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《稼ぐ農林水産業創造部会 提言書（案）》 資料－４

１ 専門部会の主な検討項目

（１）秋田の農林水産業を牽引する多様な人材の育成について

① 秋田の農業をリードする競争力の高い経営体づくり

② 幅広い年齢層からの新規就業者の創出

③ 多様なルートから秋田に呼び込む移住就業の促進

④ 農業労働力の安定確保と農作業の軽労化の促進

⑤ 秋田で活躍する女性の活動支援

（２）複合型生産構造への転換の加速化について

① 大規模園芸拠点を核とした戦略作目の更なる振興

② 「しいたけ」や「えだまめ」など日本一の園芸産地づくり

③ 秋田のオリジナル品種による果樹・花きの生産振興

④ 大規模畜産団地の全県展開

⑤ 秋田牛や比内地鶏など秋田ブランドによる畜産振興

⑥ 先端技術と融合したアグリテックによる生産効率の向上

⑦ 秋田の農林水産業の発展を支える研究開発の推進

（３）戦略的な秋田米の生産・販売と水田フル活用について

① 業務用や特定需要など実需と結びついた米づくりの推進

② 省力化技術やＩＣＴ導入による超低コスト稲作経営の展開

③ 次代を担う秋田米新品種デビューと販売強化

④ 複合型生産構造への転換を支える基盤整備の促進

⑤ 水田フル活用による自給力の向上

（４）秋田の農林水産物の高付加価値化と国内外への展開強化について

① 異業種連携による大規模な６次産業化の展開

② 企業とタイアップした流通・販売体制の構築

③ 秋田の強みを生かした農林水産物の輸出促進

④ ＧＡＰ等による安全・安心対策の強化と環境保全型農業の推進

（５）「ウッドファーストあきた」による林業・木材産業の振興について

① 秋田スギを活用した新たな木質部材等による需要拡大

② 林業の成長産業化に向けた生産・流通体制の強化

③ 産地間競争に打ち勝つ木材総合加工産地づくりの推進

④ 次代の秋田の林業をリードする人材育成

（６）秋田のつくり育てる漁業と広域浜プランの推進による水産業の振興について

① つくり育てる漁業の推進による水産資源の維持・増大

② 秋田の海・川資源を生かした水産ビジネスの展開

③ 次代を担う中核的な漁業者の確保・育成

④ 漁港等の生産基盤の整備促進

⑤ 全国豊かな海づくり大会等を契機とした水産業の活力向上

（７）地域資源を生かした活気ある農山漁村づくりについて

① 多様な資源を生かした地域ビジネスの展開

② 里地里山の保全管理と鳥獣害対策の強化

③ 森林の多面的機能の高度発揮

④ 地域を守る防災・減災対策と施設の保全管理の強化



- 2 -

２ 提言事項

【総括的意見】

（１）我が国の労働力人口の減少を背景とした、労働集約型産業等における構造的な

労働力不足に対応することが必要である。

（２）農政改革や国際通商協定等による産地間競争の激化を見据え、生産から流通・

販売構造の改革を継続的に取り組むべき。

（３）ＩＣＴやＡＩ、ロボット技術等を駆使した次世代型農林水産業の推進を図り、

農業の生産効率を上げ、経営体質の強化を図ることが必要である。

提言１：秋田の農林水産業を牽引する多様な人材の育成について

本県農業を牽引する認定農業者や集落営農組織等の担い手を競争力の高い経営体に

育成するため、積極的な農地集積や、集落営農組織の法人化等が促進されてきたが、

これまでよりも、ステップアップした取組に対してきめ細かな支援が必要である。

また、人口減少が急速に進み、農業の労働力不足が顕在化してきた中において、県

外からの移住を含め、多様なルートと幅広い年代からの就業が課題となっており、労

働力調整システムの構築や、ロボット技術の活用による軽労化など、快適な就業環境

づくりに加え、本県の農林水産業が、女性起業者を含め、魅力あるビジネスとして選

ばれるよう、総合的な支援体制の充実・強化が必要である。

【主な取組（意見）等】

（１）秋田の農業をリードする競争力の高い経営体づくり

・農地集積による経営規模の拡大や収益性の高い複合作目の導入等への取組を加速化

させるほか、経営安定のための総合的なサポートの実施など、意欲ある担い手の経

営改善を支援するとともに、大規模農業法人などトップランナーの育成が必要であ

る。

（２）幅広い年齢層からの新規就業者の創出

・農林水産業が魅力ある職業として選ばれるよう、就業前の実践研修から就業後の定

着サポートまで、若年層を対象とした総合的な新規就業対策を講じるほか、幅広い

年代から新規就業者を確保する取組を推進し、担い手の目標数の確保と就業構造と

してバランスのとれた年齢構成の構築が必要である。

（３）多様なルートから秋田に呼び込む移住就業の促進

・人口減少により顕在化してきた担い手不足や労働力確保の課題に対応するため、本

県の魅力をまるごとＰＲしながら移住に誘導するとともに、移住者の農林水産業で

の就業環境を整備するため、技術習得から経営の開始・定着に至るまで、ソフト・

ハードの両面から総合的な支援が必要である。

（４）農業労働力の安定確保と農作業の軽労化の促進

・大規模団地や加工所等における労働力の安定確保のため、先進的な労働力調整モデ

ルの展開とサポート体制の充実を図るほか、パワーアシストスーツなどロボット技

術の普及拡大による軽労化など、快適な就業環境づくりが必要。

（５）秋田で活躍する女性の活動支援

・女性起業者の資質向上のため、起業者間、異業種などとのネットワークの構築を支

援するほか、起業活動におけるマーケティングや商品開発等を支援し、食や農業、

観光等を組み合わせた新たなビジネスシーンで女性が活躍できる環境づくり等を推

進するべきである。
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提言２：複合型生産構造への転換の加速化について

