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評価者・実施日 １次評価（農林水産部長）

１　施策の方向性（必要性と目的）

２　施策の状況

（１）施策目標及びその達成状況

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値
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目標値

実績値

達成率

施策評価調書

平成26年7月31日 ２次評価（企画振興部長） 平成26年8月29日

　
　本県は全国トップクラスとなる認定農業者や集落営農組織を有する一方で、担い手の減少や耕作放棄地の
増加などの課題も多く、地域農業を再編する大規模経営体の育成や、その組織の複合化・多角化の推進、優
れた経営感覚を持つ担い手を広く確保していくことが必要となっている。また、林業、漁業においても就業
者の減少は同様の課題であり、研修等による技術習得機会の増加や、コスト計算などの経営意識の改革が必
要となっている。
　このため、持続可能で多様な担い手の育成・確保を図りつつ、その生産力をフルに発揮できるよう、農
地・林地の整備を進め、県オリジナル品種の育成や新たな生産技術・製品の開発などの試験研究を推進する
ことにより、経営の複合化や戦略作物の産地化、アグリビジネスの拠点づくりを進める。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 備考
年度

①
集落型農業法人数（累計）

92 150 180 205

（出典）農林政策課調べ 90.7%

230

20 130 152 186 210

86.7% 84.4% 91.3%

②
-1

ほ場整備面積（累計）
（単位：ha）

83,670 84,650 85,150 85,650 86,150

（出典）農地整備課調べ 99.8%

20 84,787 85,265 85,531 85,967

100.2% 100.1% 99.9%

②
-2

林道・基幹作業道密度（累計）
（単位：m/ha）

6.5 6.7 6.8 6.9

（出典）森林整備課調べ 95.7%

7.0

20 6.5 6.6 6.6 6.6

97.0% 97.1%

②
-3

スギ人工林間伐面積（累計）
（単位：ha）

9,040 9,360 18,420 27,280

（出典）林業木材産業課調べ

28,767

103.0% 94.9% 83.8%

94.3%

35,780

80.4%

71 91 110

（出典）農林政策課調べ 130.0%

20 9,637 17,475 22,856

130

20 88 115 143 173

123.9% 126.4% 133.1%

達成度 Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

③
実用化できる研究成果数（累計）

32

達成度   Ａ：「全て達成」   Ｂ：「半分以上達成」   Ｃ：「達成が半分未満」   Ｄ：「全て未達成」   Ｅ：「その他」 
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（２）施策の推進状況

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

①　持続可能な大規模経営体等の育成と多様な担い手の確保

○農業の担い手の育成については、認定農業者や集落営農組織を対象に、経営管理能力の向上を図るための
研修会の開催や経営診断等のフォローアップ活動の実施、法人化に向けた支援を行ったほか、農業経営マネ
ジメント研修等により経営の複合化・多角化を支援した。また、人と農地の問題を一体的に解決していく
「人・農地プラン」の策定を推進し、将来に向けた地域の担い手を明確化するとともに、農地の集積による
担い手の規模拡大や効率的な農地利用を支援した。
○県産農産物等の輸出では、香港、台湾及びシンガポールにおける販売促進キャンペーンの開催や、海外バ
イヤーを招へいした産地紹介など、県産農産物等のＰＲを推進した。また、農業者等が独自の輸出ルートで
行う自主的な輸出拡大の取組を支援した。
○漁業の担い手については、新規就業希望者を対象とした技術習得研修の実施にあたり、定着支援金の支給
を追加するなど制度を見直し、より多くの新規就業者の確保に努めた。また、漁家経営の安定化に向けて、
漁獲物の高付加価値化や作業の省力化等による収益性の向上に必要な設備導入を支援した。
○林業従事者については、就労条件の改善を図る各種助成制度及び高度技術習得のための研修会の充実や、
労働災害防止対策のための点検パトロール・指導など、定着に向けた取組を支援した。また、住宅分野での
木材需要の拡大に向けて、県産材を活用した木造住宅を設計・建築できる「木造建築アドバイザー」のスキ
ルアップや県産材利用推進を図るため、有識者による講義などによる研修を実施した。さらに、木材製品の
品質向上及び生産拡大を図るため、製材工場等での新たな雇用の確保と技能者の育成を支援した。

