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政策評価（平成28年度）

国内外に打って出る攻めの農林水産戦略

農林水産部

企画振興部長

Ⅱ 政策の推進状況

１ 数値目標及びその達成状況

※達成度の判定基準

政策の達成状況
※該当項目を囲む

Ａ：100％以上 Ｂ：80％以上100％未満 Ｃ：60％以上80％未満 Ｄ：60％未満
達成

※政策の達成状況の基準
「達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％以上の場合
「一部達成」 ： 施策の数値目標のうち、達成率１００％未満のものが１つでもある場合

ただし、「未達成」の場合を除く
「未達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％未満の場合

一部達成

未達成

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

97.0% BH24 実績 2,713 2,707 2,967

単位：千円 達成率 89.3% 97.0%

2-6①

海面漁協組合員１人当たりの
漁業生産額

2,957 目標 3,030 3,060 3,100 3,140

出典：秋田県漁業協同組合調べ

116.3% AH24 実績 1,106 1,217 1,239

単位：千m3 達成率 118.7% 116.3%

2-5①
素材生産量

983 目標 1,025 1,065 1,100 1,170

出典：木材統計、木材需給報告書

97.9% BH24 実績 460 494 548

単位：法人 達成率 97.8% 97.9%

2-4①
農業法人数（認定農業者）

413 目標 505 560 615 670

出典：農林政策課調べ

114.3% AH23 実績 12,322 12,574

単位：百万円 達成率 114.3%

2-3①

６次産業化に取り組む事業体
の農業生産関連事業の販売
額

10,499 目標 11,000 11,470 11,940 12,410

出典：６次産業化総合調査

115.0% AH24 実績 5.60 5.27 6.15

単位：％ 達成率 99.4% 115.0%

2-2①
秋田県産米の需要シェア

5.17 目標 5.30 5.35 5.45 5.55

出典：水田総合利用課調べ

104.9% AH24 実績 3,468 3,540 4,561

単位：百万円 達成率 85.8% 104.9%

2-1②
黒毛和牛の出荷額

3,151 目標 4,125 4,350 4,960 5,280

出典：家畜改良センター調査

96.9% BH24 実績 12,940 13,470 15,260

単位：百万円 達成率 91.3% 96.9%

2-1①
主な園芸品目の販売額

12,558 目標 14,750 15,750 16,900 18,300

出典：秋田県青果物生産販売計画書

政策評価調書
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Ⅰ 政策の目標(目指す姿)

本県農林水産業が魅力ある成長戦略として持続的に発展していくため、生産性の向上や競争力の強化により、国内外
に打って出るトップブランド産地を形成するとともに、加工や流通・販売などの異業種と連携した６次産業化の促進等
により、県産農林水産物の付加価値向上と地域の雇用拡大を図る。
また、川上から川下まで競争力の高い木材・木製品の安定供給体制の整備により、全国最大級の木材総合加工産地と

しての地位を確立する。

●各施策の代表指標
基準値 年度

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

政策名

政策コード

評価者

幹事部局名

実施日 平成28年8月31日



２ 政策を構成する施策評価の結果

３ 施策評価の概要

2-1 “オール秋田”で取り組むブランド農業の拡大

2-2 秋田米を中心とした水田フル活用の推進

2-3 付加価値と雇用を生み出す６次産業化の推進

2-4 地域農業を牽引する競争力の高い経営体の育成

2-5 全国最大級の木材総合加工産地づくりの推進

2-6 水産物のブランド確立と新たな水産ビジネスの展開

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。

森林作業道の整備や林業専用道の開設など生産インフラの整備、高性能林業機械の導入支援など、原木の低コスト生産と安定供
給を図るとともに、人工乾燥機等の施設整備による製品の加工・供給体制の強化、大学等と連携した秋田スギ耐火部材やＣＬＴの
簡易製造技術の開発など新たな需要開拓に向けた取組が進展しており、評価指標である「素材生産量」も目標を上回る水準で推移
し、全国でも上位を維持している。
さらに、木質バイオマス燃料の利用量も高い水準で増加しているほか、林業従事者についても40歳未満が増加し年齢構成の改善

