
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の実施状況と成果目標の達成状況

Ｈ２６（計画が終了する年度の翌年度）

目標事項 目標値 実績値

達成率

Ｂ／Ａ

（％）

実施

年度

市町村名 地区名

事業実施

主 体 名

事業メニュー 事業内容等

事業費

(千円)

国　庫

交付金

(千円)

事業の効果

50.0 50.0 100 H21～25 湯沢市 川口 湯沢市 農業用道路 農道整備　Ｌ＝1,176ｍ 140,000 77,000

受益面積 50.0ha　未舗装運搬路の整備によ

る維持管理の軽減、作業効率向上、農業経

営の安定・効率向上が図られた

22.9 22.9 100 H21～22 由利本荘市 中館 由利本荘市 農業用用排水施設 揚水機　一式 42,000 23,100

受益面積 22.9ha　揚水機の整備改修による

維持管理の軽減、用水の安定的供給、農業

経営の安定・効率向上が図られた

37.1 37.1 100 H22～23 湯沢市 下院内 湯沢市 農業用用排水施設 農業用用排水施設整備  L=297m 20,000 11,000

受益面積 37.1ha　用排水路改修による維持

管理の軽減、用水の安定的供給、農業経営

の安定・効率向上が図られた

54.5 54.5 100 H22～25 東成瀬村 伊達堰 東成瀬村 農業用用排水施設 農業用用排水施設整備　L=720m 67,000 36,850

受益面積 54.5ha　用排水路改修による維持

管理の軽減、用水の安定的供給、農業経営

の安定・効率向上が図られた

H22 横手市 金屋 横手市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝38ｈa 1,596 877

H22 横手市 金屋 横手市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　Ａ＝38ｈａ 1,158 636

H22 横手市 清水町 横手市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝66ｈa 2,772 1,524

H22 横手市 清水町 横手市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　Ａ＝66ｈａ 2,002 1,101

H21 大仙市 東今泉 大仙市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝43ｈa 1,806 993

H22 大仙市 東今泉 大仙市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=60.8ｈａ 1,837 1,010

H21 北秋田市 本城 北秋田市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝60ｈa 2,520 1,386

H22 北秋田市 本城 北秋田市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=60ｈａ 1,820 1,001

H22 大館市 芦田子 大館市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝60ｈa 2,520 1,386

H23 大館市 芦田子 大館市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　Ａ＝60ｈａ 1,820 1,001

H22 潟上市 豊川 潟上市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝156ｈa 4,826 2,413

H23 潟上市 豊川 潟上市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　Ａ=104ｈａ 2,964 1,482

H22 大仙市 中仙中央 大仙市 地形図作成 地形図作成　A＝342ｈａ 12,579 6,918

H23 大仙市 中仙中央 大仙市清水北部土地改良区 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=300ｈａ 8,643 4,753

H23 大仙市 薮台 大仙市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝245ｈa 9,135 5,024

H23 大仙市 薮台 大仙市西仙北土地改良区 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=245ｈａ 7,059 3,882

H22 男鹿市 福米沢・本内 男鹿市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝70ｈa 2,677 1,472

H22 男鹿市 福米沢・本内 若美土地改良区 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　Ａ＝70ｈａ 2,123 1,167

H22 能代市 轟 能代市 地形図作成 地形図作成　A=65ha 2,395 1,317

H22 能代市 轟 二ツ井白神土地改良区 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=65ha 1,671 919

H22 五城目町 杉沢 五城目町 地形図作成 地形図作成　A=37ha 1,459 802

H22 五城目町 杉沢 五城目町 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=37ha 1,122 617

地域産物

(米粉用

米)の販

売量の増

加

米粉用米

の販売量

の増加率

　　（％）

955.76 612.26 64 H22

秋田市他

(22市町村)

米粉の郷あき

た地区

瑞穂食品株式会社

農林水産物処理加

工施設

米粉製粉設備　一式 538,700 269,350

処理能力　米粉 1,478t/年　米の生産調整

が増加傾向にある中で、米粉用米専用の

製粉施設として整備、主食用米との組み合

わせによる多様な米の生産体制が確立さ

れたが、米粉需要の低下に伴い、米粉用

米の作付も減少している。

884,204 458,981

評価年度

計

1 2 200

2 2 100 H24年度　区画整理事業着手

2 2 100 H24年度　区画整理事業着手

H24年度　区画整理事業着手

計画主体（県）のコメント

 

