
（様式２）

施策評価（令和元年度） 施策評価調書

１　施策のねらい（施策の目的）

２　施策の状況

２－１　代表指標の状況と分析

・

・

・

・

・

　※　指標の判定基準

　　「ａ」　：　達成率≧100％　 　「ｂ」　：　100％＞達成率≧90％　　　「ｃ」　：　90％＞達成率≧80％　　

　　「ｄ」　：　80％＞達成率　又は　現状値＞実績値（前年度より改善）　　「ｅ」　：　現状値＞実績値（前年度より悪化）

　　「n」　：　実績値が未判明

 戦略３　新時代を勝ち抜く攻めの農林水産戦略

 施策３－１　秋田の農林水産業を牽引する多様な人材の育成

 幹事部局名 農林水産部  担当課名 農林政策課

 評価者 農林水産部長  評価確定日 令和元年8月23日

施策の方向性（１）

目標 670 730 790 850

実績 576 609 656 

達成率 97.9%

出典：県農林政策課「担い手に関する定期
報告」

指標の判定 ｂ

全国 13位 14位

東北 2位 3位

目標の達成には至っていないものの、認定農業者の全体（農業法人及び個別経営）数が減少してい
る中で、ほ場整備や園芸メガ団地の整備を契機に法人化を進めたことなどにより、農業法人数は着
実に増加している。

重点支援組織を選定しながら法人化を支援しているが、高齢化や米政策の見直し等で先行きに不安
があることなどにより、集落営農(任意組織)の中には、法人化を躊躇する事例も見られる。

施策の方向性（１）

目標 76.0 78.0 80.0 83.0

実績 73.2 74.1 R1.10月判明予定

達成率 －

出典：県農林政策課「担い手及びその農地
利用の実態に関する調査」

指標の判定 n

全国 3位 3位

東北 1位 1位

担い手への農地集積は、農業者の高齢化や法人化の進展等により着実に集積率が向上しており、全
国トップクラスの集積率となっている。

農地中間管理機構の活用や「人・農地プラン」の話し合いによる、出し手と受け手農業者のマッチ
ングを推進したことにより、賃貸借による集積が増加している。

農地中間管理事業を活用して農地集積を推進した結果、平成30年度の転貸面積は29年度の2,168ha
を上回る3,019haで、事業が始まった５年間の累計で13,035haと、担い手への農地の集積が進んで
いる。

　本県農林水産業の経営基盤の強化を図るため、県外からの移住就業を含め、次代をリードする多様な人材の確保と競
争力の高い担い手の確保・育成を加速します。

代表指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

農業法人数（認定農業者）（法人）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 R1.10月判明予定

代表指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

担い手への農地集積率（％）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 R1.10月判明予定
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２－２　成果指標・業績指標の状況と分析

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

施策の方向性（２）

目標 250 250 260 270 

実績 227 221 R1.8月判明予定

出典：県農林政策課「新規就農者調査」 達成率 －

全国 － － －

東北 4位 3位 R1.8月判明予定 東北農政局分のみ発表

就農支援制度の充実により、就農を目指す意識醸成から、就農後の技術・経営指導まで、きめ細か
な支援を実施した結果、平成25年度から５年連続で200人以上を確保している。

平成30年度実績は未判明であるが、極めて就農率が高い未来農業のフロンティア育成研修の修了者
は、29年度の14名に対して、30年度は20名となっている。

新規就農者の増加に向け、移住就農者や雇用就農者を中心に更なる上積みが必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施策の方向性（２）

目標 155 155 155 155 

実績 133 130 R1.10月判明予定

出典：県森林整備課「秋田県林業事業体調
査」 達成率 －

全国 　5位 4位

東北 　1位 1位

直近の平成29年度の新規就業者数は130人となっている。

平成28年度実績値については全国５位、東北では１位となっている。

他産業に比べて厳しい労働環境にある林業への就業者数は、有効求人倍率が高い値で推移する中に
あっても、秋田林業大学校での人材育成の取組などにより、ここ数年は130人台で推移しており横
ばいの状況となっている。