が図られている。
以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

昨年度からの「第７次栽培漁業基本計画」に基づき、水産振興センター及び（公財）秋田県栽培漁業協会が連携し、マダイ、ヒ
ラメ、アワビ、トラフグなど、本県の地域特性に適合した価格の高い魚種の種苗生産や、ハタハタの漁獲制限など科学データに基
づく適切な資源管理により、漁業生産の安定化と高収益化を推進しており、評価指標である「組合員１人当たりの漁業生産額」
は、ほぼ目標を達成している。
また、地魚等を使った加工品の開発を促進するため、加工機器の導入を支援するとともに、水産加工品の流通や販路拡大のた

め、地魚加工推進員を配置し事業者による販路開拓を支援しており、水産加工品出荷額は目標を下回ったものの前年度からは増加
している。
以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

枝豆、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。

売れる米づくりの推進と秋田米ブランドの再構築については、精度の高い分析機器を活用した食味要因の解析等により食味・品
質の向上を図ったほか、新品種である「秋のきらめき」と「つぶぞろい」について、作付けを栽培適地に限定するなど品質確保に
向けた取組を推進するとともに、特別栽培を基本に高い品質区分に基づく「極上あきたこまち」を首都圏百貨店で販売するなど、
普及価格帯から高価格帯まで多様なラインアップによる秋田米の展開を推進しており、評価指標である「秋田県産米の需要シェ
ア」は目標を達成している。
また、農業生産基盤の整備についても、ほ場整備に併せて、農業法人等の経営体への農地集積や戦略作物栽培に向けた地下かん

がいシステムを整備するなど、水田のフル活用による生産性の向上に向けた取組が進展している。
以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

各地域振興局に設置した６次産業化サポートチームによる支援や６次産業化サポートセンターによる個別相談対応など、構想段
階から事業化まで総合的に支援する体制を構築したことにより、法律に基づく６次化計画認定件数や食関連ビジネスに取り組む農
業法人数が着実に増加したほか、異業種交流会の開催等により、レトルト加工の製造委託など異業種間連携による６次化事例も増
加している。
さらに、大手健康食品企業と連携した玄米専用品種「金のいぶき」の生産拡大と加工品の開発・販売が拡大しているほか、県内

大学・研究機関と連携した新たな機能性素材の生産に向けた取組も進展している。
こうした取組の結果、評価指標である「６次産業化に取り組む事業体の農業生産関連事業の販売額」については、平成２６年度

実績が平成２７年度目標を既に上回っていることから、施策は「概ね順調」と評価される。

２－４ 地域農業を牽引する競争力の高い経営体の育成 概ね順調

２－５ 全国最大級の木材総合加工産地づくりの推進 概ね順調

２－６ 水産物のブランド確立と新たな水産ビジネスの展開 概ね順調

２－１ “オール秋田”で取り組むブランド農業の拡大 概ね順調

２－２ 秋田米を中心とした水田フル活用の推進 概ね順調

２－３ 付加価値と雇用を生み出す６次産業化の推進 概ね順調

施策コード 施 策 名 施策評価の結果



Ⅲ 県民意識調査の結果

調査年度

肯定的意見

十分である

概ね十分である

ふつう

否定的意見

やや不十分である

不十分である

わからない・無回答

調査結果の認識、取組項目の状況

Ⅳ 政策を取り巻く社会経済情勢の変化

21.9 26.0 4.1

全体では、「十分である」が0.5％、「概ね十分である」が6.8％と非常に少ない。「ふつう」の28.7％を合わせると肯定的に感
じている人は36.0％となっている。また、「不十分である」が12.7％、「やや不十分である」が25.3％となり、不十分であると感
じている人は38.0％となっている。「わからない・無回答」は26.0％となっている。前年度と大きな変化は見られない。
施策別では、肯定的に感じている人の割合は、「オール秋田で取り組むブランド農業の拡大への取組」が47.1％と最も高いが、

