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青森市ってこんなところです青森市ってこんなところです

青森県の中心都市！
県内各地への移動にも便利です

　本州最北端・青森県の中心に位置する青森市は、中核市
にも指定されている県庁所在地で、青森県の行政・経済、
医療・福祉の中心都市としての都市機能が集積しています。
　また、青森空港をはじめ東北新幹線新青森駅、青森港、
東北縦貫自動車道インターチェンジを有する交通の要衝で
あり、陸・海・空の交通結節点として、また、本州と北海
道の玄関口として、高い拠点機能を有しています。

青森市の“ここがポイント”

面　積：824.62㎞2

人　口：276,783人
世帯数：137,599世帯
※人口・世帯数は青森市住民基本台帳（令和３年５月１日時点）

Point1：とにかく豊かな自然
Point2：海、山まで30分、通勤だって30分以内
Point3：日本の火祭り“青森ねぶた祭”
Point4：とにかくラーメン、朝からラーメン
Point5：きれいな水、豊富な食材

ABOUT AOMORI CITY

みんなが気になる 青森の気候
　青森市の年間平均気温は11.6℃と、夏は台風の接近も少なく、過
ごしやすい気候となっています。また、冷涼な気候により、病虫害
の発生も少なく、安全安心な農産物の生産に適しています。
　冬の青森市の積雪量は人口30万人以上の都市としては世界でトッ
プクラスで、国内は札幌市を超えて第１位。毎年５月上旬までの長
期間に渡りウインタースポーツを満喫することができます。

　道府県庁所在地の累計降雪量の比較です。
　データは平成22年から令和元年までの10年間
平均値ですが、青森市が抜きん出て降雪量が多い
です。
　また、最深積雪においても全国１位となってい
ます。

全国の降雪量ランキング

□最深積雪
第１位　青森市（110㎝）
第２位　札幌市（93㎝）
第３位　福井市（57㎝）
第４位　山形市（56㎝）
第５位　富山市（55㎝）

□累計降雪量
第１位 青森市（606㎝）
第２位 札幌市（459㎝）
第３位 山形市（309㎝）
第４位 秋田市（291㎝）
第５位 富山市（273㎝）

※データは富山県庁ホームページ
　「道府県庁所在地の降積雪比較」より引用-10
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　青森市では、トマト、りんごのほかにも、魅力的
な野菜が栽培されています。
　国の指定産地のピーマンや、市内で作付が増加
しているにんにくなど冷涼な気候を特徴とした美
味しい野菜や果物が生産されていますよ！

青森市ってこんなところです青森の農業ってどんな感じ？

青森市の主な農産物 

　生産カレンダー

　青森市は、おいしい水と豊かな土地、冷涼で寒暖差のある変化に富む気候を活かした
農業がおこなわれています。稲作を中心に全国トップクラスの生産量を誇るりんごのほ
か様々な野菜の生産が盛んです。

トマト・ミニトマト
　ミニトマトは面積あたりの所得
率が高く、少ない面積で始められ、
新規就農者に人気の作物です。
　トマトはミニトマトに比べ労働
時間が少ないことから、複数の作
物を作付することができます。

栽培方法 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

ハウス栽培
種まき 定植 収穫

追肥・誘引・わき芽かき・ホルモン処理・病害虫防除　など

品　目 販売量 収　入 支　出 所　得 所得率
トマト

（10aあたり） 9,000㎏ 2,529,000円 1,845,673円 683,327円 27.0%

ミニトマト
（10aあたり） 7,200㎏ 5,090,400円 2,016,387円 3,074,013円 60.4%

きゅうり
　きゅうりは成長が早く、夏
場の多いときには１日２回収
穫できます。
　複数の野菜を栽培する際に、
リスク分散として栽培される
ことが多いです。

品　目 販売量 収　入 支　出 所　得 所得率

きゅうり
（10aあたり） 7,125㎏ 1,389,375円 958,664円 430,711円 31.0%

栽培方法 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

種まき 定植 収穫

追肥・整枝・摘葉・病害虫防除　など
露地栽培

り ん ご 　青森市の中でりんご栽培が盛
んな地域は浪岡地域で、主に作
られている品種は、「ふじ（収穫
時期11月上旬）」で全収穫量の
50％以上を占めており、それ以
外でも「ジョナゴールド（収穫
時期10月中～下旬）」、「王林（収
穫時期11月上旬）」などが生産
されています。

※ 所得に関するデータは「主要作目の技術・経営指標 平成27年９月（青森県農林水産部）」を参照しており、就農当初は販売量、粗収益等は６割程度を目安としてください。

