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施策評価（平成29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

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

（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）

①主な園芸作物の販売額
　えだまめ、ねぎ、アスパラガスの３品目を中心に、“オール秋田”体制により生産・販売対策を集中的に実施
するとともに、園芸メガ団地の整備や県オリジナル品種の生産拡大と販売促進等を図ったが、鹿角地域のももや
新テッポウユリの販売額が降雹被害を受けて目標を大幅に下回ったことなどにより、主な園芸作物の販売額は目
標値16,900百万円に対し16,029百万円と、94.8％の達成率に止まった。なお、主な園芸作物の販売額は前年より
約８億円増加している。

②黒毛和牛の出荷額
　28年度における黒毛和牛の出荷頭数は4,277頭、平均出荷価格は1,120千円となり、出荷額は目標値4,960百万円
に対し4,790百万円であった。全国的な繁殖雌牛の減少による肥育素牛不足が続いており、牛枝肉価格が高値（前
年比109％）で推移したものの、出荷頭数が減少（前年比97％）したことから、計画比96.6％の達成率となった。

②
黒毛和牛の出荷額

出典：家畜改良センター調査

94.8%Ｈ24 13,524 16,029

5,280

96.6%Ｈ24 3,540 4,561 4,790

単位：百万円 85.8%

3,151 4,125 4,350 4,960

104.9% 96.6%

3,468

①
主な園芸作物の販売額

12,473 14,750 15,750 16,900 18,300

出典：秋田県青果物生産販売計画書 単位：百万円 91.7% 94.8%

12,909

96.9%

15,257

　本県農業の長年の課題である、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。
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（３）関連指標の状況
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（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）

①重点野菜３品目（ねぎ、アスパラガス、えだまめ）の販売額
　“オール秋田”で生産・販売対策を集中的に実施するとともに、機械化や施設化を重点的に推進し、大規模法
人等を中心に作付拡大を図った結果、平成28年度の系統販売額は目標43億5千万円に対し、44億2千万円となっ
た。特に、ねぎの販売額が21億円を突破するなど、着実な成果がみられている。

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）
　農業者等に対する販路拡大への支援や商談機会の提供など、様々なチャネルを通じてマッチング活動を強化し
てきた結果、加工業務用途における実需者と生産者との商談件数・成約件数が増加し、目標を達成した。

③肉用牛の一戸当たり飼養頭数
　飼養戸数が減少する中で、目標値21.1頭／戸には達しなかったものの、一戸当たり飼育頭数は19.1頭／戸とな
り、前年比106％と着実に規模拡大が図られているとともに、平成28年2月1日現在の飼養頭数も17,800頭と、前年
より100頭増加するなど、生産基盤の強化が図られている。
　
④比内地鶏雄鶏の生産出荷羽数
　民間事業者と連携し雄鶏肉の加工原料としての利用に取り組んだものの、原料供給価格と加工事業者の購入希
望価格に乖離があったことに加え、県内で雄鶏肉を加工利用する事業者が増えなかったことから雄鶏の生産出荷
羽数は伸び悩んだ。

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、目標値130には達
しなかったものの、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112となり、着実に増加してきている。

⑥実用化できる試験研究成果数（累積）
　実用化できる試験研究成果として28年度は新たに29課題をとりまとめ、累積成果数は目標240件に対して256件
となった。主な成果としては、ネギ葉枯れ病に対する防除技術、ニホンナシの県オリジナル品種「秋泉」の収穫
着色基準板による収穫適期の判定等がある。

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

○前年度からの継続によるＧＡＰ指導者養成研修（普及指導員やＪＡ営農指導員を対象）や推進会議を開催し、秋田県版
ＧＡＰ（農業生産工程管理）の普及に取り組んだほか、より一層の浸透を図るため、取組に消極的なＪＡ幹部に対する
キャラバン活動を行った。
○減農薬・減化学肥料栽培や、温暖化防止・生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対する支援（環境
保全型農業直接支援 16市町村 1,444ha）により、環境保全型農業の推進を図った。

