
（様式１）

政策評価（平成29年度）

Ⅱ　政策の推進状況

１　数値目標及びその達成状況

　評価者 　企画振興部長 　実施日 　平成29年7月10日

Ⅰ　政策の目標(目指す姿)

  本県農林水産業が魅力ある成長産業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。

政策評価調書

　政策名 国内外に打って出る攻めの農林水産戦略

　政策コード 2 　幹事部局名 　農林水産部

備考
年度

●各施策の代表指標
基準値 年度

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

2-1①
主な園芸作物の販売額

12,473 目標 14,750

Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

15,750 16,900 18,300

94.8%H24 実績 12,909 13,524 15,257 16,029

出典：秋田県青果物生産販売計画書 単位：百万円 達成率 91.7% 96.9% 94.8%

5,280

96.6%H24 実績 3,468 3,540 4,561

3,151 目標 4,125

2-2①
秋田県産米の需要シェア

5.17 目標 5.30

4,790

出典：家畜改良センター調査 単位：百万円 達成率 85.8% 104.9% 96.6%

2-1②
黒毛和牛の出荷額

5.35 5.45 5.55

出典：水田総合利用課調べ

4,350 4,960

114.8%H24 実績 5.60 5.27 6.14

単位：％ 達成率 99.4% 114.8%

12,410

114.3%H23 実績 12,322 12,574

10,499 目標 11,000

2-4①
農業法人数（認定農業者）

413 目標 505

出典：６次産業化総合調査 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

560 615 670

出典：農林政策課調べ

11,470 11,940

93.7%H24 実績 460 494 548 576

単位：法人 達成率 97.8% 97.9% 93.7%

1,170

117.2%H24 実績 1,106 1,217 1,239

983 目標 1,025

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

1,289

出典：木材統計、木材需給報告書 単位：千m3 達成率 118.7% 116.3% 117.2%

2-5①
素材生産量

3,060 3,100 3,140

出典：秋田県漁業協同組合調べ

1,065 1,100

92.9%H24 実績 2,713 2,707 2,967 2,880

単位：千円 達成率 89.3% 97.0% 92.9%
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政策の達成状況
※該当項目を囲む

※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
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未達成
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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

施策コード 施　策　名 施策評価の結果

２－３ 付加価値と雇用を生み出す６次産業化の推進 Ｂ

２－４ 地域農業を牽引する競争力の高い経営体の育成 Ｂ

２－１ “オール秋田”で取り組むブランド農業の拡大 Ｂ

２－２ 秋田米を中心とした水田フル活用の推進 Ａ

２－５ 全国最大級の木材総合加工産地づくりの推進 Ｂ

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 Ｂ

  代表指標については、園芸作物における生産・販売対策の集中的な実施及び「秋田牛」の知名度向上対策等に取り組んだ結
果、２つの指標はいずれも目標には届かなかったが達成率は約95～97％となり、概ね目標を達成したと言える。
　関連指標については、機械化や施設化を推進し、大規模法人を中心に作付拡大を図った結果、重点野菜３品目の販売額が目
標の101.6％になるなど、６つの指標のうち３つを達成。また、肉用牛の一戸あたり飼養頭数についても、「秋田牛」につい
て県内外における認知度向上対策と生産基盤の強化等への取組が功を奏して目標の９割を達成するなど、２つの指標について
概ね目標を達成している。
　以上のことから、本施策の総合評価は「Ｂ」とする。

  代表指標については、平成27年度実績が目標値を上回っており、平成28年度実績は確定していないものの、平成29年3月末
時点における秋田県産米の集荷数量・販売数量等から、目標達成は十分可能と考えている。
　施策の推進状況については、あきたecoらいすの販売シェアは目標を下回ったものの、僅かながらではあるが年々増加して
いるほか、秋田米ブランドの再構築に当たり、生産・販売の両面から種々の取組を展開した。また、農業生産基盤の整備につ
いては、ほ場整備面積は目標を達成し、地下かんがいシステム整備面積は目標を大幅に上回る実績となっており、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現れている。主食米の需要が減り続ける状況に対応
し、非主食用米の作付面積は目標を上回る実績となるなど、水田フル活用の取組が各地で進められており、関連指標の施策目
標はほぼ達成されている。
　以上のことから、本施策の総合評価を「Ａ」とする。

　代表指標については、平成27年度実績は公表されていないものの、26年度に初めて１事業体当たりの平均販売額が1千万円
を超えるとともに、農産物直売所の販売額も大きく増加している。
　施策の推進状況については、６次産業化推進協議会の開催や各地域におけるサポート体制整備により、各関係機関における
情報の共有化や連携した支援、各地域における６次産業化に係るきめ細かなサポート体制が構築されている。
　また、大規模な直売所の建設が計画されるなどＪＡによる６次産業化の取組が着実に進みつつあるほか、330名が参加した
異業種交流会においては、事業者間の積極的な交流が図られ、新たな取引の開始や共同での新しい商品づくりなど、連携によ
る取組が促進されている。
　加えて、食品の機能性に関するビジネスに意欲を持つ県内事業者のネットワークが構築されつつあるほか、県外大手企業と
連携した取組や、一次加工を行う事業者の着実なステップアップなどが図られており、関連指標に掲げる施策目標は、概ね達
成率が80％以上である。
　以上のことから、本施策の総合評価は「Ｂ」とする。

