
産業振興の取り組み

○森林資源の循環利用と森林林業の再生

○ぶどう生産とワインを核とした産業振興

○スマート農業の推進

○恵まれた交通網を生かした産業・流通業務団地
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森林資源の循環利用と森林林業の再生①

●市有林を中核として、民有林も含めた共同による森林経営計画を推進し、意
欲と能力のある林業経営体の育成を図る

森林資源の
循環サイクル

ステップ①
市内全域に保有する市有林
1,409haを15区域に分け、森林
経営計画（区域計画30ha以
上）を策定
ステップ②
小規模な民有林と市が共同計画を
策定し、計画的な森林整備を推進 ・森林経営計画（区域計画）による計画的

な森林整備及び民有林との連携

・木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電等への松くい虫被害木の資
源活用

・市有林経営ビジョンに基づいた計画的な森
林整備による市内への経済効果と雇用創出

市有林の面積 1,409ha
ス ギ 385ha(27％）

アカマツ 620ha(44％）
カラマツ 79ha( ６％）
広葉樹・その他 325ha(23%）



・森林保全に必要な産地災害の防災、応急対策

・森林資源の循環利用と地域林業の推進
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民有林の内、人工林の約５０％が主伐期を超えている現状の中で森林所有者の不在村化、高齢化が進み、計画
的に森林施業を行うための森林経営計画の策定率が１６．８％と低迷しており、今後、森林経営の意欲低下がさ
らに進み林業経営の継続が危惧される。花巻市内の森林の適切な管理を図っていくためには、次の方策を講じる
必要がある。なお、財源として森林環境譲与税を活用する。

～林地台帳と併せた森林情報の一元管理～
・森林資源情報の把握・解析、林地台帳の運用
・ＩＣＴ機器等導入支援

スマート林業の構築

～集約化と森林整備の推進～
・森林経営の推進と集約化の促進
・路網整備及び森林整備支援

森林経営の推進

・森林施業プランナーの育成支援
・林業労働者の技術向上等の支援

人材の確保育成

・里山整備等活動支援

里山整備の促進

森林資源の適切な管理を推進することで、災害防止
や水源涵養などの森林の多面的機能の十分な発揮や
林業・木材産業の成長産業化に向けた持続的な林業
経営を実現する。

森林資源の循環利用と森林林業の再生②

木材活用の推進

森林の保全



ぶどう生産者への支援

ぶどう生産とワインを核とした産業振興①

新規就農者支援制度

ぶどう栽培技術指導や初期費用補助

空き家バンク制度

移住者・新規就農者等への空き家
の紹介・諸費用補助

労働力支援（大迫）

ボランティア組織「ぶどうつくり隊」の運営

ぶどうトライアルステイ「かんたはうす」の
開所

環境整備（規制緩和）

クラフトワイン・シードル特区

ぶどう栽培技術指導や初期費用補
助最低製造数量基準の引き下げ等

（年間６㎘⇒果実酒２㎘、リキュー
ル１㎘、農家レストラン等で提供の場
合は適用除外）

農地の流動化

●ぶどう生産の担い手確保

→2019年に特区制度を活用した
初のワイナリー完成

（社会福祉法人悠和会）
2021年に2つ目のワイナリー完成
（大迫佐藤葡萄園）

●花巻産ぶどう、ワインのブラ
ンド化、産地化
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醸造志向者への支援

ワイナリー整備等事業補助金

新規ワイナリー設立や設立後の施
設整備、醸造設備の導入、果実
酒の販路開拓に要する費用補助

醸造技術習得支援事業補助金

ワイナリーが醸造志向者を研修生として
受け入れる場合の経費に対する補助

花巻産ワインのＰＲ

日本ワインフェスティバル花巻大迫の開催
※2021年は開催中止

岩手のワイン発祥地大迫から、「ワイ
ン産地岩手」を全国に発信。北海道
～関東・甲信越の41ワイナリー196
種のワインを楽しむ。
・2019年5月25日・26日開催