○現場ニーズに即した試験研究の推進として、研究成果を広く市町村やＪＡ関係者に発信するとともに、研究成果を早期
に現場定着させるための地下灌漑システムを活用した高品質ネギの現地栽培試験、廉価な県産材料を活用したキノコ生産
技術の現地実証試験等に取り組んだ。
○秋田オリジナルワカメの養殖技術や、シャインマスカットの長期保存技術及び成熟度判定用の秋田県版カラーチャート
による収穫適期判定の実証等も実施した。
○冬期間に少ないエネルギーで輪ギク栽培が可能なＥＯＤヒーティング技術（End-of-Day　日没後の数時間だけ温度を上
げる技術）を開発し、さらにダリアへの応用も検討している。
○本県の気象、立地条件に即した県オリジナル品種開発に取り組み、えそ斑点病に強い地這いネットメロンの「秋田あん
めグリーン」、「秋田あんめレッド」の２品種が出願公表されたほか、スイカ夏丸シリーズとして収穫期の早い「秋田夏
丸ワッセ」、種子の少ない「秋田夏丸クロオニ」が出願された。

○野菜については、ねぎ、アスパラガス、えだまめの３品目で“オール秋田”体制で生産・販売対策を集中的に実施する
とともに、大型コンバイン等の導入等の機械化や施設化を重点的に推進し、大規模法人等を中心に作付拡大を図った結
果、えだまめの栽培面積が732haに拡大するなどの成果があった。えだまめは、東京都中央卸売市場（７～10月）出荷量が
1,384tになり、２年連続で日本一を達成した。また、品薄となる7月穫りの生産が拡大しているねぎでは、ＪＡあきた白神
が販売額13億円を突破し、全県でも21億9千万円と過去最高の販売額となった。
○県オリジナル品種のりんご「秋田紅あかり」や日本なし「秋泉」は、食味が良く市場評価が高いことから、年々栽培面
積が拡大している。
○収益性の高いももやおうとう、軽労果樹のブルーベリーやいちじく、消費者ニーズの高い種なし大粒ぶどうは、栽培面
積が拡大傾向にある。
○リンドウ・ダリア等のオリジナル品種の開発・普及や、園芸メガ団地の整備などにより、重点５品目（キク類、リンド
ウ、トルコギキョウ、ユリ類、ダリア）の系統販売額は過去最高の21億円超となった。
○ 県オリジナル品種の開発と普及は、日本を代表する民間育種家と連携して取り組んできており、「ＮＡＭＡＨＡＧＥ
チーク」は、「ＮＡＭＡＨＡＧＥマジック」に次いで、２度目の「フラワー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したことで実需
者のニーズが高まっている。

○業務・加工用野菜等の作付拡大をうながすため、平成26年度から県内24カ所に実証ほ場を設置し、生産から出荷販売ま
でのコーディネートや栽培技術支援を行った結果、19件が新たな実需者との取引につながった。
○物流の合理化とコールドチェーン体制確立のため、秋田おばこ農業協同組合の野菜・花きの集出荷・選別拠点施設の整
備を支援した。
○ＪＡ全農あきたと連携して販売促進活動を強化するとともに、秋田県産園芸品目を取り扱う量販店等を組織化したバイ
ヤーズクラブ（東急ストアほか９社）を設置し、県産園芸品目の認知度向上と販売額の増大を図った。

○「秋田牛」のブランド確立と消費拡大に向けた取組の一環として、消費者が秋田牛を選択しやすい環境を整えるため、
秋田牛取扱店登録制度を創設し、「秋田牛を買える店」を190店、「秋田牛を食べられる店」を110店登録した。
○首都圏における「秋田牛」の認知度向上対策として、著名な飲食店におけるメニューフェアの開催やトップセールス、
東京銀座の秋田牛専門店での情報発信、航空会社の国際線及び国内線の機内食等でのメニュー提供などを行った。
○27年度から出荷が本格化している(株)秋田仙北夢牧場がモデルケースとなり、県内各地で大規模肉用牛団地の整備が進
むとともに、中核的な経営体の規模拡大が進展した。
○29年度の全国和牛能力共進会での上位入賞を目指し、繁殖雌牛の改良の加速化や肥育技術の向上のための肥育試験を実
施するとともに、出品候補牛を選定して農家における飼育を開始した。