これまで、複合型生産構造への転換に向けた施策を集中的に実施してきた結果、二

年連続で日本一を達成した枝豆を始め、系統販売額が21億円を突破したねぎ、果樹・

花きのオリジナル品種の拡大、秋田牛のブランド化等により、平成27年の農業産出額

が全国第一位の伸び率になるなど、着実に成果が現れてきている。

本県農業が持続的に発展していくためには、これまでの勢いを緩めることなく、収

益性の高い複合型生産構造への転換を加速化させることが必要である。

また、冬期農業の拡大が課題となっている本県にあって、周年で出荷可能な「しい

たけ」を最重点品目と位置づけ、オール秋田による推進体制のもと、生産拡大を推進

することや、農作物の最適な生育環境を自動制御するＩＣＴを活用した新技術の実証

・普及拡大により、生産効率の向上を図るべきである。

【主な取組（意見）等】

（１）大規模園芸拠点を核とした戦略作目の更なる振興

・生産性向上や競争力強化によるトップブランド産地の形成を目指し、本県の野菜

や花き等の生産振興をリードする園芸メガ団地等の大規模園芸拠点を県全域に整

備するとともに、大規模経営体の育成・強化を図る必要がある。

（２）「しいたけ」や「えだまめ」など日本一の園芸産地づくり

・えだまめに次いで日本一を目指す新たな品目として、しいたけ等を最重点品目と

位置づけ、新たな販売戦略を策定し、生産拡大と販売促進の取組を一体的に推進

することが必要である。

・えだまめについては、日本一を確固たるものとするため、一層の生産拡大と品質

向上を図るほか、新たなプロモーションの展開や販路開拓に取り組む必要がある。

（３）秋田のオリジナル品種による果樹・花きの生産振興

・りんごの「秋田紅あかり」、なしの「秋泉」など、県オリジナル品種等の新改植

と担い手農家への園地流動化を促進するとともに、「ゆめあかり」等の夏出しり

んごの増産が必要である。

・花きは、増加している若手農業者の技術研修の強化や、種苗供給体制の再編等に

より、「ＮＡＭＡＨＡＧＥダリア」、「秋田りんどう」の更なる生産拡大とブラン

ド力の向上を図る必要がある。

（４）大規模畜産団地の全県展開

・本県畜産の生産基盤の強化と畜産を核とした地域活性化を図るため、収益性の高

い大規模畜産団地の全県展開を推進する必要がある。

（５）秋田牛や比内地鶏など秋田ブランドによる畜産振興

・秋田牛ブランドの更なる認知度向上を図るため、国内外でのＰＲ活動や、平成34

年度に鹿児島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た取組を展

開するほか、日本一の地鶏としての比内地鶏ブランドの揺るぎない地位を確立す

るため、絶対的な食味の高さで他の地鶏との差別化を図る必要がある。

（６）先端技術と融合したアグリテックによる生産効率の向上

・ＩＣＴを生かして農作物の最適な生育環境を自動制御する新技術の実証・普及拡

大により、農業の生産効率の向上を図り、消費者・実需者ニーズに対応した野菜

等の周年生産を促進する必要がある。

（７）秋田の農林水産業の発展を支える研究開発の推進

・生産性と収益性の速やかな向上を図るため、生産現場における試験研究に対する

