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施策評価（平成27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 2 施策名 秋田米を中心とした水田フル活用の推進

幹事部局 農林水産部 担当課 水田総合利用課

１次評価（農林水産部長） 平成27年7月31日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年8月31日

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

※達成度の判定基準　　　Ａ：100％以上　 Ｂ：80％以上100％未満　 Ｃ：60％以上80％未満　 Ｄ：60％未満

（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）

5.45

出典：水田総合利用課調べ

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２９ 達成度
年度

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
直近の
達成率

評価者・実施日

100.0%

① 100.0% A
秋田県産米の需要シェア

5.17

②

5.30 5.35 5.55

24 5.30

①秋田県産米の需要シェア
　本県は、全国第３位の生産数量目標が配分されている米の主産地であり、全国の需要量に占める
シェアは、過去の平均（H11～20）では5.8％程度となっている。本シェアは産地間競争の激化により
縮小傾向にあるものの、近年は、業務向けへの販促活動などの取組により、シェアの持ち直しが見ら
れている。

　本県農業の競争力強化と体質強化を図るためには、基幹作物である米について、国の米政策の転換
を踏まえ、秋田米ブランドの再構築と売れる米づくりを強力に推進するとともに、米や戦略作物の生
産性向上に不可欠な水田の基盤づくりを進め、多様な水田農業を展開していく必要がある。
　こうしたことを踏まえ、全国第３位の面積を誇る広大な水田を最大限に生かし、本県の食料供給能
力の向上と米をはじめとする農作物の競争力の強化を図るため、水田の大区画化や排水対策の強化に
よる生産基盤の整備や、消費者に選ばれる高品質・良食味な秋田米づくりに取り組むほか、主食用米
に加え、飼料用米をはじめとする非主食用米や大豆、野菜等の戦略作物の生産拡大による水田のフル
活用を推進する。

％ 
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（３）関連指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

（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）

24

Ｈ２７ Ｈ２８
年度

25 30 35 4514

Ｈ２９●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６

①
「あきたｅｃｏらいす」の販売シェア

19,100

192.5%

17 200 400

88,150

出典：ほ場整備実施面積集計結果 99.9%

87,650

出典：水田総合利用課調べ

②
ほ場整備面積（累積）

85,531 86,650 87,150

24 86,580

24 385

直近の
達成率

備考

88.0%22

88.0%

99.9%

192.5%③
地下かんがいシステム整備面積（累積）

出典：地下かんがい実施面積集計結果

800

出典：米の需給調整実施要領に基づく「作
付段階における報告」　集計データ

105.7%

①「あきたecoらいす」の販売シェア
　　雑草やカメムシ類等の追加防除により基準をクリアできない農業者も見られたものの、現地
  実証ほの設置や講習会の開催等を通じて取組が進展しており、目標に対し88％の達成率となっ
　ている。
　※「あきたecoらいす」とは、秋田県独自の省力・低コスト防除体系（使用農薬成分回数10成
　　分以下）により生産した、環境にやさしい米。

②ほ場整備面積
　　過去５年間をみると、国の農業農村整備予算削減や平成24年度大型補正予算等による影響が
　あったものの、年平均で485haの整備量で推移し、平成26年度も41地区において613haの区画整
　理を実施しており、概ね目標を達成している。

③地下かんがいシステム整備面積
　　戦略作物の品質・収量の大幅な向上による高収益農業の実現に向け、地下かんがいシステム
　の導入を推進しており、平成26年度までに385haの地下かんがいシステムを整備し、整備目標を
  達成している。

④非主食用米の作付面積
    生産調整が強化される中で、新たな投資が不要で農業者が取り組みやすい非主食用米（加工
  用米、新規需要米、備蓄米）の取組が増加し、計画を上回る実績となり目標を達成している。

⑥

⑤

④

18,400

600

105.7%
非主食用米の作付面積

24 17,963

15,049 17,000 17,700

⑦

％ 

ha 

ha 

ha 
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 売れる米づくりの推進と秋田米ブランドの再構築

② 生産性の向上による高収益農業の実現に向けた基盤整備の推進

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。

　①県産米の食味・品質の底上げによるブランド力の強化
　　・関係機関・団体等で構成する「あきた売れる米づくり推進会議」を開催し、県産米の現状と課題及び今
　　　後の取組方向等について情報共有を図った。
　　・農業関係者を対象に米の食味試験・評価の実習を行ったほか、精度の高い分析機器を活用した内部品質
　　　分析を実施し、食味に関連する要因の解析を行った。
  　・「あきたこまちデビュー30周年」を契機としたＪＡグループによる「美味しい“あきたこまち”コンテ
　　　スト」の開催を支援するとともに、上位入賞者「プレミアムファイブ」が生産した極上米を活用し、首
　　　都圏百貨店や大手私鉄グループ、電機メーカー等との連携による販売促進活動を行ったほか、知事や経
　　　済界代表等によるトップセールスを実施した。

