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ブランク



新時代に笑顔が咲き誇る
農林水産業の実現を目指して

デジタル技術の発展やグローバル化の進展等により、
社会経済情勢や人々の生活様式が急速に変化する中で、
本県農林水産施策の展開方向を明らかにするため、この
度、農林水産業及び農山漁村の振興に関する基本計画で
ある「新ふるさと秋田農林水産ビジョン」を策定いたしました。

私は、農林水産業は秋田の礎であり、農山漁村の発展なくして秋田の発展はないと
の信念のもと、知事就任の翌年度に農林漁業振興臨時対策基金を創設し、長年の課題
である米依存からの脱却と複合型生産構造への転換に重点的に取り組んでまいりまし
た。
これまでの取組の結果、園芸メガ団地や大規模畜産団地の整備等による生産基盤の

強化に加え、えだまめやねぎ、しいたけ等の日本一を目指した産地づくりが進んだほ
か、「秋田牛」のデビューや、果樹・花きのオリジナル品種、秋田米新品種「サキホ
コレ」の育成等により、将来の本県農業の核となる基盤が整備され、複合作目を中心
に農業産出額が増大するなど、着実に成果が現れてきております。

一方で、現下の情勢を見ると、地球温暖化の影響による天候不順や自然災害の発生
が、私たちの生活環境を危うくしているほか、コロナ禍や国際情勢の緊張感の高まり
により、食料安全保障の重要性が再認識されております。
このような中にあって、本県が有する恵まれた資源を活用し、我が国の食料や国土

保全、エネルギーなどの分野における安全保障や、カーボンニュートラルの実現に貢
献していくことが真の地方創生につながるものと考えております。

こうした観点から、「新ふるさと秋田農林水産ビジョン」では、経営力の高い担い
手が、本県の広大な農地をフル活用して食料供給を担う農業の実現を目指すとともに、
森林の多面的機能の発揮と資源の循環利用の両立による林業・木材産業の成長産業化
や、資源変動が著しい水産業の持続的な発展に向けた蓄養殖などによる安定的な漁業
生産体制の確立、新たな兼業スタイルの普及による農山漁村の活性化に向けた施策を
積極的に展開することにしております。

このビジョンの目指す姿を実現させるためには、農林漁業者はもとより、市町村や
関係団体の緊密な連携が不可欠であることから、担い手の笑顔が咲き誇る農林水産業
の実現に向けて、オール秋田体制で取り組んでまいります。

結びに、策定に当たり、県議会をはじめ総合政策審議会、現場の生産者や関係団体
等の皆様から貴重な御意見をいただきましたことに対し、心からお礼を申し上げます。

令和４年３月

秋田県知事
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

１ 策定の趣旨

第１章 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定

第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

県では、平成22年度から12年間、本県農林水産業が魅力的な地域産

業として発展できるよう「ふるさと秋田農林水産ビジョン」に基づく

施策・事業に取り組み、「米依存からの脱却」と「農業産出額の増大」

を目標に掲げ、複合型生産構造への転換を強力に推進してきました。

特に、平成29年度に改訂した「第３期ふるさと秋田農林水産ビジョ

ン」では、国の農政改革や国際通商交渉等による産地間競争の激化の

ほか、急速な就業人口の減少による構造的な労働力不足への対応を重

点的な取組と位置付け、農林漁業振興臨時対策基金を活用しながら、

農業者や地域の意欲ある取組を積極的に支援してきたところです。

これまでの取組の結果、農業については、園芸メガ団地や大規模畜

産団地の整備等による生産基盤の強化に加え、えだまめやねぎ、しい

たけ等の日本一を目指した産地づくりが進んだほか、「秋田牛」のデビ

ュー、果樹・花きのオリジナル品種、秋田米新品種「サキホコレ」の

育成など、将来の本県農業の核となる基盤が整備され、農業産出額も

増大するなど、着実に成果が現れてきております。

また、林業については、全国屈指の資源量を誇るスギ人工林が本格

的な利用期を迎える中、丸太の供給体制や木材の加工・流通体制が強

化されるとともに、木材クラウド等による情報の共有化が図られるな

ど、本県が目指す木材総合加工産地づくりが進展してきております。

水産業については、つくり育てる漁業の積極的な推進により、マダ

イやヒラメ、トラフグ等の資源の維持・増大が図られたほか、令和元

年度に開催した「全国豊かな海づくり大会」を契機として、水産業の

活性化が図られています。

今後、世界的な食料不安や農業の担い手・労働力不足の深刻化のほ

か、地球温暖化防止に向けた脱炭素化・環境負荷軽減に対する関心が

ますます高まるなど、大きな社会情勢の変化が見込まれております。

こうした時代の潮流に的確に対応し、これまでの取組をもう一段ス

テップアップしつつ、将来の労働力不足やカーボンニュートラルへの

対応、スマート技術等を駆使した次世代型農林水産業の推進など、新

たな視点を加えながら、本県農林水産業の食料供給力の強化や成長産

業化に取り組むことが重要です。

このような考え方のもと、これまでの「ふるさと秋田農林水産ビジ

ョン」を見直し、令和４年度からの県農林水産行政運営の指針として

策定したものです。
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2 実施期間

3 計画の位置づけ

4 ビジョンを実現するために

（１）農林漁業者の主体的な取組
農林水産業・農山漁村を担うのは、一人ひとりの農林漁業者・農山漁村居住者であり、

このビジョンの主人公もこうした人々です。

とりわけ、本県の農林水産業が力強く発展していくためには、何よりも農林漁業者の

主体的な取組が欠かせません。

一人ひとりの農林漁業者が、消費者や市場・食品産業などのニーズを的確に捉え、新

しい技術の導入や自らの創意工夫によって、チャレンジ精神にあふれる積極的な経営展

開を図っていくことが求められています。

また、農林漁業者は、消費者や異業種との交流を通じて幅広い視野を養いながら、消

費者・県民にも開かれた活力に満ちた農山漁村づくりに取り組んでいくことが求められ

ています。

「秋田の農林水産業と農山漁村を元気づける条例」第９条に基づく

基本計画として、また、県政の運営指針である「～大変革の時代～新

秋田元気創造プラン」を補完し、農林水産施策全体を網羅する基本計

画として位置付けられるものであり、本県の農林水産業・農山漁村の

振興に向けた施策の基本方向を明らかにしたものです。

※ 本計画は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産

物の利用促進に関する法律（平成二十二年十二月三日法律第六十七号）の第三章「地域の

農林水産物の利用促進」第41条に基づく県の計画（地産地消促進計画）とします。

ビジョンが目指す姿を実現するためには、農林漁業者や農山漁村居住

者の主体的な取組を基本に、県、市町村、農林水産業関係機関・団体が

緊密な連携の下に、それぞれの役割を果たしながら、農林漁業者等の取

組をしっかりと支援していくことが不可欠です。

また、農林水産業・農山漁村が果たしている様々な役割について、農

林漁業者のみならず、消費者・県民や食品事業者などの方々にも理解を

深めていただき、幅広い支援、支持を得ながら、新しい農林水産業・農

山漁村を築き上げていくことが重要です。

本計画の実施期間は、令和４年度から令和７年度までの４年間とします。
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（２）農林水産業関係団体等の役割

農林水産業関係団体等は、地域における農林漁業者一人ひとりと深い関わりを持って

活動しています。

それぞれの団体等は、若者や女性などの新しい人材を積極的に登用することなどによ

り、時代と農林漁業者等のニーズに即した経営・運営体制と機能の整備・強化を図り、

地域に根ざした活動を積極的に展開して、農林漁業者の期待と要請に応えることが求め

られています。

①農業協同組合

農業協同組合は、農業者の協同組織として、営農指導をはじめ、販売、購買、信用、

共済などの各種事業を通じて、農業者の営農と暮らしに直接関わる重要な役割を担

っています。

また、農産物の流通や生産資材の供給等を適切に行い、農業所得を向上させていく

ことが最大の使命であり、農村地域の発展に寄与することが求められています。

さらに、持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域共生社会の実現に向けて、経営

の健全性を確保するとともに、次世代や地域共生社会の構成員とともに存立し、協

同組合としての役割を発揮し続けていくことが求められています。

②農業委員会

農業委員会は、地域の「人と農地」に最も精通した組織で、優良農地の確保や農地

の利用集積、担い手の育成などを通じて、農業構造の持続的発展に大きな役割を担

っています。

今後は、「農業者を代表」する組織としての自負と責任の下に、地域の課題に農業

者と一体となって取り組み、足腰の強い地域農業の構築に向け、これまで以上に主

導的な役割を果たしていくことが求められています。

特に、担い手への農地の集積・集約化や遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促

進などを推進するため、農地利用最適化推進委員と農地中間管理機構（現地相談員）

との連携強化が求められています。

③農業共済組合

農業共済組合は、農業保険制度の運用を通じて、農業経営の安定に大きな役割を担

っています。

今後は、全県１組合体制によるスケールメリットを発揮し、組織基盤の充実と事業

運営の合理化・効率化や、制度への加入促進などを通じて、農業経営の安定にさら

に大きな役割を果たすことが求められています。

特に、収入保険制度を農業経営のセーフティネットとして有効に機能させるため、

農業者への制度説明や加入促進などの更なる取組が求められています。

④土地改良区

土地改良区は、農業農村整備事業の推進組織として、また、農業用水路などの土地

改良施設を管理する組織として、重要な役割を担っています。

今後は、統合整備や区域面積の拡大等により組織の運営基盤の強化を図り、市町村

や関係機関・団体と連携して、土地改良施設等の保全を通じた農山村地域の維持や

活性化に積極的な役割を果たすことが求められています。

また、自然災害発生時における応急対策などの迅速な対応、ほ場整備と連携して推

進する農地中間管理機構を活用した農地集積などの取組において、土地改良区が果

たす役割は重要になっています。

第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって
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⑤森林組合

森林組合は、森林所有者の協同組織として、森林の経営に関する指導をはじめ、林

産物の生産・加工・販売、森林整備などの各種事業を通じて、森林所有者の経済的

・社会的地位の向上並びに森林の有する多面的機能の発揮及び生産性の向上を図る

役割を担っています。

今後は、地域の森林管理の中心的な担い手として、森林施業の集約化や皆伐・再造

林等に取り組み、豊富な森林資源の循環利用を通じて、山村地域の活性化にも寄与

することが求められています。

⑥漁業協同組合

漁業協同組合は、漁業者の協同組織として、販売・購買事業や漁業権管理、水産資

源の適切な利用・管理等を通じて、漁村の地域経済や社会活動を支える役割を担っ

ています。

今後は、消費者へ安心な水産物の安定供給、漁業生産の維持・増大、担い手の育成、

水産物の高付加価値化や販路開拓による漁業経営の改善など、地域漁業の総合的な

振興と発展、活性化を支援することが求められています。

（３）市町村の役割
市町村は、地域農業の振興や地域の活性化に直接関わる行政機関であり、それぞれの

市町村における農林水産業・農山漁村の振興方向を明らかにし、県のビジョンとの一体

的な施策の推進に努めるとともに、地域の視点に立った独自の施策を展開するなど、農

林漁業者や地域住民の主体的な活動への積極的な支援が求められています。

（４）県の役割
県は、このビジョンの実現に向けて、県内外の社会経済情勢や農林水産業情勢の変化

を的確に踏まえながら、市町村や関係団体等と連携をさらに強化し、農林漁業者や地域

の意向・要望を十分に反映した施策を講じるとともに、その実効性の確保に努めます。

（５）県民との協働
農山漁村は、県土の保全や文化の伝承、県民へのやすらぎや子どもたちの教育の場の

提供など、県民生活にかけがえのない多様な役割を担っており、こうした役割は、人々

が農山漁村に定住し、適切な生産活動が維持されて、はじめて十分に果たすことができ

るものです。

今後、農山漁村を県民共有の空間として次代に引き継いでいくためには、農山漁村の

役割に対する県民の理解を深めていくとともに、県民一人ひとりが食と農にふれあい、

親しみ、愉しむ活動などを通じて、農山漁村づくりの一翼を担っていくことが求められ

ています。

第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

「新ふるさと秋田農林水産ビジョン －秋田県農林水産業・農山漁村振興基本計画－」は、

秋田の農林水産業と農山漁村を元気づける条例第９条の規定に基づき作成したものです。

（参考）

秋田の農林水産業と農山漁村を元気づける条例

（平成１５年３月１１日秋田県条例第３８号）

第二章 農林水産業・農山漁村振興基本計画

第九条 知事は、農林水産業及び農山漁村の振興に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、農林水産業及び農山漁村の振興に関する基本的な計画(以下この条