平成30年度の新規就業者を対象として行った研修の受講生は、前年度に比べて３人増加している。

施策の方向性（２）（３）

目標 10 10 10 10

実績 10 12 11

出典：県水産漁港課「新規漁業就業者数
調査」

達成率 110.0%

全国 － － －

東北 － － －

平成30年度実績は11人であり、目標を達成した。

漁業の担い手の確保育成を図るため、体験研修を通じて漁業の魅力をＰＲするとともに、就業希望
者に対する技術研修制度を設けているほか、技術習得を終え自立を志向する者に対する経営安定に
向けた支援を行っており、横ばいの状況となっている。

施策の方向性（５）

目標 6,400 6,720 7,050 7,400

実績 6,078 6,380 R1.7月判明予定

出典：県農業経済課「農村女性による起業
活動実態調査」

達成率 －

全国 － － －

東北 － － －

平成30年度の実績値は未判明だが、直近の29年度実績は6,380万円であり、前年比５％の伸びと
なっている。

平成28年～30年に実施した「連携で魅力広がる直売展開支援事業」により、販路拡大のための保冷
車の導入、直売所の飲食スペースとしてのテーブル、イス等備品の導入や地域資源を活用した新商
品開発等、ハード・ソフト両面からの支援等により、年５％程度で増加している。

成果・業績指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

新規就農者数（人）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

新規林業就業者数（人）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 R2.2月頃判明予定

成果・業績指標③ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

新規漁業就業者数（人）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標④ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

女性起業１組織当たりの販売額（販売額
500万円以上の直売組織）（万円）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等
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２－３　施策の取組状況とその成果（施策の方向性ごとに記載）

（１）秋田の農業をリードする競争力の高い経営体づくり【農林政策課】

・

・

・

・

（２）幅広い年齢層からの新規就業者の確保・育成【農林政策課、水産漁港課、森林整備課】

・

・

・

・

（３）多様なルートから秋田に呼び込む移住就業の促進

　　【農林政策課、農山村振興課、水産漁港課、森林整備課】

・

・

・

・

（４）農業労働力の安定確保と農作業の軽労化の促進【園芸振興課】

・

・

・

・

指標 代表①②

「人・農地プラン」の地域の話し合いをベースに、農地中間管理機構を活用した農地集積・集約化を推進するた
めのモデル地区の設置や、現地相談員33人<±０人>を配置したほか、ほ場整備地区での法人化による効果的な集
積・集約化を促進した（モデル地区67地区<＋８地区>）。

経営規模の拡大や複合化・多角化などによる経営基盤の強化を図るため、経営体育成支援事業等により機械・施
設等の導入を支援した（７市町村<±０市町村>、14経営体<△12経営体>）。

集落型農業法人や、大規模土地利用型、複合型等の多様な法人経営の安定を図るため、農業経営相談所を農業公
社に平成30年５月新たに設置し、各専門家派遣等による経営改善支援活動を実施した（経営相談所：農業公社に
平成30年５月設置・同時に各地域振興局にサテライト窓口設置、専門家派遣：41回）。

新たに、農業法人間の連携や統合再編による経営力の強化や経営継承を支援するための啓発セミナー等を実施し
たほか、モデル地区の設置による支援活動を実施した（啓発セミナー等：４回、モデル地区：17地区）。

指標 成果①②③

就農を希望する若者が営農を開始し定着できるよう、就農に必要な生産技術や経営管理能力の習得を図るため、
「未来農業のフロンティア研修」や市町村研修施設等での「地域で学べ農業技術研修」の研修事業を実施したほ
か、就農に必要な機械施設等の導入に対して支援した（フロンティア研修生：32名<△４名>、地域で学べ研修
生：55名<＋13名>、機械施設等導入支援：99経営体<△21経営体>）。