○本県農業の担い手として、認定農業者、集落営農組織、農業法人の確保・育成に努めており、認定農業者
は9,482経営体、集落営農組織は639組織（うち集落型農業法人は210法人）となっている。また、野菜等の１
次加工に取り組むなど、先導的ビジネスモデルとなる２法人を育成した。
○香港、台湾及びシンガポールでの販売促進キャンペーンの開催により、県産農産物等の輸出促進が図られ
たほか、海外バイヤーの招へいにより県産農産物及び産地への理解を深めることができた。
○漁業では、技術修得研修の受講者３名が新規漁業就業者として着業するとともに、漁家においては、意欲
的に収益性の向上に取り組んでいる。
○林業従事者が新たに142名（前年度比95％）就業するとともに、若い林業従事者は必要な知識・技術や資格
を習得することができた。また、これまで延べ192名を「秋田県木造建築アドバイザー」に認定し、「木を学
ぶ建築講座」により、その技術の研鑽を行ってきた。加えて、地域の製材工場においては技能者育成のため
に、14名の新たな雇用を行いスキル向上に取り組んだ。

○認定農業者については、高齢化等により再認定を見送る経営体が見られることから減少傾向が続いてお
り、目標数を下回った。また、集落営農組織を持続可能な経営体に発展させるため、集落型農業法人への移
行を進めているが、組織内の合意形成が十分図れないとともに、国の新たな農政改革による環境変化への様
子見など、法人化に逡巡している組織が見られ、目標数を下回っている。今後は、複数集落の農地を集積す
る大規模土地利用型法人や複合化・多角化により地域の雇用を創出する法人を育成するため、自ら攻めの経
営発展を目指す経営体を重点的に支援する。
○輸出の拡大では、確立された輸出ルートを利用し、産地が積極的に輸出に取り組むことが重要であること
から、県等が主導する取組から産地の自主的な取組へ引き続き誘導していく。
○漁業では、漁家の高齢化や後継者不足、燃油費の高止まりなど、依然として厳しい状況が続いているた
め、漁獲物の高付加価値化など経営の収益性を高める取組に加え、水揚げ金額の向上につながる、新たな漁
法を加えた複合的操業への取組を支援するなど、漁家経営の基盤強化を推進する。
○住宅部門での県産材の需要拡大を更に進める必要があることから、「木造建築アドバイザー」等を対象と
して、スギ梁桁や厚板を使用したモデル住宅での現地研修を実施する。また、CO2固定量認証制度の普及によ
り木材の環境貢献についてもアピールを行う。加えて、公共建築物や商業施設の内装等に対しても県産材利
用が進むよう、使用事例の紹介などによる推進を図る。
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■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

②　水田フル活用の推進と生産基盤の整備

○農業生産の基盤となるほ場の整備については、25年度は県内41地区で436haの面整備を実施した。
○林業では、森林資源の成熟度が高い180箇所の高能率生産団地において、団地内の路網密度の底上げを図
り、効率的な路網整備を実施した。併せて、原木生産の低コスト化や安定供給に向けた川上対策の充実・強
化のため、高性能林業機械等の導入に対する支援や森林作業道の作設等を実施した。

○ほ場整備を契機に平成25年度までに114の農業法人が設立・育成されており、18年度比で4.4倍に増加して
いる。また、整備完了182地区では高度経営体への農地集積率が58％と順調に増加し、各地域において農地集
積が着実に図られているほか、高度経営体による経営規模拡大や戦略作物への取組みにも結びついている。
○団地内路網密度（作業道を除く）が、目標の林道25.0m/haに対し 平成25年度に33.9m/ha（林道・公道
13.4m/ha＋林業専用道等20.5m/ha)に達したほか、平成22年度から平成25年度までに28,767haのスギ人工林の
間伐が実施された。また、平成25年のスギ素材生産量は98万m3となっており、平成21年の63万3千m3に比べて
155%となり、路網や機械等の基盤整備の効果が着実に現れている。

○25年度は、国のH24大型補正予算による農業農村整備事業予算の確保もあり436haの面整備を実施した。26
年度以降も引き続き国予算の安定的な確保と事業コストの縮減による着実な生産基盤の整備を進め、併せて
水田の排水対策と地下かんがいシステムの導入により戦略作物の生産性及び品質の向上を促進し、高収益農
業の実現を図る。
○林業においては、搬出間伐を促進するため、23年度からの10カ年計画により、高能率生産団地を新たに80
団地設定し、作業道を含めた団地内路網密度60m/haを目標に路網整備を実施する。なお、間伐については、
保育を主体とした間伐を中心に施業を実施していたが、平成23年度から国の補助事業での間伐実施方針が搬
出主体に移行し、さらに平成24年度からは森林経営計画に基づく施業の集約化が事業実施の要件となったこ
とで事業量が伸び悩み、スギ人工林間伐面積が目標値を下回った。しかしながら、搬出効率の向上したこと
や森林資源の成熟により主伐が進みつつあることから、引き続き、路網整備と森林経営計画の策定を進め、
循環利用できる健全なスギ人工林の生育を推進する。

