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平成25年度における施策評価

政策コード 17 政策名 新たな生活圏の創造

施策コード 2 施策名 特色ある圏域として輝く農山漁村の創造

幹事部局コード 6 幹事部局名 農林水産部 担当 農山村振興課

評価者・実施日 １次評価（農林水産部長）

１ 施策の方向性（必要性と目的）

２ 施策の状況

（１）施策目標及びその達成状況

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

農山漁村地域は過疎化の進行等により、集落機能等の維持が危惧されており、その自然環境、伝統文化や美
しい景観など、県民に潤いと安らぎを与える多面的な役割が持続的に発揮していけるよう、人材の育成・確保
や、都市農山漁村交流の拡大を支援するとともに、高齢化等集落への対策、生活環境基盤の整備などを推進す
る。

さらに、米をはじめ、海の幸、山の幸などの豊富な食材を活用等を通じた「食の国あきた」推進運動によ
り、県民の豊かな食生活の実現や健康の増進を図る。

施策評価調書

平成25年8月1日

基準値

①

②

135

達成度

168

120.0% 120.0%

（出典）都市農村交流実態調査（農山村振興課）

（出典）農山村振興課調べ

農山漁村と都市住民等の交流参加者数（年間）
75,057

204162

-

140 165

●施策目標（評価指標） 年度 Ｈ２２

活力人養成セミナー等受講終了者数（累計）

年度

H19

備考Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３

74,595 -

25 25

13

85

96,400 96,400

Ａ Ｂ E

H18 97,220

活力人と花ま
るっ大学修了
者の計

H24年度は25
年9月以降集
計見込

100.9% 77.4% -

123.6%

H20 25 25③

高齢化等集落の活力向上対策等に取り組む市町
村数（累計）

10 25

（出典）活力ある農村集落づくり推進チーム調べ

25

100.0% 100.0% 100.0%

⑤
食育推進計画策定市町村数（累計）

0 13

（出典）健康推進課調べ 107.7%

H19 14

13

101.2%

161.5% 169.2%

2221

④
農村部の集落排水処理整備率（累計）

55 86 86 88

（出典）下水道課調べ 101.1%

H19 86 87 89

100.0%

達成度 Ａ：「全て達成」 Ｂ：「半分以上達成」 Ｃ：「達成が半分未満」 Ｄ：「全て未達成」 Ｅ：「その他」
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（２）施策の推進状況

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

① 地域の自立を担う人材の育成・確保

(1) 県内９地域で着地型旅行企画を実施したほか、体験型修学旅行（教育旅行）の受入を進めるため、モデル
的に県内１地域で受入体制整備、受入計画策定を実施しており、グリーン・ツーリズムを活用した地域づくり
の取組が広がっている。
(2) 平成24年度において、農林漁家民宿は18軒（累計72軒）、農家レストランは３軒（累計50軒）増加した。
(3) 国の雇用事業を活用し、グリーン・ツーリズムのポータルサイト「美の国秋田・桃源郷をゆく」の内容充
実や情報発信を図るなど、グリーン・ツーリズムに関する地域資源の掘り起こしや県内外への売り込み等を進
めた結果、受入側の活動拡大や交流の活発化につながっている。

(1) ＮＰＯ法人秋田花まるっＧ・Ｔ推進協議会、市町村等と連携し、地域づくりを目的としたグリーン・ツー
リズム活用の旅行企画を継続実施した。また、地域情報の発信・プロモーションを強化するとともに、地域づ
くりに不可欠な人材の育成・受入体制の整備を支援した。

(1) 平成24年度に改訂発刊した「秋田ぐりーんのおと」の活用やインターネットを通じて交流の拡大を図って
いるが、東日本大震災による風評被害などで都市農村交流参加者が減少している状況である。こうした中、平
成25年10月から始まるデスティネーションキャンペーンや平成26年度に開催される国民文化祭などを契機とし
た交流拡大が期待されることから、自然・田園風景、伝統文化、生活・暮らしなど、本県の強みを活かしつ
つ、多様な分野と総合的な連携を図り、交流拡大による地域の活性化、誘客ビジネスの展開につなげていく必
要がある。