「地域農業を牽引する競争力の高い経営体の育成」が29.8％、「水産物のブランド確立と新たな水産ビジネスの展開」は31.7％、
「付加価値と雇用を生み出す６次産業化の推進」が33.3％と低くなっている。

○東日本大震災により、牛肉の放射能汚染問題や飼料不足、風評被害等が発生し、畜産業は深刻な打撃を受けた。
○園芸品目は、近年、高温や豪雨・豪雪等の気象災害の発生により、生産量や品質が不安定となっている。
○平成25年12月、国は、農地中間管理機構、経営所得安定対策の見直し、水田フル活用と米政策の見直し、日本型直
接支払制度の創設など４つの農政改革を示し、新たな農業・農村政策を開始した。
○米は、過剰作付けと需要の減少等により、平成25年産米（あきたこまち）の概算金が11.5千円に下落し、さらに、
平成26年産米は過去最低の8.5千円となった。
○平成27年１月、牛肉の関税引き下げ等を含む日豪ＥＰＡが発効され、輸入拡大による畜産業等への影響が懸念され
ている。
○平成27年10月、牛肉・豚肉の関税引き下げやコメの特別輸入枠の設定等を含むＴＰＰ協定が大筋合意され、輸入拡
大による農家所得の減少や地域社会の衰退などが懸念されている。

26.4 25.3 ▲ 1.1

15.2 12.7 ▲ 2.5

30.5 28.7 ▲ 1.8

41.6 38.0 ▲ 3.6

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比

充
実
度

6.0 7.3 1.3

0.7 0.5 ▲ 0.2

5.3 6.8 1.5



Ⅴ 評 価

Ⅵ 評価結果の反映状況（対応方針）

○複合型生産構造への転換の加速化については、多様な大規模園芸拠点の全県展開や園芸労働力の安定確保に向けた
ＪＡによる労働力斡旋制度の構築、冬期も収益が見込める品目の導入を支援するほか、繁殖農家の規模拡大や肥育経
営に繁殖部門を取り入れる等の取組への支援により「秋田牛」ブランドを支える繁殖基盤の強化を図るとともに、大
規模畜産団地の全県展開による畜産全体の生産拡大を図る。
また、県産農産物の認知度向上とブランド化に向け、首都圏等におけるプロモーションの強化や関西への販路拡

大、オリジナル品種など秋田の強みを活かした県産農産物の輸出に取り組む。

○構造改革を支える水田対策については、平成30年以降の需要に応じた米生産に向け、実需者との結び付きを強化し
た生産・販売対策、ＩＣＴ等の新技術を活用した大規模・低コスト稲作経営の確立、「秋田牛」のほか養豚や比内地
鶏とも結び付きが強い飼料用米の生産拡大に取り組むほか、水田農業の効率化・複合化に向けたほ場の大区画化や畑
地化等の基盤整備に取り組む。

○６次産業化の推進については、サポートセンター等によるフォローアップ活動の充実を図るとともに、集荷力や組
織力を活かした大規模な６次産業化に取り組むＪＡの育成や、販売等のノウハウを持つ異業種との連携強化に取り組
む。

○強い担い手づくりと新規就農者の確保・育成については、農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約化の促進
や複合化・多角化の取組への支援、農業法人の経営継承への支援等により地域農業を牽引する経営体を育成するとと
もに、経営マネジメント能力の向上に向けた新たな研修制度や条件が不利な農地を守る経営体への支援制度、中高年
を対象とした就農給付金制度の創設等についても検討しながら、強い担い手づくりと新規就農の促進を図る。

○林業・木材産業については、県産木材の優先利用に向けた県民運動の展開や木材利用ポイント制の実施、公共施設
等の木造・木質化の推進、ＣＬＴ等の新製品の開発・活用、主伐後の再造林等の取組により県産材の需要拡大・資源
の循環利用を図るとともに、林業大学校を核とした若い技術者の育成や県外在住者向けの就業対策の実施により、新
規就業者の確保・育成を図る。

