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施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 2 政策名 国内外に打って出る攻めの農林水産戦略

施策コード 1 施策名 “オール秋田”で取り組むブランド農業の拡大

幹事部局 農林水産部 担当課 農林政策課

１次評価（農林水産部長） 平成27年7月31日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年8月31日

１　施策の目的等（政策との関連、必要性、取組内容、取組後の姿　など）

２　施策の状況

（１）代表指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

※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

（２）代表指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

16,900

出典：秋田県青果物生産販売計画書

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２９ 達成度
年度

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
直近の
達成率

評価者・実施日

91.3%

① 91.3% B
主な園芸品目の販売額

12,558

85.8%出典：家畜改良センター調査

②
黒毛和牛の出荷額

3,151 4,125 4,350 5,280

24 3,540

4,960

14,750 15,750 18,300

24 13,470

①主な園芸品目の販売額
　販売額は基準年から増加してきているものの、気象害等の影響により、野菜や花き、果樹の販売額
が低迷し目標を下回っている。野菜や花きについては、夏場の日照不足と大雨による生産量の減少や
品質の低下に加え、首都圏市場での価格が低迷したこと、果樹については、連続する雪害により生産
量が減少していることが主な要因となっている。

②黒毛和牛の出荷額
　黒毛和牛１頭当たりの出荷価格は上昇しているものの、出荷頭数が減少したことから、目標を下
回っている。出荷頭数の減少は、高齢化等による小規模経営体の経営中止や、肥育経営体が近年の素
牛価格の高騰を受け計画どおりに素牛を確保できない状況にあることが主な要因となっている。

85.8% B

 本県農業が長年営んできた米に大きく依存する生産構造から脱却し、野菜や畜産等の収益性の高い戦
略作目に取り組む複合型の生産構造への転換を図るため、大規模園芸団地の整備や周年農業の推進等
により、オール秋田で野菜等の生産拡大を図るとともに、秋田の顔となる県産ブランドの創出や、
マーケットインの視点を重視した流通販売体制を構築し、国内外に打って出るトップブランド産地を
形成する。

百万円 

百万円 
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（３）関連指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

（４）関連指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

24

Ｈ２７ Ｈ２８
年度

3,600 3,950 4,350 4,8003,156

Ｈ２９●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６

①

重点野菜３品目（ねぎ、アスパラガス、えだ
まめ）の販売額

50

92.3%

16.6 19.5 21.1

38

出典：農業経済課調べ 100.0%

34

出典：秋田県青果物生産販売計画書

②

県が支援して加工・業務用として新たにマッ
チングが成立した産地数（累積）

22 26 30

25 26

24 18.0

直近の
達成率

備考

95.0%3,420

95.0%

100.0%

92.3%③
肉用牛の一戸当たり飼養頭数

出典：畜産統計

24.4

107.9%

190 215 240 265

出典：比内地鶏生産流通実態調査 76.0%

①重点野菜３品目（ねぎ、アスパラガス、えだまめ）の販売額
　生産工程の機械化一貫体系の推進や、長期出荷体制の確立等により重点野菜３品目の販売額は増加
傾向にあるものの、アスパラガスについて、株の老齢化や病害の発生等による生産量と販売額の減少
が影響し、目標を下回っている。
　えだまめについては、機械化一貫体系により栽培面積が拡大し販売額が初めて10億円を超えたほ
か、東京都中央卸売市場において８～10月の出荷量が日本一を達成した。

②県が支援して加工・業務用として新たにマッチングが成立した件数
　食の多様化や外部化の進展により、加工・業務用の青果物需要が増加していることから、キャベツ
やねぎ等の加工・業務用野菜の生産体制を強化してきており、マッチングが成立件数は着実に増加し
目標を達成している。

③肉用牛の一戸当たり飼養頭数
　大規模肥育経営体の育成・強化に向けた取組により、目標には届かなかったものの、一戸当たりの
飼養頭数は着実に増加してきている。全国順位は46位（東北では5位）と低位にあるが、近年では東北
平均値に近づいてきている。

