
市町村名 区域名 農業地域類型区分 特徴
担い手の

多寡

鹿角市 花輪 平地・中間農業地帯 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 適

尾去沢 平地・中間農業地帯 水田地帯、畑地帯 少ない

八幡平 平地・中間農業地帯 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 適

十和田 平地・中間農業地帯 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 適

十和田開拓
（熊取平、戸
倉、田代平、
大清水、大
平）

平地・中間農業地帯 畑地帯、牧草地帯 少ない

小坂町 七滝地区 平地農業地帯 水田地帯、畑地帯 適

小坂地区 平地農業地帯 水田地帯、畑地帯 適

野口地区 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯 少ない

濁川地区 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯 適

余路米地区 山間農業地帯 水田地帯 少ない

砂子沢地区 山間農業地帯 水田地帯 少ない

上向地区 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 少ない

十和田湖地区 山間地帯 水田地帯、畑地帯 少ない

大館市 大館地区 平地・中間・山間農業地域 水田・果樹地帯 適

北秋田市 栄 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

西部 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

綴子 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

七日市 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

沢口 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

鷹巣 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

合川北 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

合川東 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

合川西 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

農地中間管理事業における公募区域

公募期間　平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
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北秋田市 合川南 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 やや少ない

米内沢 山間農業地域 水田地帯、畑地帯 やや少ない

前田 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯 少ない

阿仁 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 少ない

上小阿仁村 仏社 中山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など やや多

堂川 中山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

杉花 中山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 少ない

小沢田 中山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 少ない

福舘 中山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

五反沢 中山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など やや多

沖田面 中山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 少ない

大林 中山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など やや多

南沢 中山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 少ない

能代市 榊 都市農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

東雲・米代 都市・平地農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

扇渕 都市農業地帯 水田地帯など 適

檜山 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 不足

鶴形 平地農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

浅内 平地農業地帯 水田地帯、畑地帯、果樹地帯など 適

常盤 中間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

天神 中間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

荷上場 中間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

二ツ井・種梅 都市・中間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

仁鮒・濁川 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 不足
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能代市 田代 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

切石 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

富根 平地農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

藤里町 藤琴 山間農業地帯 耕地の大半を水田が占める地域 適

藤琴中通 山間農業地帯 耕地の大半を水田が占める地域 適

藤琴北部 山間農業地帯 耕地の大半を水田が占める地域 少ない

粕毛 山間農業地帯 耕地の大半を水田が占める地域 適

米田 山間農業地帯 耕地の大半を水田が占める地域 適

大沢 山間農業地帯 耕地の大半を水田が占める地域 適

矢坂 山間農業地帯 耕地の大半を水田が占める地域 適

三種町 鵜川 平地農業地域 水田地帯など 適

浜口 平地農業地域 水田地帯、畑地帯など 適

金岡 平地農業地域 水田地帯など 適

森岳 平地農業地域 水田地帯、一部果樹地帯など 少ない

下岩川 中間・山間農業地帯 水田地帯など 少ない

鯉川 平地・中間農業地域 水田地帯、一部果樹地帯など 少ない

鹿渡 平地農業地域 水田地帯など 適

上岩川 中間・山間農業地帯 水田地帯、一部果樹地帯など 少ない

八峰町
(旧八森町)

八森 平地・中間・山間農業地帯 水田地帯、畑地帯
担い手はいる
が十分でない

八峰町
(旧峰浜村)

目名潟 平地・中間農業地帯 水田地帯、畑地帯
担い手はいる
が十分でない

水沢・高野々 平地・中間・山間農業地帯 水田地帯、畑地帯、果樹地帯
担い手は十分
確保されてい

る

田中・沼田 平地・中間農業地帯 水田地帯、畑地帯、果樹地帯
担い手はいる
が十分でない

塙 平地・中間・山間農業地帯 水田地帯、畑地帯
担い手は十分
確保されてい

る

石川・内荒
巻・小手萩

平地・中間・山間農業地帯 水田地帯、畑地帯
担い手は十分
確保されてい

る
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秋田市 追分地域
【平地農業地域】
・下新城地区、金足地区

