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平成26年度における政策評価

政 策 コ ー ド 2 政  策  名

幹事部局コード 6 幹事部局名 農林水産部

評価者・実施日

Ⅰ　政策の目標

Ⅱ　政策の推進状況

１　政策（戦略）の数値目標

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値
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２　政策を構成する施策評価の結果

79.5%

○　施策の数値目標である「農業及び水産業の産出額と食料品製造出荷額の合計」は平成22年以降増加し、各年度
の目標の達成率も上昇しているものの、目標には達していない。
　「林業産出額と木材産業出荷額」は平成２３年から２４年にかけて増加したが、目標には達していない。
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②
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政策評価調書

企画振興部長

○エンドユーザーや消費者の視点に立った生産・流通・販売体制を確立するとともに、販売や加工、観光部門など
を取り込んだ新ビジネスを展開することにより、一次産品の生産・供給のみならず食と観光をセットにしたサービ
ス商品など、多様な食を提供する「総合食品供給県」への成長を目指す。
○森林整備から木材流通・加工・販売までの一貫体制の構築に取り組み、全国最大級の「木材総合加工産地」を目
指す。
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3,270

融合と成長の新農林水産ビジネス創出

平成26年10月31日
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①
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品製造出荷額の合計（年間）
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概ね順調新農林水産ビジネスの展開を支える基盤づくり2-2

2-1 秋田の強みを発揮できる販売環境づくり

需要創造力と訴求力を兼ね備えた産地づくり
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３　政策を構成する施策評価の概要（推進状況及び課題）

①　「秋田の強みを発揮できる販売環境づくり」について

②　「新農林水産ビジネスの展開を支える基盤づくり」について

　産地情報をダイレクトに丸ごと伝える仕組み作りとして、平成２５
年度より各地域振興局にマッチング担当者を配置したほか、食農観の
マーケット情報の一元化をシステムとして統合したことにより、幅広
い情報共有やマッチングの促進が図られ、指標である「県の橋渡しに
よる新規取引件数」が目標に達している。
　また、多様なニーズに機動的に対応する流通・販売体制の確立とし
て、産地と実需者との契約取引や契約栽培などビジネスチャンスの創
出を促進した結果、指標である「加工・業務用として新たにマッチン
グが成立した産地数」についても目標を達成している。
　林業・木材産業については、震災復興や首都圏を中心とした木材需
要に対し、原木直送の取組により安定的な供給が進んだ事などから、
指標である「スギ製品出荷量（年間）」が目標に達成している。
以上のことから、施策は「概ね順調」に進んでいる。
　　産地の販売力・競争力を高めるため、実需者ニーズの把握と迅速
な伝達に加え、生産者と実需者が直接コミュニケーションできる機会
を増やすなど、首都圏等におけるマーケティングを強化する必要があ
る。
　また、森林計画の策定や集約化施行や路網整備の推進ため、森林情
報の整備について、各市町村との連携を図りながら着実に推進する必
要がある。
さらに、少子化や高齢化の進展に伴う、消費者ニーズの変化に的確か
つ迅速に対応するため、ニーズ把握による商品づくりや流通・販売体
制の構築が必要である。
　林業・木材産業については、川上の生産現場から川下の加工施設へ
の原木安定供給による直送を推進するほか、震災復興等による需要の
変化を的確に把握し、被災地及び首都圏等における県産材の需要拡大
を図る取組をさらに強化する必要がある。