○県内の児童・生徒に比内地鶏の味を認識してもらうとともに、家庭での消費拡大を図ることを目的として、学校給食で
の利用促進に取り組み、県内291校、70,829人の児童・生徒等に比内地鶏をメニューとした給食を提供した。
○比内地鶏の首都圏における販路拡大の取組を推進し、県内事業者の営業スキルアップを図るため、県東京事務所に比内
地鶏専門の販路開拓員を配置し、食品業界の経験を活かした営業活動を行った。
○比内地鶏の今後の振興方策の提言を得ることを目的にマーケティング調査を実施した結果、絶対的な食味の高さで他と
の差別化を図るべきであり、そのためには品質のバラツキの解消と食味の高さの認知度向上が不可欠であるとの提言を受
けた。また、他の地鶏等に比べ、旨み成分や疲労回復等に効果がある成分の含量が多いことが判明し、科学的にも食味の
高さを証明することができた。
○酪農生産基盤の強化を図るため、乳用初妊牛の導入や粗飼料生産基盤の強化に対して助成するとともに、乳用育成牛の
預託牧場の施設整備等に対して支援した。
○畜産の収益性向上に向け、地域ぐるみの支援体制（畜産クラスター協議会）を構築し、施設整備や省力化機械導入等に
よる規模拡大、生産コストの削減、品質向上など生産基盤の強化を図った。



３　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

　県産農産物の認知度向上とブランド化に向けて、より効果的なプロモーションを実施するほか、活発化する企業の産地
囲い込みや代替産地確保の動きへの対応を強化していく必要がある。
　園芸については、更なる生産拡大を図るため、えだまめに次ぐ新たな園芸品目を選定して重点的に生産振興を図るとと
もに、メガ団地等の新たな園芸拠点の全県展開を進めていく必要があるが、そのためには労働力を如何に確保していくか
が大きな課題となっている。
　畜産については、全国的な肉用子牛価格の高騰が続いており、「秋田牛」ブランドを支える繁殖基盤と肥育経営の体質
強化が喫緊の課題である。また、比内地鶏の販売量が減少していることから、関係者一丸となった販路拡大の取組が急務
である。

　マーケットインの発想を重視した取組を中心としつつも、併せて産地の資源を生かしたプロダクトアウトの販売戦略を
促進するほか、企業との連携により、首都圏はもとより関西や海外などエリアを広げた販路開拓に取り組むため、新たな
生産流通体制の整備を図る。
　園芸については、えだまめに次ぐ品目として菌床しいたけを選定し生産販売対策を強化するとともに、メガ団地等の新
たな園芸拠点の全県展開と併せて、ＪＡが中心となった地域内での労働力調整を行う取組を強化するほか、冬期間も収入
が見込める品目の生産拡大等を進める。
　畜産については、収益性の高い大規模畜産団地の全県展開を推進する。また、「秋田牛」ブランドの全国メジャー化を
図るため、ブランドの認知度向上と宮城県で開催される全国和牛能力共進会での上位入賞に向け、出品候補牛の調教や飼
養管理に係る指導、科学的な発育診断等の取組を強化するとともに、ブランドを支える繁殖基盤や生産を担う肥育農家の
経営体質の強化に取り組む。比内地鶏については、県内外における販路開拓や消費拡大に向けた取組を強化するととも
に、今後の市場シェア奪還に向け、品質の高位平準化と食味の高さなどストロングポイントの訴求に取り組んでいく。

総合評価 Ｂ

評価理由

　代表指標については、園芸作物における生産・販売対策の集中的な実施及び「秋田牛」の知名度向上対策
等に取り組んだ結果、２つの指標はいずれも目標には届かなかったが達成率は約95～97％となり、概ね目標
を達成したと言える。
　関連指標については、機械化や施設化を推進し、大規模法人を中心に作付拡大を図った結果、重点野菜３
品目の販売額が目標の101.6％になるなど、６つの指標のうち３つを達成。また、肉用牛の一戸あたり飼養頭
数についても、「秋田牛」について県内外における認知度向上対策と生産基盤の強化等への取組が功を奏し
て目標の９割を達成するなど、２つの指標について概ね目標を達成している。
　以上のことから、本施策の総合評価は「Ｂ」とする。

※総合評価の判定基準
　　　 「Ａ」 ： 目標を達成　  「Ｂ」 ： 目標を８割以上達成 　 「Ｃ」 ： 目標達成が６割以上８割未満    「Ｄ」 ： 目標達成が６割未満