③　生産・消費現場と密着した試験研究の推進

○試験研究機関が直接生産現場に出向き、市町村やＪＡの課題ニーズを協働で解決する取り組みを行うとと
もに、革新的な技術について、試験研究機関が直接現地実証を行うプロジェクトを実施した。また、関係機
関を通じて生産現場における試験研究への要望事項を広範に調査し、研究課題の設定や現地支援活動へ反映
させた。
○県が育成した、種が少ないスイカの新品種「あきた夏丸アカオニ」の普及拡大を図るため、栽培技術の現
地実証とマーケットリサーチを行った。
○林業・木材産業分野については、(公財)秋田県木材加工推進機構を通じて、木材関連企業等のニーズに基
づき、秋田県立大学木材高度加工研究所とのマッチングを推進した。

○市町村やＪＡとの協働研究によって産地への技術移転が促進され、各地域の特性を活かした新ビジネスに
つながる品目の普及拡大が図られた。また、革新的技術の現地実証により、品種特性に対応した栽培技術や
品質の向上が図られつつある。試験研究への要望事項については、新規課題の設定や既存課題への編入を行
うなど、現場ニーズが的確に反映された。
○「あきた夏丸アカオニ」の品種特性を把握することができたほか、マーケットリサーチでは、種が少なく
て食べやすいとの高い市場評価が得られたことなどから、普及拡大の足がかりができた。なお、平成26年１
月に品種登録を出願した。
○（公財）木材加工推進機構においては、情報提供・技術研修・技術指導・依頼試験等の事業を実施し、製
材・集成材等メーカーからの技術相談79件に対応した。また、木高研等により開発されたスギのトラス梁
が、県内のコンビニエンスストアの建築に実用化されている。

○マーケットのニーズを把握し、生産者への貢献度の高い品種育成・技術開発を行うため、生産振興・流通
販売の関係各課や関係機関等で構成する「秋田県オリジナル品種育成・生産振興に係る連絡調整会議」を定
期的に開催し、連携強化を図る。また、総合食品研究センターや県内食品加工企業との情報交換を継続して
行い、６次産業化の展開を見据えた試験研究を推進する。
○「あきた夏丸アカオニ」については、栽培の仕方によって種が多く入る可能性があることから、引き続
き、栽培技術の確立につとめるとともに、試食宣伝会の開催などにより積極的にＰＲ活動を行っていく。
○林業・木材産業分野については、（公財）木材加工推進機構を通じて、木材関連企業等に働きかけ、木材
高度加工研究所に蓄積された成果の実用化を推進し、新たな木材製品開発等による県内企業の競争力確保を
支援する。
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３　評価

（１）施策幹事部長による１次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

評価結果

概ね順調

①持続可能な大規模経営体等の育成と多様な担い手の確保
　農業では、認定農業者等の経営管理能力の向上と併せて、複合化・多角化による経営の維持発
展を目指す法人化を推進したことにより、集落型農業法人数が210法人となるなど、担い手の確
保・育成が着実に進んでいる。また、農産物等の輸出については、前年に引き続き、香港、台湾
で生産者や出荷団体とともに販売促進キャンペーンを実施するなど、県産農産物等のＰＲと県内
産地による取組への支援を行っており、生産者や出荷団体による米を中心とした取組が主体と
なっている。
　漁業では、より多くの新規就業者を確保するために技術習得研修の制度を見直したことによ
り、研修受講者から新たに３名の新規就業者が確保されたほか、漁家経営の収益性向上に向けた
取組が広がりつつある。
　林業では、担い手の減少と高齢化に対応するため、各種助成制度や研修の実施により、担い手
の定着・育成を促進したほか、秋田県木造建築アドバイザーのスキルアップ研修や製材工場等に
おける技能者育成による雇用の確保等により、木材需要の拡大に向けた木材・住宅産業に携わる
人材の育成が進んでいる。
②水田フル活用の推進と生産基盤の整備
　ほ場整備が着実に実施され、農業法人等高度経営体への農地集積による経営規模拡大や戦略作
物の生産拡大が促進されており、ほ場整備の事業効果が各地で発現されている。
　林業では、高性能林業機械の導入や高能率生産団地を中心とした効率的な路網整備を推進した
ことにより、搬出間伐の生産性が向上し、スギ素材生産量が増加している。
③生産・消費現場と密着した試験研究の推進
　現場ニーズの積極的な把握や研究成果の普及拡大を図るため、試験研究機関が直接生産現場へ
出向いて現地実証を行う現地密着型の試験研究が行われている。県育成品種のスイカ「あきた夏
丸アカオニ」においては、栽培講習会の開催や栽培暦の作成により品質の向上がみられるととも
に、首都圏を中心とした市場調査が行われている。
　木材分野については、木材関連企業のニーズに基づいた木材高度加工研究所とのマッチング
や、製材・集成材等メーカーに対する技術相談・指導などにより、木材産業と研究機関の連携が
進んでおり、新たな部材による実用化の事例も見られる。