移住者の農業参入や、中年層を含む幅広い年代からの新規就農者を確保・育成するため、移住者の就農に必要な
機械施設の無償貸与を実施した。また、農業次世代人材投資資金の交付により就農促進と経営安定を支援したほ
か、中年層(45～60歳)のミドル就農者の独立自営就農に対する資金を給付した（移住就農者に対する機械施設無
償貸与：４人<△１人>、人材投資資金交付者：331人<△38人>、ミドル就農者資金給付者：５人<＋２人>）。

就業前の林業未経験者を対象に、行政と民間企業が一体となった「オール秋田」の指導体制により、専門性の高
い知識、技術とマネジメント能力等を習得する研修を秋田林業大学校で実施した（平成30年度研修修了生14名が
県内の林業・木材産業企業に就業<△３名>）。

体験研修を通じて漁業の魅力をＰＲするとともに、就業希望者に対する技術研修を、前年度からの継続受講者４
名を含めて行ったほか、技術習得を終え自立を志向する者に対する経営安定に向けた漁船リース支援を行った
（技術研修：11名<±０名>、漁船リース支援：１件<＋１件>）。

指標 成果①②③

首都圏等における農林水産業への移住就業希望者を対象にセミナーや個別相談会を実施し、本県の観光、伝統文
化等の魅力発信や、移住就業に係る情報提供を行ったほか、短期・中期農業体験研修を実施した（セミナー３回<
±０回>、延べ153人参加<＋60人>、短期・中期農業体験研修参加者16人<△１人>）。

林業への就業を促進するため、短期・中期のインターンシップ研修を加えた林業体験研修会を開催した （短期・
中期研修会参加者７名<△５名>（内１名<△２名>が県内林業事業体に就業））。

移住を含めた多様なルートからの漁業への就業を促進するため、短期・中期の体験研修を実施したほか、移住就
業後の技術研修を支援した（短期研修参加者３名<△３名>、中期研修参加者２名<＋１名>、技術研修支援１件<＋
１件>）。

移住を含めた多様なルートからの農家民宿や農家レストランの起業を促進するため、短期・実践の体験研修を実
施した（短期研修参加者９名<△８名>、実践研修参加者４名<＋１名>）。

指標 －

生産現場での労務管理指導の体制強化を図るため、普及指導員を対象とした「トヨタ式カイゼン手法習得研修」
を４回実施した。また、８経営体へのカイゼン指導を実践し、５Ｓ(整理、整頓、清潔、清掃、しつけ)の実践や
作業マニュアルの作成等により、作業の効率化を図った。

メガ団地をはじめとした大規模園芸経営体や関係機関を参集した「大規模園芸躍進フォーラム」を開催し、県内
外の先進事例等について、情報交換等を行った。

「秋田県農業労働力緊急確保対策協議会」(平成29年７月設立)において、地域及び県域での労働力を確保する体
制づくりを検討するため、県内の現状把握や県外先進事例調査のほか、ＪＡによる無料職業紹介所（３カ所<＋１
カ所>）の開設や運営支援等を行った。

新たに農業法人等に対し、雇用者の労働環境改善のためのパワーアシストスーツ等の導入を支援した（12経営
体、延べ33台）。
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（５）秋田で活躍する女性の活動支援【農業経済課、農山村振興課】

・

・

・

３　総合評価結果と評価理由

●定量的評価：代表指標の達成状況から判定する。

　 「A 」：代表指標が全て「ａ」、「B 」：代表指標に「ｂ」があり、「ｃ」以下がない、「C 」：代表指標に「ｃ」があり、「ｄ」以下がない

　 「D 」：代表指標に「ｄ」、「ｅ」を含む。ただし、「Ｅ 」、「Ｎ 」に該当するものを除く、「E 」：代表指標が全て「ｅ」、「Ｎ 」：代表指標に「ｎ」を含む

●定性的評価：成果指標・業績指標の達成状況を踏まえた上で、施策の取組状況とその成果、外的要因等から判定する。

■ 総合評価：定量的評価を踏まえた上で、定性的評価を考慮して、総合的な観点から「A」、「B」、「C」、「D」、「E」の５段階に判定する。

４　県民意識調査の結果

　肯定的意見

　ふつう

　否定的意見

　わからない・無回答

　※端数処理の関係で満足度の割合の合計は100％にならないものもある。

指標 成果④

秋田の地域資源を生かした新たなビジネスを展開する女性起業者を育成するため、起業ビジネス塾を開催した
（１年生：８名、２年生：６名　年６回<±０回>の研修を実施）ほか、平成28年からのビジネス塾卒業生20名の
うち、12名の商品化を支援した。