秋

田

３

期

地

区

活

性

化

計

画

Ｈ21

～

Ｈ25

Ｈ21

～

Ｈ25

大館市

北秋田市

能代市

男鹿市

潟上市

五城目町

由利本荘市

大仙市

横手市

湯沢市

東成瀬村

秋田市他

(米粉の郷

あきた地区)

定住等の

促進に資

する農業

用用排水

施設等の

機能の確

保

条件整備

により機

能が確保

された農

地の面積

　　(ha）

◆　農業用用排水施設及び

　農道の整備地区について

　は、計画どおりの事業が実

　施され、受益地区における

　農業経営の安定化・効率化

　を図ることができた。

◆　基盤整備の円滑化に係

　る取組地域については、概

　ね計画どおり区画整理事業

　に着手しており、複合経営

　への取り組みや、より一層

　の低コスト・省力化経営の

　実践が期待される。

◆　農林水産物処理加工施

　設の整備地区では、大手食

　品メーカーの需要動向によ

　り作付けが大きく左右される

　現実にあるが、米どころとし

　て県民の米粉への関心は

　序々に高まっているほか、

　本県最大のブランド農産物

　である「米」を6次産業化等

　に活かす動きも増えている

　ことから、県内需要の増加、

　さらに米粉を使った食品開

　発が一層促進されることが

　期待される。

計

画

名

計画

期間

実施

期間

活性化計画

の区域

事業活用活性化計画目標 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

1 1 100 H23年度　区画整理事業着手

1 1 100 H24年度　区画整理事業着手

H23年度　区画整理事業着手

H23年度　区画整理事業着手

H23年度　区画整理事業着手

H24年度　区画整理事業着手

H24年度　区画整理事業着手

定住等の

促進に資

する基盤

整備の円

滑化

区画整理

事業等の

着手まで

の年数

　　（年）

2 2 100

1 1 100

1 2 200

1 2 200

1 2 200

1

H24年度　区画整理事業着手

2 200
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Ｈ２６（計画が終了する年度の翌年度）

目標事項 目標値 実績値

達成率

Ｂ／Ａ

（％）

実施

年度

市町村名 地区名

事業実施

主 体 名

事業メニュー 事業内容等

事業費

(千円)

国　庫

交付金

(千円)

事業の効果

評価年度

計画主体（県）のコメント

計

画

名

計画

期間

実施

期間

活性化計画

の区域

事業活用活性化計画目標 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

定住等の

促進に資

する農業

用用排水

施設等の

機能の確

保

条件整備

により機

能が確保

された農

地の面積

　　(ha）

53.3 53.3 100 H23～25 大館市 洞喰 洞喰地区土地改良共同施行 農業用用排水施設 農業用用水路L=334m 18,000 9,900

受益面積 53.3ha　素堀用水路を幹線用水路

として整備、用水の安定的供給、農業経営の

安定・効率向上が図られた。

H23 横手市 栄南部 横手市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝60ｈa 2,300 1,265

H23 横手市 栄南部 横手市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　Ａ＝60ｈａ 1,728 950

H24 能代市 下田平 能代市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝103ｈa 3,549 1,951

H24 能代市 下田平 二ツ井町土地改良区 農用地等集団化

経営体育成促進換地等調整　Ａ＝103ｈ

ａ

3,291 1,810

1 1 100 H24 大仙市 高屋敷 大仙市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=55ｈａ 1,505 827 H25年度　区画整理事業着手

H23 大仙市 小神成太田 大仙市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝216ｈa 8,452 4,648

H24 大仙市 小神成太田 大仙市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=216ｈａ 5,825 3,203

H23 北秋田市 カラムシ岱 北秋田市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝40ｈa 2,000 1,100

H23 北秋田市 カラムシ岱 北秋田市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　Ａ＝40ｈａ 1,213 667

