 町内の全区域 平地地域 稲作 野菜 果樹 肉用牛 花卉・花木 ３

西和賀町 町内の全区域 山間地域 稲作 花卉・花木 肉用牛 酪農 野菜 ２

金ケ崎町 町内の全区域 平地地域 稲作 野菜 酪農 肉用牛 果樹 ３

平泉町 町内の全区域 平地地域 稲作 肉用牛 野菜 果樹 花卉・花木 ２

住田町 町内の全区域 山間地域 稲作 野菜 養鶏 工芸 肉用牛 ２

大槌町 町内の全区域 山間地域 稲作 野菜 肉用牛 酪農 果樹 １

山田町 町内の全区域 山間地域 稲作 野菜 花卉・花木 肉用牛 果樹 ２

岩泉町 町内の全区域 山間地域 肉用牛 稲作 酪農 野菜 畑作 ２

田野畑村 村内の全区域 山間地域 野菜 肉用牛 酪農 稲作 果樹 ２

普代村 村内の全区域 山間地域 野菜 稲作 畑作 花卉・花木 酪農 ２

軽米町 町内の全区域 中間地域 稲作 工芸 野菜 肉用牛 果樹 ２

野田村 村内の全区域 山間地域 野菜 稲作 果樹 畑作 花卉・花木 ２

九戸村 村内の全区域 中間地域 稲作 野菜 工芸 花卉・花木 養鶏 ４

洋野町 町内の全区域 中間地域 稲作 野菜 肉用牛 酪農 養鶏 １

一戸町 町内の全区域 中間地域 稲作 野菜 工芸 酪農 果樹 ２

（注３) 担い手の状況は、市町村単位の「担い手への農地集積率(H24）」を活用して４段階で区分
　　　　「１」：25％未満　「２」：25％以上50％未満　「３」：50％以上75％未満　「４」：75％以上

（注１）農業地域類型は、2006年農水省公表による。

（注２）主な作付（飼養）作目は、農家毎の第１位販売作目の農家割合が高い順に上位５位までを記載（2010センサス販売農家の経営類
　　　　型調査結果）
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