水田地帯 適

北部地域

【都市的地域】
・飯島地区、外旭川地区、
寺内地区
【山間農業地域】
・上新城地区

水田地帯 適

東部地域

【都市的地域】
・広山田地区、下北手地区
【山間農業地域】
・旭川地区、太平地区

水田地帯 適

南部地域

【都市的地域】
・牛島・川尻地区、四ツ小
屋地区、仁井田地区
【中間農業地域】
・上北手地区

水田地帯 適

西部地域

【平地農業地域】
・豊岩地区
【中間農業地域】
・下浜地区、新屋・浜田地
区

水田地帯 適

雄和地域
【中間農業地域】
・旧雄和町
※一部、平地農業地域

水田地帯 適

河辺地域
【山間農業地域】
・旧河辺町
※一部、中間農業地域

水田地帯 適

男鹿市 船川地区 平地・中山間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

男鹿中地区 平地・中山間農業地域 水田地帯、畑地帯 やや少ない

北浦地区 平地・中山間農業地域 水田地帯、畑地帯 やや少ない

脇本地区 平地農業地域 水田地帯 やや少ない

五里合地区 平地・中間農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 やや少ない

船越地区 平地農業地域 水田地帯 やや少ない

払戸・福川地
区

平地農業地域 水田地帯 適

角間崎～福米
沢地区

平地・中間農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 適

野石地区 平地・中間農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 適

潟上市
塩口／天王地
域

平地農業地域 水田地帯 適
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潟上市

天王・一向・
ハラヘ・曲
町・御休下／
天王地域

平地農業地域 水田地帯 適

渋谷／天王地
域

〃 〃 少ない

中羽立／天王
地域

〃 〃 適

羽立／天王地
域

〃 〃 適

児玉／天王地
域

〃 水田地帯・畑地帯 適

江川／天王地
域

〃 〃 適

大崎／天王地
域

〃 水田地帯・果樹地帯 少ない

二田・鶴沼
台・蒲沼／天
王地域

平地農業地域 水田地帯・畑地帯 やや多

下出戸・出戸
新町／天王地
域

〃 水田地帯・畑地帯・果樹地帯 少ない

上出戸・三軒
屋／天王地域

〃 水田地帯・畑地帯 適

細谷／天王地
域

〃 水田地帯・畑地帯・果樹地帯 適

大久保／昭和
地域

〃 水田地帯・畑地帯・果樹地帯 適

乱橋・八丁目
／昭和地域

〃 水田地帯 適

豊川／昭和地
域

平地・中山間農業地帯 水田地帯・畑地帯・果樹地帯 適

飯田川地域全
体

平地・中山間農業地帯 水田地帯・畑地帯・果樹地帯 適

五城目町
五城目・馬川
地区

都市・平地農業地域 水田地帯、畑地帯など やや少

馬場目地区 中間・山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 適

富津内地区 中間・山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など やや少

内川地区 中間・山間農業地帯 水田地帯、畑地帯など 少ない

大川地区 平地農業地域 水田地帯、畑地帯など 適

森山地区 平地農業地域 水田地帯、畑地帯など やや少
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八郎潟町 一日市 平地農業地域 水田地帯、畑地帯 適

面潟
(夜叉袋、小
池、川崎地
区)

