
（様式１）

政策評価（平成27年度）

政策名 国内外に打って出る攻めの農林水産戦略

政策コード 2 幹事部局名 農林水産部

評価者 企画振興部長 実施日 平成27年10月30日

Ⅱ　政策の推進状況

１　数値目標及びその達成状況

※2-3①は、H26年度の数値が未公表であるため、H25年度の数値を記入

※達成度の判定基準

　Ａ：100％以上　 Ｂ：80％以上100％未満　 Ｃ：60％以上80％未満　 Ｄ：60％未満

A 3

4B

C

D

A

B

達成度

B

B

A

A

B

112.0%

97.8%

118.7%

89.3%

直近の
達成率

91.3%

85.8%

100.0%

Ⅰ　政策の目標(目指す姿)

政策評価調書

　本県農林水産業が魅力ある成長戦略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産地を形成するとともに、加工や流通・販売などの異業種
と連携した６次産業化の促進等により、県産農林水産物の付加価値向上と地域の雇用拡大を図る。
　また、川上から川下まで競争力の高い木材・木製品の安定供給体制の整備により、全国最大級の木材
総合加工産地としての地位を確立する。

目標 5.30 5.35 5.45 5.55

2-2①
秋田県産米の需要シェア

5.17

18,300

2-1① 24

単位：百万円

2-1②

85.8%

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

15,750 16,900

実績

達成率

14,750

13,470

91.3%

4,125

3,540

年度

目標

実績

達成率

目標 4,350 4,960 5,280

●各施策の代表指標

主な園芸品目の販売額

黒毛和牛の出荷額

出典：秋田県青果物生産販売計画書

出典：家畜改良センター調査

24

単位：百万円

基準値

年度

12,558

3,151

出典：水田総合利用課調べ 単位：％ 達成率 100.0%

24 実績 5.30

2-3①

６次産業化に取り組む事業体
の農業生産関連事業の販売
額

10,499 目標 11,000 11,470 11,940 12,410

23 実績 12,322

出典：６次産業化総合調査 単位：百万円 達成率 112.0%

2-4①
農業法人数（認定農業者）

413 目標 505 560 615 670

24 実績 494

出典：農林政策課調べ 単位：法人 達成率 97.8%

2-5①
素材生産量

983 目標 1,025 1,065 1,100 1,170

24 実績 1,217

出典：木材統計、木材需給報告書 単位：千m3 達成率 118.7%

2-6①

海面漁協組合員１人当たりの
漁業生産額

2,957 目標 3,030 3,060 3,100 3,140

24 実績 2,707

出典：秋田県漁業協同組合調べ 単位：千円 達成率 89.3%

目標

実績

達成率

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績
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２　政策を構成する施策評価の結果

３　施策評価の概要

2-1　“オール秋田”で取り組むブランド農業の拡大

2-2　秋田米を中心とした水田フル活用の推進

2-3　付加価値と雇用を生み出す６次産業化の推進

2-4　地域農業を牽引する競争力の高い経営体の育成

　トップブランドを目指し園芸産地づくりについては、雪害や首都圏市場での価格低迷の影響などにより、評価
指標である「主な園芸品目の販売額」が、目標の９割に留まったものの増加傾向にあることや、果樹におけるオ
リジナル品種の生産拡大や園芸メガ団地の整備促進など、競争力の高いナショナルブランド産地づくりが着実に
進展している。
　また、米をキーワードとした新たな県産牛ブランドとして「秋田牛」のデビューに合わせ、全県規模での新た
な協議会を立ち上げ、県をあげたＰＲ体制を構築したことなどにより、黒毛和牛一頭当たりの出荷価格が上昇
し、出荷額も目標の８割以上を達成している。
　このほか、加工・業務用野菜に取り組む農業者数の増加や生産・消費現場と密着した試験研究の進展を踏ま
え、施策全体としては「概ね順調」と評価される。