において「農林水産業・農山漁村振興基本計画」という。)を定めなければならない。

2 農林水産業・農山漁村振興基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 農林水産業及び農山漁村の振興に関する基本的な方針

二 農林水産業及び農山漁村の振興に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

三 前二号に掲げるもののほか、農林水産業及び農山漁村の振興に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、農林水産業・農山漁村振興基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、

農林水産業及び農山漁村の振興について学識経験を有する者、農林水産業者等並びに

消費者団体の意見を聴くとともに、県民の意見を反映させるために必要な措置を講じ

なければならない。

4 知事は、農林水産業・農山漁村振興基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを県議

会に報告するとともに、公表しなければならない。

5 県議会は、農林水産業・農山漁村振興基本計画について、必要があると認めるときは、

知事に意見を述べることができる。この場合において、知事は、当該意見の趣旨を尊

重するように努めるものとする。

6 前三項の規定は、農林水産業・農山漁村振興基本計画の変更について準用する。
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１ 情勢の変化
１．食をめぐる動き

（１）世界の食料等の需給動向

世界の食料需給は、地球規模での人口増加や、開発途上国の経済発展に伴う畜産物

等の需要増加に加え、異常気象の頻発、家畜の伝染性疾病や植物病害虫の発生等によ

る生産量の減少、新型コロナウイルス等による新たな感染症など、多様なリスクによ

って逼迫する懸念があります。

このため、国内の農業生産の増大を図ることを基本としつつ、輸入と備蓄を適切に

組み合わせながら、食料を安定的に供給していくことが重要となっています。

また、不測の事態に備え、食料の安定供給に関するリスク等を定期的に分析・評価

し、その結果を踏まえた対応策を平素から実施するとともに、関係者間で情報共有を

図ることにより、総合的な食料安全保障を確立することが求められています。

（２）食の安全と消費者の信頼確保

「品質」や「安全」といった消費者ニーズを踏まえた生産体制への転換を図るため、

科学的な根拠に基づいて予めリスクを把握し、生産から消費にわたって適切な取組を

進めることが重要です。

このため、例えば、生産段階では「農業生産工程管理（ＧＡＰ）」、製造段階におい

ては「危害分析・重要管理点（ＨＡＣＣＰ）」、流通段階においては「農産物のトレー

サビリティー」など、あらゆる工程で食の安全・安心を確保する取組が重要です。

また、令和４年４月から、加工食品の原料原産地表示が完全実施されることから、

こうした制度改正に適切に対応しつつ、消費者が求める食の信頼確保につなげていく

ことが必要です。

（３）農産物貿易交渉の動向

【経済連携協定の推進と対応】

ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉の行方が不透明となる中、我が国は21のＥＰＡ／ＦＴ

Ａを締結しており（令和４年１月現在）、これが全て発効することで、世界経済の約８

割を占める巨大な市場を構築することになります。

このような中、国では、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」において、2030年に農林

水産物・食品の輸出額５兆円を目標に掲げ、輸出拡大のペースを加速することにして

いるほか、協定発効後の環境下においても確実に再生産が可能となるよう、生産基盤

の強化や経営安定等に取り組むこととされています。

【国際交渉の状況】

平成30年12月に発効したＴＰＰ11をはじめとして、日ＥＵ・ＥＰＡ（平成31年２月

発効）、日米貿易協定（令和２年１月発効）、ＲＣＥＰ（令和４年１月発効）など、近

年は多国間による協定や巨大市場を構築する協定が次々と発効しています。

また、英国のＴＰＰへの加入手続きが開始されたほか、中国や台湾がＴＰＰへの加

入を申請するなど、経済圏構築の動きは更に加速していくことが想定されます。

今後は、国内外との産地間競争が一層激しくなっていくと予想されることから、こ

れまで以上に生産性や品質の向上に努めるとともに、売れる農産物づくりを徹底する

など、農業の競争力強化に向けた取組を加速させていく必要があります。

第２章 我が国の農林水産業を取り巻く情勢

第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって
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２．農業をめぐる動き

（１）農業産出額の推移

我が国の農業産出額は、昭和59(19

8 4)年に 11兆７千億円に達しました

が、その後は、平成26(2014)年まで

長期的に減少傾向で推移しています。

令和２(2020)年は、米や肉用牛で

価格が低下した一方、野菜や豚で価

格が上昇したことなどから、前年対

比で432億円増加の８兆9,370億円と

なりました。

品目別にみると、昭和59(1984)年

に比べて野菜は１割以上増加してい

ますが、米は半分以下に大きく減少

しています。

（２）農業構造の変化

認定農業者数は、平成22(2010)年

をピークに減少傾向にあり、平成26

年度経営所得安定対策が、認定農業

者等を対象に実施されることになっ

たことなどにより、一時的に増加し

たものの、令和元(2019)年で23万４

千経営体となっています。

認定農業者等の担い手が利用する農

地面積（所有権又は賃借権等の集積面

積）は着実に増加しており、農地全体

に占める担い手の利用面積は20年前の

平成12(2000)年との比較で、27.8％か

ら58.0％まで30.2ポイント増加し、農

地面積の過半を担い手が利用している

状況にあります。

令和２(2020)年の基幹的農業従事

者数は136万人で、10年前の205万人

から約69万人減少しました。

また、基幹的農業従事者のうち65歳

以上が占める割合は、69.6%と10年前

の61.1%から8.5ポイント増加してお

り、農業の持続可能性の観点から、人

材の確保育成が課題となっています。

新規就農者数は、平成24(2012)年

に開始された青年就農給付金制度の

効果等により、平成26(2014)年から

平成28（2016）年にかけて増加し、

以降５万人台で推移しています。
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（３）農村が有する資源の高付加価値化等の推進

農村には、農産物を始め、バイオマス・再生可能エネルギーや伝統文化等、有形無

形の様々な資源が存在します。

農業経営を取り巻く情勢が厳しさを増す中、農業の成長産業化に向け、活用可能な

農村の地域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わせる農村ビジネスの推

進や、地域内外の幅広い関係者との連携等により、新たな価値の創出や所得向上を図

ることが重要です。

３．林業・木材産業をめぐる動き

（１）林業

我が国の森林は、これまでの先人の努力等により、戦後造成された人工林を中心に

蓄積量が増加しており、森林の多面的機能の持続的な発揮やＳＤＧｓへの関心の高ま

りに応えるためには、この豊富な資源を「伐って、使って、植える」という形で循環
き

利用することが重要となっています。

特に、地球温暖化の防止に関しては、国が2050年までにカーボンニュートラルの実

現を目指すことを宣言したところであり、適切な森林整備による二酸化炭素吸収量の

確保、製品製造時のエネルギー消費が少なく、炭素の貯蔵効果のある木材の利用拡大、

木質バイオマスエネルギーの活用による化石燃料の代替を通じて、二酸化炭素排出量

の削減等に貢献していくことが求められています。

一方、人工林が本格的な利用期を迎えたこと等を背景に、国産材の供給量は間伐主

体から皆伐主体となって増加していますが、再造林等の経費負担による森林所有者の

経営意欲の減退などから、再造林が行われない森林も多く存在しています。

また、国産材供給量の増大に伴い、林業経営体の事業規模は着実に拡大し、素材生

産性は向上しつつありますが、未だ十分な水準ではなく、林業経営は依然として厳し

い状況にあります。

生産性向上等により収益を確保し、皆伐後の再造林を着実に実施するなど、長期に

わたり林業経営を持続していくためには、施業の集約化や低コスト化等により経営の

効率化を図り、林業の成長産業化を推進することが重要です。

（２）木材産業

我が国の木材産業は、原木の供給元である素材生産業者等の供給者（川上）との関

係では、原木の購入を通じて林業を支える役割を担っており、木材製品の販売先であ

る工務店・住宅メーカー等の実需者（川下）との関係では、ニーズに対応した木材製

品を供給するほか、新たな木材製品の開発等によって社会における木材利用を推進す

る役割も担っています。

製材・合板工場等の動向を原木消費量の規模別で見ると、少数の大規模工場のシェ

アが高まっています。特に、製材工場については、大規模工場において、集成材生産

や木質バイオマス発電などの複合経営を行っているところも多く、ラミナ生産の内部

化、ＦＩＴの売電等によりコスト競争力を確保しています。一方、中小規模工場は、

幅広い品目を生産する傾向にありますが、コスト競争力に課題があるため、今後、「地

場競争力」の強化を図る必要があります。

今後の木材加工・流通体制の整備については、国際競争力の強化や地場競争力の強

化など、昨今の状況変化等による課題を踏まえた施策を展開することで、国産材のフ

ル活用、山元への利益還元に取り組むことが重要となっています。
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４．水産業をめぐる動き

世界の１人当たりの食用魚介類消費量は、半世紀で約２倍となり、特にアジアやオ

セアニア地域で生活水準の向上に伴って顕著に増加しています。

食用水産物の国際取引価格は世界的な需要の高まりを背景に上昇傾向にあり、今後

10年間も総じて高値で推移すると予想されており、海外市場の重要性が高まっている

と考えられます。

我が国は、１人当たりの消費量が減少しているものの、魚食への関心は高く、潜在

的需要はあります。しかし、食用魚介類の自給率が約５割と海外からの輸入も多くな

っているため、世界的な需給逼迫と価格上昇によって、水産物輸入が不安定になるこ

とが懸念されることから、これら世界の情勢も注視しつつ、科学的根拠に基づく水産

資源の適切な管理や、つくり育てる漁業の推進等に努め、水産資源の持続的利用を図

っていく必要があります。

一方、我が国の漁業においては、海洋環境の変化による資源水準の低迷、海外漁場

の縮小等を背景とする漁業生産量の減少、燃油価格等の上昇に伴う支出の増加、漁業

者の減少等に伴う生産構造の脆弱化など、多くの課題を抱えています。

また、漁村地域は、国民に多種多様な魚介類を供給するとともに、自然環境を保全

する機能、居住や交流の場を提供する機能、地域社会を形成し維持する機能等の多面

的な機能を果たしていることから、これを維持・強化することも課題となっています。

こうした中、国では、漁業所得を５年間で10％以上向上させることを目標に、地域

の課題を漁業者自らが市町村等とともに考え、解決策を取りまとめて実施する「浜の

活力再生プラン」の策定を推進しています。

今後は、漁業・漁村の更なる発展を図るため、「浜の活力再生プラン」等に掲げた取

組の推進により、地域ブランドの確立や消費者ニーズに沿った加工品の開発等による

高付加価値化や販路拡大、観光との連携強化など、各地域が有する地域資源を最大限

に活用していく必要があります。

５．農山漁村をめぐる動き

（１）農山漁村地域の現状

農山漁村は、国民に食料を安定供給するとともに、国土の保全や水源のかん養等多

面的な機能を発揮する場となっていますが、都市部に先駆けて高齢化や人口減少が進

行し、地域によっては、集落機能や地域資源の維持が困難となることも懸念されてい

ます。

一方で、近年、若者を中心に農村の魅力を見いだし、「田園回帰」の流れが強まるな

ど、農業・農村の価値が再認識され、活性化につながる動きも出てきています。

（２）人口減少と高齢化

国勢調査によると、令和２(2020)

年10月における我が国の人口は１億

2,614万６千人となり、５年前と比べ

て0.7％減少しましたが、農村地域で

は都市地域と比較して人口減少が顕

著であり、５年前に比べて5.9％も減

少しています。

また、65歳以上の高齢者の割合は、

都市地域25％に対して、農村地域で

は35％に達しています。

出典：農林水産省「我が国の人口・高齢化の推移」
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

（３）小規模集落の増加

農業集落は、農道や農業用排水路、

農機具等の共同利用、収穫期の共同

作業、農産物の共同出荷といった農

業の生産面のみならず、冠婚葬祭等

生活面でも密接に結びついた共同体

として機能してきました。

しかしながら、農村地域の人口減

少、高齢化の進行などにより、耕作

できなくなった土地の受け手が見つ

からず、耕作放棄地面積は増加傾向

にあるほか、社会基盤の機能が弱体

化し、地域資源の保全や農業集落の

存続に懸念が生じてきており、農林

業センサスによると、我が国の農業

集落のうち、農家戸数５戸以下の農

業集落の割合はいずれの地域でも増

加しています。

（４）農村発イノベーションの推進

農村の地域資源を他分野と組み合わせた新たな価値を創出する取組「農村発イノベ

ーション」が進みつつあり、地域資源を活用した食事や体験・交流プログラムを提供

する農泊や障害者による農業分野での活躍を通じて社会参画を実現する農福連携、太

陽光発電等の再生可能エネルギーの活用等の動きが広がっています。

（単位：％）

平成12年
(2000)