「連携で魅力広がる直売展開支援事業」により、販路拡大のための保冷車や直売所の飲食スペースとしてのテー
ブル・イス等備品の導入のほか、地域資源を活用した新商品開発等、直売所の販路拡大、経営の多角化のための
新たな取組を支援した（支援件数：４件<△７件>）。

農家民宿や農家レストランの開業を支援をするため、開業手続きの指導やＨＰ等による広報を実施した（農家民
宿開業：１件<△２件>）。

総合評価 評価理由

質問文 　農林水産業で働く人が、地域で元気に活躍している。

9.1%

　十分 （５点） 0.9%

　おおむね十分 （４点） 8.2%

（３点） 36.8%

27.4%

　やや不十分 （２点） 16.7%

　不十分 （１点） 10.7%

26.6%

　平均点 2.62

調査結果の認識、取組に関する意見等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査年度
　満足度

Ｒ１
（Ｈ３１）

Ｒ２
（Ｈ３２）

Ｒ３
（Ｈ３３）

Ｒ４
（Ｈ３４）

前年度比

Ｂ

●

●

■

代表指標の達成状況については、①「農業法人数（認定農業者）」は「ｂ」判定、②「担い
手への農地集積率」は「ｎ：未判明」であり、定量的評価は「Ｎ」。

代表指標②に関しては、平成29年度実績で30年度目標の97.5％を確保しており、増加傾向で
推移している。また、農地中間管理事業を活用した農地集積面積は、29年度は2,168haで全国
３位、30年度は3,019haで全国２位と、トップクラスの実績となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表指標の達成状況や施策の取組状況とその成果など総合的な観点から評価した結果、総合
評価は「Ｂ」とする。

満
足
度

○

○

５段階評価の満足度の平均点は「2.62」で、「ふつう」の３より0.38低かった。回答では「ふつう」が最も多
かった。
「十分」と「おおむね十分」を合わせた割合は9.1％、「ふつう」は36.8％、「不十分」と「やや不十分」を合わ
せた割合は27.4％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は45.9％であった。

「不十分」又は「やや不十分」の理由や県に求める取組として以下のような意見があった。
・若者が農林水産業で働きにくい環境になっている。また、高齢化が進んでいるため今後は衰退していく気がす
るので、若者が働きやすい環境づくりが必要だと思う。（男性／20歳代／仙北地域）
・耕作放棄地が増え、働く人の高齢化、後継者不足で維持が難しくなってきている。（女性／30歳代／由利地
域）
・一次産業の就業人口が減少している。特に中山間地域については限界集落が増加して、いずれ無居住地域にな
るのではないか。外国人労働者の導入で解決するものでもない。もっと根本的な対策を検討すべき。（男性／70
歳以上／秋田地域）
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５　課題と今後の対応方針

○ ○　　　　　　　

○ ○　　　　　　　

● ●

（２） ○ ○

○ ○

○ ○

● ●

（３） ○ ○

（４） ○ ○

（５） ○ ○

担い手育成については、規模拡大や複合化、低
コスト化を進めて持続的な経営発展を可能にし
ている経営体が少ない。

引き続き、農地中間管理機構を活用した農地の集積・
集約化を進め、担い手の規模拡大を進めるとともに、
園芸メガ団地、基盤整備、農地集積に三位一体で取り
組む「秋田型ほ場整備」の推進により、競争力の高い
経営体を育成する。認定農業者等担い手の経営基盤の
強化を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
複合部門の拡大や経営の多角化等、ステップアップし
た取組を引き続きソフト、ハード面の両面で支援す
る。