　「売れる米づくり」については、関係機関・団体等で構成する推進会議を開催し、県産米の現状や課題等につ
いての情報共有を図るとともに、農業関係者を対象とした食味試験・評価実習を行うなど、県産米の食味・品質
向上に向けた取組を進めたほか、「あきたこまちコンテスト」上位入賞者が生産した極上米を活用し、首都圏百
貨店等における販売促進活動を行うなどブランド力の強化を図っており、減農薬栽培米であるあきたｅｃｏライ
スの販売シェアも増加している。
　また、農業生産基盤の整備についても、農業法人等の大規模経営体への農地集積や戦略作物栽培を促す地下か
んがいシステムの導入と併せて、ほ場整備が計画どおりに進められている。
　このほか、飼料米など非主食用米の作付面積が目標を上回るなど、水田をフル活用した収益性の高い農業への
取組が進んでおり、評価指標である県産米の需要シェアも目標を達成していることから、施策については「概ね
順調」と評価される。

　６次産業化推進会議の開催や振興局単位に設置したサポートチームの支援など、関係機関・団体間の情報共有
やきめ細かなサポート体制の構築等により、６次産業化法等に基づく計画認定件数や食関連ビジネスに取り組む
農業法人数が着実に増加しており、評価指標である「６次産業化に取り組む事業体の農業生産関連事業の販売
額」についても、平成26年度実績が公表されていないものの、前年度実績が既に目標を上回っている。
　また、異業種交流会の開催などにより、流通業者等との連携に関する農業事業者の関心が高まってきているほ
か、野菜のカット・冷凍など一次加工に取り組む農業法人等の着実なステップアップが図られていることから、
施策は「概ね順調」と評価される。

　認定農業者や集落営農組織の経営基盤の強化については、市町村や農業団体が連携して法人化に取り組んだ結
果、評価指標である「農業法人数」が概ね目標を達成しており、担い手への農地集積についても、農地中間管理
事業の活用などにより、順調に進んでおり、規模拡大が着実に図られている。
　また、地域農業を牽引するトップランナーの育成についても、法人経営専門員による個別指導を推進したこと
等により、大規模経営や戦略作物を導入した複合経営、加工等の６次産業化に取り組む農業法人が増加してい
る。
　このほか、女性起業１組織当たりの販売額も増加傾向にあることなどから、米価下落等を要因とする新規就農
者数の減少など一部の指標が後退しているものの、施策全体としては「概ね順調」と評価される。

概ね順調

秋田米を中心とした水田フル活用の推進

付加価値と雇用を生み出す６次産業化の推進

地域農業を牽引する競争力の高い経営体の育成

概ね順調

概ね順調

施　策　名 施策評価の結果施策コード

２－６

概ね順調

やや遅れている

２－３

２－４

概ね順調

全国最大級の木材総合加工産地づくりの推進

“オール秋田”で取り組むブランド農業の拡大

２－５

２－１

２－２

水産物のブランド確立と新たな水産ビジネスの展開
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2-5　全国最大級の木材総合加工産地づくりの推進

2-6　水産物のブランド確立と新たな水産ビジネスの展開

　高能率生産団地を中心とした林内路網の整備や高性能林業機械の導入による低コスト生産体制づくり、スギ人
工林間伐の着実な実施など生産基盤強化を図ったほか、人工乾燥機等の施設整備や乾燥技術の向上を目的とした
講習会の実施など、品質・性能の高い製品の加工・供給体制の強化を進めている。こうした川上から川下まで一
貫した木材・木製品の安定供給体制の整備を図り、木材需要の増加に的確に対応していることなどにより、評価
指標である「素材生産量」が目標を上回っている。
　このほか、大型チップボイラーの稼働等により、木質バイオマス燃料の利用量が飛躍的に増加していること
や、林業従事者数も雇用期間の長期化により必要な労働力が確保されていることなどから、施策は「概ね順調」
と評価される。

　水産振興センターや（公財）秋田県栽培漁業協会において、マダイ、ヒラメ、フグ類等の種苗生産や放流を行
うなど、栽培漁業に継続的に取り組んでいるほか、ハタハタの漁獲制限など科学データに基づく適切な漁業管理
により漁獲量の安定化を図っている。
　しかしながら、評価指標である「海面漁協組合員１人当たりの漁業生産額」が目標を下回っているほか、水産
加工品出荷額や新規漁業就業者数が前年度実績から減少していることなどから、魚価の低迷や天候不順によるハ
タハタ漁獲量の減少を考慮しても、施策全体としては「やや遅れている」と評価される。
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Ⅲ　県民意識調査の結果