平地農業地域 水田地帯、畑地帯 適

高岡
(真坂、浦大
町地区）

平地農業地域 水田地帯、畑地帯 適

井川町

東部地区（大
字で井内、大
麦、寺沢、葹
田、赤沢、八
田大倉、保野
子、宇治木、
黒坪）

平地・中間・山間農業地帯 水田地帯 少ない

西部地区（大
字で今戸、浜
井川、北川
尻、小竹花、
坂本）

平地農業地域
（一部中山間有）

水田地帯 適

大潟村 全域 平地 水田地帯、畑地帯 多

由利本荘市 由利本荘市
都市・平地・中間・山間農
業地域

水田地帯、畑地帯 適

にかほ市 釜ヶ台地区 中間農業地域 水田地帯・大豆栽培など 少ない

小出地区 中間農業地域 水田地帯・大豆栽培など 適

平沢・院内
地区

中間農業地域 水田地帯・大豆栽培など 少ない

金浦地区 平地農業地域 水田地帯・ネギ栽培など 適

象潟元町
地区

都市的農業地域 水田地帯、そば栽培など 少ない

上郷地区 中間農業地域 水田地帯、そば栽培など 適

上浜地区 中間農業地域 水田地帯、そば栽培など 少ない

大仙市 大仙市 中山間農業地域 水田地帯 やや多

仙北市 田沢 中山間農業地帯
殆どが水田地帯
一部ソバ、長芋

適

生保内 平地･中山間農業地帯
殆どが水田地帯
一部ソバ

適

刺巻 中山間農業地帯 水田地帯 適

潟 中山間農業地帯 水田地帯 少ない
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仙北市 小松 平地農業地帯 水田地帯 適

角館東前郷 平地農業地帯 水田地帯 適

岡崎 平地･中山間農業地帯 水田地帯 適

神代 平地農業地帯 水田地帯 適

梅沢 中間農業地帯 水田地帯 適

卒田 平地、中山間農業地帯 水田地帯 適

角館町 都市、平地農業地帯 水田地帯 適

小勝田 都市、平地農業地帯
水田地帯
畑地帯(園芸作物)

適

川原 平地、中間農業地帯 水田地帯 適

雲然 平地農業地帯
水田地帯
一部大豆

適

下延 平地、中間農業地帯 水田地帯 適

白岩 平地、中間農業地帯 水田地帯 適

広久内 平地、中間農業地帯
殆どが水田地帯
一部大豆

適

薗田 平地農業地帯
殆どが水田地帯
集落営農組織で小麦の作付もある

適

西長野 中山間農業地帯 水田地帯 適

八割 中山間農業地帯 水田地帯 少ない

山谷川崎 中山間農業地帯
殆どが水田地帯
一部ソバ

適

上桧木内 中山間農業地帯
殆どが水田地帯
一部ソバ、ホウレンソウ(ハウス)

少ない

桧木内 中山間農業地帯
殆どが水田地帯
ソバの作付も目立つ

少ない

西明寺 中山間農業地帯
殆どが水田地帯
一部ソバ、ホウレンソウ(ハウス)

適

小山田 中山間農業地帯 水田地帯 適

門屋 平地農業地帯 水田地帯 適

上荒井 平地農業地帯 水田地帯 適

小渕野 平地農業地帯 水田地帯 適
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仙北市 西荒井 平地農業地帯 水田地帯 少ない

美郷町 美郷 平地・中山間農業地域 水田地帯、果樹地帯 適

横手市 横手 平地・中間農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯など 適

増田 平地・中間・山間農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯など 適

平鹿 平地農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯など やや多い

雄物川 平地・中間農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯など やや多い

大森 平地・中間農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯など 適

十文字 平地農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯など やや多い

山内 山間農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯など 少ない

大雄 平地農業地域 水田地帯、畑地帯など やや多い

湯沢市 湯沢地区 都市的地域 水田地帯、畑地帯 少ない

山田地区 平地農業地域 水田地帯、畑地帯 適

三関地区 中間農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 適

岩崎・弁天・
幡野地区

平地農業地域 水田地帯、畑地帯 適

須川・高松地
区

山間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

稲庭地区 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

三梨地区 平地農業地域 水田地帯、畑地帯 適

川連地区 平地農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

駒形地区 平地農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 適

小野地区 中間農業地域 水田地帯、畑地帯 適

横堀地区 平地農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない

秋ノ宮地区 山間農業地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 適

院内地区 山間農業地域 水田地帯、畑地帯 適

皆瀬地区 山間農業地域 水田地帯、畑地帯 少ない
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羽後町 羽後町 平地・中間・山間農業地帯 水田地帯 適

東成瀬村 滝ノ沢 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 少ない

下田 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯、花卉地帯 少ない

田子内 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯 適

平良 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯 少ない

肴沢蛭川 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯 少ない

岩井川 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯 やや多

入道 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯 少ない

手倉 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯 少ない

椿台 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯、畜産地帯 少ない

五里台 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯 少ない

谷地以南 山間農業地帯 水田地帯、畑地帯 少ない
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