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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 4 施策名 地域農業を牽引する競争力の高い経営体の育成

幹事部局 農林水産部 担当課 農林政策課

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）

615

出典：農林政策課調べ

●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

97.8%

① 97.8% B
農業法人数（認定農業者）

413

②

505 560 670

24 494

①農業法人数（認定農業者）
　代表指標の農業法人数（認定農業者）は増加傾向で推移しており、全国データが確認できる平成25
年度においては、北海道を除く都府県で第３位の増加数（47法人の増）となっている。
　本県農業が持続的に発展していくためには、企業感覚を持った競争力の高い農業法人の確保・育成
が不可欠であることから、県では経営の法人化を重点推進事項に掲げ、対象を絞り込みながら集中的
な支援に取り組んでおり、法人化に対する対象組織等の意識向上が図られていることなどが考えられ
る。

　国内外に打って出る攻めの農業を展開するため、集落営農や大規模農家等における経営の法人化や
複合化・多角化、生産性の向上に向けた農地集積の促進により経営基盤の強化を図り、地域農業を牽
引する競争力の高い経営体を確保・育成するとともに、就農研修制度の充実による新規就農の促進や
女性農業者による起業活動の強化等により、多様なルートから次代を担う若い就農者の確保・育成を
図る。

法人 

- 1 -



（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

69.0 70.0 72.0 74.066.0

Ｈ２９●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６

①
担い手への農地集積率

220

109.9%

5,066 5,200 5,335

105

出典：農林政策課調べ 75.0%

90

出典：農林政策課調べ

②
先進的集落型農業法人数

33 60 75

24 45

24 5,714

直近の
達成率

備考

97.4%
実績値はH25
（H26実績未公

表のため）
67.2

97.4%

75.0%

109.9%③

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

出典：農村女性による起業活動実態調査

5,600

出典：農林政策課調べ 102.4%

①　担い手への農地集積率
　担い手への農地集積面積は、平成25年度末時点で100,553haとなっており、基準年度である24年度よ
り1,526ha増加している。これは秋田県全体の耕地面積149,700haのうち67.2%まで向上したこととな
り、年度目標の67%を達成している。
　なお、農地集積の手法としては、所有権移転による集積が26%、賃貸借が74%となっており、近年は
賃貸借による集積が増加傾向で推移しており、今後は平成26年度から創設された農地中間管理事業を
活用し、積極的な農地集積・集約化を促進していく。

②　先進的集落型農業法人数
　農地の集積や雇用・６次化の受皿となる大規模な土地利用型や複合型経営に取り組む法人（先進的
集落型農業法人）は、前年（H25）と比較して３法人増加しているが、達成率は75％に止まっている。
　先進的集落型農業法人に発展していくためには、積極的な外部雇用による労働力の確保や、次代に
経営継承するための後継者の確保が必須となることから、こうした課題解決の可否が確保状況に影響
していると考えている。

③　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
　過去５年間の女性起業１組織当たりの販売額は増加傾向にあり、平成26年度は5,714千円となってお
り、基準年と比較して113％増加している。
　女性起業全体を見ると、取組数の減少を個々の販売額の増加で補っている状況であり、これまで以
上に女性農業者や女性組織による起業活動を促進するため、起業実践力向上研修や若手女性農業者情
報交換会を実施してレベル向上を図ったほか、加工施設の整備や加工機器の導入に対して支援してい
る。

④　新規就農者確保数
　就農支援制度の充実を図り、就農を目指す意識の醸成から就農後の経営指導まで、きめ細かく対応
してきた結果、H25から200人規模となるなど、新規就農者数は順調に増加しており、目標を達成して
いる。

⑥

⑤

④

210

5,470

102.4%
新規就農者確保数

24 215

199 210 210

⑦

％ 

法人 

万円 

人 
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 認定農業者や集落営農組織の経営基盤の強化

② 地域農業を牽引する農業法人などトップランナーの育成

③ 女性農業者による起業活動の強化

④ 農外からの参入など多様なルートからの新規就農者の確保・育成

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。
　「人・農地プラン」の策定による地域農業の担い手と将来方向を明確化するとともに、農地中間管理事業に
よる担い手への農地集積を促進した。
　また、集落営農組織の法人化や、ほ場整備地区の農地集積主体となる法人を育成するとともに、設立後の経
営力強化に向けた法人化支援専門員を県内３カ所に配置し、持続性のある安定した組織経営体の確保を推進し
た。
○取組の成果として、「人・農地プラン」は、平成26年度末現在、県内25市町村の作成予定の397地域すべて
において策定済みとなったほか、農地中間管理事業については、事業初年度である平成26年度の実績は機構借
入面積1,731ha、転貸面積1,049haはともに全国7位であった。このうち新たに担い手へ転貸された面積は722ha
で、全国３位の実績であった。
　経営の法人化については、設立から経営安定に向けたマネージメント強化を支援することにより、前年度か
ら15法人増加し、225法人を確保している。