調査年度

肯定的意見

十分である

概ね十分である

ふつう

否定的意見

やや不十分である

不十分である

わからない・無回答

調査結果の認識、取組項目の状況

Ⅳ　政策を取り巻く社会経済情勢の変化

30.5

0.7

　全体では、「十分である」が0.7％、「概ね十分である」が5.3％となり、十分であると感じている人は6.0％と
少ない。「ふつう」の30.5％を合わせても36.5％にとどまり、前期プランの「融合と成長の新農林水産ビジネス
創出」戦略の昨年度の結果と比較しても、5.1ポイント減っている。
　施策別では、肯定的に感じている人の割合は、「オール秋田で取り組むブランド農業の拡大への取組」が47.0%
と最も高いが、「地域農業を牽引する競争力の高い経営体の育成」が28.7%、「水産物のブランド確立と新たな水
産ビジネスの展開」は31.3%、「付加価値と雇用を生み出す６次産業化の推進」が32.0%と低くなっている。

15.2

21.9

41.6

26.4

充
実
度

Ｈ２７

○平成27年10月、牛肉・豚肉の関税引き下げやコメの特別輸入枠の設定等を含むＴＰＰ協定が大筋合意
され、輸入拡大による農家所得の減少や地域社会の衰退などが懸念されている。
○平成27年１月、牛肉の関税引き下げ等を含む日豪ＥＰＡが発効され、輸入拡大による畜産業等への影
響が懸念されている。
○米は、過剰作付けと需要の減少等により、平成25年産米（あきたこまち）の概算金が11.5千円に下落
し、さらに、平成26年産米は過去最低の8.5千円となった。
○平成25年12月、国は、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つの農政改革を示し、新たな農業・農村政策を開始した。
○園芸品目は、近年、高温や豪雨・豪雪等の気象災害の発生により、生産量や品質が不安定となってい
る。
○東日本大震災により、牛肉の放射能汚染問題や飼料不足、風評被害等が発生し、畜産業は深刻な打撃
を受けた。

5.3

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比

6.0
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Ⅴ　評　価

○課題

○産地・銘柄間の競争激化、農政改革や米価の下落、さらには環太平洋パートナーシップ交渉の大筋合
意など、米を主体とする本県農業を取り巻く環境はますます厳しさを増している。
○６次産業化は進展しているものの、加工向け農産物のロットが小さいことや加工食品の技術力が低い
ことなどにより、一経営体当たりの事業規模や販売額が小規模なものにとどまっている。
○経営者の高齢化が進行する中で農業法人等の経営継承が課題となっている。
○本県のスギ資源は本格的な利用期を迎えていることから、県産材のさらなる需要喚起等が求められて
いる。また、林業就業者の高齢化が進行する中で安定的な労働力の確保と技術者の育成が急務となって
いる。
○消費者の魚離れやニーズの多様化等により魚価が低迷していることから、収益性の高い漁業形態への
転換が求められている。

概ね順調

評価理由

〇園芸作物については、重点野菜３品目（ねぎ、アスパラガス、えだまめ）の販売が増加傾
向にあるほか、果樹におけるオリジナル品種の生産拡大や園芸メガ団地の整備など、競争力
の高いナショナルブランドづくりが着実に進展している。新たな県産牛ブランドとして「秋
田牛」のデビューに合わせ首都圏へのＰＲを積極的に展開したことなどにより、一頭当たり
の出荷額が上昇している。
〇県産米の食味・品質向上に向けた取組を進めたほか、首都圏百貨店等における販売促進活
動を行うなどブランド力の強化を図った結果、評価指標である県産米の需要シェアが目標を
上回るなど、水田を活用した収益性の高い農業への取組が進んでいる。
〇振興局単位に設置したサポートチームによるきめ細かな支援体制の構築等により、食関連
ビジネスに取り組む農業法人が増加しているほか、野菜のカット・冷凍など一次加工に取り
組む事例が増大するなど、６次産業化に向けた取組が着実に進展している。
〇農地中間管理事業の活用などにより担い手への農地集積が目標を上回るペースで進んでい
るほか、大規模経営や戦略作目を導入した複合経営などに取り組む農業法人が増加するな
ど、地域農業を牽引するトップランナーの育成が進んでいる。
〇林業・木材産業については、円安による国産材への移行などに起因する木材需要の増大に
対応するため、林内路網整備など低コスト生産体制の整備を図ったことにより、素材生産量
が増加したほか、大規模製材工場を核とした競争力の高い製品づくりが拡大している。
○水産業については、栽培漁業への継続的な取組や科学的データに基づいた適切な漁業管理
により漁獲量の安定化を図っているものの、海面漁協組合員１人当たりの漁業生産額や加工
品出荷額は減少している。
〇政策の評価指標については、漁業生産額を除き、目標を達成するか、未達成の場合におい
ても増加傾向にあることなどから、政策全体として「概ね順調」に進んでいる状況にある。