　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、任意組織として活動している集落営農組
織のうち、重点支援対象を選定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、新規就農者の確保も増加傾向で推移していることから、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。また、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、就
農相談から営農定着に至る総合的な就農対策等をハード・ソフト両面から展開することとしており、施策の目的は概ね達成さ
れているものと考えられる。
　以上のことから、本施策の総合評価は「Ｂ」とする。



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

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

　代表指標については、川上から川下まで一貫した木材・木製品の安定供給体制が整備され、木材需要の増加に対応できてお
り目標を達成している。
　施策の推進状況については、気象条件に起因する作業効率の低下等により、スギ人工林間伐面積の実績が目標に達しなかっ
た。また、林業従事者数は目標には届かなかったが、雇用期間の長期化等の対応により、素材生産量への影響はなかった。
　スギ製品の出荷量については、合板工場の火災により前年度実績に比べ減少したものの、目標を達成している。また、大規
模な発電施設の稼働により木質バイオマス燃料の利用量は着実に増加し、ほぼ目標を達成している。
　以上のことから、本施策の総合評価は「Ｂ」とする。

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比

　代表指標については、ブリ類の漁獲量が前年から続いて好調であったが、ハタハタの漁獲量が前年より減少したため、目標
まで到達しなかった。
　施策の推進状況については、平成28年度実績が判明していないものがあるものの、「つくり育てる漁業の対象魚種の漁業生
産額」は増加傾向にあり、「水産加工品出荷額等」ではワカメ等海藻加工品の出荷額が平年並みの出荷額を維持している。ま
た、「新規漁業就業者確保数」では少子高齢化の中で６名が研修制度を活用し、新規就業に至っている。
　以上のことから、本施策の総合評価は「Ｂ」とする。

1.0

5.3 6.8 10.1 3.3

充
実
度

6.0 7.3 11.6 4.3

0.7 0.5 1.5

30.5 28.7 41.0 12.3

41.6 38.0 33.0 ▲ 5.0

26.4 25.3 21.3 ▲ 4.0

15.2 12.7 11.7 ▲ 1.0

○平成23年の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。
○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たが、平成29年
1月、米国が離脱を表明。
○平成29年5月、米国を除く参加国11カ国により、米国抜きでの協定の発効を目指して協議を続ける方針が確認された。
○平成30年以降の米の生産について、行政主導による生産目標の配分廃止が予定されており、過剰作付による米価下落の可
能性と向き合いながら、農業者自らの判断により生産量を判断していく必要がある。

21.9 26.0 14.3 ▲ 11.7

  「十分である」が1.5％、「概ね十分である」が10.1％となり、合わせると肯定的に感じている人は11.6％と、前年度調査
を4.3ポイント上回っており、前々年度調査からも5.6ポイント上回っている。また、「ふつう」も41.0％と前年度調査を12.3
ポイント上回っている。
　一方で「不十分である」は11.7％で、「やや不十分である」の21.3％を合わせると否定的な意見は33.0％となり、前々年度
調査から減少傾向が続いている。「わからない・無回答」は14.3％と前年度を11.7ポイント下回っており、県民の評価は向上
している。
　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27.2％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10.3％、「付加価値と雇用を生み出す６次産業化の推進」が10.6％
とやや低めになっている。



Ⅴ　評　価

総合評価 Ｂ

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向けた対策に集中的に取り組んだことにより、主
な園芸作物の販売額は目標には届かなかったものの、えだまめ、ねぎ、アスパラガスの３品目を中心に
販売額が増加しているほか、黒毛和牛の出荷額についても、肥育素牛不足が続き牛枝肉価格が高値で推
移したものの、出荷頭数が減少したことから、目標を僅かに下回った。
〇県産米の食味・品質向上に向けた取組を進めたほか、最高級あきたこまちの商品化等を支援し、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。
〇食関連ビジネスに取り組むＪＡや農業法人が増加しているほか、異業種交流を通じた連携が進み、レ
トルト加工の製造委託などの事例も増加している。
〇経営担当普及指導員を中心に、市町村や農業団体と連携し、重点支援組織を選定して法人化に取り組
むなどして経営体の大規模化が進展しているほか、就農支援制度の充実により、就農前、就農、就農後
まで一連の施策を体系的にきめ細かく実施した結果、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。また、林業従事者数は目標には届いていないものの、秋田林
業大学校の一期生18名全員が県内の森林組合等に就職した。
〇水産業については、栽培漁業の試験段階にあるトラフグ、アユ等のほか、技術的に確立されたマダ
イ、ヒラメ等の種苗の生産や放流、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、水産物の調理や加工のノウハウを有するコーディネーターを配置し、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、目標に対しても達成又は９０％以上の達成率となっている。
○以上のことから、施策の推進状況や評価指標などを総合的な観点から評価し、政策全体として「Ｂ」
とする。