要望の広範な把握、新たな技術情報の生産現場への迅速な提供や市町村やＪＡな

どとの協働による新技術の生産現場への早期定着を図る必要がある。
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提言３：戦略的な秋田米の生産・販売と水田フル活用について

平成30年以降、行政による米の生産数量目標の配分が廃止され、農家や集荷団体等

の経営判断に基づき、自ら生産量を決定する仕組みへと移行することから、「秋田米

生産・販売戦略」に基づき、関係者が一丸となって販売を起点とした米づくりに取り

組んでいく必要がある。

米の国内消費は漸減傾向で推移し、より一層の産地間競争の激化が見込まれており、

実需者との結び付きの強化による中食・外食等の業務用ニーズへの対応や、次代のプ

ライスリーダーとなる極良食味米のデビュー対策の強化、さらには、省力・低コスト

生産技術の導入や基盤整備の推進により、消費者から愛される「米どころ秋田」とし

てブランド力を更に向上する必要がある。

【主な取組（意見）等】

（１）業務用や特定需要など実需と結びついた米づくりの推進

・マーケットインの視点を重視した「秋田米生産・販売戦略」に基づき、実需者との

結びつきの強化により、需要に応じた米づくりを進め、業務用米にも機動的に対応

できる米産地の確立を目指すべきである。

（２）次代を担う秋田米新品種デビューと販売強化

・次代のプライスリーダーとなるコシヒカリを超える極良食味米を開発し、生産から

販売に至る一連のデビュー対策を講じるとともに、ボリュームゾーンであるあきた

こまち等の食味・品質の底上げにより、「米どころ秋田」のブランド力の向上を図

る必要がある。

（３）省力化技術やＩＣＴ導入による超低コスト稲作経営の展開

・ＩＣＴを活用した管理技術の効率化等により低価格帯の業務用向けや輸出向けにも

対応できるよう、生産費の低減を促進するべきである。

・実需者に対する販売プロモーションや、農業法人による低コスト生産に必要な農業

機械の導入等に対する支援が必要。

（４）複合型生産構造への転換を支える基盤整備の促進

・戦略的な秋田米の生産・販売の取組を踏まえ、水稲生産の低コスト化や担い手へ

の農地集積を促進するため、農地中間管理事業等と連携しつつ、ほ場の大区画化

やＩＣＴ技術を活用した水管理の省力化、新たな法人の育成等を総合的に推進す

るほ場整備を計画的に実施する必要がある。

・米依存から脱却し、高収益作物の品質や収量の向上を図り、収益性の高い農業経

営を実現するため、地下かんがいシステムやモミガラ補助暗渠等の整備による水

田の畑地化を計画的に推進する必要がある。

（５）水田フル活用による自給力の向上

・本県農業の主要な生産基盤である水田を有効に活用し、大豆やそば、加工用米等の

生産を推進することにより、未利用水田の解消、さらには農業所得の向上を図るべ

きである。
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提言４：秋田の農林水産物の高付加価値化と国内外への展開強化について