品　目 販売量 収　入 支　出 所　得 所得率
りんご

無袋わい化ふじ
（10aあたり）

3,420kg 841,320円 547,626円 293,694円 34.9%

栽培方法 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

わい化栽培
摘花

人工受粉

病害虫防除 収穫

摘果 袋かけ剪定 袋はぎ・着色手入れ

作物 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ピーマン
（露地）

ねぎ
（秋どり）

たまねぎ
（春まき）

にんにく

バサラコーン
(スイートコーン)

定植

種まき

収穫定植種まき
整枝・追肥・病害虫防除　など

定植 追肥・土寄せ・病害虫防除　など 収穫

種まき 収穫追肥・病害虫防除 など

植付け ※越冬
※越冬 収穫

追肥・病害虫防除 など 収穫

種まき

芽かき・とう摘み・病害虫防除　など
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青森市で
　就農するまでの流れ
青森市で
　就農するまでの流れ

　農業を始めるには、技術・知識の習得はもちろんのこと、資金の確保、農
地の取得など、しっかりとした準備が必要です。
　青森市では、就農相談から体験、研修に至るまでの各段階ごとに、国や県・
関係機関等とのネットワークを最大限に活用したサポートが受けられます。
まずはお気軽にご相談ください。

１ まずはご相談を
　農業を始めると一口に言っても、農業法人に就職等する方法
と、独立・自営して農業経営をしていく方法の２つがあります。
　独立・自営で就農をはじめるには、営農技術・知識の習得に
加え、農地・機械設備等の取得、また、経営が安定するまでの
資金・生活費など、様々な準備が必要となります。
　また、農業法人への就職に際しても、自分の適性を含めた将
来展望等を検討することが必要となります。
　そこで必要となるのが正しい情報です。青森市では「就農サ
ポートセンター」を開設し、専門の相談員による就農相談や就
農後のサポートをしていますので、お気軽にご相談ください。

自分の意思確認を含め、まずは相談してみませんか

２ 体験で確認
　青森市では、これから農業を始めようとする方を対象とした
栽培講習・実技研修等を行っていますが、本格的な研修を受ける
前に、まずは実際に青森市を訪れて農業体験をしてみましょう。
　青森市では移住・就農プログラムの一環として、二泊三日で
農作業を体験できる「短期就農体験モニター事業」を実施して
います。
　こうした制度を活用することで、本当に自分が就きたい職業
は農業か、実際の農作業を現場で体験することで自分が農業に
向いているか確かめることができます。
　また、先輩農家さんと交流することで、技術的なことだけで
なく、就農に向けたアドバイスや、青森市での暮らしについて
直接知ることができます。
　ぜひ、こうした体験事業をご活用ください。

自分が農業に向いているか、まずは体験から

　青森市では、移住されるかたを積極的に受け入れ、将来の担
い手となる新規就農者として定着いただくため、令和３年度か
ら「新しい働き方担い手誘致プロジェクト」に着手しています。
　この取組として実施している「短期就農体験モニター事業」

「農業インターンシップ」では、全国トップクラスの生産量を
誇る「りんご」や、国の産地指定を受けている「トマト」「ピー
マン」等の農作業を体験できます。
　まずは一度、青森市で農作業を体験してみませんか。
　詳しくは７ページをご覧ください。

市では体験事業を用意しています

就農サポートセンター

相談風景
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３ しっかり研修
　農業を始めたいという気持ちが固まったら、基礎から栽培技術・
知識の習得に向け農業を学ぶための研修を受けましょう。
　青森市農業振興センターでは、これから農業を始めようとする
方を対象に、野菜・花きの栽培講習・実技研修を行っており、長
期研修では農業次世代人材投資資金（準備型）を活用することが
できます。
　また、「地域おこし協力隊」の募集に加え、令和３年度から「地
域おこし協力隊推進要綱」に基づく「地域おこし協力隊インター
ン」により、２週間以上３ヶ月以下の期間で、就農に必要な基礎
知識や技術を習得するために行う農業講習・実技研修等を体験で
きる「農業インターンシップ」事業を開始しました。
　このほか、県・関係機関が行う研修事業への参加や、先進的な
農家や農業法人での実践を通じ、技術や経営のノウハウを学ぶこ
ともできます。