①持続可能な大規模経営体等の育成と多様な担い手の確保
　集落型農業法人数の設立を加速化するほか、組織の統合も含めた大規模化や経営の複合化・多
角化を進めることにより経営基盤の強化を図る。輸出については、海外での販売状況や評価、メ
リットなど、輸出に対する県内生産者等の理解を深める必要があり、輸出に積極的な生産者等を
支援し、成功事例を作ることによって、農業者の自主的な取組を拡大させていく。
　漁業では、新規就業者の確保に向けて、見直しを行った研修制度を十分に活用するため、就業
希望者と漁協・漁業現場双方の情報収集と発信に努め、着業を推進するとともに、漁獲物の高付
加価値化や漁業経費の削減等により、漁家経営の基盤強化を推進する。
　林業については、新規学卒者はもとより、他産業からの参入を促進し、若い林業従事者の確保
を図るとともに、木材の特性を理解し、新たな木材利用にも精通し現代の消費者ニーズに応えら
れる「木造建築アドバイザー」の育成に取り組む。
②水田フル活用の推進と生産基盤の整備
　ほ場整備については、引き続き農業法人等高度経営体への農地集積と一体で進めるとともに、
戦略作物の生産拡大による収益性の高い農業経営を実現するため、モミガラ補助暗渠や地下かん
がいシステム整備を推進する。
　林業では、スギ素材生産の拡大に向けて、施業の集約化と併せて、高能率生産団地を主体とし
た林内路網整備や林業生産の機械化を推進し、原木の低コスト生産・安定供給体制の構築を図
る。
③生産・消費現場と密着した試験研究の推進
　市場優位性を確保するため、試験研究機関が直接現地実証を行い早期に現地へ技術移転するこ
とによって、本県のマーケット対応力を強化させる。また、品質の維持・向上を図るため、栽培
技術の更なる定着化を図るとともに、マーケティングの方向性を明らかにする。
　木材分野については、県内の木材関連企業等からの技術相談等に基づき、企業のニーズに応じ
た研究機関等との連携を図り、新たな需要を狙った新製品開発等を推進する。
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（２）企画振興部長による２次評価
●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

４　評価結果の反映状況等（対応方針）

５　政策評価委員会の意見

評価結果

概ね順調

　持続可能な大規模経営体の育成と多様な担い手の確保については、高齢化等により再認定を見
送る経営体や、国の新たな農政改革による環境変化へ対応するため、法人化を見合わせる組織も
みられる。
　しかしながら、経営管理能力の向上のため、認定農業者等を対象とした研修会等を積極的に開
催し、集落型農業法人への移行を推進したこと等により、評価指標である「集落型農業法人数」
は、ほぼ目標に達している。
　また、ほ場整備については、各地域で計画的に着実に進められており、評価指標である「ほ場
整備面積」がほぼ目標を達成しているほか、経営規模の拡大や戦略作物への取組も図られてい
る。
　林業については、高性能林業機械の導入や高能率生産団地を中心とした路網整備が進み、搬出
間伐の生産性が向上し、スギ素材生産量についても増加している。
　このほか、人材育成、試験研究の推進状況を踏まえ、施策全体としては「概ね順調」と評価さ
れる。

　集落型営農法人への移行を加速するため、意欲のある経営体を重点対象として支援を強化する
とともに、設立した農業法人に対しては、経営の複合化や多角化を進めるほか、輸出に積極的な
組織を支援するなど、経営基盤の強化を図る必要がある。
　ほ場整備については、引き続き、計画的に実施するとともに、戦略作物の生産拡大等による収
益性の高い農業経営を目指す必要がある。
　林業については、若手の新規就業者の確保を推進するほか、スギ素材生産の拡大に向け、原木
の低コスト生産・安定供給体制の構築を図る必要がある。

　担い手が安定的に経営発展していけるよう、集落営農及び担い手農家による法人化を加速させるととも
に、マネジメント研修等による法人経営者のビジネス感覚向上を支援する。また、既存法人の統合等による
大規模化や意欲ある経営体自らの経営発展計画に基づいた、複合化・多角化を重点的に支援して経営基盤の
強化を図る。
　ほ場整備については、引き続き高度経営体への農地集積と一体で計画的に実施し、併せてモミガラ補助暗
渠による排水対策と地下かんがいシステムの整備による戦略作物の生産性と品質の向上を促進する。
  林業・木材産業については、秋田林業大学校を開校し、若手新規就業者の育成・確保に努めるほか、高性
能林業機械と路網を組み合わせ、低コストな素材生産や安定供給体制を構築するとともに、試験研究では、
非住宅分野などへの利用拡大を目的に、耐火部材等の新たな製品開発を推進する。
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