法人経営者の高齢化が進行する中で、組織内の
円滑な経営継承や、組織連携、統合再編が進ん
でいない。

組織間の事業連携・再編等のモデル事例を示しながら
総合的にサポート活動を展開する。

高齢化や後継者不足により一次産業の就業人口
が減少しており、農地については耕作放棄地が
増えていると思う（県民意識調査より）。

農地中間管理機構を活用して担い手への集積を進める
とともに、中山間地域等直接支払制度による耕作放棄
地の発生防止と、荒廃農地利活用促進交付金等の活用
による農地再生を引き続き推進する。

新規就農者については、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
移住就農者や中年層の新規参入が依然として少
ない。

中年層を対象とした県独自の給付金制度の継続や、雇
用就農希望者と農業法人等とのマッチングを進める農
業法人等インターンシップ研修等を実施する。

新たな用途として燃料利用されるなど、丸太需
要の増加が見込まれる中で、林業への新規就業
者や高い技術力を持った人材が不足している。

引き続き、短期・中期の林業体験研修を行い、県外か
らの移住を含めた多様なルートからの新規就業者の確
保に取り組む。
秋田林業大学校の研修内容の拡充を図り、林業機械操
作はもとよりメンテナンス技術に至るまで、高度な技
術を持った即戦力となる林業の担い手を育成する。

漁業就業希望者については、体験型研修を受け
た後に次の段階へ移行する者が少ないほか、平
成28～30年度の研修受講者の約４割が漁業に就
業していない。

新たに「あきた漁業スクール」を設置し、実践研修へ
の誘導、就業希望者と雇用先となる漁業経営体との
マッチングなど、就業相談から就業後のフォローアッ
プまで一貫したサポートを行う。

若者が農林水産業で働きにくい環境になってい
ると思う（県民意識調査より）。

若い農林水産就業者が、生き生きと意欲を持って取り
組んでいる事例を広くＰＲし農林水産業の魅力アップ
を図るとともに、労働条件の改善や休日等の取得な
ど、労働環境の改善の取組を支援し、若者が働きたい
と思う環境づくりを推進する。

農林水産業への移住就業者が少ない。
また、各種セミナー等における本県の魅力や就
農情報の発信など、市町村や他部局と連携した
活動が少ない。

農業においては、農業法人インターンシップ研修等を
実施し、移住就農希望者の就業体験と農業法人との
マッチングにより雇用就農者の確保を図るとともに、
就農後のフォローアップとして、技術指導や機械施設
導入等、引き続きソフト・ハード両面を支援する。
林業や水産業においては、短期・中期の体験研修を行
い、県外からの移住を含めた多様なルートからの新規
就業者の確保に取り組む。
農林水産業への移住就業者を確保するためのＨＰを構
築し、研修メニューや住宅情報等をパッケージで掲載
し、市町村や他部局と連携した情報発信を行う。

３ＪＡで無料職業紹介所を開設しており、更な
る労働力の確保に向け、全ＪＡで開設を目指し
ているが、設立や運営に関するノウハウが不足
しているほか、受入側の労務管理の整備が遅れ
ている。

６月に「県農業労働力サポートセンター」を設置し、
ＪＡによる無料職業紹介所の開設や運営を支援するほ
か、外国人材を含めた多様な人材の確保などを図る。
また、求人希望のある経営体に対して、社労士と連携
した研修を実施し、受入体制の整備を図る。

ニーズに合った商品の開発や販売力の不足によ
り、小規模直売所を中心に販売額が伸び悩んで
いる。
また、直売組織の高齢化が進んできており、集
荷が困難となっている組織が出てきている。

引き続き、地域資源を活かしたビジネスを展開する女
性起業者を育成するとともに、新たに若手女性起業者
のネットワーク組織の設立を支援し、スキルアップと
連携の輪を広げる。
商品開発、販路拡大への取組支援のほか、県内１直売
所において広域直売所における品揃え対策を行う集荷
モデルの構築に取り組む。

施策の
方向性

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）

今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

（１）
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６　政策評価委員会の意見

自己評価の「Ｂ」をもって妥当とする。
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