円滑な就農に向け、しっかりとした助走期間を

４ いざ就農へ
　どんな作物を作るのか、資金をどうするのか、販売先をど
うするのか…など、いざ就農する前に、まずは営農開始に向
けた具体的な計画である「青年等就農計画」を作成しましょう。
　これにより、今後必要となる経費や生活費等についての検
討が深まり、より現実味のある、長期的な経営プランを立て
ることが可能となります。
　青年等就農計画を市が審査し、計画が適切なものと認めら
れた場合、「認定新規就農者」と認定され、資金面・制度面で
さまざまな支援事業を活用することができます。
　計画の詳細や作成方法などについては、お気軽に農業政策
課へお問い合わせください。

いざ就農…その前に

　農家として定着していくには、確かな栽培技術だけでなく優
れた経営能力も求められます。
　行政機関のみならず関係機関・団体等では、技術習得や資金
確保など就農の継続に必要なさまざまなサポートを行っていま
すので、分からない時・困った時は遠慮なくご相談ください。
　また、青森市では、スマート農業技術をはじめとする農業に
おけるICTの活用等にも積極的に取り組んでいます。

さまざまな制度を有効に活用しましょう
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青森市で
　まずはお試し農業体験
青森市で
　まずはお試し農業体験

青森市の農業基本データ 青森市の農業産出額（平成30年） 青森市の新規就農者

鮎澤　英二 さん

～プロフィール～
　長野県出身。移住前は首都圏で飲
食店を経営。元々興味があった農業
にチャレンジするため、就農を目指
し、地域おこし協力隊員として青森
市へ移住。

　青森市へ移住就農をする前に、まず
は青森市の農業や地域の人達と触れ
合ってみませんか？地域おこし協力隊
として就農を目指す鮎澤さんにインタ
ビューしました！

　移住をすることは「大変」「覚悟がい
る」とよく聞きます。ですが、その土
地に馴染むかどうかは移住してからわ
かることもあると思います。もし、気
軽に飛び込める機会があるなら、チャ
レンジしてみることをお勧めします！

―移住を検討している方へ―

　青森市農業振興センターで、農業の
技術習得や、活動状況をSNSで情報発
信をしています。センターでは色々な
野菜や花を栽培しており、知識や技術
習得ができるので、技術習得が想像以
上に進んでいる感じがします。

―就農隊員としての活動―
　妻の出身地が青森市ということもあ
り、せっかく移住するなら青森らしい仕
事をしたいと思いました。「青森といえ
ば農業」のイメージがあり、元々農業に
も興味があったため、就農に向けたチャ
レンジをしてみようと地域おこし協力
隊の就農隊員になる決意をしました。

―青森市で就農を目指すきっかけ―

　前職では、接客や調理など全て自分で
やっていましたが、成果が見えず、目
標も見失っている状況でした。その点、
農業は時間と手間を掛けた分、野菜の成
長が目で見てわかることや、美味しさを
感じることができ、達成感を感じます。

―農作業の楽しさ―
　農業だけではなく、「半農半Ｘ」で農
業と別な仕事もやりたいと考えていま
す。まだ農業以外の仕事のイメージはで
きていませんが、通年を通してできる「青
森らしさ」を取り入れながら、活動を通
して考えていきたいと思っています。

―活動終了後のビジョン―

総土地面積 82,461ha
耕 地 面 積 8,400ha
　→田耕地面積 5,220ha
　→畑耕地面積 3,170ha
農業就業人口 3,502人
農業経営体数 1,969経営体
総 農 家 数 2,692戸
　→うち販売農家数 1,936戸
農産物直売所数 28施設

【参考URL】市町村の姿 グラフと統計でみる農林水産業
http://www.machimura.maff.go.jp/machi/contents/
02/201/details.html

■　米　45.9億円
■果実　41.8億円
■野菜　16.3億円

■花　き 1.4億円
■その他 2.5億円
　　計 107.9億円

42.5%
38.7%

15.1%

1.3% 2.3%

データで見る 
　青森市の農業データで見る 
　青森市の農業

青森市 （参考）
青森県

H27 17 263
H28 5 246
H29 9 277
H30 13 256
R １ 11 292

（単位：人）
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短期就農体験モニター事業 希望者
青森市

農業インターンシップ 希望者

青森市で農業体験!!

