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施策評価（平成28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

平成28年6月30日 ２次評価（企画振興部長） 平成28年7月29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）

①農業法人数（認定農業者）
農業法人数（認定農業者）は増加傾向にあり、平成26年度からの増加数は54法人となっている。
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きている。

平成26年度では、北海道を除く都府県において、法人数では第10位、前年度からの増加数では第12位（34法人の
増）となっている。
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出典：農林政策課調べ 97.8% 97.9%

評価者・実施日

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。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９Ｈ２５
直近の
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１次評価（農林水産部長）

法人



（３）関連指標の状況
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（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）

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27年度末時点で106,939haとプランの基準年度である平成24年度より7,932ha増

加しており、秋田県全体の耕地面積149,500haのうち71.5%まで向上し、年度目標の70%を達成している。
なお、農地集積の手法としては、自己所有地が平成26年度末から1,444haの減であったのに対し、借入地が

2,342ha、作業受託が1,636haの増であり、近年は賃貸借による集積が増加傾向にあることから、今後も農地中間管
理事業を活用した積極的な農地集積・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（H26）と比較して16法人増加し、達成率は81.3％となっている。
取組内容では、直接販売の取組が多く、加工やレストランなどの取組はまだ少ない。先進的集落型農業法人とな

るためには、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。

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27年度は5,980千円となっており、基準年

と比較し、112％となっている。
女性起業全体では、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、女性農業者や女性組織による

起業活動を一層促進するため、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３年連続で200人を超え、新規就農者数は順調に増加している。
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出典：農林政策課調べ
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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

5,066 5,200 5,335 5,470 5,600

出典：農村女性による起業活動実態調査

②
先進的集落型農業法人数

出典：農林政策課調べ
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①
担い手への農地集積率
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出典：農林政策課調べ 101.2% 102.1%
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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 農業法人等による加工や産直など経営の多角化の促進

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図った。
○取組の成果として、「人・農地プラン」は、平成27年度末現在、県内25市町村の作成予定の407地域すべてにおいて策定済
みとなった。今年度以降は担い手農家の高齢化などを考慮した人・農地プラン見直しの話し合いを進めていく。

また、農地中間管理事業については、事業２年目となった平成27年度の実績は、機構の借入面積3,629ha、転貸面積
3,679haで、ともに全国５位であった。このうち新たに担い手へ転貸された面積は2,038haで、全国２位の実績であった。今
後も機構集積協力金を活用しながら農地中間管理事業を推進し、農地の集積・集約化の向上を図る。

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、集落型農業法人は前年
度から25法人増加し、250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、加工や産直等の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16法人増加した。また、経営基礎研修会を県内３ブロックで開催したとこ
ろ、12法人25名が参加し、次世代の人材確保・育成に必要な知識や手法を習得したほか、経営発展研修会は４法人18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、起業実践力の向上や、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などのほか、若手女性間の交流促進と資質向上を目的とした研修会を開催する等により活動の底上
げを図った。
○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加工施設や設備の導入に対し支援することにより、新た
な事業展開や起業部門の規模拡大が図られた。

○目標達成に向けて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11回、参加人数712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５回、相談人数74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16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44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 89経営体(県補助金89,916千円)、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37回 延べ参加人数432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(H27認定数18経営体(うち青年２、指導14、女性２))
・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28回 延べ参加人数235人



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
自己評価の「概ね順調」をもって妥当とする。

評価結果 概ね順調

評価理由

ほ場整備を契機とした新たな農業法人の設立と法人への農地集積を進めるとともに、農地中間管理事業によ
る担い手への農地集積についても全国で上位となるなど、経営体の大規模化に向けた取組が順調に進展してい
るほか、法人化支援専門員を県内３か所に配置し、法人組織の経営安定化を促進している。
また、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、女性農業者による起業促進や経営レベル

の向上を図った結果、女性起業１組織当たりの販売額が目標を達成しているほか、新規農業者数についても、
就農前、就農、就農後まで一連の施策を体系的に整備・実施したことにより目標を達成している。
以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

評価結果 概ね順調

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が進み、経営規模の拡大が図られているほか、先進的集落

型農業法人の確保や女性起業の販売額は増加傾向で推移し、新規就農者確保数は目標にはわずかに届かなかっ
たものの、一定の人数を確保していることから、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
と思量され、引き続き、農業法人の設立から経営指導、経営継承に至る総合的なサポートを推進するほか、多
様なニーズに対応した就農研修の充実等による研修受講者の確保や、初期投資を軽減する就農対策等を展開す
ることにより、施策の目的は達成す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。

農業法人数は増加傾向にあるものの、本県農業が将来にわたって持続的に発展していくためには、経営の法人化や規模拡
大、複合化等の更なる加速化が必要である。また、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
業経営者の育成が急務となっているほか、経営者の高齢化が進行する中で、農業法人等の経営継承や、中山間地域等におけ
る担い手の確保が課題となっている。

新規就農者の確保・育成については、雇用就農の増加等により、一定数は確保されているものの、農外からの移住就農者
や中高年層の新規参入をさらに拡大することにより、本県農業の将来を担う経営体を安定的に確保し、農業就業人口の減少
を補っていく必要がある。

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、担い手の効率的な経営を促すとともに、経営の法人化や複
合化、多角化による更なる経営発展など、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
ナーを育成していく。

また、農業者の経営マインドの向上やスキルアップを図るため、新たな研修制度を創設するとともに、条件不利な農地を
守る経営体への支援や、中高年を対象とした県独自の就農給付金制度の創設、移住就農対策の強化、農業経営の法人化や経
営継承に向けた取組の支援により、強い担い手づくりと新規就農の促進を図る。


