
（様式２）

施策評価（平成28年度）

2 政策名 国内外に打って出る攻めの農林水産戦略

1 施策名 “オール秋田”で取り組むブランド農業の拡大

農林水産部 農林政策課

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）

施策評価調書

評価者・実施日 平成28年6月30日 平成28年7月29日

本県農業が長年営んできた米に大きく依存する生産構造から脱却し、野菜や畜産等の収益性の高い戦略作目
に取り組む複合型の生産構造への転換を図るため、大規模園芸団地の整備や周年農業の推進等により、オール
秋田で野菜等の生産拡大を図るとともに、秋田の顔となる県産ブランドの創出や、マーケットインの視点を重
視した流通販売体制を構築し、国内外に打って出るトップブランド産地を形成する。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

政策コード

施策コード

幹事部局 担当課

２次評価（企画振興部長）１次評価（農林水産部長）

①
主な園芸品目の販売額

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

96.9% BH24 12,940 13,470 15,260

出典：秋田県青果物生産販売計画書 91.3% 96.9%

②
黒毛和牛の出荷額

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

104.9% AH24 3,468 3,540 4,561

出典：家畜改良センター調査 85.8% 104.9%

①主な園芸品目の販売額
これまで、えだまめ、ねぎ、アスパラガスの３品目を中心に、“オール秋田体制”で生産・販売対策を集中

的に実施するとともに、園芸メガ団地の整備や、県育成オリジナル品種の生産拡大及び販売促進を図った結
果、販売金額は前年より約18億円増加し、計画対比96.9%となる15,260百万円となった。

②黒毛和牛の出荷額
27年度における黒毛和種の出荷頭数は4,421頭、平均出荷価格は1,032千円となり、出荷額は4,561百万円と

増加した。牛枝肉単価が高水準で推移しているため、平均出荷価格は前年比132％と上昇したが、出荷頭数に
ついては、肉用子牛価格の高騰により、計画どおりに肥育素牛を確保できない肥育経営体が多くなってきてお
り、前年比98％と伸び悩んでいる。

百万円

百万円



（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）

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

①

重点野菜３品目（ねぎ、アスパラガス、え
だまめ）の販売額

3,156 3,600 3,950 4,350 4,800

101.9%H24 3,217 3,420 4,026

出典：秋田県青果物生産販売計画書 95.0% 101.9%

②

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（累積）

22 26 30 34 38

100.0%H25 22 26 30

出典：農業経済課販売戦略室調べ 100.0% 100.0%

③
肉用牛の一戸当たり飼養頭数

16.6 19.5 21.1 22.7 24.4

90.5%H24 17.7 18.0 19.1

出典：畜産統計 92.3% 90.5%

④
比内地鶏雄鶏の生産出荷羽数

20 25 30 40 50

50.0%H24 16 19 15

出典：比内地鶏生産流通実態調査 76.0% 50.0%

⑤
「秋田県版ＧＡＰ」に取り組む産地数

77 110 120 130 140

88.3%H24 93 101 106

出典:各地域振興局農林部調べ 91.8% 88.3%

⑥
実用化できる試験研究成果数（累積）

143 190 215 240 265

105.6%H24 173 205 227

出典：実用化できる試験研究成果 107.9% 105.6%

⑦

①重点野菜３品目（ねぎ、アスパラガス、えだまめ）の販売額
“オール秋田体制”で生産・販売対策を集中的に実施するとともに、機械化や施設化を重点的に推進し、大

規模法人等を中心に作付拡大を図った結果、平成27年度の系統販売額は過去最高の40億３千万円となった。特
に、えだまめは、「出荷量日本一」をスローガンに掲げ、生産拡大に取り組んできた結果、７月から10月の東
京都中央卸売市場への出荷量が、初めて全国一位となった。

②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（累積）
食の外部化の進展に伴う加工・業務用の青果物需要の高まりに対応し、生産体制の強化やマッチングの促進

を図ったことにより、マッチング成立産地数は着実に増加している。

③肉用牛の一戸当たり飼養頭数
28年２月１日現在の肉用牛飼育頭数は17,800頭、飼養戸数は930戸で一戸当たり飼育頭数は19.1頭／戸と

なった。
目標値には達しなかったものの、前年比106％と着実に規模拡大が図られているとともに、飼養頭数も前年よ
り100頭増加するなど、生産基盤の強化が図られている。

