
（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３－４　農林水産物の高付加価値化と国内外への展開強化

 幹事部局名 農林水産部  担当課名 農業経済課

 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 158 172 186 200

実績 143 R1.8月判明予定 R2.8月判明予定

達成率 －

出典：農林水産省「６次産業化総合調査」 指標の判定 n

全国 45位

東北 6位

６次産業化事業体の販売額は、平成27年度は約143億円で全国第45位であるが、増加率は全国
（5.4％）を大幅に上回る13.4％の増加率で推移するなど、これまでの６次産業化サポート体制の
構築や異業種連携などの様々な取組の成果が現れている。29年度、30年度においても販売額の順調
な増加が見込まれる。

平成28年度の販売額は、新たな直売所の開設等により、約160億円と前年比17億円（＋11.9％）の
大幅増加となったものの、順位は全国45位、東北６位であり、東北の中では５位の宮城県と約100
億円の大きな差がある。販売額の内訳としては、直売所販売額が全体の61.7％、次いで農産物加工
が33.7％となっており、全国順位を上げていくためには、直売所販売額の更なる上乗せはもとよ
り、大幅な増加の可能性がある農産物加工への支援を充実させていくことが重要である。

また、一事業体当たりの販売額についても、直売所約23百万円（全国45位、東北６位）、農産物加
工約９百万円（全国45位、東北６位）と低い水準にある。

　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ため、ＪＡ等による農産物の加工・販売や、異業種との連携
強化による新たなビジネスの創出など、県産農産物の優れた特色を引き出すための６次産業化を総合的に推進します。
　また、中食・外食企業による産地囲い込みなどの新たな動きや、消費者・実需者の多様なニーズに的確に対応できる
流通・販売体制を整備するとともに、国内外への販路拡大を図ります。

代表指標① 年度
現状値
（H27）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

６次産業化事業体販売額（億円）
H28実績値 160
全国45位、東北6
位

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 R1.8月判明予定 R2.8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（１）

目標 320 335 350 365 

実績 294 294 331 

出典：県農林政策課「農業法人実態調査」 達成率 103.4%

全国 － － －

東北 － － －

６次産業化プランナーを派遣するなど、案件の発掘から事業化までを総合的にサポートした結果、
食関連ビジネスに取り組む農業法人数は、平成30年度には331経営体となり、前年度比37経営体の
大幅な増加となった。

本県の農業法人全体（平成30年6月現在722法人）に占める割合は約46％となっており、半数近い経
営体が加工や産直、農家レストランなどの食関連ビジネスに取り組んでいる。

施策の方向性（２）

目標 3 4 5 6 

実績 1 2 4 

出典：県農業経済課販売戦略室「企業タイ
アップ型流通販売体制整備事業実績」

達成率 133.3%

全国 － － －

東北 － － －

県と実需企業が連携した生産者の掘り起こしと流通・販売体制の整備を進めた結果、一定ロットの
出荷に対応できる白小豆生産者の組織化に至った。

きのこ類の商品力向上と販路拡大を図るため、ぶなしめじ、まいたけ、キクラゲの生産者連携を支
援し、きのこ類生産者の組織化に至った。

施策の方向性（３）

目標 113 119 125 131 

実績 106 133 273 

出典：県農業経済課販売戦略室「県産農
産物の輸出実績調査」

達成率 241.6%

全国 － － －

東北 － － －

秋田の強みとなる品目（秋田米、リンゴ、秋田牛）を輸出の重点品目に位置づけ、輸出実現の可能
性が高いターゲット国として、香港・シンガポール・台湾・タイ等を設定し、農業団体や民間企業
と連携した輸出額の増加に取り組んだ結果、国の農産物輸出拡大に向けた働きかけもあって、ＪＡ
グループにおける香港・シンガポール、アメリカ等への米の輸出が拡大し、輸出額の大幅な増加に
つながった。

施策の方向性（４）

目標 10 13 15 15 

実績 8 9 (10)

出典：県水田総合利用課「ＧＡＰ取組状況調
査」

達成率 (100.0%)