総合評価

○園芸メガ団地整備等による生産基盤の強化や、「秋田の農産物」の総合的なプロモーション等による
流通販売体制の強化を図ることなどにより、複合型生産構造への転換を加速化する必要がある。また、
多様なニーズに応じた販促活動の展開による秋田米ブランドの再構築や戦略作物の生産拡大等による水
田農業の再編強化に取り組む必要がある。
○異業種連携による商品開発を進めるとともに、ＪＡの集荷力や組織力を活かした大規模な取組を創出
するなど、地域経済に活力を与えることができる６次産業化の取組の増加を図る必要がある。
○林業分野においては、幅広い知識・技術とマネジメント力を持った若い技術者の育成や、新規就業者
対策の強化に取り組む必要がある。
○水産分野においては、加工品の開発や販路開拓によるブランド化や、加工基盤の強化と拠点化を進
め、新たな水産ビジネスの展開を推進する必要がある。

○今後の推進方向（重点的・優先的に取り組むべきこと）
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Ⅵ　評価結果の反映状況（対応方針）

自己評価の「概ね順調」をもって妥当とする。

○政策評価委員会意見

○複合型生産構造への転換の加速化については、園芸メガ団地に加えて、複数の団地が連携するネット
ワーク型等の団地を育成し、多様な園芸拠点を全県域に展開するとともに、周年出荷体制の確立や品質
の向上等により産地の競争力を高め、園芸品目のさらなる生産振興を図るほか、大規模な肉用牛団地の
整備や首都圏でのＰＲ活動の強化により、「秋田牛」の全国ブランドとしての地位確立を図る。
　また、異業種連携やＪＡによる６次産業化を促進するほか、マーケットインの視点を重視した生産・
販売体制を整備し、首都圏におけるプロモーションや流通業者等との商談機会の創出、飲食店・量販店
等でのフェアを実施するなど販路拡大に取り組み、農林水産物の高付加価値化と流通販売体制の強化を
図る。

○水田農業の再編強化については、消費者や実需者の多様なニーズに対応できる秋田米の商品ライン
ナップの充実や、「あきたこまち」に次ぐ秋田の顔となる良食味米の開発等により、秋田米ブランドの
再構築を図るとともに、飼料用米の生産拡大等の需要に応じた主食用米の生産を行うほか、水田の大区
画化や排水対策の強化により、生産コストの縮減と戦略作物の生産拡大を図る。

○強い担い手づくりと新規就農の促進については、農地中間管理機構による農地集積を加速するととも
に、経営発展に向けた規模拡大・複合化、地域資源を活かした取組への集中支援や、企業の農業参入や
ＪＡ出資型農業法人の育成、農業法人の円滑な経営継承の推進等により、地域農業を牽引する強い経営
体を育成するほか、就農希望者のニーズに応じた研修制度の充実や、移住による就農を目指す者への支
援策等を実施し、新規就農を促進する。

○林業・木材産業については、木材を優先利用するウッドファーストな暮らしを推進し、県民運動の展
開や木材利用ポイント事業の実施による県産木材の需要喚起、福祉施設等の木造・木質化への支援、Ｃ
ＬＴ等の新製品の開発・実証により、素材生産量の拡大を図るほか、林業大学校による若い技術者の育
成対策に加えて、県内外からの就業促進に向けた体験林業等を実施し、新規就業者の確保・育成を図
る。

○水産業については、種苗放流の継続や適正な漁業管理の実施により資源の維持・増大を図りながら、
漁獲量が安定している魚種を活用した加工品の開発に取り組むとともに、販路開拓や加工施設の拠点
化、鮮度保持技術の導入を促進し、県産水産物のブランド化と高付加価値化を図るほか、就業希望者向
けの技術研修や経営指導、経営発展を目指す漁業者への支援等を実施し、漁業就業者の確保・育成を図
る。
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