　②コシヒカリを超える極良食味米の開発促進
　　・高温登熟耐性に優れた系統や良食味の系統を新たに母本に用いて交配数を拡大するとともに、育成初期
　　　の段階から外部の専門機関による食味試験を実施した。

　③省力・低コスト技術等による大規模稲作の推進
  　・消費者から支持される秋田米の生産基盤の拡大を図るとともに、現地実証ほの設置や講習会の開催によ
　　　る「あきたecoらいす」の普及定着、直播栽培の拡大による低コスト化等を推進した。
　　・担い手の育成と稲作経営の大規模化や効率化、農産物の高品質かつ低コストな生産・流通体系を構築す
　　　るため、仙北市石神地区ほか１地区において、乾燥調製施設等の整備を支援した。

　④多彩な品種のラインアップを活用した多様な用途別品揃えの充実
  　・良食味米生産に意欲的なモデル産地において、特別栽培を基本に食味や整流歩合などの品質区分に基づ
　　　く新たな商品づくりを支援し、ＪＡうごによる「極上あきたこまち」が首都圏百貨店で販売された。

○こうした取組を通じて、あきたecoらいすのシェアは22％（前年度比１ポイント増）となったほか、日本穀
　物検定協会の米の食味ランキングにおいて、県南地区が「特Ａ」を獲得するなどの成果が上がってきてい
　るが、産地間競争が激化する中、引き続き対策を講じていく必要がある。

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。

　①産地づくりと一体となったほ場整備の推進
　・男鹿市若美中央地区ほか40地区において、613haの区画整理を実施し、農業法人等の経営体への農地集
　　積と経営規模拡大による農作業の効率化が図られた。
　・土地改良事業の負担金を計画的に償還するための資金借入に対する利子補給を行ったほか、事業負担金
　　の償還に対する利子助成を行い、農家の経営基盤の安定化と農家負担の軽減を図った。

　②高品質・高収量を実現する地下かんがいシステム等の整備
　・戦略作物の品質や収量の大幅な向上による高収益農業を実現するため、五城目町五城目地区ほか６地区
　　において、33.4haの地下かんがいシステムの整備を実施したほか、横手市横手南部地区において地下か
　　んがいシステムの導入と併せた農地集積と戦略作物の団地化実証を行った。

　③安定した農業用水の確保に向けた施設整備と長寿命化の推進
　・横手市及び大仙市の平鹿平野（二期）地区において、農業用用排水路の整備を実施し、農業用水の安定
　　的な確保と排水条件の整備による収益性の高い水田営農の確立が図られた。
　・横手市及び大仙市の山城堰１期地区ほか19地区において、農業水利施設の機能保全のための改修・補修
　　整備や機能保全計画の策定を実施し、施設の長寿命化、維持・更新を通じたライフサイクルコストの低
　　減と施設の信頼性向上、施設管理の合理化を図った。

○こうした取組を通じて、ほ場整備面積は計画対比99.9％、地下かんがいシステムの整備面積は計画対比
　192.5％の実績となった。
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③ あきたの農産物総ぐるみによる多様な水田農業の推進

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。

　①生産性の高い水田のフル活用の推進
  　・飼料用米については、多収性専用品種「秋田63号」の種子安定供給体制の構築や、保管・流通施設整
　　　備への支援、秋田牛ブランド確立の取組と連携した地域内流通の拡大を推進し、農業者が取り組みや
　　　すい環境づくりを進めた。
  　・飼料用米の生産・需要拡大に伴い、ＪＡあきた北央の合川カントリーエレベーター貯留設備に乾燥機
　　　(７ｔ×４基)の増設工事を実施し、今までの別カントリーでの乾燥や個人乾燥で対応から、効率的な
　　　運用ができるようにした。
  　・米価下落に対応するため、市町村や農業団体と一体となり、収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）の
　　　加入促進や認定農業者の掘り起こし、飼料用米や野菜等複合品目の作付け誘導を実施した。
  　・大豆生産における湿害と連作に伴う諸課題を克服して高位安定生産を実践するため、新技術「深層施
　　　肥播種」の現地実証を行うとともに、土壌改良の推進による新たな輪作体系の検討会等を開催した。