これまで６次産業化を推進してきた結果、1,100を超える事業体が、農業を起点と

する新たなビジネスを展開し、首都圏や海外に販売拡大を図る新たな取組も出てきて

いるが、依然として県内の６次産業化に係る販売額は全国でも低く、地域における異

業種連携の取組の増加や、更なるサポート体制の機能強化が必要である。

流通・販売対策では、大手物流企業との連携による国内外での販路開拓や、企業の

ニーズに対応した生産流通体制の整備が図られてきているが、食の外部化・簡便化志

向の拡大による業務用需要の増加や主力産地の生産力低下などに伴い、中食・外食企

業の産地囲い込みなどの動きがあり、これに対応するため、オーダーメイド型の生産

流通体制を強化するべきである。

【主な取組（意見）等】

（１）異業種連携による大規模な６次産業化の展開

・県内外の企業や異業種との連携を促進し、農林漁業者が自ら取り組む経営の多角化

や、異業種から農業に参入する企業の取組、農林漁業者と食品・観光等の異業種と

の連携した取組など、多様な形態でのビジネス創出を総合的に支援する必要がある。

・地域農産物の集荷機能を持ち、量的な競争力を有しているＪＡ自らが主体となって、

各地域の特色ある農産物を生かした加工・販売部門の充実・強化を図るなど、将来

的な広域合併や統合を見据えつつ、地域一帯となった大規模な６次産業化を推進す

るべきである。

（２）企業とタイアップした流通・販売体制の構築

・実需者ニーズを踏まえ、関係機関・団体が一体となってマーケットインの視点を重

視した流通・販売対策を推進するとともに、県産品の強みを生かして産地が自ら新

たな市場を作っていくプロダクトアウトによる販路開拓を推進する必要がある。

・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ほか、大ロ

ットの取引に対応できる生産者の組織化を推進するとともに、企業と連携した新た

な需要創出に向けた取組を支援すべきである。

・県産材について、東京オリンピック・パラリンピックを契機に需要拡大を図るため、

首都圏でのプロモーション活動等による販路開拓を図るべきである。

（３）秋田の強みを生かした農林水産物の輸出促進

・海外に販路を持つ企業と連携し、米の多様な品種を活用しながら日本食レストラン

等での業務用需要を開拓するとともに、県オリジナル品種の野菜や果樹、花き、「秋

田牛」、「比内地鶏」等の農林水産物について、秋田の強みを生かしてターゲット

を定めた輸出を促進するべきである。

・海外で開催される国際的な展覧会等を起点に、秋田スギ製品を広くＰＲし、秋田ス

ギの知名度とブランド力の向上を図るべきである。

（４）ＧＡＰ等による安全・安心対策の強化と環境保全型農業の推進

・食品安全や環境保全等の適正農業規範であるＧＡＰに取り組むよう、生産者に対し

て積極的に働きかけるほか、環境と調和した農業生産として、「エコファーマー」

の認定制度や、「特別栽培農産物」の認証制度と併せ、地球温暖化防止や生物多様

性保全に資する環境に優しい農業の推進などについて、継続して実施する必要があ

る。
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提言５：「ウッドファーストあきた」による林業・木材産業の振興について