全国 － － －

東北 － － －

東京オリンピック・パラリンピックの大会関連施設で提供される食材(農産物）の調達基準にＧＡ
Ｐが採用されたことや、国内の大手流通業者においても、ＧＡＰ認証を取引要件とするなど、東京
オリンピック・パラリンピック以降のＧＡＰのスタンダード化を見据え、取り組むＪＡが増加し
た。

指導体制の強化や研修会の開催等により、県内ＪＡのうち、平成30年度までに10ＪＡがＧＡＰに取
り組んでおり、ＪＡにおける取組率は66％となった。

成果・業績指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

食関連ビジネスに取り組む農業法人数（法
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

企業ニーズに対応するため県が支援して
設立された生産者組織数（累積）（組織）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標③ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

農産物の輸出額（百万円）

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

農業生産工程管理（ＧＡＰ）に取り組むＪＡ
数（ＪＡ）

ＪＡ合併により、ＪＡ
総数が13に減った
ことから、実績値は
平成29年度時点の
ＪＡ単位でカウント

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）異業種連携による６次産業化の推進【農業経済課、農地整備課】

・

・

・

・

・

・

・

・

（２）企業とタイアップした流通・販売体制の構築【販売戦略室、林業木材産業課】

・

・

・

（３）秋田の強みを生かした農林水産物の輸出促進【販売戦略室、林業木材産業課】

・

・

・

・

（４）ＧＡＰ等による安全・安心対策の強化と環境保全型農業の推進

　　 【農業経済課、水田総合利用課】

・

・

・

・

・

・

指標 代表①、成果①

商工業者や農業者など約200名が参集する異業種交流会を開催し、県内外における６次産業化の先進的な取組を紹
介したほか、農商工連携等で開発した商品を展示し、積極的な交流（商品開発、販路拡大、商談等）を図ること
で新たなビジネス化に向けた連携を強化した｡

秋田県６次産業化サポートセンターと各地域振興局の６次産業化サポートチームが連携し、６次産業化プラン
ナーによる個別相談対応や総合化事業計画の策定支援、ニーズ・シーズのマッチング支援など、構想段階から事
業化まで総合的に支援した（６次産業化プランナー派遣 119回<＋17回>）。

農産物の加工など６次産業化による経営の多角化や能力増強を図る農業法人に対し、取組に必要となる機械・設
備等の導入を支援した（４件<△８件>）。

本県６次産業化の推進母体である「秋田県６次産業化推進協議会」を開催し、構成員である農業団体、商工団
体、大学、金融機関等と情報共有を図った。

新たに、市町村や地域振興局をはじめ、農業団体や商工団体などの６次産業化実務担当者を対象にコーディネー
ト役としてのスキルアップを図るとともに、顔の見える関係を構築するため、研修会を開催した（年５回、延べ
134名）。

平成30年11月の第30回秋田県ＪＡ大会において、令和６年に県１ＪＡの実現に向けて組織再編に取り組む内容が
決議されたことを受け、県としても必要に応じてアドバイスを行うこととした。

農業共済組合については、合併協議会等に参画し、１組合化に向けた課題対応や進め方について指導・助言を行
い、平成31年２月の第５回合併協議会において「合併基本事項」が合意された。

土地改良区の体制強化に向けた取組を支援し、４土地改良区が１つに合併されたほか、４土地改良区において、
新たに232haが地区編入された。

指標 成果②

農業者等に対する販路拡大への支援や商談機会の提供など、様々なチャネルを通じてマッチング活動を強化した
結果、多くの商談が行われ、成約につながった（成約件数386件<＋６件>）。

米の需給引き締まりによる業務用米の不足感や、青果物の主力産地の生産力低下による代替産地確保の動きの活
発化に対応し、実需者と連携した生産者の掘り起こしや一定ロットを出荷できる生産者の組織化を進めるなど、
実需企業との直接取引の拡大を図った。