　持続可能な大規模経営体の育成と多様な担い手の確保については、
高齢化等により再認定を見送る経営体や、国の新たな農政改革による
環境変化へ対応するため、法人化を見合わせる組織もみられる。
　しかしながら、経営管理能力の向上のため、認定農業者等を対象と
した研修会等を積極的に開催し、集落型農業法人への移行を推進した
こと等により、評価指標である「集落型農業法人数」は、ほぼ目標に
達している。
　また、ほ場整備については、各地域で計画的に着実に進められてお
り、評価指標である「ほ場整備面積」がほぼ目標を達成しているほ
か、経営規模の拡大や戦略作物への取組も図られている。
　林業については、高性能林業機械の導入や高能率生産団地を中心と
した路網整備が進み、搬出間伐の生産性が向上し、スギ素材生産量に
ついても増加している。
　このほか、人材育成、試験研究の推進状況を踏まえ、施策全体とし
ては「概ね順調」と評価される。
　集落型営農法人への移行を加速するため、意欲のある経営体を重点
対象として支援を強化するとともに、設立した農業法人に対しては、
経営の複合化や多角化を進めるほか、輸出に積極的な組織を支援する
など、経営基盤の強化を図る必要がある。
　ほ場整備については、引き続き、計画的に実施するとともに、戦略
作物の生産拡大等による収益性の高い農業経営を目指す必要がある。
　林業については、若手の新規就業者の確保を推進するほか、スギ素
材生産の拡大に向け、原木の低コスト生産・安定供給体制の構築を図
る必要がある。
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　多彩な新ビジネスの展開については、「食・農・観」連携ビジネスによる経営意識の醸成や人材の育成が進み、
評価指標である「食関連ビジネスに取り組む農業法人数」は目標に達している。
　食・農・観連携の促進については、秋田ＤＣを活用し、農林漁村地域の魅力の周知や、多様な地域資源を活用し
た「秋田らしい」体験・交流型旅行の企画・実施への支援などに取り組んだ結果、評価指標である「農商工観連携
体の育成件数」が大幅に増加した。
　米粉ビジネスの活性化については、生産量は、全国第５位であるものの、需要の伸び悩みなどから実需者の在庫
調整が生じたため大幅に減少し、評価指標の目標に達していない。
　食関連産業の新展開のための技術支援の強化については、総合食品研究センターによる技術支援等により、多く
の新商品が開発されている。
　木材産業については、森林施業の集約化や搬出間伐、川下の製材施設の整備等を一体的に推進したことにより、
品質性能の確かなスギ製品の生産拡大が進みつつあり、評価指標である「スギ製品出荷量」は目標を達成してい
る。
　以上により、施策全体としては「概ね順調」と評価される。
　農林水産物の付加価値を一層推進するため、６次産業化に向けた総合的な体制を整備するとともに、資本や技
術、情報を有する異業種と農林漁業者との連携を強化し、ビジネスとして継続する取組を推進する必要がある。
　また、「秋田らしい」体験・交流型旅行や地域特産品などの商品開発、販売等をさらに促進するため、事業者間
連携の仕組みづくりを積極的に進めていく必要がある。
　米粉については、小麦粉の代替品ではなく、米粉独自の用途として認知度が高められるよう、製粉業者と連携
し、病院食などの商品開発や販売を進めるなど、需要拡大に努めていく必要がある。
　木材産業については、県内木材加工企業の総合力を活かし、外材や他産地の木材製品に負けない競争力の高い製
品づくりと県産材の需要拡大に向けた取組を推進するほか、未利用材の活用や木質バイオマスボイラー等の導入を
促進し、木質バイオマスの利用拡大を図る必要がある。

　減農薬栽培米である「あきたｅｃｏらいす」は、ＪＡとの一体的な取組体制が確立されつつあるものの、販売
シェアが評価指標の目標まで伸びなかった。
　一方、えだまめの生産拡大は進んでおり、リンドウやダリアについても民間育種家と連携したブランド化の取組
の効果により、販売額が伸びている。
　果樹は、出荷時期の集中による単価の低迷や長雨等の影響により販売額が伸び悩んでいる。
　畜産は、新たな県産ブランド「秋田牛」の確立に向けた下地や大規模なモデル経営体が創出されるなど、肉用牛
の生産振興に向けた環境整備が進んでいるが、景気の悪化による枝肉価格の低迷等により、産出額が横ばいとなっ
ている。
　秋田県版ＧＡＰ（農業生産工程管理）については、説明会等を通じて広く農業者に周知した結果、取組の拡大が
図られたが、エコファーマーについては、個人の認定が伸び悩み評価指標の目標を達成できていない。
　水稲直播栽培については、除草対策など、技術的な課題が解決されておらず、直播面積が伸びず、目標に達して
いない。
　以上のことから、施策全体としては、「やや遅れている」と評価される。
　「あきたｅｃｏらいす」の定着・拡大へ向け、生産者へのＰＲを強化するとともに、消費者・実需者ニーズに対
応した「売れる米づくり」を推進し、秋田米ブランドの再構築を推進する必要がある。
　園芸作物については、えだまめに続き、ねぎやアスパラの生産拡大を図るほか、果樹、花きのブランド化やメガ
団地の育成、ナショナルブランド化を進め、競争力を強化する必要がある。
　畜産については、ブランド化や高付加価値化を加速させるとともに、規模拡大や生産性の効率化に向けた取組に
ついても強化していく必要がある。
　また、安全・安心な県産農産物の供給体制の確立に向け、ＪＡや農業者に対する秋田版ＧＡＰやエコファーマー
の普及・定着への効果的な誘導策を検討するほか、新技術の普及・定着のため、直播栽培等の省力・低コスト生産
技術への取組支援を強化するとともに、カドミウム含有米対策について、吸収技術の早期確立に努める必要があ
る。