④比内地鶏雄鶏の生産出荷羽数
　生産振興の取組により出荷羽数が増加している地域がある一方で、雌鶏に比べて飼養管理が難しい
こと等から、雌鶏の生産に切り替える経営体が出ており、目標を下回っている。27年度から大規模生
産に取り組む経営体が出てきているなど、今後は生産出荷羽数の増加が見込まれている。

⑤「秋田県版ＧＡＰ」に取り組む産地数
　県版ＧＡＰに対応した生産工程管理手法にスムーズに切り替えることのできない産地があり、目標
には届かなかったものの、研修会の開催やＧＡＰ指導員を養成するなどＧＡＰの普及拡大への取組に
より、ＧＡＰに取り組む産地数は確実に増加してきている。

⑥実用化できる試験研究成果
　収益性や生産性の向上、ブランド力の強化に必要な低コスト栽培技術や病害虫の防除手法、県オリ
ジナル品種の開発等への試験研究要望が生産現場から多数あるため、県としてもスピード感を持って
対応しており、目標を上回っている。

⑥
実用化できる試験研究成果数（累積）

143

24 205

⑤

④

出典：実用化できる試験研究成果

91.8%24 101

出典:各地域振興局農林部調べ 91.8%

「秋田県版ＧＡＰ」に取り組む産地数
77

40

22.7

76.0%
比内地鶏雄鶏の生産出荷羽数

24 19

107.9%

130 140

20 25 30

110 120

⑦
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① トップブランドを目指した園芸産地づくり

② 実需者ニーズに機動的に対応する青果物流通体制の構築

③ 県産牛の新たなブランド確立と全国メジャー化の推進

④ 新たな需要創出による比内地鶏等の出荷拡大と畜産を核とした地域活性化

⑤ 食の安全・安心への取組強化と環境保全型農業の推進

⑥ 生産・消費現場と密着した試験研究の推進

○秋田県版ＧＡＰ（農業生産工程管理）の普及に向けて、普及指導員やＪＡ営農指導員を対象としたＧＡＰ指
導者の養成研修と推進会議の開催、啓発活動の実施により、前年度より８産地多い県内101産地でＧＡＰを導
入した農業生産活動が行われている。
○地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援し、284の農業者が化学肥料や化学合成農薬
の使用を５割以上低減する農業を展開するなど、環境にやさしい安全・安心な農業が確実に広がっており、地
域農業の環境保全への関心が高まっている。

○市町村や農業団体等と連携し、生産現場の抱える課題や要望を幅広く把握するとともに、試験研究に当たっ
ては、県立大学等の協力を得ながら早期かつ確実な成果の創出に努めている。
○実用化が可能となった試験研究成果については、県ＨＰへの掲載や実証試験を行い、タイムリーに生産現場
に提供している。

○野菜では、重点野菜３品目（えだまめ、ねぎ、アスパラガス）を中心に野菜全体の生産振興に向け、機械・
施設の整備を重点的に推進し、本県の強みを生かせる重点野菜３品目については、生産・販売対策に“オール
秋田体制”で集中的に取り組み、大規模法人等を中心に作付の拡大を図った。
○果樹では、４年連続の雪害からの早期復旧・再生を図るため、苗木の無償配布などによる補改植や生産施設
の復旧を支援し、被害を受けた樹園地は約72％まで復旧が進んでいるほか、県オリジナル品種の生産拡大と販
売促進に努めた。
○花きでは、リンドウとダリアの全国トップクラスの産地化を目指し、民間育種家と連携したオリジナル品種
の開発や生産拡大、販売対策を集中的に実施した。
○また、本県の園芸振興をリードする園芸団地の育成に向け、３地区において１億円以上の販売額を目指す園
芸メガ団地の整備に取り組み、27年度から本格的な営農をスタートできる体制が整っている。

○市場出荷よりも取引条件の厳しいキャベツ、にんじん、ねぎ等業務・加工用野菜への取組を促進するため、
実証ほ場を設置して生産から出荷販売までを一貫して支援しコーディネートした結果、業務・加工用野菜に取
り組む農業者が増加し、実需者との新たな取引や出荷拡大に結びついた。