平成22年
(2010)

平成27年
(2015)

都市的地域 8.8 21.0 24.5 

平地農業地域 5.0 12.1 15.8 

中間農業地域 9.1 20.3 25.7 

山間農業地域 15.1 30.0 37.1 

全体 9.0 20.2 25.1 

出典：農林水産省「農業地域類型別集落規模」

農業地域類型別集落規模（農業戸数５戸以下）
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

２ 国の新たな動き
１．スマート農業の推進による成長産業化

○ 「食料・農業・農村基本計画」(令和２年３月)では、担い手の高齢化や労働力不足が

深刻化する中にあっても、生産性を向上させ、農業の成長産業化を実現するためには、

ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等のデジタル技術を活用したスマート農業の加速化と農業ＤＸ

の実現が不可欠であるとしています。

○ 国では、先端技術を生産現場に導入し、経営効果等を明らかにするため、令和元年度

から「スマート農業実証プロジェクト」を実施するとともに、スマート農業の更なる加

速化を図るため、令和２年10月に「スマート農業推進総合パッケージ」を策定しています。

○ 農林水産物の輸出拡大や、農林水産業のグリーン化の原動力としても、デジタル技術

を活用したスマート農林水産業の実現が求められています。

（１）「スマート農業実証プロジェクト」の概要

○ 令和元年度に69地区でスタートし、令和３年度までに全国182地区で実証。

＜秋田県内での実証＞

① 農事組合法人たねっこ（大仙市）

・ 部 門：水田作部門（令和元年度採択）

・ 導入技術：｢可変施肥｣｢自動操舵｣｢直進アシスト田植機｣｢収量コンバイン｣等

・ 目 標：実証経営を想定した営農モデルで収益５％増加

② 園芸メガ団地共同利用組合（男鹿市）

・ 部 門：花き部門（令和元年度採択）

・ 導入技術：｢キク用半自動乗用移植機｣｢耐候性赤色ＬＥＤ電球｣｢切り花調整ロボット｣等

・ 目 標：電照導入による小ギクの需要期出荷率９割

露地小ギクの作業労働時間３割削減

（２）実証プロジェクト等で明らかとなった課題

① スマート農機の導入コストが高額

② 生育・市場のデータ等を品質・収益向上に結びつけられていない

③ 手間のかかる収穫等の機械化が不十分

④ スマート農機の操作に慣れた人材が不足

⑤ 通信環境の未整備地域が存在

（３）「スマート農業推進総合パッケージ」の概要

① スマート農業の実証・分析・普及

・ スマート技術の費用対効果を明らかにし、中山間地域を含む様々な地域・品目で

の横展開を推進

② 新たな農業支援サービスの育成・普及

・ 導入コストを低減し、誰もがスマート技術を利活用できるよう、新たな農業支援

サービスを育成・普及

③ 実践環境の整備

・ データ活用や農地整備などソフト・ハード両面から環境を整備

④ 学習機会の提供

・ スマート農業技術を有する人材育成や若者の関心を醸成

⑤ 海外への展開

・ 知的財産の保護に留意しつつ、スマート農業技術の海外展開を戦略的に推進
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

２．農林水産物・食品の輸出促進

○ 国内の食市場が縮小傾向で推移する一方で、世界の食市場は年々拡大しており、国は

農林水産物・食品の輸出額を「2025年までに２兆円」、「2030年までに５兆円」に拡大す

ることを目標に、令和２年11月に「マーケットイン輸出への転換」を基本方針とする「農

林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を策定しました。

○ 「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」では、海外で評価される日本の強みを有し、

輸出拡大の余地の大きい28品目を重点品目に選定し、品目別に具体的目標を設定すると

ともに、輸出に取り組む産地をリスト化し、重点的な支援を展開することとしています。

（１）「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の主な取組

① 日本の強みを最大限に活かす品目別の具体的目標を設定

・ 輸出重点品目と輸出目標の設定

・ 重点品目に係るターゲット国・地域、輸出目標、手段の明確化

・ 官民一体となった海外での販売力の強化

② マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押し

・ リスクを取って輸出に取り組む事業者への投資の支援

・ マーケットインの発想に基づく輸出産地の育成・展開

・ 大ロット・高品質・効率的な輸出等に対応可能な輸出物流の構築

③ 省庁の垣根を越え政府一体として輸出の障害を克服

・ 輸出加速を支える政府一体としての体制整備

・ 輸出先国・地域の規制やニーズに対応した加工食品等への支援

・ 日本の強みを守るための知的財産対策強化

④ 国の組織体制の強化

・ 農林水産省内に「輸出・国際局」を設置（令和３年度）

（２）「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の重点品目の輸出産地（本県関係のみ）

① 牛肉 ：（県内１産地）秋田牛輸出促進コンソーシアム

② りんご ：（県内１産地）全国農業協同組合連合会秋田県本部

③ コメ関係 ：（県内４産地）大潟村農産物・加工品輸出促進協議会 ほか

④ 合板 ：（県内１産地）秋田プライウッド株式会社

⑤ 味噌 ：（県内２産地）全国味噌工業協同組合連合会秋田県組合 ほか

⑥ 清酒 ：（県内20産地）秋田酒造株式会社 ほか

⑦ 本格焼酎 ：（県内２産地）秋田清酒株式会社 ほか

※令和３年11月末現在

（３）「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の重点品目別目標（一部）

① 牛肉 ：2019年 297 億円 → 2025年 1,600 億円

② りんご ：2019年 145 億円 → 2025年 177 億円

③ コメ関係 ：2019年 52 億円 → 2025年 125 億円

④ 合板 ：2019年 65 億円 → 2025年 80 億円

⑤ 味噌・醤油：2019年 115 億円 → 2025年 231 億円

⑥ 清酒 ：2019年 234.1億円 → 2025年 600 億円

⑦ 本格焼酎等：2019年 15.6億円 → 2025年 40 億円
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

３．農林水産業のグリーン化（みどりの食料システム戦略）

○ 世界的なＳＤＧｓや地球環境への関心の高まりを踏まえ、国は「2050年までの農林水

産業のゼロエミッション化の実現」などを目標に掲げ、令和３年５月に「みどりの食料

システム戦略」を策定しました。

○ 「みどりの食料システム戦略」では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

をイノベーションで実現するため、調達から生産、加工・流通、消費の各段階において、

有機農業やスマート農林水産業等の環境負荷低減を行う取組を支援するとともに、エリ

ートツリーによる再造林や都市の木造化などを推進することとしています。

（１）「みどりの食料システム戦略」策定の背景

○ 我が国の食料・農林水産業は、労働力不足に対応した生産の効率化の必要性が増し

ているとともに、温暖化に伴う高温等が重大なリスクの一つとなっています。

○ 地球規模で、土地や水などの「自然資本」の持続性に大きな危機が迫っており、早

急かつ大胆な取組が求められているとともに、ＳＤＧｓや環境に対する関心が国内外

で高まり、重要な行動規範としてあらゆる産業に浸透しつつあります。

○ 将来にわたり、食料の安定供給と農林水産業の発展を図るためには、生産力の向上

と環境負荷低減を進め、持続的な食料システムを構築することが急務となっています。

（２）「みどりの食料システム戦略」の目標（抜粋）

① 2050年までに｢農林水産業のＣＯ２ゼロエミッション化の実現｣

② 2050年までに｢化学農薬の使用量(リスク換算)の50％低減｣

③ 2050年までに｢輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の30％低減｣

④ 2050年までに｢耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％(100万ha)に拡大｣

⑤ 2050年までに｢林業用苗木へのエリートツリーの活用割合90％以上｣ など

（３）「みどりの食料システム戦略」の主な取組

① 資材・エネルギー調達における脱輸入・脱炭素化・環境負荷低減の推進

・ 持続可能な資材やエネルギーの調達 など

② イノベーション等による持続的生産体制の構築

・ 高い生産性と両立する持続的生産体系への転換

・ 機械の電化・水素化等、資材のグリーン化

・ 地球にやさしいスーパー品種等の開発・普及

・ 農地・森林・海洋への炭素の長期・大量貯蔵

・ 労働安全性・労働生産性の向上と生産者のすそ野の拡大

・ 「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」に沿った水産資源の適切な管理

③ ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立

・ 持続可能な輸入食料・輸入原材料への切替えや環境活動の促進

・ データ・ＡＩの活用による加工・流通の合理化・適正化

・ 長期保存・長期輸送に対応した包装資材の開発

・ 脱炭素化、健康・環境に配慮した食品産業の競争力強化

④ 環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進

・ 食品ロスの削減など持続可能な消費の拡大 など

⑤ 食料システムを支える持続可能な農山漁村の創造

・ 基盤整備の推進、農山漁村発イノベーションの推進 など

⑥ サプライチェーン全体を貫く基盤技術の確立と連携

・ 人・知・資金が好循環する産学官の連携 など

⑦ カーボンニュートラルに向けた森林・木材のフル活用によるＣＯ２吸収と固定の最大化

・ 林業イノベーション等による森林吸収の向上

・ 木材利用拡大による炭素貯蔵・ＣＯ２排出削減効果の最大化
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3 本県農林水産業の特色

■農林水産業就業人口

・農林水産部門は、平成２年から平成27年にか

けて59,138人減少し、46,456人となっています。

・総就業人口に占める農林水産部門の割合は

7.6ポイント減の9.6％となっています。

・県全体の人口減少や高齢化に伴い、労働力の

減少が急速に進行すると見込まれています。

出典：総務省「国勢調査」

■農家数

・販売農家は減少傾向で、平成27年から令和２年の５年間で約10,000戸減少しています。

・農地の利用権設定や作業受託が進み、大規模層は増加傾向となっています。

・人口減少を背景に、これまで農業を支えてきた団塊世代のリタイアが進んでいます。

・意欲ある農業者への集積が進み、１戸当たりの経営規模は拡大傾向となっています。

総農家数の推移 経営規模別農家数の推移と面積シェア

出典：農林水産省「農林業センサス」

■食料自給率 食料自給率の推移（カロリーベース）

・令和元年度の食料自給率(概算値)は、カロリ

ーベースで全国２位の205％となっています。

・品目別では、米が873％、大豆が182％と突出

しています。

・全国２位であるものの、米を除いた場合の食

料自給率では25％と低い状況であり、米以外

の品目の生産拡大による自給率の向上を図る

必要があります。

出典：食料需給表を基に東北農政局で試算

注）東北管内の食料自給率は、H29以降は非公表。

就業人口の推移

70,042
60,325

47,298 37,810
27,780

9,336

52.3
59.3 60.5 63.9

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H12 H17 H22 H27 R2
0

10

20

30

40

50

60

70

販売農家数 自給的農家数 65歳以上

自給的農家数

販売農家数

（戸） （％）

31% 28%

4%

28% 26%

10%

15%
15%

9%

12%
13%

13%

14% 18%

65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H27 R2 面積シェア
1.0ha未満 1.0～2.0ha 2.0～3.0ha 3.0～5.0ha 5.0ha以上

◇ 総農家数 ３７，１１６戸（全国２２位）

◇ 販売農家数 ２７，７８０戸（全国１５位）

◇ １農業経営体当たり経営耕地面積 ４．０ha（全国２位）
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