オリンピック・パラリンピック県産材利用促進協議会を推進母体に、東京オリ・パラ大会関連施設への県産材利
用について、大会組織委員会やＪＳＣ（日本スポーツ振興センター）への働きかけと木材供給を行った（新国立
競技場及び有明体操競技場に供給済み、選手村ビレッジプラザへの供給決定）。

指標 成果③

米、青果物は、農業団体のルート開拓を支援し、香港・シンガポール・マレーシアなどへの恒常的な取引を確立
した。秋田牛は県内企業と連携し、輸出国に対応した衛生条件の整備や、販路開拓を支援し、タイ・台湾への輸
出ルートが確立した。

物流の構築では、沖縄国際物流ハブの活用による新たな販路開拓に取り組み、輸出商社の物流網と県内外輸送業
者のサービスを組み合わせることでのコスト削減の可能性を把握できた。

昨年度に引き続き、韓国において、秋田の木の情報発信や販路拡大のプロモーション活動を実施した（アンテナ
ショップの設置と県産材製品の展示、展示会への出展（１回<±０回>））。

「あきた農商工応援ファンド事業」を活用した、秋田スギ家具の開発やイタリアのミラノでの展示会への出展に
ついて秋田県家具工業会に支援した。

指標 成果④

県産農産物等について放射性物質検査を実施し、風評被害の防止や消費者の安全・安心、信頼性の確保を図った
（９品目、3,413検体）。

平成29年度に県版ＧＡＰ推進協議会を設置し、平成30年度から県が直接確認を行う県版ＧＡＰ確認制度をスター
トした（平成30年度県版ＧＡＰ確認　６品目２経営体）。

普及指導員のＪＧＡＰ指導員資格取得を推進し、指導体制の強化を図った（平成30年度末ＪＧＡＰ指導員数65人<
＋33人>）。

新たに、農業者向けＧＡＰ研修会を開催し、ＧＡＰ認知度の向上に努めた（研修会開催数９回、延べ362名参
加）。

新たに、ＧＡＰ取得普及推進事業により国際水準ＧＡＰの認証取得経費の一部を助成した（助成団体数　８団
体）。

国の環境直接支払制度を活用し､農薬･化学肥料の５割以上の削減に取り組む生産者等を支援した（1,524ha）｡
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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。

総合評価 評価理由

質問文 　飲料や発酵食品など、県産の農林水産物を生かした加工品づくりや販売が盛んに行われている。

19.0%

　十分 （５点） 2.7%

　おおむね十分 （４点） 16.3%

（３点） 44.0%

18.3%

　やや不十分 （２点） 13.4%

　不十分 （１点） 4.9%

18.7%

　平均点 2.98

調査結果の認識、取組に関する意見等

Ｂ

●

●

■

代表指標の達成状況については、①「６次産業化事業体販売額」は「ｎ：未判明」であり、
定量的評価は「Ｎ」。

代表指標①に関しては、直近の平成28年度実績は約160億円で、30年度の目標値158億円を達
成しており、「ａ」相当である。６次産業化サポート体制の充実や異業種連携などが進んで
いることから、順調な増加が見込まれる。しかしながら、１事業体当たりの事業規模は依然
として小さく、特に、農産物加工については約９百万円と東北平均の６割にも満たず、農家
所得の向上に十分寄与しているとは言えないことから、６次産業化への取組は未だ十分とは
言えない。

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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査年度
　満足度

Ｒ１
（Ｈ３１）

Ｒ２
（Ｈ３２）

Ｒ３
（Ｈ３３）

Ｒ４
（Ｈ３４）

前年度比

満
足
度

○

○

５段階評価の満足度の平均点は「2.98」で、「ふつう」の３より0.02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19.0％、「ふつう」は44.0％、「不十分」と「やや不十分」を合
わせた割合は18.3％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は63.0％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。
・販売するためのＰＲや知名度が不足である。インターネットで売るなど、時代に合った方法を取り入れるよう
にしてほしい。（女性／50歳代／山本地域）
・日本酒、いぶりがっこなどは秋田の代表的な商品で知名度は上がっているようであるが、他は規模感も小さ
く、全国に流通している商品は少ないと感じている。（男性／60歳代／仙北地域）
・加工品の県外出荷を増やすため、輸送費の補助が必要。（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