○水産業については、最新技術を導入した栽培漁業施設の整備や継続的な種苗放流、ハタハタのふ化放流や産卵藻場
造成等により、本県重要魚種の生産拡大と資源の維持・増大を図るとともに、地魚加工品開発や販売促進、女性のア
イディアを生かしたビジネス展開の支援により、県産水産物の高付加価値化・ブランド化を図る。また、就業希望者
向けの体験学習や技術研修の実施、経営発展を目指す漁業者の取組支援により、漁業の担い手確保・育成を図る。

評価理由

〇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た
「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ことにより、えだまめ、ねぎ、アスパラガ
スの３品目を中心に園芸作物の販売額が増加しているほか、統一ブランド「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を強化したことなどにより、黒毛和牛の出荷額が目標を上回っている。
〇県産米の食味・品質向上に向けた取組を進めたほか、「極上あきたこまち」を首都圏百貨店で販売するな
ど、普及価格帯から高価格帯まで多様なラインアップによる秋田米の展開を推進したことなどにより、秋田
県産米の需要シェアは向上している。
〇振興局単位に設置したサポートチームによる支援など構想段階から事業化まで総合的に支援する体制の構
築等により、食関連ビジネスに取り組む農業法人が増加しているほか、レトルト加工の製造委託など異業種
連携による６次産業化の事例も増加している。
〇農地中間管理事業による担い手への農地集積が全国で上位となるなど、経営体の大規模化が進展している
ほか、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、２００人以上の新規就
農者を確保している。
〇林業・木材産業については、高性能林業機械の導入支援など原木の低コスト生産と安定供給を図ったこと
により素材生産量が増加したほか、大学等との連携によりＣＬＴの簡易製造技術の開発など、新たな需要開
拓に向けた取組が進展している。
〇水産業については、本県の地域特性に適合した高価格魚種の種苗生産や科学データに基づく資源管理によ
り、漁獲量の安定化と高収益化を推進したほか、地魚加工推進員を配置し事業者による水産加工品の販路開
拓を支援している。
〇政策の評価指標については、全ての指標が前年度を上回り、目標に対しても達成又は９５％以上の達成率
となっていることなどから、政策全体として「概ね順調」に進んでいる状況にある。

○課題

〇大規模園芸団地の整備に合わせた労働力の安定確保や冬季の収益が見込める園芸品目の導入が課題となっているほ
か、肉用子牛価格が高騰してることから「秋田牛」ブランドを支える繁殖基盤の強化が必要となっている。
〇国主導による全国的な飼料用米の急速な作付拡大により米の生産構造が変化しつつある中で、主食用米の全国的な
需給状況を注視しながら、業務用や加工用など実需者ニーズに応じた販売対策を講ずるとともに、飼料用米への転作
を適切に推進していく必要がある。
〇６次産業化は着実に進展しているものの、加工向け農産物のロットが小さいことや販売・加工のノウハウが少ない
ことなどにより、一経営体当たりの事業規模や販売額が小規模なものにとどまっている。
〇農業法人数は増加傾向にあるものの、規模拡大や複合化等による経営基盤の強化を一層促進するとともに、経営者
の高齢化が進行する中で、農業法人等の経営承継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。
〇本県のスギ資源は本格的な利用期を迎えていることから、県産材の更なる需要を喚起し林業雇用の拡大を図るとと
もに、林業就業者の高齢化が進行していることから、安定的な労働力の確保と技術者の育成が必要となっている。
〇消費者の魚離れによる漁価の低迷やニーズの多様化に対応するため、県産水産物のブランド化や加工による高付加
価値化を図るとともに、漁業者の後継者不足に対応するため新たな担い手の確保・育成を図る必要がある。

総合評価 概ね順調



○政策評価委員会意見

自己評価の「概ね順調」をもって妥当とする。