■農業産出額

・本県の農業産出額は、平成22年以降、増加傾向にありますが、平成２年からの30年間

では、924億円減少しています。

・産出額に占める米の割合は低下してきているものの、依然として５割以上を占めてお

り、産出額の減少は、米によるところが大きく、減少額924億円のうち、761億円(82.4

％)を占めています。

・米以外は820億円となり、平成５年以降で最大となったものの、他県と比べて全体額に

占める米の割合が高く、野菜や畜産等の生産拡大が課題となっています。

秋田県の農業産出額の推移 東北各県の農業産出額（R2）

出典：農林水産省「生産農業所得統計」

■複合型生産構造への転換に向けた園芸産地の拡大

・重点的に取組を進めている大規模園芸拠点の整備等により、野菜や花きの産出額が拡

大してきています。

・近年は、生しいたけの産出額も拡大傾向となっています。

出典：農林水産省「生産農業所得統計」

※農業産出額にきのこを含めている

※令和2年林業産出額（きのこ）は未公表
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

■園芸品目のＪＡ系統販売額

・園芸メガ団地等の整備により、ねぎやし

いたけ、キク類等の生産が拡大し、園芸

品目全体の販売額を下支えしています。

H28:194億円→R2:193億円

〔主要園芸17品目〕

H28:160億円→R2:167億円

＜県の主要園芸17品目(重点品目)＞

野菜：えだまめ、ねぎ、アスパラガス、

トマト、きゅうり、すいか

花き：キク類、トルコギキョウ、ユリ類、

リンドウ、ダリア 出典：JA全農あきた「秋田県JA青果物生産・販売実績」

果樹：りんご、なし、ぶどう、おうとう、もも を基に園芸振興課集計

きのこ類：生しいたけ

出典：JA全農あきた「秋田県JA青果物生産・販売実績」を基に園芸振興課集計
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■稲作の状況

・稲作に適した気象条件や、先人から引き継がれた営農技術により、単収・生産量とも

安定しています。

・旗艦品種「サキホコレ」を頂点に、品質とロット、知名度を兼ね備えた「あきたこま

ち」を中心として、多彩なオリジナル品種等を組み合わせ、秋田米のブランド力を強

化する必要があります。

■畜産の状況

＜肉用牛＞

・肉用牛の令和２年の産出額は58億円とな

っています(全国30位、東北６位)。

・飼養戸数は減少していますが、一戸当た

りの飼養頭数は増加傾向にあり、繁殖経

営で概ね100頭、肥育経営で概ね500頭を

超える大規模肉用牛団地の整備が全県域

で展開されています。

・平成28年に秋田牛がタイへ初輸出された

ほか、29年からは台湾への輸出がスター

トし、令和２年度の輸出量は、10tを突

破しています。

出典：畜産振興課調べ

＜養豚＞

・養豚の令和２年の産出額は192億円(全国12位、東北3位)で、畜産産出額の約1/2を占

める重要な品目となっています。

・飼養戸数は減少しているものの、企業養豚における規模拡大が進み、飼養頭数は増加

しています。

・６次産業化の取組、飼料用米給与による付加価値の創出等の動きも顕著となってきて

います。
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出典：農林水産省「生産農業所得統計」出典：畜産振興課調べ

養豚の飼養戸数と頭数の推移

出典：水田総合利用課調べ出典：農林水産省「作物統計」
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　　　　注）水稲作付面積は子実用（青刈り面積を除いた面積）である。

　　　　　　種子供給量から作付面積を推定。　　　　　　　　　　　　
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

＜比内地鶏＞

・生産羽数は、全国の他の地鶏等の台頭に

より、減少傾向で推移していたものの、

販売促進活動の強化等により、平成29年

から増加に転じました。

・しかし、令和２年は新型コロナウイルス

感染症の影響で外食需要が激減し、生産

羽数が減少しています。

・現在、中食や通販、家庭内消費等、新た

な販路の開拓・定着に取り組んでいます。

■担い手への農地集積と生産基盤の整備

・地域の担い手である認定農業者は、平成26年度の経営所得安定対策（ナラシ対策）の

改正などに伴って平成27年度には10,625経営体を確保しましたが、近年は高齢化によ

る離農や組織化の進展により減少傾向にあります。

・本県農地の９割が水田であり、水稲を中心に土地利用型農業が展開されています。

・農地集積率は、農地中間管理事業などの農地流動化施策の実施により、年々向上して

きており、令和２年度末には76.2％となっています。

・ほ場整備事業等の実施により、令和２年度までに本県水田面積の70.4％に当たる90,981

haが30ａ区画以上に整備されています。

・大規模農業法人等の育成を図り、担い手への農地の集積・集約化を一層加速化させ、

生産性を飛躍的に向上させるほ場整備事業との連携強化を図るとともに、収益性の高

い複合型生産構造への転換を更に進めることが必要です。
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水田の整備状況（令和２年度末現在）
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

■農業法人等の育成

・集落営農組織数は、全国トップクラスの703組織となっており、そのうち、353組織が農

業法人として活動しています。

・経営の法人化が年々進展し、農業法人数は788法人まで増加しています。

・任意組織として活動している組織の法人化や経営継承、組織の連携・統合に向けた支援

が課題となっています。

■新規就農者の確保

・新規就農者数は、近年、増加傾向で推

移しており、令和２年度は252人で、８

年連続で200人以上を確保しています。

・年齢別には10代～40代が81％を占め、

就農形態別では、農業法人の経営規模

の拡大などを背景に、雇用就農が増加

傾向にあります。

・近年、非農家出身者の就農が増えてお

り、新規参入者は増加傾向にあります。

■森林の現状

・県内森林の約５割が民有林で、植栽等により造成された人工林は民有林の約６割です。

・民有林人工林のうちスギ人工林は約９割を占め、そのうち本格的に伐採利用できる森林

は現在約５割となっており、10年後には約８割に増加する見込みです。

農業法人数の推移

出典：農林政策課調べ

新規就農者数の推移

出典：農林政策課調べ

出典：森林整備課調べ

民有林スギ人工林・林齢別面積(Ｒ元)森林の区分別面積(Ｒ元)
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■林業の状況

・素材生産量は、増加傾向にあり、平成28年以降は毎年140万m
3
以上で推移しています。

・林業従事者数は減少傾向にあったものの、近年は微増傾向となっています。

■木材産業の状況

・人工乾燥機等の機械施設の整備により、製材品に占める人工乾燥材の比率は上昇傾向に

あります。

・合板用素材は、外材から国産材への転換が進み、ほぼ全てが国産材となっています。
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製 材 品
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集 成 材
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出典：森林整備課調べ出典：林業木材産業課調べ

出典：林業木材産業課調べ

製材品出荷量の推移

林業従事者数の推移素材生産量の推移
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

■漁業生産とつくり育てる漁業の推進

・令和元年の海面漁獲量は、5,652ｔ(全国37位)となっています。

・水揚げされる魚介類は150種を超え、カニ類とハタハタで全漁獲量の約３割を占めてい

ます。

・ 令和元年のハタハタの漁獲量は、783ｔで全国３位(１位鳥取県1,259ｔ、２位兵庫県1,206

ｔ)となっており、打ち上げられた卵のふ化・放流など、資源回復に取り組んでいます。

出典：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」

■漁業就業者の状況

・経営体数は、昭和53年までは増加傾向であったものの、以降は減少が続き、平成30年は、

632経営体(H30漁業センサス)と、昭和53年の36％となっています。

・漁業者の高年齢化は年々進行しており、平成30年の就業者のうち、60歳以上の漁業者が

占める割合は、73％となっています。

・平成30年の個人経営体のうち、後継者がいるのは７％にとどまっています。

経営体数の推移 就業者数の推移

出典：農林水産省「漁業センサス」

海面漁獲量の魚種別構成割合

632

773

海面漁獲量と漁獲金額の推移
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第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって

１ これまでの施策の検証

○ 平成29年度に策定した「第３期ふるさと秋田農林水産ビジョン」に基づき、平成

30年度から令和３年度の４年間において、本県農林水産業の成長産業化に向けた各

種施策を展開してきました。

○ これまでの施策の成果や課題を検証した上で、令和４年度以降に必要となる視点

を「新ふるさと秋田農林水産ビジョン」に反映させています。

（１）目指す姿

○ 着実に成果が現れてきている「米依存からの脱却」、「複合型生産構造への転換」

に向けたこれまでの取組をもう一段ステップアップし、本県農業の構造改革を確か

なものとしていきます。加えて、国の農政改革等による産地間競争の激化や、人口

減少を背景とした労働力不足など、社会情勢の変化に的確に対応するため、新たな

視点を踏まえながら、農林水産業の成長産業化への取組を加速化します。

○ 林業・木材産業については、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。

○ 水産業については、「全国豊かな海づくり大会」を契機として、本県水産業の魅力

を全国に発信するとともに、リニューアルした水産振興センター栽培漁業施設を活

用したつくり育てる漁業の推進等により、浜の活性化を図ります。

（２）これまでの主な取組と成果

■各種研修の充実強化による次代を担う人材の確保・育成！

・実践的な研修制度の充実などにより、令和２年度の新規就農者数は252人となり、

８年連続で200人を超え、平成元年度以降では最多となりました。

・秋田林業大学校を核とした人材育成の取組などにより、令和２年度の新規林業就

業者数は122人となり、９年連続で東北最多となりました。

■園芸と畜産の大規模生産拠点の全県展開！

・園芸メガ団地は、平成30年度～令和２年度に26団地が整備されて累計46団地、大

規模畜産団地は、同期間に13団地が整備されて累計49団地となり、米以外の農業

産出額を押し上げる産地化拠点が全県に展開され、複合型生産構造への転換が加

速しました。

■しいたけ販売三冠王とえだまめ出荷量日本一を達成！

・しいたけは、メガ団地の整備などにより生産量が増加し、令和元年度及び２年度

に、京浜中央卸売市場における「販売量・販売額・販売単価」の三冠王を達成し

ました。

・えだまめも、メガ団地の整備などにより生産量が増加し、令和元年度に京浜中央

第３章 第３期ふるさと秋田農林水産ビジョンの成果

第１編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの策定に当たって
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卸売市場において、出荷量日本一を達成しました。