全国一の資源量を誇る本県のスギ人工林は本格的な利用期を迎えており、これまで、

原木の低コスト生産体制の構築や木材加工施設の整備、木製品の販路開拓等を推進し

てきた結果、素材生産量や製品出荷量は増加してきている。

スギ資源の有効活用のため、木材の優先利用に取り組むウッドファーストを県民運

動として展開し、住宅や公共建築物等での利用を促進するほか、木材需要の増加に対

応できるよう、低コストで安定的な木材・木製品の供給体制の整備や、林業大学校を

核とした林業技術者の確保・育成、皆伐・再造林の取組を推進し、森林資源の循環利

用を図る必要がある。

【主な取組（意見）等】

（１）秋田スギを活用した新たな木質部材等による需要拡大

・木材を優先的に利用する「ウッドファーストあきた」を県民運動として展開しな

がら、公共建築物等での県産材の利用拡大を図るほか、ＣＬＴ等の新たな木質部

材の開発・普及を促進し、更なる木材需要の創出に取り組む必要がある。

・競争力の高い木材製品の供給体制の整備に努めるとともに、木質構造に精通した

建築士等を育成し、県産木材製品の県内外での需要拡大や海外への販路開拓を促

進する必要がある。

（２）林業の成長産業化に向けた生産・流通体制の強化

・木材需要の増加に対応できるよう、施業の集約化による計画的な間伐や、林内路網

の整備、高性能林業機械の導入促進により、低コストで安定的な丸太の供給体制を

整備するとともに、森林資源の循環利用を図るため、皆伐後跡地への再造林を促進

する必要がある。

（３）産地間競争に打ち勝つ木材総合加工産地づくりの推進

・高品質で多様な製品を供給できる木材加工流通施設の整備を行い、川上から川下ま

で一体となった木材総合加工産地づくりを推進するため、施設整備に対する支援と

専門家による木材加工企業への技術指導等を行うべきである。

（４）次代の秋田の林業をリードする人材育成

・高度な技術を有した即戦力となる担い手を育成するため、秋田林業大学校において

機械の操作はもとよりメンテナンスに至るまで、高い技術を持った人材の育成を行

う必要がある。

・森林や林業・木材産業に興味を持ち、将来の就業につながるよう、森林学習交流

館の林業等の体験学習機能を強化すべきである。
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提言６：秋田のつくり育てる漁業と広域浜プランの推進による水産業の振興について