一次審査（書類）
二次審査（面接）

《概要》 青森県外に在住している方を対象

に、 ２泊３日、 青森の様々な野菜のほか

りんごなどの農作業を体験できます。

《概要》 首都圏等に在住している方を

対象に、２週間～３ヶ月トマト又はりんご

の農作業を実習できます。

応募受付

受入決定！

応募

受入決定！

青森市での農業体験の流れ

※「短期就農体験モニター事業」及び「農業インターンシップ」について、新型コロナウィルス感染症の拡大状況や
　実施年度により、事業内容や応募条件が変更となる場合があります。詳しくは市農業政策課へお問合せください。

　移住してくると、地域のルールに戸惑
うかもしれません。最初は地域に馴染め
ないこともあると思いますが、コミュニ
ケーションを多くとることで地域に溶け
込めると思います。移住して頼りになる
地域の先輩農家さんと積極的にコミュニ
ケーションをとることをお勧めします。

―移住・就農希望者へ―
　農業に元々興味があり、子供のころか
ら慣れ親しんだ地元の青森市にＵター
ンをして就農をしたいと考えました。青
森といえば「りんご」だと思い、青森
市の中でもりんごの生産が盛んな浪岡
へ移住を決めました。

―青森市で農業を始めたきっかけ―

　りんごの品種はたくさんありますが、
自分のやりたい品種を選ぶことができ
るなど、サラリーマンよりも自由度が高
く、自分なりの工夫もできて楽しいです。
ただ、自由度が高い分、やったことの責
任は全て自分に返ってくることになるた
め、緊張感がある仕事だと思います。

―農業の楽しさ―長尾　泰孝 さん

～プロフィール～
　青森県出身、東京都からＵターン
し、２年間の農業研修を終えて、令
和３年８月に浪岡地域でりんご農家
デビュー。
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事業名 事業概要 交付額 主な要件
移住就農支援事業

（市単独事業）
就農を目指して移住する
場合に、引越し等に係る
費用の一部を助成します。

引越し等に係る経費の
1/2以内の額

（上限あり）

・ 転入前まで連続して１年間以上県外に居住して
いた方

・本市へ転入してから１年以内の方であること
・ 転入した日から５年以内に独立・自営就農する

こと　など

農業次世代人材
投資資金（準備型）

（国庫事業）

県が認める研修機関（先
進農家含む）で研修を受
ける就農希望者に、就農
前の研修を後押しする資
金を交付します。

年間最大150万円
（最長２年間）

・ 就農予定時の年齢が原則50歳未満であること
・ 研修終了後に独立・自営就農、雇用就農、親元

就農のいずれかを目指すこと
・ 県が認める研修機関で概ね１年以上（１年につ

き概ね1,200時間以上）研修すること
・ 原則、前年の世帯（親子及び配偶者の範囲）所

得が600万円以下であること　など

農業次世代人材
投資資金

（経営開始型）
（国庫事業）

新規就農する方に、農業
を始めてから経営が安定
するまでの間、経営確立
を支援する資金を交付し
ます。

経営開始 1～ 3年目
150万円

経営開始 4～ 5年目
120万円

・ 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認
定新規就農者であること

・独立・自営就農を行うこと
・ 青年等就農計画が独立・自営就農5年後には農業

で生計が成り立つ計画であること
・ 原則、前年の世帯所得が600万円以下であるこ

と　など

新規就農者定着化
支援事業

（市単独事業）

青年等就農計画の達成に
必要な取組経費の一部を
助成します。
取組経費の一例：機械購
入費、農地賃借料、など

対象経費の1/2以内を
3年間

（総額50万円まで）

・青森市で認定した「認定新規就農者」であること
・本市に居住していること

※ 令和３年度の認定新規就農者からの補助内容と
なります。

青森市の
　サポート体制
青森市の
　サポート体制

　青森市に移住就農する場合、公的な支援制度を利用
することができます。
　新たに農業を始めたい方への支援制度や補助金など
のサポート体制が整っています。

※農業次世代人材投資資金（準備型）　の窓口及び問い合わせは、（公社）あおもり農業支援センターとなります。

青森市への移住就農相談は…青森市への移住就農相談は…
青森市での就農や就農後の生産技術のご相談は
　あおもり就農サポートセンター
　住所：青森市大字平新田字池上11－14　　電話：017－752－6445
　E-mail：shunou-support@jaaomori.or.jp

青森市への移住就農全般に関するご相談は
　青森市農林水産部農業政策課担い手支援チーム
　住所：青森市浪岡大字浪岡字稲村101－1　　電話：0172－62－1156
　E-mail：nogyo-seisaku@city.aomori.aomori.jp

東京での青森市への移住のご相談は
　青森市東京ビジネスセンター（「AoMoLink～赤坂～」内）
　住所：東京都港区赤坂3丁目13－7　　電話：03－5545－5652
　E-mail：tokyo@city.aomori.aomori.jp