・その他、ねぎやダリアにおいても、日本一を目指す産地づくりが進展しました。

■秋田米をリードする新品種「サキホコレ」のデビュー対策を推進！

・名称の公募に25万件を超える応募があるなど、高い注目を集めており、令和４年

度の本格デビューに向け、区分集荷体制を構築するとともに、県内外でサンプル

米配布等のキャンペーンを展開し、名称を広く周知しました。

■産地づくりとスマート農業を支える基盤整備を推進！

・複合型生産構造への転換に向けた収益性の高い園芸産地づくりや今後のスマート

農業の普及拡大の基盤となるほ場整備を、目標を上回るペースで実施しました。

(ほ場整備面積)平成29年度～令和２年度の４年連続で年800ha超

■ターゲットを明確にした取組により輸出ルートを開拓！

・輸出品目（米、りんご、秋田牛）とターゲット国（香港、シンガポール、台湾、

タイ等）を明確にした販売ルートの開拓により、県産農産物の輸出額が大幅に増

加しました。

(農産物の輸出額)平成29年：1.3億円 → 令和２年：2.9億円

■路網整備と高性能林業機械の導入により素材生産を促進！

・林道等路網の整備と高性能林業機械の導入支援により、低コストで安定的な素材

生産体制を強化しました。

(路網整備延長) 平成30年度～令和２年度累計：1,637km

(高性能林業機械導入)平成30年度～令和２年度累計： 74台

■「全国豊かな海づくり大会」を契機とした水産業の活力向上！

・令和元年度に開催した「全国豊かな海づくり大会」を契機に県民の水産業への理

解を深めるとともに、地魚をはじめとする県産水産物の販路拡大により水産業が

活性化しました。

（３）農林漁業振興臨時対策基金の投資状況

■積立額と執行状況

・平成23～27年度のうち、当面３年間(23～25年度)の財源として100億円を造成し、

平成25年度末に残る２年間の財源として、新たに13.6億円を積み増ししました。

・また、平成26年度に国の農政改革に対応するため、50億円を積み増し、基金設置

期間を２年延長（７年間実施）しました。

・平成29年度に基金設置期間を４年再延長し、平成30年度～令和３年度の財源とし

て70億円を積み増ししました。

単位：億円

※執行額には、翌年度への繰越額を含む。R3年度は計画額。

年　　度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 合計

積 立 額 100.0 13.6 50.0 30.0 20.0 20.0 233.6

執 行 額 27.1 26.6 28.9 15.7 20.0 19.8 24.6 18.7 16.7 12.6 11.5 222.2

残　　額 100.0 72.9 46.3 31.0 65.3 45.3 25.5 30.9 32.2 35.5 22.9 11.4

70億円

59.5億円
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（４）主な代表指標の達成状況

■主な代表指標の推移

■本県農業産出額の推移
（単位：億円）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２

   　米 785 1,062 1,204 1,012 773 854 944 1,007 1,036 1,126 1,078 

　 米以外 709 670 673 704 700 758 801 785 807 805 820 

 野　菜 249 247 239 241 235 261 287 279 308 281 301 

 果　実 81 56 62 69 63 64 72 69 72 84 89 

 花　き 27 25 26 27 27 31 30 30 31 28 26 

 畜　産 305 296 303 326 332 352 364 366 359 362 365 

 その他 47 46 43 41 43 50 48 41 37 50 39 

 　計 1,494 1,732 1,877 1,716 1,473 1,612 1,745 1,792 1,843 1,931 1,898 

指　　標 H22 H23 H27 H28 H29 H30 R元 R2 伸び率
R2/H22

 認定農業法人数（法人） 330 360 548 576 609 656 705 788 239%

 担い手への農地集積率（％） 64.0 65.6 71.5 73.2 74.1 75.0 75.4 76.2 119%

 主な園芸品目の系統販売額（億円） 143 122 153 160 145 156 154 167 117%

 畜産産出額（億円） 305 296 352 364 366 359 362 365 120%

 秋田県産米の需要シェア（％） 5.74 5.54 6.14 5.49 5.40 5.95 6.07 6.29 110%

 ６次産業化事業体販売額（億円） 123 105 143 160 172 174 208 － 169%

㎥ 素材生産量（千 ）　※燃料用含む 940 994 1,320 1,470 1,484 1,519 1,583 1,425 152%

 漁業組合員１人あたり生産額（万円） 288 278 297 288 282 283 280 294 102%

※ R2実績未判明の指標の伸び率は、R1/H22で算出。

○主要園芸品目の系統販売額

（R2）目標：1,673千㎥　実績：1,425千㎥　達成率85.2%

○農業法人数（認定農業者）

○全国に占める秋田米のシェア ○素材生産量（燃料用含む）

（R2）目標：5.60％　実績：6.29％　達成率112.3%

（R2）目標：790法人　実績：788法人　達成率99.7% （R2）目標：203億円　実績：167億円　達成率82.3%
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２ 主な課題と今後の推進方針

■ 労働力不足の深刻化と世界的な食料不安の顕在化

（課 題）

・農業の担い手の減少や労働力不足が深刻化する中、世界的な食料不安が顕在化

しており、広大な農地を有する農業県として、農業の生産力・収益力の維持・

増大による食料供給力の強化が求められています。

【今後の推進方針】

・法人化や農地の集約化による担い手の経営基盤強化や、移住就農を含めた多様

な新規就農者・女性農業者の確保・育成を進めるとともに、地域の雇用や農地

の受け皿となる企業的経営体を育成します。

・効率的な生産体制の確立に向け、水田の大区画化等のほ場整備を推進するとと

もに、スマート農業の普及拡大により、生産性の飛躍的な向上を図ります。

・大規模生産拠点を核とした園芸・畜産の生産基盤の強化により、全国に名を馳

せるトップブランド産地の形成を進め、生産構造の複合化を更に進めます。

・新品種「サキホコレ」のブランド確立をはじめとした秋田米の戦略的な生産・

販売を推進するとともに、大豆や園芸品目等の戦略作物の生産拡大による水田

のフル活用を進めます。

・６次産業化の促進により、県産農林水産物の付加価値の向上を図るとともに、

多様化する国内外のニーズに対応した商品・産地づくりと流通体制の構築を進

めます。

■ 脱炭素化・環境負荷軽減に向かう世界的な流れ

（課 題）

・地球温暖化対策を重視する世界的な動きが加速する中、農林水産業においても、

国が打ち出した「2050カーボンニュートラル」の実現や「みどりの食料システ

ム戦略」に対応した取組が求められています。

【今後の推進方針】

・カーボンニュートラルの実現に向け、再造林の拡大による森林の若返りの促進

や、市町村やボランティアなどの多様な主体による森林整備を進め、森林の有

する多面的機能の発揮を促進します。

・有機農業や減農薬・減化学肥料栽培などの環境保全型農業の普及拡大や、「みど

りの食料システム戦略」に対応した新たな環境負荷軽減技術の開発・普及に取

り組みます。

■ カーボンニュートラルの実現に向けた森林の役割の増大

（課 題）

・カーボンニュートラルの実現に向け、「伐って・使って・植える」という資源の
き

循環利用により、林業・木材産業の成長産業化と森林の多面的機能の持続的な

発揮の両立を図ることが求められています。

・スギ人工林が伐期を迎える中にあって、人口減少等により県産材の主要な販路

である国内の住宅需要の減少が見込まれることから、新たな用途開拓や販路拡

大が必要となっています。

【今後の推進方針】

・畜舎等の非住宅分野での県産材の利用拡大を進めるとともに、県内外における

新たな住宅分野の販路開拓や米国等をターゲットとした輸出の拡大により、県

産材の販路を確保します。
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・林業経営体への森林経営管理の集約化、造林の更なる低コスト化やスマート技

術の導入等による省力化、苗木の安定供給体制の確立などにより、再造林の拡

大を促進します。

■ 海洋環境の変化に伴う魚種・漁獲量の変動

（課 題）

・海洋環境の変化に伴い、水揚げされる魚種や漁獲量の年変動が大きくなってお

り、漁業者が安定した所得を確保することが難しくなっています。

・また、こうした状況は、新規就業者の安定確保においてもハードルとなってい

ます。

【今後の推進方針】

・環境の変化を見据えたキジハタなど収益性の高い魚種の種苗生産技術の開発と、

新技術を活用したトラフグの種苗生産から中間育成までの技術研究を進めます。

・ＩＣＴ等スマート技術の導入や蓄養殖技術の活用により、漁業生産の効率化・

安定化を進めるとともに、漁師直売による販売力の強化や水産物の高付加価値

化に向けた産地加工の促進により、水産物のブランド化を進めます。

■ 農山漁村の活力低下

（課 題）

・中山間地域の農山漁村では、条件不利を背景に、平場以上に担い手不足が深刻

化しており、農地や森林の荒廃などにより、多面的機能の維持が困難になるな

ど、地域の活力低下が懸念されています。

【今後の推進方針】

・条件が不利な中山間地域において、一定の所得が確保できるよう、産地間連携

による地域特産物の広域産地化を進めるなど、特色ある農業の振興を図ります。

・地域資源と観光や教育等を組み合わせた新ビジネスなど、多様な農村ビジネス

の創出を促進します。

・半農半Ｘなど新たな兼業スタイルによる定住を促進し、中山間地域を支える人

材の確保・育成を図ります。
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おおむね１０年後の姿
○「担い手の笑顔が咲き誇る農林水産業」

スマート農林水産業の普及などの技術革新により、省力化や効率化が大幅に進展する

とともに、経営力の高い担い手の確保や農産物等のブランド化・販路拡大が進み、本県

の広大な農地や豊富な森林資源をフルに生かして、競争力の高い農林水産業が力強く発

展しています。

また、中山間地域ならではの農業・農村ビジネスの振興や、半農半Ｘの普及などによ

り、関係人口の拡大や定住の促進が進み、多様な人材の活躍により農山漁村が活性化し

ています。

○「食料供給基地として高まる存在感」
園芸メガ団地や大規模畜産団地などを核とした園芸・畜産の生産基盤の強化により、

全国に名を馳せるトップブランド産地の形成が進むとともに、大区画ほ場におけるスマ

ート技術を駆使した高品質・低コストな米づくりや、蓄養殖技術の確立・普及による水

産物の安定生産などにより、我が国の食料安全保障に寄与する食料供給基地として、大

きな存在感を示しています。

○「県産農産物のブランド化」
「サキホコレ」がトップブランド米としての地位を確固たるものにするとともに、多

様化する国内外のニーズに対応した商品・産地づくりなどにより、県産農産物のブラン

ド化が進んでいます。

○「最先端技術の活用拡大」
農業・林業・水産業の各分野において、スマート技術が普及し、担い手が減少してい

る中にあっても、本県の資源をフルに活用し、生産性が高く効率的な生産活動が行われ

ています。

また、ＳＤＧｓや環境に対する関心が高まる中、農林水産業の生産力向上と脱炭素化

や環境負荷軽減といった持続性の両立に向けた技術の開発と普及が進んでいます。

第１章 目指す姿

第２編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの目指す姿

農業においては、経営力の高い担い手が持続的・効率的な生産体制により、

本県の広大な農地をフルに活用して、食料供給を担っていく農業の実現を目

指します。

林業・木材産業については、「伐って・使って・植える」という森林資源

の循環利用により、林業・木材産業の成長産業化と森林の多面的機能の持続

的な発揮の両立を目指します。

水産業については、新規就業者の確保と収益性の高い魚種の資源量の維持

が図られる中、効率的な操業と販売力の強化を実現することにより、水産業

の持続的な発展を目指します。

農山漁村の活性化については、中山間地域ならではの農業・農村ビジネス

の振興や新たな兼業スタイルの普及により、関係人口や定住人口の拡大を進

め、多様な人材が活躍する農山漁村の実現を目指します。
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第２章 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの概要

　　　　　　　　目指す姿１ 農業の食料供給力の強化

　　　　　　　　目指す姿２ 林業・木材産業の成長産業化

　　　　　　　　目指す姿３ 水産業の持続的な発展

　　　　　　　　目指す姿４ 農山漁村の活性化

　＜主な数値目標＞

　■農業産出額

　　現状(R2) 1,898億円　→　目標(R7) 2,000億円

　■農業法人数(認定農業者)

　　現状(R2)　 788法人　→　目標(R7)　 957法人

　■新規就農者数

　　現状(R2)　 252人　　→　目標(R7)　 310人

　■ほ場整備面積

　　現状(R2)90,981ha　　→　目標(R7)94,540ha

　■主要園芸品目の系統販売額

　　現状(R2) 　167億円　→　目標(R7)　 200億円

　■秋田牛の出荷頭数

　　現状(R2) 2,844頭　　→　目標(R7) 3,683頭

　■サキホコレの作付面積

　　現状(R2) 　  0ha　　→　目標(R7) 3,200ha

　■農産物の輸出額

　　現状(R2) 　2.9億円　→　目標(R7)　 6.0億円

経営力の高い担い手が持続的・効率的な生産体制により、

本県の広大な農地をフルに活用して、食料供給を担って

いく農業の実現を目指します。

　＜主な数値目標＞

　■新規林業就業者数

　　現状(R2)　122人　　→　目標(R7)　134人

　■再造林面積

　　現状(R2)　332ha　　→　目標(R7)　750ha

　■素材生産量

　　現状(R2)1,425千㎥　→　目標(R7)1,900千㎥

　■スギ製品の出荷量

　　現状(R2)　530千㎥　→　目標(R7)　752千㎥

「伐って・使って・植える」という森林資源の循環利用

により、林業・木材産業の成長産業化と森林の多面的機

能の持続的な発揮の両立を目指します。

　＜主な数値目標＞

　■新規漁業就業者数（60歳未満）

　　現状(R2) 10人　　　→　目標(R7) 10人

　■つくり育てる漁業対象種の生産額

　　現状(R2)457百万円　→　目標(R7)541百万円

　■蓄養殖等に取り組む漁業経営体数

　　現状(R2) 17経営体　→　目標(R7) 90経営体

新規就業者の確保と収益性の高い魚種の資源量の維持が

図られる中、効率的な操業と販売力の強化を実現するこ

とにより、水産業の持続的な発展を目指します。

　＜主な数値目標＞

　■中山間地域のブランド特産物数

　　現状(R2)　 22件　→　目標(R7)　  34件

　■農村関係人口

　　現状(R2)6,518人　→　目標(R7)11,200人

中山間地域ならではの農業・農村ビジネスの振興や新たな

兼業スタイルの普及により、関係人口や定住人口の拡大を

進め、多様な人材が活躍する農山漁村の実現を目指します。

【施策の方向性】
　①経営力の高い担い手と新規就農者の確保・育成

　②持続可能で効率的な生産体制づくり

　③マーケットに対応した複合型生産構造への転換

　④戦略的な米生産と水田のフル活用の推進

　⑤農産物のブランド化と流通・販売体制の整備

　⑥秋田の｢食｣のブランド化と県産食品の販売促進

【施策の方向性】
　①次代を担う人材の確保・育成

　②再造林の促進

　③木材の生産・流通体制の整備と利用の促進

　④森林の有する多面的機能の発揮の促進

【施策の方向性】
　①次代を担う人材の確保・育成

　②つくり育てる漁業の推進

　③漁業生産の安定化と水産物のブランド化

　④漁港・漁場の整備

【施策の方向性】
　①中山間地域における特色ある農業の振興

　②地域資源を生かした多様な農村ビジネスの促進

　③新たな兼業スタイルによる定住の促進

　④里地里山の保全管理と鳥獣被害対策の推進

　⑤安全・安心な地域づくりと施設の長寿命化の推進

第２編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの目指す姿
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第２編 新ふるさと秋田農林水産ビジョンの目指す姿