ワインツーリズムいわての開催
2020年は開催中止

当日限定のワイナリー等を巡るバスを用
意。参加者は自由に乗下車し、見たい・
行きたいワイナリー等を自由に巡ることが
できるイベントを開催。

・2019年8月31日(土)、9月1日(日)

農地取得最小面積
＜50ａ⇒10ａ＞
空き家バンク登録物件付随農地
取得最小面積＜10ａ⇒1ａ＞

（2019.4.1から）

就農しやすい環境整備



■ワインと共に

○大迫地域は、県内有数のぶどう産地であ
り、そのぶどうを原料として50年以上前から
ワインが製造されている

○株式会社エーデルワイン（第三セクター）
は、国際ワインコンクールで最高賞を受賞
するなど、国内外で高く評価されている

○近年４つの小規模ワイナリーが誕生
・2015年：高橋葡萄園
・2016年：合同会社亀ヶ森醸造所
・2019年：社会福祉法人悠和会※
・2021年：大迫佐藤葡萄園※

（※ｸﾗﾌﾄﾜｲﾝ・ｼｰﾄﾞﾙ特区活用）

【2019年の開催概要】
・ 期日 2019年５月25日・26日
・ 会場 大迫町中心市街地内
・ 内容 県内10、北海道１、東北８、

関東３、甲信越19の合計41
ワイナリーが集結

ぶどう生産とワインを核とした産業振興②

■日本ワインフェスティバル花巻・大迫を開催【2021年は開催中止】

・大迫を中心とする岩手県がワインの産
地だということを大迫から発信したい。
・大迫のまちなかの商店街で日本ワイ
ンのイベントを開催することでまちなかの
活性化に結びつけたい。

日本ワインフェスティバル花巻・大迫を
開催（2019年来場者 約6,000人）

※2018年来場者 約5,000人

▼ ソムリエ世界一の田崎真也さんによ
るトークショーを開催（５月26日）

▲晴天に恵まれ大いに盛り上がった
「日本ワインフェスティバル花巻
大迫2019」
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岩手のワイナリー・酒蔵 1７社参加
【花巻市内】

エーデルワイン 、高橋葡萄園 、亀ヶ森醸造所、アールペイザンワイナリー
【各会場出店ワイナリー】

MKファームこぶし（花巻市）、大迫佐藤葡萄園（花巻市）、もんのすけ
農園（花巻市）、神田葡萄園（陸前高田市）、平泉ワイナリー （平泉

町）、
ソーシャルファーム＆ワイナリー（遠野市）、のだむら涼海の丘ワイナ
リー（野田村）、喜久盛酒造（北上市）

【紫波町内】

自園自醸ワイン紫波 、吾妻嶺酒造店 、月の輪酒造店、廣田酒造店 、
高橋酒造店
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■ワインツーリズムいわて２０１９を開催
○ワイン産地としての認知度向上とワインをきっかけと
した交流人口の増加を図るため、ワイン産地としての
風土や文化などのさまざまな地域資源がもつ魅力を
感じてもらう「ワインツーリズムいわて２０１9」を８月
３１日、９月１日の２日間で開催。