※総合評価の判定基準
　　　 「Ａ」 ： 目標を達成　  「Ｂ」 ： 目標を８割以上達成 　 「Ｃ」 ： 目標達成が６割以上８割未満    「Ｄ」 ： 目標達成が６割未満

○課題

〇園芸作物の更なる生産拡大を図るため、えだまめに次ぐ新たな園芸品目の生産振興や、メガ団地（大規模園芸団地）等の
新たな園芸拠点の全県展開を進めていく必要があり、併せて労働力の確保が課題である。
○全国的な肉用子牛価格の高騰が続いており、「秋田牛」ブランドを支える繁殖基盤と肥育経営の体質強化が喫緊の課題で
ある。
○平成30年以降の需要に応じた米生産では、農業者等が自らの経営判断に基づき米の生産量を決める仕組みとなることか
ら、全国や県産米の需要動向を踏まえ、生産現場に的確に情報提供を行いながら、適切な生産量を判断できるように努める
必要がある。
○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など豊富な
資源の有効活用とスギ資源の管理として間伐促進の取組強化が課題である。また、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。
〇海洋環境や消費者動向の変化等を踏まえ、漁業者ニーズにマッチした魚種の種苗生産・放流による栽培漁業を推進する必
要がある。また、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。



Ⅵ　評価結果の反映状況（対応方針）

○　園芸作物の生産拡大については、えだまめに次ぎ日本一を目指す品目として菌床しいたけを選定し生産販売
対策を強化するとともに、メガ団地等の園芸拠点の全県展開と併せて、近年顕在化しつつある労働力不足に対応
するため、ＪＡが中心となった地域内での労働力調整を行う取組を強化する。

○　畜産については、「秋田牛」ブランドを支える繁殖基盤と肥育経営の体質強化のため、収益性の高い大規模
畜産団地の全県展開を推進するほか、飼養管理施設整備への助成や周年預託施設の整備などに取り組む。

○　秋田米を中心とする水田対策については、米の需要動向等に係る情報を的確に提供し、各生産者の判断に資
するよう努めるとともに、業務用向けの需要が高まっていることに対応するため、新品種を含めた多様な県産米
のラインアップをそろえ、販売力の強化を図る。また、飼料用米への転作も推進するほか、大区画化による生産
コストの縮減、農地集積による農業法人の育成等、地域農業の収益力向上に向けて、引き続き農地整備事業を推
進する。

○　６次産業化の推進については、農業法人やＪＡによる規模の大きい取組や事業者の連携による共同の取組を
推進するほか、６次産業化プランナーなどノウハウを有する外部の専門家の積極的な活用を通じ、各経営体の販
売額の増加を図る。また、地域経済団体と連携して異業種交流を更に推進し、販売力や情報発信力を強化するほ
か、食品加工にとどまらず、マーケティング、営業、経営管理などのスキルアップにより、先導的な事例を積み
重ねていく。

○　強い担い手づくりについては、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の取組を支援し、地域農業を牽引する農業法人等を育成していく。また、条件
不利な農地を守る経営体への助成や農業経営の法人化や経営継承に向けた取組を支援するとともに、首都圏等か
らの移住就農や、中年層の独立自営就農など、多様なルートからの担い手の確保・育成を図る。

○　林業・木材産業については、林内路網の整備や高性能林業機械の導入を促進し、原木の安定的かつ低コスト
生産体制を整備するほか、木質バイオマス発電の燃料用材として未利用の間伐材の利用を促進することで、スギ
人工林間伐面積の増加を図る。さらに、秋田林業大学校を核として若い技術者を育成するほか、県外在住者向け
の就業対策を実施し、将来の林業を担う若い林業従事者の確保に努める。

○　水産業については、新たな栽培漁業を展開するため、最新技術を導入した栽培漁業施設の完成に向けて整備
を進めるほか、「つくり育てる漁業」による継続的な種苗放流を実施するとともに、ふ化放流や産卵藻場造成な
ど、ハタハタ資源の再生に向けた取組を継続し、本県重要魚種の生産拡大と資源の維持・増大を図る。さらに、
県内外で就業希望者の積極的な掘り起こしを行うとともに、新規就業者に対する技術研修や経営支援等を実施
し、担い手の確保・育成を図る。

○政策評価委員会意見

自己評価の「Ｂ」をもって妥当とする。