  【主な取組】
 　 ① 農業経営の法人化・継承や集落営農の統合・連携の促進

  　〃 外部人材を活用した実践的な研修などによる企業的経営体の育成

  　〃 地域をリードする女性農業者の育成と活躍できる環境づくり

  　〃 研修制度の充実や農地確保への支援など新規就農者の受入体制の強化

  　② リモートセンシング等を活用した生産性向上技術の開発

  　〃 栽培管理データのデジタル化やスマート農機導入の促進

  　〃 水田の大区画化やスマート農業に対応した基盤整備の推進

  　③ 主要園芸品目の単収・品質向上の促進

  　〃 全国トップクラスの園芸品目の拡大とブランド力の強化

  　〃 畜産経営のステップアップに向けた生産性向上や効率化の促進

  　〃 生産者等が主体となった秋田牛・比内地鶏のブランド力の強化への支援

  　④ 高品質なサキホコレの安定供給に向けた生産体制の確立

  　〃 サキホコレのブランド力を高める流通・販売対策と戦略的な情報発信

  　〃 秋田米の低コスト生産・流通体制の確立

  　〃 外食など多様なニーズに対応した秋田米の供給体制の構築

  　⑤ 国内外に通用するトップブランド農産物の創出

  　〃 輸出に取り組む農業者への支援と産地づくり

  　〃 漬物など県産農産物を活用した加工品の製造への支援

　  ⑥ 酒米新品種を活用した高品質な県産清酒や米加工品等の開発への支援

　  〃 ネット取引等の拡大に向けた取組への支援　  

  【主な取組】
　  ① 高性能林業機械やＩＣＴ等を活用した新しい林業に対応できる人材の育成

 　 〃 無料職業紹介所等を通じた林業従事者の確保

 　 ② 林業経営体が植栽から保育・管理までを担う仕組みの構築

 　 〃 実践フィールドの活用等による低コスト・省力造林技術の普及

 　 〃 造林・保育分野へのスマート技術の導入の促進

 　 ③ 路網整備と高性能林業機械を組み合わせた効率的な生産体制の構築

 　 〃 原木需要の拡大に対応できる円滑な流通システムの構築

 　 〃 多様なニーズに対応した高品質な木材製品の生産・供給体制の構築

 　 〃 住宅分野における外材や他県産材から県産材への転換の促進

 　 〃 非住宅分野における一般流通材の活用の促進

 　 〃 県内企業による製材品の輸出の促進

 　 ④ 森林経営管理制度に基づく市町村が主体となった森林整備の促進

 　 〃 市町村や森林組合等が行う森林病害虫対策の促進

  【主な取組】
　  ① 就業希望者を対象とした漁業体験や技術習得研修の実施

　  〃 経営管理能力の向上に向けた研修の実施

　  ② キジハタやアワビなど収益性の高い魚種の種苗生産技術の開発と改良

　  〃 トラフグの種苗生産・放流と育成技術の開発

　  〃 漁業者が行うハタハタの自主的な資源管理の促進

　  ③ 海況データ等に基づく漁場予測システムの展開

　  〃 漁獲情報のデジタル化に向けた機器導入等の促進

　  〃 サーモン、クルマエビ等の蓄養殖の現地実証

　  〃 ブリ、サクラマス等の蓄養殖技術の開発

　  〃 漁師直売の仕組みづくりとオンライン販売に向けた環境の整備

　  ④ 魚礁・増殖場の計画的な整備

  【主な取組】
　  ① 中山間地域ならではのキラリと光る地域特産物のブランド化

　  ② 農業体験を核とした滞在型旅行など農村ならではのビジネスの創出

　  〃 農家レストランや加工品開発など食を起点としたビジネスの創出

　  〃 農家民宿等におけるワーケーション等の受入体制の整備

　  ③ 半農半Ｘなど多様なライフスタイルの実現に向けた体制づくり

　  〃 地域活性化に向けた活動を支援する人材や運営組織の育成

　  ④ 農地や農業用施設の適切な管理に向けた共同活動や営農継続の促進

　  〃 遊休農地の発生防止と再生利用の促進

　  〃 市町村計画に基づく被害防止施策の実施体制の整備や農作物の鳥獣被害防止対策の促進

　  ⑤ 防災重点農業用ため池等の防災・減災対策と治山対策の推進

　  〃 基幹的農業水利施設・漁港海岸保全施設・治山施設等の計画的な修繕・更新の実施
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ＳＤＧｓとの関係

○ ＳＤＧｓは、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略称であり、

2015年９月の国連サミットにおいて採択されました。

○ 2030年までに達成すべき国際社会全体の開発目標として、貧困の解消やジェンダー平

等の実現など、17のゴールと169のターゲットで構成されており、「誰一人取り残さない」

ことを理念に、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すものです。

本ビジョンの４つの「目指す姿」ごとの主な施策・取組等とＳＤＧｓの各目標との関係は

次のとおりです。

農畜産物の安

定供給

【目指す姿１】 農業の食料供給力の強化

【目指す姿４】 農山漁村の活性化

【目指す姿３】 水産業の持続的な発展

【目指す姿２】 林業・木材産業の成長産業化

充実した研修

制度

女性農業者の

育成
農業水利施設

の保全管理

生産性や経営

力の向上、ブ

ランド化

スマート技術

の普及、基盤

整備

環境保全型農

業の推進
環境保全型農

業の推進

林業大学校に

おける研修

森林の水源か

ん養機能
生産性の向上 スマート技術

の普及、生産

流通体制整備

森林資源の保

全

森林の多面的

機能の発揮

官民連携の推

進
再造林の促進、

健全な森林づ

くり

中山間地域で

の農業振興

基幹的農業水

利施設の計画

的な修繕･更新

新たな兼業ス

タイルの普及

基幹的農業水

利施設の計画

的な修繕･更新

防災・減災対

策の推進

里山の多面的

機能の発揮

官民連携の推

進

健全な森林づ

くり

水産物の安定

供給
充実した研修

制度

内水面の生育

環境の保全

生産性の向上、

販売力の強化

スマート技術

の普及

内水面の生育

環境の保全

内水面の生育

環境の保全
水産業の持続

的発展

気候変動に対

応した生産技

術の開発

農業水利施設

の保全管理

官民連携の推

進

官民連携の推

進
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目指す姿１ 農業の食料供給力の強化

経営力の高い担い手が持続的・効率的な生産体制により、本県の広大な農地を

フルに活用して、食料供給を担っていく農業の実現を目指します。

現状と課題

[ 世界的な食料不安の顕在化 ]
世界的な人口の増加や地球温暖化の進行などを背景とした食料不安が顕在化する中、

本県は広大な農地を有する食料供給県として、農業の生産力・収益力を維持・増大して

いくことが求められています。

[ 労働力不足の深刻化 ]
農業の担い手や労働力不足が深刻化する中に

あって、本県の広大な農地を維持・活用するこ

とが難しくなっています。

[ 環境負荷軽減への対応 ]
ＳＤＧｓや環境に対する関心が高まる中、地

球環境への負荷が小さく、持続性が高い環境保

全型農業等の取組の拡大が求められています。

第２章 施策の展開方向

26.9 
19.2 

9.6 

22.9 

25.5 

24.1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

2000 2010 2020

(千人)
64歳以下 65歳以上

(年)

49.8

33.7

44.7

年 実績値

　農業産出額 億円 R2 1,898 2,000

　農業法人数（認定農業者）【年度末実績】 法人 R2 788 957

　新規就農者数 人 R2 252 310

　実用化できる試験研究成果件数【累積】 件 R2 377 480

　環境保全型農業の取組面積 ha R2 4,204 4,410

　ほ場整備面積【累積】 ha R2 90,981 94,540

　主要園芸品目の系統販売額 億円 R2 167 200

　秋田牛の出荷頭数 頭 R2 2,844 3,683

　サキホコレの作付面積 ha R2 － 3,200

　秋田県産米のシェア ％ R2 6.29 6.24

　水田への作物作付面積（主食用米を除く） ha R2 35,841 40,400

　農業者等と実需者の新規マッチング成約件数 件 R2 179 250

　農産物の輸出額 百万円 R2 290 600

　農産物直売所の販売額 百万円 R2 6,378 6,800

基準年
指標名 単位

目標値
（R7)

第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿１ 農業の食料供給力の強化

本県の基幹的農業従事者数

出典：農林水産省「農林業センサス」
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第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿１ 農業の食料供給力の強化

方向性及び取組レベルの展開方向

方向性１ 経営力の高い担い手と新規就農者の確保・育成

法人化・農地集約化による担い手の経営基盤の強化や、移住就農を含めた多様な新

規就農者や女性農業者の確保・育成を進めるとともに、地域の雇用や農地の受け皿と

なる企業的な経営体の育成を進めます。

【主な取組】

［ 経営力の高い担い手の確保・育成 ］

(1) 農業経営の法人化・継承や集落営農の統合・連携

の促進

(2) 農地の集積・集約化による規模拡大や農業経営の

複合化の促進

(3) 外部人材を活用した実践的な研修などによる企業

的経営体の育成

(4) 地域をリードする女性農業者の育成と活躍できる

環境づくり

(5) 地域農業を支える農業団体の経営基盤強化の促進

［ 多様なルートからの新規就農者等の確保・育成 ］

(6) 就農相談やインターンシップ研修等による本県農

業の魅力の発信

(7) 研修制度の充実や農地確保への支援など新規就農

者の受入体制の強化

(8) 就農後の早期経営安定と定着に向けた総合的な立

ち上がり支援

(9) ＪＡ無料職業紹介所等による労働力の調整と労務

管理の効率化の促進

方向性２ 持続可能で効率的な生産体制づくり

効率的な生産体制の確立に向け、スマート農業の普及拡大や基盤整備を進めるとと

もに、地球環境への負荷が小さく、持続性が高い環境保全型農業等の取組の拡大を進

めます。

【主な取組】

［ 次世代農業技術等の研究開発 ］

(1) リモートセンシング等を活用した生産性向上技術

の開発

(2) 環境に配慮した防除・施肥技術の開発

(3) スマート技術体系の現場実証

［ スマート農業や環境保全型農業等の普及拡大 ］

(4) 栽培管理データのデジタル化やスマート農機の導

入の促進

(5) 有機農業や減農薬・減化学肥料栽培等の普及拡大

［ 産地づくりやスマート農業を支える基盤整備等 ］

(6) 水田の大区画化やスマート農業に対応した基盤整

備の推進

(7) 農業水利施設の保全管理やＩＣＴ等を活用した水

管理の推進

地域農業の担い手たち

女性農業者の販売促進活動

ドローンによる農薬散布

大区画ほ場での自動操舵田植機
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第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿１ 農業の食料供給力の強化

方向性３ マーケットに対応した複合型生産構造への転換

大規模生産拠点を核とした園芸・畜産の生産基盤の強化により、全国に名を馳せる

トップブランド産地の形成を進めるなど、米偏重から脱却した収益性の高い複合型生

産構造の確立を進めます。

【主な取組】

［ 全国に名を馳せる園芸産地づくり ］

(1) 大規模園芸拠点を核とした園芸産地の拡大

(2) 中山間地域の連携による小ロットな品目等の

広域産地の形成

(3) 主要園芸品目の単収・品質向上の促進

(4) 全国トップクラスの園芸品目の拡大とブラン

ド力の強化

(5) 災害に強く生産性の高い果樹産地づくり

［ 収益性の高い畜産経営体の育成 ］

(6) 大規模畜産団地等の整備による生産基盤の強化

(7) 畜産経営のステップアップに向けた生産性の

向上や効率化の促進

(8) 耕畜連携による堆肥の活用や自給飼料の生産

拡大の促進

(9) 生産者等が主体となった秋田牛・比内地鶏の

ブランド力の強化への支援

(10)安全・安心な畜産物の生産に向けた防疫体制

の強化

方向性４ 戦略的な米生産と水田のフル活用の推進

新品種「サキホコレ」のブランド確立をはじめとした秋田米の戦略的な生産・販売

を推進するとともに、水田のフル活用による収益性の高い水田農業を進めます。

【主な取組】

［ サキホコレのブランド確立 ］

(1) 高品質なサキホコレの安定供給に向

けた生産体制の確立

(2) サキホコレのブランド力を高める流

通・販売対策と戦略的な情報発信

［ 需要に応じた米生産と水田のフル活用 ］

(3) 秋田米の低コスト生産・流通体制の

確立

(4) 外食など多様なニーズに対応した秋

田米の供給体制の構築

(5) 大豆や園芸品目等の戦略作物の生産

拡大

りんご「秋田紅あかり」 「比内地鶏」

「サキホコレ」名称発表 実りの秋を
迎えた水田

「秋田牛」 「NAMAHAGEダリア」

園芸メガ団地

菌床しいたけ
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第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿１ 農業の食料供給力の強化

