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第２期ふるさと秋田元気創造プラン（案）における戦略２関連指標の追加について 

 

 

 

プランの戦略２「国内外に打って出る攻めの農林水産戦略」における施策１から４の数値目標につい

ては、国の農政改革など農業を取り巻く情勢変化に伴い、これまで検討を要することとしておりました

が、このたびの「農業・農村元気創造県民会議」及び「農家のアンケート調査」等を通じて意見を伺っ

たほか、国の新たな施策内容等について情報収集を行った上で、次のとおり数値目標を設定します。 

 

 

戦略２ 国内外に打って出る攻めの農林水産戦略 
 
【施策及び数値目標】 

 
 
 
 《主な数値目標》 

■主な園芸作物の販売額 

 現状(H24実績) 12,558百万円 → [目標値(H29)]  18,300百万円 

■黒毛和牛の出荷額 

 現状(H24実績)  3,151百万円 → [目標値(H29)]   5,280百万円 

                                 

 

 

 

《主な数値目標》 

■秋田県産米の需要シェア 

 現状(H24実績) 5.17％ → [目標値(H29)]   5.55％ 

                                 

 

 

 

《主な数値目標》 

■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 

 現状(H23実績) 10,499百万円 → [目標値(H29)]  12,410百万円 

                                 

 

 

 

《主な数値目標》 

■農業法人数（認定農業者） 

   現状(H24実績) 413法人 → [目標値(H29)]   670法人 

                                  

 

委員会共通資料（当日配布） 

施策１“オール秋田”で取り組むブランド農業の拡大 

施策２ 秋田米を中心とした水田フル活用の推進 

施策４ 地域農業を牽
けん

引する競争力の高い経営体の育成 

施策３ 付加価値と雇用を生み出す６次産業の推進 

平成２６年３月４日 
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戦略２ 国内外に打って出る攻めの農林水産戦略 農業関連指標一覧 

 

施策１ “オール秋田”で取り組むブランド農業の拡大  

（１）代表指標 

①主な園芸作物の販売額                 （単位：百万円） 

現状値(H24) 目標値(H26) 目標値(H27) 目標値(H28) 目標値(H29) 

12,558  14,750  15,750  16,900  18,300  

 

②黒毛和牛の出荷額                   （単位：百万円） 
現状値(H24) 目標値(H26) 目標値(H27) 目標値(H28) 目標値(H29) 

3,151  4,125  4,350  4,960  5,280  

 

（２）関連指標 

指 標 名 指標が示すもの 単位 現状値(H24) 目標値(H29) 

重点野菜３品目（ねぎ、ア

スパラガス、えだまめ）の

販売額 

園芸作物の産地づくりの状

況 
百万円 3,156   4,800   

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 
青果物流通体制の構築状況 件 

(H25)  1 

(累積 22) 

4  

(累積 38) 

肉用牛の一戸当たり飼養

頭数 

肉用牛の生産規模の拡大状

況 
頭 16.6    24.4   

比内地鶏雄鶏の生産出荷

羽数 

比内地鶏の新たな需要創出

の状況 
千羽 20   50   

｢秋田県版ＧＡＰ｣に取り

組む産地数 

食の安全・安心の確保と環

境保全型農業の推進状況 
産地 77   140   

実用化できる試験研究成

果数 
試験研究の成果 課題 

29   

(累積 143)  

25   

(累積 265)   

 

 

施策２ 秋田米を中心とした水田フル活用の推進  

（１）代表指標 

秋田県産米の需要シェア                  （単位：％） 

現状値(H24) 目標値(H26) 目標値(H27) 目標値(H28) 目標値(H29) 

   5.17      5.30      5.35      5.45  5.55  

 

（２）関連指標 

指 標 名 指標が示すもの 単位 現状値(H24) 目標値(H29) 

｢あきたｅｃｏらいす｣の

販売シェア 

米の省力・低コスト生産技術

の普及状況 
％ 14  45 

ほ場整備面積 生産基盤の整備状況 ha 
 266  

(累積 85,531) 

 500   

(累積 88,150) 

地下かんがいシステム整

備面積 
水田の高度な汎用化の状況 ha 

1  

(累積 17) 

200   

(累積 800)  

非主食用米の作付面積 
転作による水田フル活用の

状況 
ha 15,049  19,100  

委員会共通資料・別冊用 
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施策３ 付加価値と雇用を生み出す６次産業化の推進  

（１）代表指標 

  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 （単位： 百万円 ） 

現状値(H23) 目標値(H26) 目標値(H27) 目標値(H28) 目標値(H29) 

10,499  11,000  11,470  11,940  12,410  

 

（２）関連指標 

指 標 名 指標が示すもの 単位 現状値(H24) 目標値(H29) 

６次産業化法等に基づく

計画認定件数 

農業者と２次・３次事業者の

連携の進展状況 
件 

12   

(累積 28)  

15   

(累積 90) 

食関連ビジネスに取り組

む農業法人数 
農業経営の多角化の状況 法人 235   370   

学校給食への食材提供に

新たに取り組む組織数 

学校給食への食材提供の促

進状況 
組織 －   

2   

(累積 8) 

 

 

施策４ 地域農業を牽引する競争力の高い経営体の育成  

（１）代表指標 

農業法人数（認定農業者）                （単位： 法人） 

現状値(H24) 目標値(H26) 目標値(H27) 目標値(H28) 目標値(H29) 

413  505  560  615  670  

 

（２）関連指標 

指 標 名 指標が示すもの 単位 現状値(H24) 目標値(H29) 

担い手への農地集積率 
担い手への農地集積・集約

化の状況 
％ 66.0  74.0  

先進的集落型農業法人数 
地域を牽引するトップラン

ナー法人の育成状況 
法人 33  105  

女性起業(販売額 500 万円

以上の直売組織)１組織当

たりの販売額 

女性農業者による起業活動

の強化状況 
万円   5,066    5,600   

新規就農者確保数 新規就農者の確保状況 人 199  220  

 