④　「他産業との融合による多様な付加価値の創出」について

③　「需要創造力と訴求力を兼ね備えた産地づくり」について

195 
218 

162 162 
140 145 

0

100

200

300

H１９ H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ 

億円 主な戦略作物の販売額 

0 

10 
11 12 14 21 

0

20

40

H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ 

％ 「あきたｅｃｏらいす」の販売シェア 

※平成25年実績値は未集計（H27年予定） 

（3/5）



Ⅲ　県民意識調査の結果

Ⅳ　政策を取り巻く社会経済情勢の変化

○国の戸別所得補償制度が平成22年度から実施された。
○平成23年３月に発生した東日本大震災は、我が国の産業・経済や国民生活に甚大な被害を及ぼしたが、県内で
は、畜産業において飼料不足や牛肉の放射能汚染問題が発生し深刻な打撃を与えたほか、交通寸断や風評被害で来
客が大幅に減少し、宿泊業などにも大きな影響が広がった。
○ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）の交渉について、平成23年11月に政府から、関係国との協議開始の方向
性が打ち出され、農業分野においては現状のままでは壊滅的な打撃をうけ、農村のみならず地域全体に大きな影響
を及ぼすことが懸念される。
○園芸品目全般について、高温や連続降雨、豪雪等の影響により、生産量や品質が不安定となっている。
○平成23、24年産米の概算金は福島第一原発事故の影響により上昇していたものの、過剰作付けと需要数量の減少
等により、全農県本部では、平成25年産米（あきたこまち）の概算金を11.5千円（▲2千円）に決定した。
○平成25年12月、農地中間管理機構、経営所得安定対策の見直し、水田フル活用と米政策の見直し、日本型直接支
払制度の創設など４つの農政改革が示され、新たな農業・農村政策がスタート。

　「農林水産業の振興」については、「十分であ
る」が0.3％、「概ね十分である」が5.6％とな
り、十分であると感じている人は5.9％と少ない。
「ふつう」の35.7％を合わせると41.6％となり、
平成２５年度に比べ肯定的な意見が4.4ポイント、
平成２４年度とでは0.5ポイント減っているが、平
成２３年度と比べると12.3ポイント増えている。
「不十分である」が12.0％、「やや不十分であ
る」が26.5％となり、不十分であると感じている
人は38.5％と約４割となっている。
　各項目の取組では、「安全で安心な県産農産物
の生産」や「野菜や花、畜産など農畜産物の産地
づくり」に関する取組への評価が他の取組に比べ
て高く、「農業や漁業の担い手の確保・育成」や
「新品種や新技術等の普及･定着」に関する取組へ
の評価が低くなっている。
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Ⅴ　評　価

１　総合評価

●政策の推進状況

●課題と今後の推進方向

Ⅵ　評価結果の反映状況等（対応方針）

Ⅶ　政策評価委員会の意見

評価の内容評価結果

概ね順調

○本県農林水産業が魅力ある成長産業として持続的に発展していくため、生産性の向上
や競争力の強化により、国内外に打って出るトップブランドの産地を形成するととも
に、加工や流通販売など、異業種と連携した６次産業化の促進による、付加価値の向上
と地域の雇用拡大を図る必要がある。
○競争力の高い木材・木製品の安定供給体制の整備により、林業・木材産業の活性化を
図る必要がある。
○本県は耕作放棄地の増加や担い手の減少が大きな課題となっており、県民意識調査に
おいても、「農業や漁業の担い手確保・育成」に関する取組への評価が低いことなどか
ら、持続可能な大規模経営体の育成と多様な担い手の確保・育成を一層強化するなど、
新農林水産ビジネスの展開を支える経営基盤づくりを進めていく必要がある。