方向性５ 農産物のブランド化と流通・販売体制の整備

多様化する国内外のニーズに対応した商品・産地づくりや流通体制の構築を図ると

ともに、６次産業化による県産農産物の付加価値の向上を進めます。

【主な取組】

［ 農産物のブランド化 ］

(1) 実需者の多様なニーズに対応した県産農産物のマッ

チングの強化

(2) 国内外に通用するトップブランド農産物の創出

(3) 加工・業務用向けの商品づくりと販路拡大への支援

(4) 県産農産物のブランド化に向けたプロモーションの

展開

［ 輸出ルートの多角化と産地づくり ］

(5) 輸出企業と連携したルートの多角化による県産農産

物の輸出の促進

(6) 輸出に取り組む農業者への支援と産地づくり

(7) インバウンド需要の多い沖縄を拠点とした県産農産

物のブランド化と流通の促進

［ ６次産業化の促進 ］

(8) 異業種間連携による６次化商品の開発・販売の促進

(9) 漬物など県産農産物を活用した加工品の製造への支

援

方向性６ 秋田の「食」のブランド化と県産食品の販売促進

消費者のニーズを捉えた新商品の開発や戦略的なブランディングを進めるとともに、

多様な流通チャネルを活用した県産食品の国内外への戦略的な販売を促進します。

【主な取組】

(1) 研修等を通じたネットワークの拡大や人づくりによ

る商品開発力の強化

(2) 酒米新品種を活用した高品質な県産清酒や米加工品

等の開発への支援

(3) 県産低利用素材等の有する機能性成分を活用した新

商品の開発への支援

(4) 資源循環型日本酒製造モデルの確立・普及

(5) 展示会への出展等による販路拡大とＳＮＳ等を活用

した情報発信の促進

(6) 輸出対象国のニーズに対応した商品開発と商談会等

の実施への支援

(7) 輸出事業者の拡大に向けた共同輸送への支援と事業

者ネットワークの構築

(8) ネット取引等の拡大に向けた取組への支援

(9) 誘客ツールとなり得る魅力的な「食」の発掘・磨き

上げとＳＮＳ等を活用した情報発信の促進

(10)発酵ツーリズム拠点施設の整備や発酵食品を使った

新商品の開発への支援

「金蜜花火®」

台湾でのりんご試験販売

百田・一穂積を使用した日本酒
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目指す姿２ 林業・木材産業の成長産業化

「伐って・使って・植える」という森林資源の循環利用により、林業・木材産

業の成長産業化と森林の多面的機能の持続的な発揮の両立を目指します。

現状と課題

[ カーボンニュートラルの実現への貢献 ]
我が国の「2050年カーボンニュートラル」の

実現に向け、森林による二酸化炭素の吸収や木

材による炭素の貯蔵効果に期待が高まる中、豊

富な森林資源を有する本県の役割が注目されて

います。

[ 再造林の伸び悩み ]
利用期を迎えたスギ人工林の皆伐が進む中に

あって、将来の森林資源の確保をはじめ、森林

の若返りによる二酸化炭素吸収量の向上や、多

面的機能の持続的な発揮に不可欠な再造林の実

施が、林業経営の採算性の低迷等を背景に伸び

悩んでいます。
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再造林面積(ha) 再造林率(%)

年 実績値

　新規林業就業者数 人 R2 122 134

　再造林面積 ha R2 332 750

　素材生産量（燃料用を含む） 千㎥ R2 1,425 1,900

　スギ製品の出荷量 千㎥ R2 530 752

　森づくり活動等への参加者数 人 R2 12,758 24,000

基準年
指標名 単位

目標値
（R7)

第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿２ 林業・木材産業の成長産業化

豊富な森林資源

再造林面積の推移

出典：林業木材産業課調べ
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第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿２ 林業・木材産業の成長産業化

方向性及び取組レベルの展開方向

方向性１ 次代を担う人材の確保・育成

秋田林業大学校を核として、高度な技術を有した即戦力となる人材を育成するとと

もに、多様な人材が就業・定着しやすい環境整備を進めます。

【主な取組】

［ 即戦力となる人材の育成 ］

(1) 実践的な研修による高い技術とマネジメント

能力を有する人材の育成

(2) 高性能林業機械やＩＣＴ等を活用した新しい

林業に対応できる人材の育成

［ 新規就業者の確保・育成 ］

(3) 無料職業紹介所等を通じた林業従事者の確保

(4) 移住を含めた多様な新規就業者の確保・育成

(5) 就業者の定着に向けた労働環境の改善の促進

方向性２ 再造林の促進

林業経営体への造林地の集積や低コスト・省力造林技術の普及拡大により、再造林

を促進します。

【主な取組】

［ 林業経営体への造林地の集積 ］

(1) 林業経営体が植栽から保育・管理までを担う仕組みの構築

(2) 森林所有者に収支プランを示しながら再造林を提案できる人材の育成

［ スマート林業など低コスト・省力造林技術の普及拡大 ］

(3) 実践フィールドの活用等による低コスト・省力造林技術の普及

(4) 優良な苗木の開発と安定供給体制の構築

(5) 造林・保育分野へのスマート技術の導入の促進

秋田林業大学校の研修生

下刈り作業の機械化植栽作業 スギのコンテナ苗

高性能林業機械のメンテナンス講習林業大学校での実習 高性能林業機械を活用した実習
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第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿２ 林業・木材産業の成長産業化

方向性３ 木材の生産・流通体制の整備と利用の促進

川上から川下まで一体となった木材総合加工産地の確立に向け、低コストで安定的

な木材の生産・流通体制を構築するとともに、木材製品の加工・流通体制の強化や、

国内外における県産材の販路拡大を進めます。

【主な取組】

［ 原木供給力と加工・流通体制の強化 ］

(1) 路網整備と高性能林業機械を組み合わせた効率的な

生産体制の構築

(2) 原木需要の拡大に対応できる円滑な流通システムの

構築

(3) 多様なニーズに対応した高品質な木材製品の生産・

供給体制の構築

(4) 木質チップの安定供給に向けた生産・利用体制の整

備の促進

［ 県産材の販路の拡大 ］

(5) 住宅分野における外材や他県産材から県産材への転

換の促進

(6) 非住宅分野における一般流通材の活用の促進

(7) 県内企業による製材品の輸出の促進

方向性４ 森林の有する多面的機能の発揮の促進

水源かん養機能など森林が持つ多面的な機能が十分に発揮されるよう、森林所有者

に加え、ボランティアや市町村など多様な主体による森林整備を進めるとともに、森

林病害虫対策や景観保全に向けた取組を促進し、森林の健全化を進めます。

【主な取組】

［ 多様な主体による健全な森林づくり ］

(1) 森林経営管理制度に基づく市町村が主体となった森

林整備の促進

(2) ボランティア団体や学校等が行う森林整備活動の促

進

［ 森林病害虫対策と景観保全 ］

(3) 市町村や森林組合等が行う森林病害虫対策の促進

(4) 生活環境や景観の保全につながる里山林整備の促進

原木運搬車

無人ヘリによる松くい虫薬剤散布

森林経営管理制度の推進の基礎データ
となる航空レーザによる測量

木材加工施設

高性能林業機械路網整備

県産材を利用した住宅
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目指す姿３ 水産業の持続的な発展

若年層を中心に新規就業者が安定的に確保されるとともに、海洋環境の変化に

対応した収益性の高い魚種の資源量が維持される中で、効率的・安定的な操業と

販売力の強化を実現することにより、水産業の持続的な発展を目指します。

現状と課題

[ 水産業の担い手不足の深刻化 ]
後継者不足や高齢化の進行等により、漁業就業者数は年々減少しており、水産業の労

働力不足と活力低下が深刻化しています。

[ 海洋環境の変化による影響 ]
地球温暖化による気候変動に伴い、海洋環境が変化しており、本県においても水揚げ

される魚種や漁獲量が毎年大きく変動しているため、これまでと同じ操業では、漁業者

が安定した所得を確保することが難しくなっています。

[ ロット不足による市場価格の低迷 ]
本県の水産物は、多種多様な魚介類が獲

れるという強みがある一方で、ロットが小

さいため、一般的な市場流通では低価格で

取引される場合があります。
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サケ ブリ類 マダイ ハタハタ

全国 秋田県
(円/kg)

年 実績値

　新規漁業就業者数（60歳未満） 人 R2 10 10

　つくり育てる漁業対象種の生産額 百万円 R2 457 541

　蓄養殖等に取り組む漁業経営体数【累積】 経営体 R2 17 90

　安全係船岸の充足率 ％ R2 61 64

基準年
指標名 単位

目標値
（R7)

第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿３ 水産業の持続的な発展

出典：農林水産省 ｢漁業・養殖業生産統計｣、｢漁業産出額｣

魚種別の市場単価の比較(R元)
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第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿３ 水産業の持続的な発展

方向性及び取組レベルの展開方向

方向性１ 次代を担う人材の確保・育成

新規就業者の確保に向け、漁業就業の啓発活動や各種研修制度の充実を図るととも

に、経営能力の向上による中核的漁業者の育成や、技術継承の円滑化に向けた体制の

整備を進めます。

【主な取組】

［ 新規就業者の確保・育成 ］

(1) 高校生等を対象とした漁業就業の啓発活動の展開

(2) 就業希望者を対象とした漁業体験や技術習得研修

の実施

［ 漁業者の経営力の強化 ］

(3) 経営管理能力の向上に向けた研修の実施

(4) ＩＣＴ等の新技術の導入に向けた実証試験や研修

の実施

方向性２ つくり育てる漁業の推進

環境の変化を見据えた収益性の高い魚種の種苗生産や、ハタハタをはじめとした重

要魚介類の効果的な資源管理等による“つくり育てる漁業”を進めるとともに、漁場

や生育環境の保全による内水面漁業の健全な振興を図ります。

【主な取組】

［ 収益性の高い魚種の増殖と効果的な資源管理 ］

(1) キジハタやアワビなど収益性の高い魚種の種苗生産

技術の開発と改良

(2) トラフグの種苗生産・放流と育成技術の開発

(3) サケの種苗放流と新たな放流技術の開発

(4) 資源管理の基礎となる科学的データの蓄積と分析

(5) 漁業者が行うハタハタの自主的な資源管理の促進

［ 内水面漁業の振興 ］

(6) 種苗生産体制の維持に向けた内水面養殖業者の育成

(7) カワウなど害敵の駆除による資源の保全

漁業研修

トラフグ

ハタハタのふ化放流

キジハタ

トラフグの種苗生産 カワウ

サケの稚魚
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第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿３ 水産業の持続的な発展

方向性３ 漁業生産の安定化と水産物のブランド化

ＩＣＴの導入などスマート漁業の普及拡大による操業の効率化や、漁業生産の安定

化に向けた蓄養殖の技術の確立を進めるとともに、漁業所得向上のための販売力の強

化や水産物の高付加価値化を進めます。

【主な取組】

［ スマート漁業の普及拡大と蓄養殖の技術確立 ］

(1) 海況データ等に基づく漁場予測システムの展開

(2) 漁獲情報のデジタル化に向けた機器導入等の促進

(3) サーモン、クルマエビ等の蓄養殖の現地実証

(4) ブリ、サクラマス等の蓄養殖技術の開発

［ 販売力の強化と水産物の高付加価値化 ］

(5) 漁師直売の仕組みづくりとオンライン販売に向け

た環境の整備

(6) 新たな鮮度保持技術の導入や加工品開発の促進

(7) 多様化する実需者ニーズに対応したマッチング等

への支援

方向性４ 漁港・漁場の整備

海域の生産力を高める魚礁・藻場の造成・保全や天然漁場の環境改善等を進めると

ともに、水産物の生産・流通の拠点となる漁港施設の機能強化と災害に強い漁港づく

りを進めます。

【主な取組】

［ 海域の生産力の向上に向けた漁場整備 ］

(1) 魚礁・増殖場の計画的な整備

(2) 底質改善に向けた海底耕耘の実施

(3) 漁港ストックの利活用に向けた施設の改良・更新

［ 漁港施設の機能強化と長寿命化 ］

(4) 水産物の生産・流通機能や防災対応力の強化に向

けた漁港施設の整備

(5) 漁港施設の機能維持のための保全対策の実施

蓄養殖の実証試験

魚礁全景

水中の魚礁

直売に取り組む若手漁業者ブリ 道の駅での漁師直売
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目指す姿４ 農山漁村の活性化