県の魚であるハタハタをはじめとした水産資源の減少や漁業者の高齢化等が進行し

ていることから、漁獲量の維持・増大と新規就業者の確保・育成が急務となっている。

そのため、つくり育てる漁業による資源の維持・増大はもとより、その核となる水

産振興センター栽培漁業施設の整備と機能強化を図るとともに、秋田県広域浜プラン

に基づき、生産の効率化や流通の合理化、担い手の確保・育成に取り組み、秋田の漁

村地域の活性化につなげていくことが必要である。

【主な取組（意見）等】

（１）つくり育てる漁業の推進による水産資源の維持・増大

・本県の重要魚種であるマダイ、ヒラメ、トラフグ等の資源の維持・増大を図るとと

もに、環境変動による漁獲物の変化に対応するため、キジハタをはじめとした収益

性の高い新たな魚種の種苗生産技術の確立が必要である。

・水産振興センター栽培漁業施設の整備を着実に進めるとともに、施設を教育や研

修の場として活用するなど、センターの機能強化を図るべきである。

・科学的データに基づく適切な資源管理により、資源量の継続的かつ安定化を図る

とともに、水産資源を育む漁場環境の保全を進めるべきである。

（２）秋田の海・川資源を生かした水産ビジネスの展開

・ハタハタをはじめ、イワガキやアワビ、サクラマスやアユなど、秋田をイメージで

きる魚介類のブランド化を進めるとともに、地魚を使った本県独自の新たな水産加

工品の開発の促進と販路拡大など、水産ビジネスの展開が必要である。

・豊かな自然環境を活用したアワビ、ワカメやイワナ、ヤマメ等の蓄養殖業を推進す

るべきである。

（３）次代を担う中核的な漁業者の確保・育成

・漁業就業体験等を通し、県内外の若年世代に漁業の魅力を伝えるとともに、就業希

望者に対して、漁業者のもとで実践的な技術研修を実施するべきである。

・自立を志向する者に対する経営安定支援を行うべきである。

・地域のリーダーとなる中核的な漁業者への漁業技術の習得等の支援が必要である。

（４）漁港等の生産基盤の整備促進

・水産物の生産や流通の拠点となる漁港施設を重点的に整備するとともに、既存施設

の機能を維持するため、計画的補修等による長寿命化を図る必要がある。

・魚類等の産卵場や保育場、アワビ等磯根漁場を造成するなど、増殖から漁獲に至る

までの生産基盤を一体的に整備する必要がある。

（５）全国豊かな海づくり大会等を契機とした水産業の活力向上

・平成31年度の開催に向け、様々な普及啓発事業を行い、各種イベントと協働しなが

ら、地魚に関連した食文化や漁村文化の魅力を全国に発信し、大会を契機とした秋

田の水産業の活力向上を図る必要がある。

・稚魚放流や釣り大会などの開催を通じて遊漁環境の整備を支援し、観光との連携を

進めるべきである。
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提言７：地域資源を生かした活気ある農山漁村づくりについて

中山間地域における農業・食ビジネスの展開は、一部の地域での取組に止まってい

るほか、グリーン・ツーリズムの分野においても、外国人旅行者への対応力や、都市

住民等のニーズに対応した商品のメニュー不足が課題となっていることから、より多

くの中山間地域において、農業による一定の所得が確保できるよう、引き続き、水田

畑地化や地域特産物の生産体制強化を推進するとともに、都市住民やインバウンド需

要を呼び込む持続的なビジネスとしてのグリーン・ツーリズムの更なる展開を図るこ

とが必要である。

農山村地域においては、人口減少や担い手の高齢化が急速に進んでおり、今後、多

面的機能の喪失や地域活力の低下が懸念されることから、日本型直接支払制度を活用

し、農地の保全活動や営農活動の継続を支援するほか、優れた景観を有する里地里山

が県民共有の財産として後世に引き継がれるよう、外部の力も借りながら、地域づく

り活動を促進していく必要がある。

気候変動の影響、農地・森林の荒廃及び施設の老朽化により農山漁村地域における

災害リスクが増大しており、地域の協働力を活用した保全管理や防災・減災力の強化

が必要である。

【主な取組（意見）等】

（１）多様な資源を生かした地域ビジネスの展開

・条件が不利な中山間地域においても、農業による一定の所得が確保できるよう、水

田畑地化や地域特産物の生産体制強化等の取組をソフト・ハード両面から支援する

必要がある。

・今後増加が見込まれる都市住民やインバウンド需要に対応するため、グリーン・ツ

ーリズムの受入態勢整備や情報発信機能の強化を図るべきである。

（２）里地里山の保全管理と鳥獣害対策の強化

・「ふるさと秋田の水と緑」を次世代に引き継ぐため、「秋田県水と緑の森づくり税」

を活用し、環境林の整備や県民参加の森づくりを引き続き推進する必要がある。

・日本型直接支払制度を活用し、農業生産活動の継続や農地・農業水利施設の維持、

地域環境の保全等の活動を促進するほか、条件不利地における地域内の営農継続に

向けた取組を継続的に支援する必要がある。

・優れた農村景観や多様な地域資源を有する里地里山の保全承継に向け、県内外の企

業や大学等との連携・協働による地域づくり活動等を支援するほか、クマ等の出没

抑制と農作物の被害防止を図るため、市町村等による果樹園等への電気柵の設置や、

有害捕獲等に関する取組を支援するべきである。

（３）森林の多面的機能の高度発揮

・森林の持つ二酸化炭素吸収・貯蔵機能が十分に発揮されるよう、間伐による森林の

適正な整備を推進するとともに、松くい虫やナラ枯れを引き起こす森林病害虫の効

果的防除に努め、森林の健全化を図る必要がある。

（４）地域を守る防災・減災対策と施設の保全管理の強化

・大規模地震や多発する水害、土砂災害等から生命と財産を守るため、緊急性や整備

効果の高い箇所を選択し、防災重点ため池等の防災・減災対策を計画的かつ効率的

に推進する必要がある。

・農業水利施設等の老朽化への対応や災害リスクを低減するため、長寿命化対策や地

域労働力を生かした持続可能な保全管理体制の整備を支援する必要がある。