○平成26年10月、秋田を象徴する「米」をキーワードとした新たな県産牛ブランド「秋田牛」がデビューし
た。併せて秋田牛を推進する秋田牛ブランド推進協議会が設立され、26年度末時点で88名の肉用牛生産者が登
録されている。秋田牛のデビューに当たっては、県内外でのデビューイベント、首都圏の大手食肉卸売業者へ
のトップセールスや国内最大の東京食肉市場での枝肉共励会の開催等により、認知度の向上を図った。
○秋田牛を支える肉用子牛の生産基盤を強化するため、生産農家の繁殖成績向上を目的とした推進チームの組
織化や巡回指導の実施、肉用牛農家と酪農家の連携や公共牧場を活用した新たな肉用牛生産体制の構築に取り
組んだ。
○29年度に開催される全国和牛能力共進会での上位入賞を目指して、繁殖雌牛の改良を加速するとともに、肥
育技術の確立と優良肥育素牛の作出に取り組んだ。

○比内地鶏については、認証制度の適切な運用に努めるとともに、首都圏をターゲットに有名レストラン等と
連携したメニュー提供等の販売促進活動により、平成26年の出荷羽数は587千羽と３年連続で増加した。ま
た、未利用資源となっている雄鶏の有効活用と需要を創出するため、加工用雄鶏の飼育技術の確立に取り組ん
だほか、民間事業者による加工品開発を支援し新たな加工品が創出された。
○日本短角種については、近年の需要増加に対応するため、生産基盤の強化に向けて飼育管理施設の整備を支
援し、鹿角市と東成瀬村において大規模団地が形成された。
○白神ラムについては、県北地域の食材と併せてＰＲ活動を行い、首都圏のシェフ等を対象とした産地見学会
の開催により新たな取引が成立するなど需要の拡大が図られた。
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３　総合評価

（１）施策幹事部長による１次評価

（２）企画振興部長による２次評価

４　課題と今後の対応方針

①　課題（施策目標達成に向けた新たな課題、環境変化等により生じた課題　など）

②　今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

５　政策評価委員会の意見

　園芸メガ団地の整備やナショナルブランド化等の取組により野菜や花き等の産地育成が着実に進展してきて
おり、こうした取組を全県域に拡大させ園芸品目の飛躍的な生産拡大を図るほか、秋田牛については、全国ブ
ランドとしての地位を確立するとともに、需要の増加に対応できるよう生産基盤の強化・拡大を図る必要があ
る。
　また、農産物等の流通販売体制については、加工・業務用の需要が増加傾向にあるほか、生産者が飲食店や
加工業者等と直接取引する形態が増えていることから、実需者のニーズに的確に対応できるよう、これまで以
上にマーケットインの視点を重視し、生産から流通販売に至るまで一体的に取り組むことが急務となってい
る。

　メガ団地のスケールメリットを活かして、サテライトタイプやネットワークタイプなど多様な園芸拠点を全
県各地に展開するほか、首都圏における秋田牛の認知度向上対策や優良素畜の導入、畜舎の整備等を推進する
とともに、「秋田の農産物」を強くアピールするための総合的なプロモーションと戦略作目の生産拡大に向け
た県民運動の展開、農林漁業者・ＪＡ等による販路開拓や実需者とのマッチングへの支援等による流通販売体
制の強化により、複合型生産構造への転換の加速化を図る。

評価理由

　トップブランドを目指した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。

評価結果

評価理由

　代表指標について、「主な園芸品目の販売額」は、雪害のあった果樹を除き、野菜や花き等で
は、オール秋田体制での生産振興等により販売額が着実に伸びてきていること、また、「黒毛和
牛の出荷額」については、大規模肉用牛肥育団地の育成や秋田牛のデビュー等により、県産牛の
ブランド確立に向けた取組が着実に進展しており、目標達成率が80％以上となっている。
　施策の推進状況については、重点野菜３品目の販売額が伸びているほか、園芸品目の生産拡大
に向けたメガ団地の整備の進展や、加工・業務用野菜の生産へのマッチング件数の増加、秋田県
版ＧＡＰへの取組が拡大等が図られており、関連指標に掲げる６つの施策目標のうち５つで達成
率が80％以上となっている。
　以上の理由から、本施策の総合評価は「概ね順調」とする。

概ね順調

評価結果 概ね順調
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