④比内地鶏雄鶏の生産出荷羽数
販売不振等により比内地鶏全体の需要が低迷し、生産調整が実施されたことから、雄鶏の生産出荷羽数も減

少した。

⑤「秋田県版ＧＡＰ」に取り組む産地数
県版ＧＡＰに対応した生産工程管理手法にスムーズに切り替えることのできない産地があり、目標には届か

なかったものの、研修会の開催やＧＡＰ指導員を養成するなどＧＡＰの普及拡大への取組により、ＧＡＰに取
り組む産地数は確実に増加してきている。

⑥実用化できる試験研究成果数（累積）
実用化できる試験研究成果として27年度は新たに22課題をとりまとめた。主な成果としては、春どり用一本

太ネギ新品種「秋田はるっこ」の育成とともに、エダマメ品種「あきたほのか」の播種適期と収穫適期等を明
らかにした。

百万円

件

頭

千羽

産地
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① トップブランドを目指した園芸産地づくり

② 実需者ニーズに機動的に対応する青果物流通体制の構築

③ 県産牛の新たなブランド確立と全国メジャー化の推進

④ 新たな需要創出による比内地鶏等の出荷拡大と畜産を核とした地域活性化

⑤ 食の安全・安心への取組強化と環境保全型農業の推進

⑥ 生産・消費現場と密着した試験研究の推進

○野菜については、えだまめ、ねぎ、アスパラガスの３品目を中心に“オール秋田体制”で生産・販売対策を集中的
に実施するとともに、機械化や施設化を重点的に推進し、大規模法人等を中心に作付拡大を図った。その結果、特
に、良食味で市場評価が高いオリジナル品種「あきたほのか」の本格作付けがスタートしたえだまめは、東京都中央
卸売市場における７～10月期の累計入荷量が1,462tになり、初の日本一を達成したほか、品薄となる7月穫りの生産
技術が序々に拡大してきたねぎでは、ＪＡあきた白神が初の販売額10億円を突破する11億円を達成し、全県でも17億
９千万円と過去最高の販売額となった。
○果樹については、ＪＡ全農あきた、各ＪＡ、果樹協会、県等で構成する「秋田くだもの推進協議会」を平成２７年
７月に設立し、関係機関が一体となって県育成オリジナル品種の生産拡大、販売促進に取り組んでいる。
○花きについては、リンドウとダリアを中心に、民間育種家と連携したオリジナル品種の開発や生産拡大、販売対策
に集中的に取り組むとともに、キク類を導入した園芸メガ団地の生産が本格化したこと等により、販売金額が19億９
千万円と過去最高の実績となった。

○業務・加工用野菜等に農業者がチャレンジするため、平成26年度から県内24カ所に実証ほ場を設置し、生産から出
荷販売までのコーディネートや栽培技術支援を行った結果、19件が新たな実需者との取引につながった。
○物流の合理化とコールドチェーン体制確立のため、秋田おばこ農業協同組合の野菜・花きの集出荷・選別拠点施設
の整備を支援した。
○ＪＡ全農あきたと連携して販売促進活動を強化するとともに、秋田県産園芸品目を取り扱う量販店等を組織化した
バイヤーズクラブ（東急ストアほか９社）を設置し、県産園芸品目の認知度向上と販売額の増大を図った。

○26年10月にデビューを果たした「秋田牛」については、27年度末時点で88戸の登録肥育農家で生産が行われてい
る。
○「秋田牛」のキーワードである飼料用米の給与による高付加価値化の可能性の検証を進めるとともに、各地域にお
ける飼料用米の需給調整や調製保管に係る施設整備への支援、肥育経営体における給与実証に取り組んだ。
○「秋田牛」の認知度向上対策として、東京銀座にオープンした秋田牛専門店による情報発信や県内における秋田牛
フェアの開催などに取り組んだ。
○「秋田牛」を支える肉用子牛の生産基盤を強化するため、全県域での肉用牛増頭運動の展開や肉用牛の繁殖成績向
上チームによる農家巡回指導を実施するとともに、肉用牛農家と酪農家の連携や公共牧場を活用した新たな肉用牛生
産体制の構築を進めた。
○29年度の全国和牛能力共進会での上位入賞を目指し、繁殖雌牛の改良の加速化や肥育技術の向上のための肥育試験

○比内地鶏については、認証制度の適切な運用により消費者等の信頼確保に努めるとともに、首都圏をターゲットと
した販売促進として、有名レストラン等と連携した比内地鶏活用メニューの提供やシェフを招聘しての産地見学会を
開催した。
○未利用資源となっている比内地鶏雄鶏の有効活用のため、加工向け雄鶏の低コスト生産実証や去勢鶏「あきたシャ
ポン」の販路拡大に向けた生産者の販売促進活動への支援を実施した。
○日本短角種については、生産拡大に向けた生産施設が整備された結果、首都圏レストランチェーンとの取引や県内
での食肉加工への取組が始まった。
○「白神ラム」をメイン食材とした賞味会や産地見学会を開催した結果、参加した実需者の「白神ラム」に対する理
解が深まっただけでなく、比内地鶏や水産物など県内の様々な食材についても関心が寄せられ、新たな取引が成立す
るなどの成果が得られた。
○酪農生産基盤の強化を図るため、生産施設の整備や初妊牛の導入に対して助成するとともに、乳用育成牛の預託牧
場の施設整備等に対して支援した。

○秋田県版ＧＡＰ（農業生産工程管理）の普及に向けて、普及指導員やＪＡ営農指導員を対象としたＧＡＰ指導者の
養成研修と推進会議の開催、啓発活動の実施により、前年度より５産地多い県内106産地でＧＡＰを導入した農業生
産活動が行われている。
○化学肥料や化学合成農薬の使用を５割以上低減した生産に加え、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営
農活動に取り組んだ農業者に対して支援した結果、17市町村1,218haで環境にやさしい安全・安心な営農が実践さ
れ、地域農業の環境保全への関心が高まっている。