(1) 農山漁村においては、過疎化、高齢化の進行により地域の活力が低下しているため、地域活性化を担う多
様な人材の育成・確保に引き続き取り組むほか、今まで育成された「Akitaふるさと活力人」及び「ふるさと水
と土指導員」による、農山漁村が有する自然・景観、伝統芸能・文化など多面的な機能を活かした地域活性化
の取組を支援していく。

また、これらの人材の幅広い活用のため、大学等との連携により、新たな活用方法・仕組みづくりを検討す
る。

② 地域力を活用した都市農山漁村交流の拡大による地域の活性化

(1) 国際教養大学と連携して、農山漁村地域活性化の担い手となる人材を養成しているほか、市町村の協力に
より地域活性化に向けた取組を実践・指導するリーダー的人材を発掘している。また、育成・確保した人材の
スキルアップのため、事例研究などの研修会を実施している。

(1) 地域特性を活かしたふるさとづくりをコーディネートできる人材の育成を目的に、第４期「Akitaふるさと
活力人養成セミナー」を開講し、15名が修了（累計82名）したほか、農業・農村が有する多面的機能・役割を
理解し、都市住民との交流を通じた保全活動を実施又は指導する「ふるさと水と土指導員」を新たに６名育成
（累計25名）するなど、人材を育成・確保するとともに、指導員を対象とした研修会を実施し指導員相互の情
報交換や事例研究などによりスキルアップが図られた。

また、育成された人材により定期的なイベントの開催等、交流人口の拡大が図られ、農山漁村地域の多面的
機能の維持・保全につながっている。
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■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

高齢化等集落の自立・活性化対策を全県の市町村と一体になって進めてきた結果、全県各地で住民が主体と
なって様々な元気ムラ活動を展開している。しかし、県内には未だコミュニティ機能の低下が危惧される集落
が多く存在し、自立と活性化に向けた住民主体の取組を全県に広げるための仕組みづくりが大きな課題となっ
ている。

これまで取り組んできた高齢化等集落の地域づくりの推進による成果を活かし、県と市町村の役割を明確化
した集落等地域コミュニティの自立支援プログラムを策定し、住民主体の活動の拡大を図るとともに、各元気
ムラと県内外の自治組織等が課題解決のためのノウハウの共有や、マンパワーの提供等を通じた自立促進型の
ネットワークを構築を図るほか、こうした活動の財源確保のための「じっちゃん・ばっちゃんビジネス」の確
立を図る。

③ 高齢化等集落への対策

(1) 「あきたはみんな元気ムラ県民運動」の推進
高齢化等集落の自立と活性化を推進するため、秋田県高齢化等集落対策協議会（３回）、あきた元気ムラづ

くりセミナー及びあきた元気ムラ推進員セミナーを開催した。また、全県の集落が一堂に会し、主体的な交流
や連携のきっかけづくりを行うため、あきた元気ムラ大交流会を開催した。
(2) 高齢者の技と集落の資源を生かしたビジネスの推進

集落の自立を継続的に支える財源づくりを進めるため、平成23年度まで行ってきた市場調査等を基に、10地
域（46集落）が連携して首都圏の小売店へ山菜や加工品を試行的に出荷した。また、全員参加型でムラビジネ
スに取り組む３つのモデル地域を継続的に支援した。
(3) 小規模高齢化集落の維持・活性化に向けた主体的な取組の推進

平成23年度にミニチャレンジ活動支援事業を行った集落を対象に、存続モデル集落活動支援事業を２地区で
実施した。
(4) 広域的に集落の自立をサポートする広域的集落支援の推進

高齢化等集落の自立・活性化の取組を支援するため、広域的集落支援員を配置し市町村の区域を越えた集落
間交流のコーディネートや市町村への集落支援のノウハウの移転等のサポートを行った。また、地域資源を発
掘して新たに５地域が元気ムラ活動を開始した。

