
（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３－５　「ウッドファーストあきた」による林業・木材産業の成長産業化

 幹事部局名 農林水産部  担当課名 林業木材産業課

 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）～（４）

目標 1,554 1,576 1,673 1,700

実績 1,470 1,484 R1.9月判明予定

達成率 －

出典：農林水産省「木材統計」、林野庁「木
質バイオマスエネルギー利用動向調査」

指標の判定 ｎ

全国 － － －

東北 － － －

公表されている最新の平成29年実績値は1,484千㎥で、30年目標値の95.5％の水準になっており、
28年との比較では、1.0％増加している。

素材生産量の燃料用を含まない平成30年速報では、1.4％増の1,285千m3で全国では４位、東北では
２位となっている。

本県のスギ人工林は本格的な利用期を迎えており、全県域で素材生産が活発化している。

林内路網の整備や高性能林業機械の導入促進、低コストで安定的な原木の生産体制の整備、原木の
有利販売のための新たな流通システムの構築への取組などにより、素材生産量は堅調な伸びを示し
ている。

施策の方向性（１）～（４）

目標 651 670 688 706

実績 591 634 R1.10月判明予定

達成率 －

出典：県林業木材産業課「木材加工業実
態調査」、「木材需給動向観測調査」

指標の判定 n

全国 － － －

東北 － － －

公表されている最新の平成29年実績値は634千㎥で、30年目標値の97.4％の水準になっており、28
年との比較では、7.3％増加している。

品質や性能の確かな製品を低コストで供給する木材加工流通施設の整備や、新たな木質部材の開
発、首都圏や海外でのプロモーション活動等の販路開拓により、県産材の需要拡大が図られ、スギ
製品出荷量は堅調な伸びを示している。

　全国に誇るスギ資源を循環利用し、林業・木材産業の成長産業化を実現するため、木材の新たな市場の開拓等による
需要拡大や、川上から川下まで競争力の高い木材・木製品の安定的な供給体制の整備を促進し、全国屈指の木材総合加
工産地として更なる発展を図ります。

代表指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

素材生産量（燃料用含む）（千㎥）

順位等

代表指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

スギ製品出荷量（千㎥）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）
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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 6,100 6,300 6,400 6,600 

実績 5,152 4,703 R1.8月判明予定

出典：県林業木材産業課「間伐実績報告」 達成率 －

全国 － － －

東北 － － －

平成30年度実績値は未判明であるが、集約化による効率的な森林整備の実施や路網整備、高性能林
業機械等の導入を促進した結果、現在把握できる造林補助事業の実績速報値では、29年度の
4,703haに対し30年度は4,848haと3.0%増加している。

平成29年度は豪雨災害により、山地や林道施設が被災した。また、復旧などに不測の時間を要した
ため、30年度についても現場作業に遅れが生じた。

施策の方向性（２）

目標 280 320 380 508 

実績 240 226 R1.10月判明予定

出典：県林業木材産業課「秋田県林業統計」 達成率 －

全国 － － －

東北 － － －

平成30年度の実績値は未判明であるが、直近の29年度実績値は226haで、28年度との比較では△
6.0％となっている。

平成29年度は豪雨災害により、山地や林道施設の復旧に不測の時間を要したほか、30年度は皆伐と
再造林を一体的に進める一貫作業を進めたが、造林適期の春季に豪雨災害があり、現場作業に遅れ
が生じた。

施策の方向性（４）

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。

成果・業績指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

スギ人工林間伐面積（ha）

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

再造林面積（ｈａ）

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

新規林業就業者数（人）

順位等 R2.2月判明予定

分析
（推移、実績・達
成率、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）秋田スギを活用した新たな木質部材等による需要拡大【林業木材産業課】

・

・

・

・

・

・

（２）林業の成長産業化に向けた生産・流通体制の強化【林業木材産業課、森林整備課】

・

・

・

・

（３）産地間競争に打ち勝つ木材総合加工産地づくりの推進【林業木材産業課】

・

・

（４）次代の秋田の林業をリードする人材育成【森林整備課】

・

・

指標 代表①②

木とのふれあい体験と住宅用木材部材の展示など県民意識を喚起するための普及イベントを県内各地で実施した
（２箇所<±０箇所>）。

非住宅分野での木材利用を進めるための木質耐火部材の開発や土木分野での需要を創出するたのＣＬＴの床版利
用等の実証に取り組んだ。
新たな木質部材等を利活用するため、建築士を対象にセミナーを開催した（建築講座５回<±０回>）。

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）。

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。

木質バイオマス需要の拡大を図るため、大仙市協和の木質バイオマス発電施設の整備を支援した。
県民や事業者等による木質ペレットボイラー（１箇所<＋１>）やペレットストーブ（101台<＋10台>）等の導入を
支援した。

指標 代表①②、成果①②

森林経営計画の策定を進め、施行地の集約化による効率的な森林整備を実施した（間伐等森林整備面積速報値　
7,120ha）。

低コストで安定的な原木の供給体制を整備するため、林道等の開設により路網整備を促進し、林業経営体等によ
る新たな高性能林業機械等の導入を支援した（林道：２路線 0.9km、林業専用道：16路線 11.5km、森林作業道：
957路線 575.6kmを開設、高性能林業機械導入28台）。