○ワインツーリズムの取り組みは、山形県上山市・南
陽市に続き、東北では２番目の開催となっている。

※2020年度は開催中止

※ワインツーリズムは一般社団法人
ワインツーリズムの商標登録です。

県内外から2日間で延べ360名が参加し、ワインを楽しみながら産地の魅力を満喫

ぶどう生産とワインを核とした産業振興③



●市内平坦部を中心に東北で初めてRTK-GPS地上基地局を設置し、営農者が求める誤差±2
ｃｍ程度の高精度位置測位情報環境を無償で提供

●高価で導入が進まなかったRTK-GPSガイダンスおよび自動操舵システムの購入に対し、2017年
度より市単独事業にて購入費を補助

●2019年度より農業用ドローン本体、2020年度よりロボット草刈機の導入について補助開始

GPS基地局の分布図

スマート農業の推進①

※市が設置した基地局を利用しGPS自動操舵システムを導入している市内の経営体

・2016 2件

・2017 7件

・2018 8件

・2019                                    10件

・2020                                   13件

・2021                                 13件 8月末現在

市単独事業の状況

基地局

（※数字は累計）
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補助内容 補助対象者 補助率等

① ＧＰＳガイダンス
② 農業用自動操舵システム一式
③ 農業用ドローン本体
④ ロボット草刈機

①認定農業者
②認定農業者等で組織する団体
③集落営農組織
④地域農業マスタープランの中心
経営体（位置づけられることが
確実な者を含む）

補助率：3/10
（上限：100万円）

農業用ドローンの教習費用
補助率：１/2

（上限：10万円）



スマート農業の推進②

●スマート農業技術の導入前に情報収集や実用性・収益性を検討する必要が
あることから、花巻市農業振興対策本部が主体となり、実証実験を実施

●外部講師等を招いて最新技術や今後のスマート農業技術の見通し等を紹介
し、普及啓発を図るため研修会を開催

実証実験の内容

RTK-GPS自動操
舵による大豆施肥・
播種の高精度化

食味収量コンバイン
による食味・収量の
迅速把握

スマート農業で期待される効果

✓ 労働力不足の大幅改善

✓ 生産の効率化

✓ 農産物の品質向上・収量増

✓ 作業精度・作業能率の向上

✓ 農業従事者の業務内容の転換

✓ 農業の魅力アップ

✓ プロ農家の技術の継承
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いわて花巻空港

※新型コロナウイルス
の影響により一部減
便及び運休

札幌 55分(3便/日)

大阪 80分(4便/日)

神戸 90分(1便/日) 2021.3.28～

名古屋 70分(4便/日)

福岡 115分(1便/日)

台湾 3時間20分(2便/週)

上海 2時間55分(2便/週)

新花巻
（最短）

東京 2時間31分

福島 1時間25分

仙台 57分

秋田 1時間25分

新青森 1時間14分

花巻

川口 5時間

福島 2時間30分

仙台 1時間30分

秋田 1時間40分

青森 2時間20分

釜石港 花巻市から東北横断自動車道・国道283号で93㎞
（2019年3月9日に花巻～釜石全線開通）
2018年度の取扱量は約215.5万トン
主な取扱貨物は鉄鋼・石炭など

大船渡港 花巻市から東北横断自動車道・国道107号で81㎞
2018年度の取扱量は約252.7万トン
主な取扱貨物はセメントなど

恵まれた交通網を生かした立地環境の整備①
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秋田自動車道

大阪
神戸

80～90分
70分115分

55分

北上
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①産業用地の確保

（短期的な対策）

・2020年度、二枚橋地区に約2.7haの産業

用地を整備し、分譲

・民間事業者が北側約4haの拡張を検討中

恵まれた交通網を生かした立地環境の整備②

【主な産業団地】

花巻流通業務団地

花巻第一工業団地
テクノパーク

花巻第二工業団地

新産業団地候補地
（花南地区）

約4ha
（検討中）

分譲済 開発主体 花巻市

開発面積 4.4ha

分譲面積 2.75ha

相手方 大和ハウス工業㈱

（参考）



恵まれた交通網を生かした立地環境の整備

②新産業団地開発の調査

（中長期的な対策）

・産業団地整備の候補地選定のため
花南地区において、基本設計及び測量調査等実施

・需要に応じ、南寺林地区等の土地利用計画を検討

【主な産業団地】

花巻第二工業団地

花巻流通業務団地

新産業団地候補地
（花南地区）

新産業団地候補地
（南寺林地区）

花巻第一工業団地
テクノパーク

産業団地候補地
（検討中・要農振除外）

花巻IC

花巻空港駅

花巻第一工業団地

南寺林地区 57

富士大学

花巻
ＰＡ

産業団地候補地
（33.6ha・調査中）

市道山の神諏訪線
全長1.9㎞（事業中）

県道花巻和賀線

産業団地候補地
（検討中・要農振除外）

花南地区

二枚橋産業団地
（2.7ha・分譲済）
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