H23 北秋田市 吉田 北秋田市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝22ｈa 1,350 742

H22 北秋田市 吉田 北秋田市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　Ａ=22ｈａ 667 366

H23 秋田市 平沢 雄和中央土地改良区 地形図作成 地形図作成　A＝104ｈａ 4,500 2,250

H23 秋田市 平沢 雄和中央土地改良区 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=104ｈａ 3,154 1,577

H23 由利本荘市 柴野 由利本荘市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝25ｈa 2,079 1,143

H23 由利本荘市 柴野 内越土地改良区 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=25ｈａ 758 416

H23 由利本荘市 平根 由利本荘市 地形図作成 地形図作成　Ａ＝70ｈa 3,801 2,090

H23 由利本荘市 平根 鳥海町上川内堰土地改良区 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　Ａ＝70ｈａ 1,500 825

H24 三種町 芦崎 三種町 地形図作成 地形図作成　A=54ha 2,268 1,247

H24 三種町 芦崎 三種町浜口土地改良区 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=54ha 1,695 932

H25 大仙市 山谷 大仙市 地形図作成 地形図作成　A=86ha 3,612 1,986

H24 大仙市 山谷 大仙市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=86ha 2,100 1,155

H24 大仙市 三条川原 大仙市 地形図作成 地形図作成　A=80ha 3,150 1,732

H24 大仙市 三条川原 大仙市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=80ha 2,562 1,409

H24 仙北市 潟野十二峠 仙北市 地形図作成 地形図作成　A=33ha 1,540 847

H24 仙北市 潟野十二峠 仙北市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=33ha 1,312 721

H25 鹿角市 末広 鹿角市 地形図作成 地形図作成　A=125ha 5,250 2,887

H25 鹿角市 末広 鹿角市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=125ha 4,116 2,263

H25 大館市 上川沿 大館市 地形図作成 地形図作成　A=231ha 9,702 5,336

H25 大館市 上川沿 大館市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=231ha 8,032 4,417

H25 能代市 荷上場 能代市 地形図作成 地形図作成　A=67ha 2,814 1,547

H25 能代市 荷上場 二ツ井町土地改良区 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=67ha 2,436 1,339

H25 大仙市 斉内 大仙市 地形図作成 地形図作成　A=311ha 13,062 7,184

H25 大仙市 斉内 大仙市 農用地等集団化 経営体育成促進換地等調整　A=311ha 9,975 5,486

139,298 76,218

◆　農業用用排水施設の整

　備地区については、計画ど

　おりの事業が実施され、受

　益地区における農業経営の

　安定化・効率化を図ることが

　できた。

◆　基盤整備の円滑化に係る

　取組地域については、一部

　の地域を除き、概ね計画どお

　り区画整理事業に着手して

　おり、複合経営への取り組み

　や、より一層の低コスト・省

　力化経営の実践が期待され

　る。

定住等の

促進に資

する基盤

整備の円

滑化

区画整理

事業等の

着手まで

の年数

　　（年）

1 1 100 H24年度　区画整理事業着手

1 1 100

H25年度　区画整理事業着手

H26年度　区画整理事業着手

2 3

H25年度　区画整理事業着手

2 2 100 H27年度　区画整理事業着手予定

150

H26年度　区画整理事業着手

（ただし、一部（下淀川)地域は、

　H27年度着手予定）

2 2

 