　②野菜、花き、果樹の作付けなど多様な水田農業の推進
　  ・国の産地交付金による戦略作物の生産拡大をはじめ、国・県の施策事業を最大限活用することにより
　　　米偏重からの脱却と複合化・多角化による収益性の高い農業生産構造への転換を推進した。
  　・土壌特性に対応した持続可能な大豆団地の形成や園芸産地を育成するため、秋田県農耕地土壌図の改
　　　訂に向けた土壌実態調査を県北・中央地域で行った。

  ③農業・農村の多面的機能の発揮
　　・耕作放棄地の発生防止に加え多面的機能が持続的に発揮されるよう、日本型直接支払制度（多面的機
　　　能支払交付金及び中山間地域等直接支払交付金）を活用し、農地等地域資源の維持・保全活動等を推
　　　進するための支援を行った。
　　・多面的機能支払交付金では、県内25市町村の1,000地区、約89,000haにおいて農地・農業用水等の資源
　　　や農村環境を守る共同活動が行われ、また、17市町村102地区では、老朽化が進む農業用用排水路や農
　　　道等の補修・更新など施設の長寿命化のための活動に取り組んだ。
　　・中山間地域等直接支払交付金では、22市町村の生産条件の不利な農用地約10,700haにおいて、集落協
　　　定（629協定）等による農業生産活動等の継続と体制整備に向けた取組が行われた。

○こうした取組の成果として、非主食用米の作付面積が計画対比105％となるなど、県内各地で需要に応じた
　生産の取組が進んだほか、耕作放棄地の発生防止や多面的機能の維持が図られた。
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３　総合評価

（１）施策幹事部長による１次評価

（２）企画振興部長による２次評価

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

　今秋、水稲の新品種「秋のきらめき」と「つぶぞろい」がデビューを果たし、新たなブランド米として期待
が高まっている中、他県においても新品種が投入され市場で高い評価を得ているなど、産地・銘柄間の競争が
ますます激しくなっている。また、農政改革や米価の下落、さらにはＴＰＰ交渉の大筋合意など、米を主体と
する本県農業を取り巻く環境は厳しさを増しており、農業所得の向上を図るためには、野菜や花き、畜産等の
生産拡大の取組とともに、水田農業の再編強化に取組む必要がある。

　秋田米の商品ラインナップを充実し多様なニーズに対応した販促活動を展開するほか、「あきたこまち」に
次ぐ秋田の顔となる食味の良い主食用米品種の開発を加速するとともに、今秋デビューした新品種については
産地を限定した生産・販売戦略を展開するなど、秋田米ブランドの再構築に向けた取組を強化する。
　また、飼料用米等の作付拡大により需要に応じた主食用米の生産を行うほか、水田の大区画や排水対策、下
かんがいシステムの導入等の生産基盤の整備を着実に推進し、戦略作物の生産拡大と生産コストの縮減を図
る。

評価理由

　「売れる米づくり」については、関係機関・団体等で構成する推進会議を開催し、県産米の現
状や課題等についての情報共有を図るとともに、農業関係者を対象とした食味試験・評価実習を
行うなど、県産米の食味・品質向上に向けた取組を進めたほか、「あきたこまちコンテスト」上
位入賞者が生産した極上米を活用し、首都圏百貨店等における販売促進活動を行うなどブランド
力の強化を図っており、減農薬栽培米であるあきたｅｃｏライスの販売シェアも増加している。
　また、農業生産基盤の整備についても、農業法人等の大規模経営体への農地集積や戦略作物栽
培を促す地下かんがいシステムの導入と併せて、ほ場整備が計画どおりに進められている。
　このほか、飼料米など非主食用米の作付面積が目標を上回るなど、水田をフル活用した収益性
の高い農業への取組が進んでおり、評価指標である県産米の需要シェアも目標を達成しているこ
とから、施策については「概ね順調」と評価される。

評価結果

評価理由

　代表指標及び関連４指標はいずれも達成もしくは概ね達成となっており、各施策の着実な推進
が図られている。
　あきたecoらいすの販売シェアは、88％の達成率で目標を下回ったものの、生産・販売の両面
から秋田米ブランドの再構築に向けた様々な取組が展開されている。
　農業生産基盤の整備については、ほ場整備面積については計画どおり、地下かんがいシステム
整備面積については計画以上の実績であり、ほ場整備を契機とした農業法人等による農地集積や
経営の複合化などの事業効果が発現している。
　非主食用米の作付面積は目標を上回る実績となるなど、主食用米の需要が減り続ける中にあっ
て水田フル活用の取組が各地で進められている。
　以上の理由から、本施策の総合評価は「概ね順調」とする。

概ね順調

評価結果 概ね順調
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