(1) 元気ムラ県民運動については、これまでの取組事例の検証と今後の対策のあり方について議論を重ねた。
その結果、次年度において、集落の地域コミュニティとしての自立を促進するため、県内外の他集落等とテー
マや課題に応じて連携・交流できる仕組みづくりを行うことを決定した。また、「あきた元気ムラ大交流会」
を開催した結果、県内150集落から270人（対前年度54人増）が参加し、取組事例の報告、集落紹介及び地域づ
くりについての情報交換が行われ、他集落等と交流することが自らの地域の見つめ直しや新たな行動を導く等
の大きな効果があることを確認した。このほか、上小阿仁村の集落が東成瀬村の集落を訪問し将来づくりにつ
いて語り合うなど、住民発意による新たな県内交流が６件生まれた。
(2) 高齢者の技と集落の資源を生かしたビジネスについては、集落の資源である天然山菜に対する首都圏消費
者の高いニーズの把握、出荷の方法及び価格等継続的な取り引きにつながるノウハウの獲得につながった。ま
た、ムラビジネスを支援した結果、地域の直売所部会による首都圏への山菜出荷、入会地を活用した原木マイ
タケオーナー制度の導入及び遊休農地を活用した伝統野菜の栽培等、初年度に見いだされた地域資源を活用し
た新たな収入源づくりが展開され、他地域への大きなモデルとなった。
(3) 小規模高齢化集落の維持・活性化については、他県に住む出身者も交え集落の存続をテーマとした対話と
実践の場づくりを行う存続モデル及び企業・他集落と積極的に関わりながら、集落の資源を最大限に生かして
産業起こしに取り組む存続モデルを創出することができた。
(4) 広域的集落支援については、２市町村２地域・９集落で集落点検を行い、34地域109集落において延べ38回
にわたり将来づくりに向けた話し合いの場がもたれ、12件の双方向交流が生まれた。また、既に掲載済みの地
区も合わせ、全県で52地域218集落が元気ムラ応援サイトによる情報発信をした。平成24年度の閲覧件数は、36
万件（対前年比130%増）、累計で81万5千件となった。
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■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

④ 安全・快適に暮らせる生活環境基盤の整備

(1) 農村環境の改善や公共用水域、農業用水の水質保全に不可欠な農業集落排水施設等を含む生活排水処理施
設について、地域の実情に応じた効率的な整備を実施するため「秋田県生活排水処理整備構想（第３期）」の
見直しを平成21年2月に行い、施設整備を着実に推進することにより整備率の向上を図っている。
また、近年は既存施設の老朽化に伴う機能強化の取り組みも行っている。

(1) 秋田県の農業集落排水施設の整備率は平成24年度末には88.6%（速報値）まで向上。
※整備率＝農集処理区域内の定住人口／農集整備対象人口×１００

基準年の平成19年度から＋33.2%
平成21年2月の生活排水処理整備構想の見直しにより、平成30年度の農集施設の整備対象人口を
205,500人から144,500人に変更。

平成24年度は2地区で農業集落排水施設の供用を開始

(1) 人口減少・高齢化が進行する中、新規の施設整備、既存施設の更新、運営管理などの多額の費用が市町村
財政の大きな負担となることが懸念される。

平成22年度に「秋田県生活排水処理事業連絡協議会」を組織し、県と市町村が連携し、生活排水処理事業
（下水道、集落排水、浄化槽）の経営健全化に向けた取り組みを実施する。集排処理区の統合、公共下水道へ
の接続、汚水・汚泥の広域共同処理についても検討を行い、効率的な整備、運営管理により市町村の新たな施
設整備に係る費用の軽減を図っていく。

⑤ 「食の国あきた」推進運動の展開

(1) 「『食の国あきた』県民フェスティバル」を開催し、食育の全県的な普及啓発を行った。
(2) 食育講座の受講や研修会などにより、地域における食育活動の牽引役となる人材の育成や関係者の相互理
解、活動の充実を図った。