秋

田

４

期

地

区

活

性

化

計

画

Ｈ23

～

Ｈ25

Ｈ23

～

Ｈ25

鹿角市

大館市

北秋田市

能代市

三種町

秋田市

由利本荘市

大仙市

仙北市

横手市

2 2 100

2 2 100

計

2 2 100

2

1 2 200

2 2 100

H25年度　区画整理事業着手

2 未着手 0

 未着手

 （区画整理事業の着手に向け推進中）

2 3 150 H25年度　区画整理事業着手

H25年度　区画整理事業着手

2 2 100 H25年度　区画整理事業着手

2 2 100 H27年度　区画整理事業着手予定

2 100 H27年度　区画整理事業着手予定

2 2 100 H27年度　区画整理事業着手予定

H26年度　区画整理事業着手

H26年度　区画整理事業着手

100
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（参考様式４－１）

秋田３期地区活性化計画 改善計画書

平成26年９月 日作成

都道府県名 計画主体名 地区名 計画期間 実施期間

秋田県 秋田県 秋田３期地区 平成21～25年度平成21～25年度

事業メニュー名 事業内容及び事業量 事業実施主体

農林水産物処理加工 米粉製粉設備 一式 瑞穂食品株式会社

施設

【 】米粉の郷あきた地区

１ 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標 目標値Ａ 実績値Ｂ 達成率 ％ 備 考（ ）

Ｂ／Ａ

地域産物(米粉用米)の販売量 ％ ％ 米粉用米の販売

の増加 955.76 612.26 64 量の増加率

２ 目標が達成されなかった要因

・ 事業実施当初は、国の積極的な働きかけの基に、大手食品メーカーで米粉を使っ

た新商品を開発し販売していたため、それに対応した米粉商品（業務用米粉）の販

売が堅調に推移（米粉用米の生産・販売数量も増加 。）

・ しかし、各メーカーとも小麦代替としての利用に止まったため、小麦粉との価格

差に見合う価値を消費者に訴求できず末端需要が低下し、結果として業務用米粉の

売れ行きも減速し、瑞穂食品(株)において米粉の在庫が発生（メーカーや消費者の

関心が高まった一定期間の間に米粉という新ジャンルを確立できなかった 。）

・ 新規需要米制度では、実需との契約を根拠として米粉用米として認められるが、

瑞穂食品(株)からの契約数量が減少したため、生産意欲はあっても作付けできない

という状況。

３ 目標達成に向けた方策

目標達成年度 平成31年度

事業の推進体制 日本製粉（瑞穂食品の親会社 、瑞穂食品、全農秋田県本部、）

県

具体的取組方策 ・展示会、商談会への出展による末端実需の掘り起こし

・量販店での惣菜(天ぷら、唐揚げ等)向け商品開発と営業展開

・米粉料理教室や関連イベントの開催による県内での普及推進

４ 改善計画に対する第三者の意見

（コメント）
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（参考様式４－１）

秋田４期地区活性化計画 改善計画書

平成26年９月 日作成

都道府県名 計画主体名 地区名 計画期間 実施期間

秋田県 秋田県 秋田４期地区 平成23～25年度平成23～25年度

事業メニュー名 事業内容及び事業量 事業実施主体

地形図作成 地形図作成 Ａ＝40ｈa

農用地等集団化 ｈa 北秋田市経営体育成促進換地等調整Ａ＝40

【 地区】カラムシ岱

１ 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標 目標値Ａ 実績値Ｂ 達成率 ％ 備 考（ ）

Ｂ／Ａ

区画整理事業等の定住等の促進に資する基盤整

着手までの年数備の円滑化 ２年 未着手 0.0

２ 目標が達成されなかった要因

当該地区は平成25年度のほ場整備事業着手に向け準備を進めてきた。一方、ほ場整

備区域内を通る日本海沿岸東北自動車道路の計画があり、ほ場整備区域との境界を確

定させるためこれまで道路施工者と協議を重ねてきた。当初は平成24年度内に道路施

工者が決定し、道路線形が提示される予定であったが、道路施工者である東北地方整

備局及び県建設部との間で施工区域の調整に時間を要しており、現時点まで具体的な

道路計画案が示されておらず、ほ場整備区域が確定できないため事業着手出来なかっ

た。

３ 目標達成に向けた方策

目標達成年度 平成30年度

事業の推進体制 道路側（東北地方整備局、県建設部）及び 市町村・改良区

具体的取組方策 ほ場整備事業が着手出来ない要因となっている日本海沿岸東北

自動車道路の道路計画資料を早急に提示してもらうよう、今後

も引き続き道路施工者側との連絡調整を密にする。あわせて、

道路線形決定後、スムーズに事業着手が出来るよう、地元調整

。及び各関係機関との協議を事前に終え早期の事業着手を目指す

４ 改善計画に対する第三者の意見

（コメント）
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