○東京事務所及び各地域振興局への専門員の配置や情報システムの統合等により、産地
情報の共有とマッチングの促進が強化され、新規取引件数が増加したほか、林業・木材
産業において、原木の安定供給による流通経費の削減や県内外における展示会への出展
等により、スギ製品出荷量が増加するなど、販売環境づくりが着実に進んでいる。
○本県農業の担い手の確保・育成強化や農地集積の促進により、集落型農業法人数及び
ほ場整備面積が増加したほか、現場ニーズの把握や研究成果の普及拡大、関連企業との
連携など、生産・消費現場と密着した試験研究に取り組んだ結果、実用化できる研究成
果数が増加するなど、ビジネス展開のための基盤づくりが進んでいる。
○産地づくりについては、販路拡大や販売ＰＲの強化等により、えだまめ、ねぎ、アス
パラガスのほか、リンドウやダリアの販売額が伸びているが、果樹や畜産については、
単価の低迷や気象の影響等もあり伸び悩んでいる。「あきたｅｃｏらいす」の販売シェ
アやエコファーマーの認定者数、水稲の直播栽培面積については、病害虫や除草対策な
どの技術的課題、販売価格等の問題があり、評価指標の目標に達していない。
○付加価値の創出については、ビジネス人材の育成や旅行企画への支援、食品関連産業
における商品開発や販路拡大への支援強化により、食農観ビジネスに取り組む農業法人
数や農商工連携体の育成件数が増加している。
○政策の成果指標である「農業及び水産業の産出額と食料品出荷額」は、東日本大震災
や米価の下落等の影響により全国的な減少傾向にあった平成22年に比べ、増加傾向にあ
る。また、「林業出荷額と木材産業出荷額」については、県産材の生産性の向上や需要
が拡大により増加傾向にある。その他、施策・事業の達成状況を踏まえると、政策全体
としては「概ね順調」に進んでいる。

○農畜産物のトップブランドの産地づくりを推進するため、米については、秋田米食味向上対策による秋田米ブラ
ンドの再構築を進めるとともに、消費者ニーズに対応した新品種の生産・販売対策を推進する。園芸作物について
は、県内産地をリードする拠点として野菜や花きのメガ団地を育成するとともに、えだまめやネギ、アスパラガス
のナショナルブランド化やリンドウ、ダリアの生産拡大を図るなど、競争力の高い園芸産地の形成に取り組む。畜
産については、「秋田牛」の有利販売と全国メジャー化を図るため、県内外における認知度向上や販売促進等、ブ
ランド確立の取組を推進するとともに、優良素牛の導入支援等により、品質向上と出荷頭数の拡大を促進する。
また、６次産業化の推進については、県農業公社に設置した６次産業化サポートセンターと各地域振興局の地域サ
ポートチームが連携し、構想段階から事業化まで総合的に支援するとともに、全県域に加え、地域振興局段階でも
異業種交流会やセミナーを開催し、農林漁業者と異業種との連携を促進し、地域全体で取り組むビジネスモデルの
構築を図る。
○林業・木材産業については、高性能林業機械と林内路網を一体的に整備し、低コストな素材生産や安定供給体制
を構築するほか、需要が増加している乾燥材をはじめとする品質・性能の確かな製品の生産強化を図るとともに、
収集効率化による未利用材の活用や木質バイオマスボイラー等の導入促進により、再生可能エネルギーである木質
バイオマスの利用拡大を図る。
○担い手の確保・育成については、集落営農や担い手農家による法人化を加速させるとともに、マネジメント研修
等による法人経営者のビジネス感覚向上を推進するほか、既存法人の統合等による大規模化や意欲ある経営体自ら
の経営発展計画に基づく複合化や多角化等を重点的に支援し経営基盤の強化を図る。また、林業については、平成
２７年４月に開校する秋田林業大学校において若手林業技術者を養成し、新規就業者の確保・育成を図る。
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