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。
　100haを超える大規模経営に取り組む農業法人や、野菜等の戦略作物を導入した複合経営、加工等の６次産
業化に取り組む農業法人（先進的集落型農業法人）など、地域雇用の受け皿となる経営体を育成するため、経
営担当普及指導員や法人経営専門員による個別指導を推進した。
　また、経営発展を目指す農業法人を対象に、マネジメント研修による意識啓発を図るとともに、経営発展計
画の策定・実践を支援した。
○取組の成果として、先進的集落型農業法人が３法人増加したほか、経営基礎研修会を県内３ブロックで開催
したところ、24法人44名が参加するとともに、経営発展研修会は７法人16名が参加し、経営発展計画の策定に
取り組んだ。

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。
　女性農業者や女性組織による起業活動を促進するため、起業実践力向上研修会を開催し、直売組織を中心と
した体質強化・販売力強化等を目的とした研修会・ワークショップを実施し起業実践者の資質向上を図ったほ
か、次世代を担う若手女性農業者の育成を図るため、若手女性農業者間の交流促進と資質向上を目的とした研
修会を開催し、育成を図っている。
○取組の成果として、地域活性化の原動力となりうる女性農業者の新たな事業展開や企業部門の経営規模拡大
に向け、加工施設の整備や加工機器の導入に対し支援を実施し、新部門の導入や規模拡大が図られている。

○目標達成に向け、①就農前対策、②就農対策、③就農後対策、④指導体制強化対策の４つの対策
　により、就農啓発から就農後の育成指導まで、一連の施策を体系的に実施した。
　①就農前対策
　　・農業関係高校生を対象とした意識啓発活動（秋田北鷹、能代西、金足農業、西目、大曲農業、増田）

　　　計９回、参加人数640名（先進農家体験研修、研修制度紹介など）
　　・農業公社、農業会議と連携した農業フェアにおける相談窓口の設置
　　　計４回、相談人数70名
　　・農業高校生インターンシップ研修（金足農業、大曲農業を対象とした短期農業体験研修）

　　　計20日間、参加人数18名
　②就農対策
　　・研修事業（未来農業のフロンティア研修、地域で学べ!農業技術研修）

　　　未来農業フロンティア研修～県農業試験場等における技術習得研修（研修生39名）
　　　地域で学べ農業技術研修～市町村実験農業等における技術習得研修（研修生34名）
　　・機械・施設等整備事業（新規就農者経営開始支援事業）

　　　　実施経営体数　72経営体(県補助金82,312千円)、パイプハウス・防除機等の導入費補助
　③就農後対策
　　・新規就農者の早期の経営安定を図るため、農業近代化ゼミナール等農業青年の栽培技術及び
　　　経営管理能力の向上を図るため作目別の研修を実施するとともに、農業青年の組織活動によ
　　　る仲間作りを推進。
　　・研修回数　計40回　延べ参加人数392人
　④指導体制強化対策
　　・農業士の認定や関係機関と連携を図りながら指導体制の充実を推進。
　　・農業士認定事業(H26認定数14経営体(うち青年３、指導11))
　　・普及指導協力委員活動促進事業
　　　指導農業士及び女性農業士を普及指導協力委員として新規就農者の指導等を実施
　　　延べ実施回数30回　延べ参加人数236人

- 3 -



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

　農業法人数は増加傾向にあるものの、本県農業が将来に渡って発展していくためには、経営規模の拡大や複
合化等により、これまで以上に経営基盤の強化を図るとともに、農産物の生産から加工、販売までを行うな
ど、ビジネス感覚を持った農業者の育成が急務となっている。
　また、新規就農者の確保・育成に向けては、これまでの就農対策の強化に加え、新たな視点での対策を実施
する必要があるほか、経営者の高齢化が進行している中では農業法人等の経営継承が課題となっている。

　農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約化を加速させるとともに、複合化や多角化による経営発展な
ど意欲ある経営体の取組を支援し、地域農業を牽引する農業法人等のトップランナーを育成するほか、多様な
ニーズに対応した研修制度の充実とＰＲ活動の強化、企業の農業参入の促進と移住就農対策の強化、農業法人
等の経営継承に向けた取組への支援により、強い担い手づくりと新規就農の促進を図る。

評価理由

　認定農業者や集落営農組織の経営基盤の強化については、市町村や農業団体が連携して法人化
に取り組んだ結果、評価指標である「農業法人数」が概ね目標を達成しており、担い手への農地
集積についても、農地中間管理事業の活用などにより、順調に進んでおり、規模拡大が着実に図
られている。
　また、地域農業を牽引するトップランナーの育成についても、法人経営専門員による個別指導
を推進したこと等により、大規模経営や戦略作物を導入した複合経営、加工等の６次産業化に取
り組む農業法人が増加している。
　このほか、女性起業１組織当たりの販売額や新規就農者数も増加傾向にあることから、施策と
しては「概ね順調」と評価される。

評価結果

評価理由

　代表指標については、経営担当普及指導員を中心に、市町村や農業団体が連携して法人化に取
り組んだ結果、概ね目標を達成することができた。
　施策の推進状況については、担い手への農地集積率が進み、担い手の規模拡大が図られている
ほか、女性企業の販売額も目標以上に増加している一方で、関連指標である先進的集落型農業法
人数や新規就農者数の確保で目標を下回っているが、農業法人への総合的な経営サポートや多様
なニーズに対応した就農研修の充実等により、農業法人の確保数が増加傾向にあることや、就農
研修の受講者が増加傾向にあること等から、農業に対する可能性や魅力を感じる者が多くなって
いるものと考えられる。
　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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