○現場ニーズに即した試験研究の推進として、研究成果を広く市町村やＪＡ関係者に発信するとともに、研究成果を
早期に現場定着させるため、りんごのオリジナル品種「ゆめあかり」の長期鮮度保持技術の実証、ボタメ系ワカメの
栽培技術実証と商品開拓への取り組み、さらに先端的な園芸技術の研究拠点として、農業試験場内に整備したオープ
ンラボ（解放研究施設）において公募に応じた民間企業によるトマトやイチゴの周年栽培技術の実証試験を実施し
た。
○県オリジナル品種や新商品の開発促進にあたっては、本県の気象、立地条件に即した新品種開発に取り組み、水稲
「ぎんさん」、エダマメ「あきたほのか」等の６品種が登録されたほか、辛みダイコン「あきたおにしぼり紫」、ネ
ギ「秋田はるっこ」等が出願公表された。また、新品種の開発と併せ、ネギのハウス越冬大苗育苗による７月どり作
型の実証を行うとともに、現地適応性を検討するため、高品質な春どり用一本太ネギは由利本荘地域などで、すいか
は早生系・種なし系では平鹿地域で、小玉系は雄勝地域で、それぞれ現地試験を行った。



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

評価結果 概ね順調

評価理由

代表指標については、生産・販売対策の集中的な実施等により、概ね目標どおりの園芸品目の販売額を
達成し、また、「秋田牛」の知名度向上対策等に取り組んだ結果、黒毛和牛の出荷額については目標を超
える出荷額となった。

施策の推進状況は、特に、園芸作物については、生産・販売の集中対策や機械化・施設化等の対策、大
規模法人等の作付拡大、園芸メガ団地整備により重点野菜の販売額が順調に増加している。また、加工・
業務用青果物については、生産から出荷販売までのコーディネートや栽培技術の支援等によりマッチング
成立件数が増加した。「秋田牛」については、県内外における認知度向上対策と繁殖基盤の強化、肉用牛
生産体制の構築等に取り組むなど、複合型生産構造への転換に向けた施策は着実に進捗していると考え
る。

関連指標に掲げる施策目標も概ね達成率が80％以上であり、本施策の総合評価は「概ね順調」とする。

評価結果 概ね順調

評価理由

えだまめ、ねぎ、アスパラガスの３品目を中心に、園芸メガ団地の整備やマーケットインの視点による
販売戦略の展開など、生産から販売まで一貫して「オール秋田体制」で園芸作物のトップブランド化に取
り組んだ結果、評価指標である「主な園芸品目の販売額」がほぼ目標を達成したほか、26年にデビューし
た「秋田牛」についても、首都圏や海外での取扱店を中心とした情報発信や専門チームによる農家巡回指
導など生産基盤の強化に取り組んだ結果、「黒毛和牛の出荷額」が目標を上回る成果を収めている。

このほか、業務・加工用野菜についても実需者との新たな取引が増加したほか、本県の気象、立地条件
に即した新品種の登録も順調に進んでいることから、販売不振による比内地鶏の生産調整など一部指標の
悪化を考慮しても、施策全体としては「概ね順調」と評価される。

園芸については、大規模園芸団地の全県展開と合わせ、労働力の安定確保や冬期の収益が見込める品目の導入が課題
である。

畜産については、肉用子牛価格が高騰しており、「秋田牛」ブランドを支える繁殖基盤の強化が喫緊の課題であり、
比内地鶏は全国各地の地鶏の台頭などにより販売量が減少していることから、関係者一丸となった販路拡大の取組が急
務である。

また、農産物等の産地間競争が激化するとともに、市場を介さず生産者や産地との直接的な取引を求める実需者の動
きが強まっていることから、マーケット動向や消費者・実需者ニーズに的確に対応した生産・販売体制の強化が必要で
ある。

園芸については、えだまめ、ねぎ、アスパラガスなど県産野菜の更なる生産拡大やブランド化に取り組むとともに、
リンドウ、ダリアなど秋田の花の生産力強化を図るほか、ネットワーク型団地など多様な園芸拠点を県全域に展開する
とともに、労働力の安定確保に向けてＪＡによる労働力斡旋の仕組みづくりや冬期も収益が見込める品目の導入を支援
する。

畜産については、県全域での大規模畜産団地の展開による生産拡大を図るとともに、肉用牛は繁殖経営の規模拡大や
肥育経営に繁殖部門を取り入れるなどの取組を支援し、「秋田牛」ブランドを支える繁殖基盤の強化を図り、比内地鶏
については他の地鶏にはない優位性の発掘に取り組むとともに、学校給食での利用促進等による県内での消費喚起や首
都圏での新たな販路拡大に努める。

県産農産物の認知度向上とブランド化に向けて、首都圏等において、量販店やレストラン等を連携してプロモーショ
ンを展開するとともに、関西への販路拡大やオリジナル品種など秋田の強みを生かした米、青果物、畜産物等の輸出に
取り組む。