(1) アンケート調査によると、健全な食生活のため食事バランスガイド等を参考にしている人の割合が増加
（H23：56.6% → H24：59.4%）しており、食育が浸透してきている。
(2) 平成24年度末現在、市町村食育推進計画を策定の策定市町村数は22市町村となり、平成25年度までの目標
を達成している。また、各市町村から推薦のあった4名が食育講座を受講したほか、受講者や市町村担当者への
研修会などにより、食育活動の牽引役の人材が育成されている。

(1) 農政、保健衛生や学校教育等が連携して取組を進めているが、食育関係団体や地域など県全体への運動の
広がりのため、継続した普及啓発が必要である。
(2) 22市町村で食育推進計画が策定されたが、食育運動を推進していくリーダーやボランティア等、人材の育
成は重要であり、今後も支援をしていく必要がある。
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３ 評価

（１）施策幹事部長による１次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

①地域の自立を担う人材の育成・確保
国際教養大学との連携による「Akitaふるさと活力人」の育成、「ふるさと水と土指導員」の育成な

ど、地域活性化に向けたリーダー的人材の育成が図られている。
②地域力を活用した都市農山漁村交流の拡大による地域の活性化

農山漁村地域に対する人材育成や起業支援、情報発信施策などにより、農林漁家民宿や農家レスト
ランをはじめとするアグリビジネスの取組や農山漁村地域と都市住民との交流、地域資源を生かした
農山漁村地域の活性化が着実に図られている。
③高齢化等集落への対策

全県の市町村と県が連携して進めてきた高齢化等集落の自立と活性化対策の取組により、集落コ
ミュニティーの低下を抑止し、その機能を再発揮していくためのプロセスを明らかにしたほか、集落
点検と対話と実践の場づくりにより、５世帯、10世帯等存続が危ぶまれる集落の存続モデルを構築で
きたことは他県にもない画期的な成果であると評価することができる。また、こうした集落の自立に
向けた活動を支える広域情報発信効果や連携交流政策等、県が将来的に取り組むべき政策の方向性も
明らかになってきた。
④安全・快適に暮らせる生活環境基盤の整備

平成21年２月に秋田県生活排水処理整備構想（第３期）の見直しを行い、農業集落排水施設等につ
いては、新設及び既存施設の機能強化の整備を進め、農村環境の改善を図っている。
⑤「食の国あきた」推進運動の展開

食育教室、食の国あきた県民フェスティバル開催により、食育の普及啓発と実践指導を行うととも
に、食育講座受講等で地域での牽引役の人材育成をした。

評価結果

①地域の自立を担う人材の育成・確保
引き続き、地域活性化を指導・実践するリーダー的人材の育成を進めるとともに、幅広い活用につ

いて大学等との連携により検討していく。
②地域力を活用した都市農山漁村交流の拡大による地域の活性化

過疎化等の進行により集落機能の維持は喫緊の課題であり、農山漁村が持つ自然環境、伝統芸能、
食文化などの地域資源を有効に活用しながら、人材育成、起業支援、グリーン・ツーリズムの受入体
制づくり等を進め、ビジネスとして地域に定着できる仕組みづくりを支援していく。
③高齢化等集落への対策

集落がコミュニティー機能を再発揮していくためのプロセスや存続が危ぶまれる集落の存続モデル
を生かして県内市町村が自立的な支援を拡大していくことができるよう、県と市町村がこれまでの取
組の成果を振り返り、双方の役割分担を明確にした地域コミュニティー自立支援政策として確立し、
持続的な支援を継続する。また、自主防災、健康づくり、共助等多様なテーマで活動を展開している
元気ムラを人口減少社会における住民主体の模範的な地域経営のあるべき姿と位置づけ、県内外の自
治組織とのネットワークの仕組みづくりに取り組む。
④安全・快適に暮らせる生活環境基盤の整備

国の公共予算の抑制により、今後の予算確保が厳しいことが予想されるが、効率的な整備と運営管
理を進め、市町村の財政負担の軽減を図る。
⑤「食の国あきた」推進運動の展開

第２期秋田県食育推進計画に基づき、各分野で担当部署と協力・連携して普及啓発を行う。

概ね順調
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