（１） ○

○

○

○

● ●

（２） ○

○

○

○

● ●

（３） ○

○

○

○

（４） ○

○

○

○

６　政策評価委員会の意見

園芸メガ団地の整備等により一部農産物でロッ
トが確保されつつあるが、園芸メガ団地品目等
で大量の規格外品が発生するなど、規格外品の
有効利用による付加価値向上が急務である。ま
た、商品開発後においても、事業の収益性や継
続性が確保されていないケースがある。

農業協同組合については、合併構想に向けて着
実に進展しているものの、経営基盤の強化が６
次産業化などの農家所得の向上に結びつく取組
への展開に結びついていない。

園芸メガ団地等で生産される農産物を活用し、実需者
のニーズを先取りした一次加工品の商品開発に向け
て、産学官金で構成するクラスター協議会を支援する
ほか、県産農産物等を原材料にした商品が、首都圏で
定番商品になることを目指し、首都圏のセレクト
ショップと共同で行う商品開発を支援する。

農業協同組合の経営基盤強化が、農家の所得向上や負
担軽減に結びつくよう、合併協議会等の機会を捉えて
６次産業化の推進などの働きかけを行っていく。

いぶりがっこなどの有名なもの以外は、小規模
生産で知名度が低いことなどから、全国に流通
している商品が少ないと思う。インターネット
販売など多様な販売方法を取り入れるべきだと
思う（県民意識調査より）。

６次産業化商品のインターネット販売については、規
模の大小に関わらず、販路の拡大を図るための一般的
な方法となっており、今後とも有効な手法としてアド
バイスを行っていく。

中食・外食企業による産地囲い込みなどの動き
に対応しているが、実需者からは栽培経験のな
い品目へのニーズが多い。

東京オリンピック・パラリンピック大会の各競
技施設の工事が本格化しており、建材商社等に
よる木材調達は概ね終了している。

地域振興局、東京事務所との連携により、実需者と生
産者の的確な情報伝達と双方向のマッチングの強化に
取り組む。

一部施設で内装や調度品への木材利用が見込まれてい
るほか、宿泊施設や店舗などの民間施設の整備が本格
化することから、引き続き、業界団体と一体となって
働きかけや納品ルート等に関する情報収集を継続して
いく。

輸送費が高く、加工品の県外出荷が増えていな
いと思われる（県民意識調査より）。

東京アンテナショップ等への物流コストの低減を実現
するための検証を行い、その結果をもとに新たな物流
体系を確立し、県産品の販路拡大を図る。

販売面では、食文化の違いによる海外ニーズと
のミスマッチや、物流コスト高、県産品の海外
での認知度の低さが課題である。また、生産面
では、輸出に取り組む事業者が少ない。

中国において、木構造の設計基準となる法律が
改正され（2018年８月）、日本のスギ等の用途
が拡大された。また、米国においては、フェン
ス材の原料であるベイスギの価格高騰により、
スギへの関心が高まっている。

販売面では、輸出商社と連携したマーケティング活動
を強化するとともに、県内外の輸送業者と連携した低
コスト物流の構築に取り組む。生産面では、農業法人
等を対象とした輸出に関する研修会や、訪問活動を行
い、新規取組者の掘り起しに取り組む。

中国及び米国は大口需要として期待できることから、
関係者による協議会やセミナーを開催し、輸出に向け
た気運の醸成を図る。

県内農業者のＧＡＰ認知度が依然として低い。

取組の初期にＪＧＡＰ指導員資格を取得した職
員は、資格の更新時期を迎えている。

生産者向けのＧＡＰ研修会を開催して認知度を高める
とともに、意義やメリット、取得手続き等の周知に努
める。

ＪＧＡＰ指導員資格の更新時期を迎える職員に対し、
更新研修の受講を案内する。

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）

自己評価の「Ｂ」をもって妥当とする。
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