新たに立木や丸太の売買のマッチングを図る「木材クラウド」の開発を行う林業関係団体に支援するとともに、
実用性を高めるため、関係団体による協議・検討を進めた。また、新たに行ったＩＣＴやドローン等先端技術を
用いた森林調査では、従来の人力調査に比べ、調査時間の短縮や調査コストの大幅な削減などの効果的な試験結
果が得られた。

再造林の低コスト化を推進するため、皆伐と再造林を一体的に行う「一貫作業システム」の普及に取り組んだ
（一貫作業による再造林35ha<＋26ha>）。

指標 代表①②

木材加工企業が実施する木材製材施設（３社）やプレカット加工施設（１社）の整備を支援した。
木材製品の安定的な供給体制を構築するため、外部専門家による生産技術指導を実施した（２社<±０社>）。

首都圏の木材市場において、県産材の展示販売会「秋田材展」を開催した。（出展企業10社<±０社>）。
また、「秋田材展」を契機として、新たに製材所による首都圏への共同出荷の取組が行われるようになった（２
グループ）。

指標 代表①②、成果③

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>）。

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））。
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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 　秋田スギ丸太の生産量が増大し、県産材の利用が進んでいる。

12.7%

　十分 （５点） 2.1%

　おおむね十分 （４点） 10.6%

（３点） 36.8%

17.0%

　やや不十分 （２点） 12.1%

　不十分 （１点） 4.9%

33.6%

　平均点 2.89

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「素材生産量（燃料用を含む）」及び②「スギ製材品出
荷量」どちらも「ｎ：未判明」であり、定量的評価は「Ｎ」。

代表指標①に関しては、最新数値の平成29年実績は1,484千m3で、30年の目標値の95.5％の水
準で「ｂ」相当。30年の燃料用を含まない「素材生産量」の国の速報値は、対前年比で1.0％
増と増加傾向で推移しており、素材生産量は堅調に伸びている。

代表指標②に関しては、最新数値の平成29年実績は634千m3で、30年の目標値の97.4％の水準
で「ｂ」相当。木材加工流通企業が行う施設整備や国内外への販路拡大を目的としたプロ
モーション活動等の実施により、スギ製材品出荷量は今後も順調な増加が見込まれる。

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「2.89」で、「ふつう」の３より0.11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12.7％、「ふつう」は36.8％、「不十分」と「やや不十分」を合
わせた割合は17.0％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は49.5％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。
・山を持つ人には木を売っても全然お金が残らない。（男性／70歳以上／由利地域）
・生産量については目に見えて増大しているように感じるが、利活用については進んでいるように感じられな
い。（男性／30歳代／仙北地域）
・自宅に使うには高価すぎるので、良さをアピールして県外に売るべき。（男性／40歳代／鹿角地域）
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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

住宅需要の減少が予測されており、建築分野で
の新たな用途開発が道半ばである。
また、建築物の木造化・木質化を手がける人材
が不足している。

企業を対象に、社屋等の木造化・内装木質化を促進す
るためのセミナーを開催する。木材利用に精通した技
術者を養成する建築講座を開催し、新たな木質部材の
活用や防火性も考慮した中大規模建築物を提案できる
人材の育成を進める。
また、県産部材の新たな用途を開発する取組として、
畜舎や倉庫、店舗などの非住宅分野において、一般流
通材を活用した実証施工や土木分野でのＣＬＴ等の活
用などに取り組む。

生産量の増加に対して、利活用は進んでいない
ように思う。良さをアピールして県外へ販売す
るべきだと思う（県民意識調査より）。

県外における新たな販路開拓や販売促進を図るための
取組として、業界団体と連携して秋田材展を開催する
ほか、首都圏自治体等へのプロモーション活動を行
い、県産材の販路拡大を促進する。
また、日本からの木材輸出量が増大している中国等に
おいて販路開拓のための調査や県内木材企業を対象に
木材輸出に関するセミナーを開催する。

低コストで安定的な丸太の生産・流通体制が十
分とは言えず、コストが十分に低減されていな
い。また、皆伐後の再造林が低迷している（県
民意識調査で同様の意見あり）。

林内路網の整備や高性能林業機械等の導入を支援し、
素材生産の効率化や低コスト化を図る。また、造林コ
ストの低減につながる技術の普及や林業経営体の施業
の低コスト化に向けた取組を支援する。

人口減少等により、国内の住宅分野での木材需
要が頭打ちと見込まれる。

非住宅分野や海外需要など新たな需要開拓を図るた
め、高品質で多様な製品を供給できる木材加工施設の
整備を支援し、生産力の強化を図るとともに、新たな
需要となる２×４部材や海外（北米）向けフェンス用
製品の生産への取組を促進する。
また、専門家を活用し、非住宅分野等への製品生産の
技術指導等を実施するほか、ＪＡＳ機械等級等の取得
を促進し、品質性能の確かな製品の供給を進める。

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、新規就業者や高い
技術力を持った人材が不足している。

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。
引き続き、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。

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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