中山間地域ならではの農業・農村ビジネスの振興や、半農半Ｘなど新たな兼業スタイ

ルの普及により、関係人口や定住人口の拡大が進むなど、多様な人材が活躍する農山漁

村の実現を目指します。

また、安全・安心な地域づくりに向け、激甚化する自然災害に備えた防災・減災対策

や老朽化施設の長寿命化対策を推進します。

現状と課題

[ 農山漁村の活力低下 ]
条件が不利な中山間地域等において、平場以上

に人口減少・農林水産業の担い手不足が進行する

など、農山漁村の活力低下が懸念されています。

[ 農地や森林の荒廃 ]
深刻化する担い手・労働力不足を背景に、適正

な管理が行われないことによる農地や森林の荒廃

が懸念されており、里地里山の持つ多面的機能の

発揮が難しくなっています。

[ 激甚化する自然災害や施設の老朽化の進行 ]

我が国では、大雨の頻度や強度が増加しており、

気候変動の影響による自然災害が激甚化・頻発化

していることから、防災・減災・国土強靱化の取

組の強化が求められています。

また、基幹的農業水利施設や漁港海岸保全施設、

治山施設等の老朽化が進行しており、計画的な修

繕・更新の実施が求められています。

年 実績値

　中山間地域のブランド特産物数【累積】 件 R2 22 34

　新たな農村ビジネスの取組件数【累積】 件 R2 － 12

　農村関係人口 人 R2 6,518 11,200

　農村地域づくり活動サポート人材の育成数【累積】 人 R2 － 40

　農地保全活動面積 ha R2 101,908 104,400

　防災対策工事に着手した防災重点農業用ため池数【累積】 箇所 R2 － 52

　長寿命化対策に着手した基幹的農業水利施設数【累積】 箇所 R2 － 38

　漁港施設の修繕措置着手率 ％ R2 － 100

基準年
指標名 単位

目標値
（R7)

第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿４ 農山漁村の活性化

農地の保全活動

大雨による農業用ため池の決壊
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第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿４ 農山漁村の活性化

方向性及び取組レベルの展開方向

方向性１ 中山間地域における特色ある農業の振興

条件が不利な中山間地域においても一定の農業所得を確保できるよう、地域資源を

活用した地域特産物のブランド化や、中山間地域の連携による広域産地化などを進め

ます。

【主な取組】

(1) 中山間地域ならではのキラリと光る地域特産

物のブランド化

(2) 中山間地域の連携による小ロットな品目等の

広域産地の形成

方向性２ 地域資源を生かした多様な農村ビジネスの促進

中山間地域の農業に観光や教育等の他分野を組み合わせることにより、新たな農村

ビジネスの創出と交流人口の拡大を進めます。

【主な取組】

［ 新ビジネスの創出 ］

(1) 農業体験を核とした滞在型旅行など農村なら

ではのビジネスの創出

(2) 農家レストランや加工品開発など食を起点と

したビジネスの創出

［ 交流人口の拡大 ］

(3) 農家民宿等におけるワーケーション等の受入

体制の整備

(4) 食や伝統文化を生かした都市農村交流等の地

域づくり活動の展開

冷涼な気候に適したリンドウ

農家民宿での新たなニーズへの対応

あきた伝統野菜

高冷地でも栽培可能なブルーベリー

農業体験を組み入れた教育旅行 農泊でのインバウンド受入
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第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿４ 農山漁村の活性化

方向性３ 新たな兼業スタイルによる定住の促進

「田園回帰」の流れを捉えて移住就農の拡大を進めるとともに、半農半Ｘなど新た

な兼業スタイルの普及により、農山漁村地域への定住等を促進します。

【主な取組】

［ 移住就農の拡大 ］

(1) 就農相談やインターンシップ研修等による本

県農業の魅力の発信【再掲】

(2) 研修制度の充実や農地確保への支援など新規

就農者の受入体制の強化【再掲】

(3) 就農後の早期経営安定と定着に向けた総合的

な立ち上がり支援【再掲】

［ 新たな兼業スタイルの普及 ］

(4) 半農半Ｘなど多様なライフスタイルの実現に

向けた体制づくり

(5) 地域活性化に向けた活動を支援する人材や運

営組織の育成

方向性４ 里地里山の保全管理と鳥獣被害対策の推進

里地里山の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動等による適

切な保全管理を進めるとともに、農作物の鳥獣被害防止対策や野生動物の出没抑制に

つながる里山整備を促進します。

【主な取組】

［ 農地の保全と活用 ］

(1) 農地や農業用施設の適切な管理に向けた共同活動や営農継続の促進

(2) 遊休農地の発生防止と再生利用の促進

［ 多様な主体による健全な森林づくりと鳥獣被害対策の推進 ］

(3) 森林経営管理制度に基づく市町村が主体となった森林整備の促進【再掲】

(4) ボランティア団体や学校等が行う森林整備活動の促進【再掲】

(5) 市町村計画に基づく被害防止施策の実施体制の整備や農作物の鳥獣被害防止対策の

促進

(6) 野生動物の出没抑制につながる里山整備の促進

半農半Ｘ（リモートワーク）

里地里山の風景 共同での草刈り作業 小学生による植樹活動

半農半Ｘ（農作業）
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第３編 目指す姿を実現するための施策展開
目指す姿４ 農山漁村の活性化

方向性５ 安全・安心な地域づくりと施設の長寿命化の推進

気候変動の影響による災害リスクの高まりを踏まえ、流域全体で洪水被害等の軽減

を図る流域治水や、ハード・ソフト一体となった防災・減災対策を進めるとともに、

農業水利施設や治山施設等の計画的な修繕・更新を実施します。

【主な取組】

(1) 農業用ため池や田んぼダム等を活用した洪水被

害軽減対策の促進

(2) 保安林の整備等による森林の公益的機能の向上

(3) 防災重点農業用ため池等の防災・減災対策と治

山対策の推進

(4) 基幹的農業水利施設・漁港海岸保全施設・治山

施設等の計画的な修繕・更新の実施

自動排水栓を活用した田んぼダム

治山対策による森林の保全 防災重点農業用ため池の改修 農業水利施設（排水ポンプ）更新
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第４編

農林水産業の展望
～10年後の姿～
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１ 主要指標（基本フレーム）

（１） 農 業

農家戸数や農業就業者数は減少すると見込まれますが、地域農業を牽引する経営力の高い

担い手の育成、マーケットに対応した効率的な生産体制の確立、農産物のブランド化・高付

加価値化の推進などにより、農業の食料供給力の強化を目指します。

（２） 林 業

低コストで安定的な木材の生産・流通体制を構築するとともに、木材製品の加工・流通体

制の強化、国内外における県産材の販路拡大を進め、川上から川下まで一体となった木材総

合加工産地の確立を目指します。

（３） 水産業

つくり育てる漁業の推進による魚介類資源の維持・増大、スマート漁業や蓄養殖の推進に

よる操業の効率化・安定化、漁師直売の拡大などによる販売力の強化や高付加価値化の実現

により、水産業の持続的な発展を目指します。

(B/A) (C/A)

 農業産出額 R2 1,898 2,000 2,100 105.4% 110.6%

 林業産出額 R元 162 219 232 134.9% 143.5%

 　うち生しいたけ R元 36 49 51 134.8% 140.2%

 漁業産出額 R元 26 27 28 103.7% 108.1%

2,086 2,246 2,361 107.6% 113.2%

 総農家数 R2 37,116 34,688 31,074 93.5% 83.7%

 認定農業者数 R2 9,246 8,354 7,760 90.4% 83.9%

 集落型農業法人数 R2 353 381 400 107.9% 113.3%

 漁業経営体数 H30 632 400 322 63.3% 50.9%

 農業就業者数 R2 38,047 30,913 26,160 81.2% 68.8%

 林業従事者数 R元 1,360 1,389 1,428 102.1% 105.0%

 漁業就業者数 H30 773 541 463 70.0% 59.9%

 耕地面積 R元 147,100 144,450 142,650 98.2% 97.0%

 スギ人工林整備面積 R元 6,971 7,474 8,468 107.2% 121.5%

増減率

計

項目
基準年

（Ａ）

Ｒ７年

（Ｂ）

Ｒ11年

（Ｃ）

産出額
（億円）

農林漁家
（戸）

労働力
（人）

生産基盤
（ha）

第４編 農林水産業の展望
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第４編 農林水産業の展望

２ 産出額

（１） 農業産出額

○ 主要作目の作付面積・生産量・単価の推計をベースに産出額を推定しました。

○ 農業産出額は令和７年で2,000億円、令和11年で2,100億円を見込んでいます。

○ 大規模園芸拠点を核としたえだまめやねぎなどの園芸産地の拡大や、大規模畜産団地によ

る豚や肉用牛の生産基盤の強化などにより、野菜等や畜産の産出額の増加を見込んでいます。

○ 一方、米については、複数年続くとみられる米価下落の影響や需要に応じた生産により、

基準年を下回ることを見込んでいます。

（２） 林業産出額

○ 木材生産量・需要量・単価の推計をベースに産出額を推定しました。

○ 皆伐の増加に伴う素材生産量の増加や、菌床しいたけの生産拡大などにより、林業産出額

は令和７年で219億円、令和11年で232億円を見込んでいます。

○ 特用林産物である生しいたけについては、令和元年度及び２年度に京浜中央卸売市場にお

ける「販売量・販売額・販売単価」の三冠王を達成しており、令和７年で49億円、令和11年

で51億円を見込んでいます。

（３） 漁業産出額

○ 主要魚種の漁獲量・単価などによるすう勢値をベースに、スマート漁業・蓄養殖・オンラ

イン販売など新たな取組による増加を考慮して、産出額を推定しました。

○ アワビ・トラフグ等の収益性の高い魚介類資源の維持、適切な資源管理によるハタハタの

漁獲量の回復、蓄養殖や漁師直売の推進による生産の安定化や高付加価値化により、漁業産

出額は令和７年で27億円、令和11年で28億円を見込んでいます。

（単位：億円）

(B/A) (C/A) (B-A) (C-A)

1,898 100.0% 2,000 100.0% 2,100 100.0% 105.4% 110.6% 102 202

 米 1,078 56.8% 1,012 50.6% 1,046 49.8% 93.9% 97.0% △ 66 △ 32

 野菜 307 16.2% 360 18.0% 390 18.6% 117.3% 127.0% 53 83

 果樹 89 4.7% 81 4.1% 84 4.0% 91.0% 94.4% △ 8 △ 5

 花き 26 1.4% 33 1.7% 35 1.7% 126.9% 134.6% 7 9

 畜産 365 19.2% 475 23.8% 503 24.0% 130.1% 137.8% 110 138

 その他 33 1.7% 39 2.0% 42 2.0% 118.2% 127.3% 6 9

162 100.0% 219 100.0% 232 100.0% 134.9% 143.5% 57 70

 うち生しいたけ 36 22.5% 49 22.5% 51 22.0% 134.8% 140.2% 13 15

26 － 27 － 28 － 103.7% 108.1% 1 2

※ 基準年：｢農業産出額｣はＲ２、｢林業産出額｣と｢漁業産出額｣はＲ元。　　※ ｢野菜｣には｢いも類｣を含む。

増減率 増減

 農業産出額

 林業産出額

 漁業産出額

項目
基準年

（Ａ）

Ｒ７年

（Ｂ）

Ｒ11年

（Ｃ）
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第４編 農林水産業の展望

３ 農家戸数

○ 平成17年から令和２年までの15年間の変化をもとに回帰分析で推定しました。

○ 総農家数は、令和11年には令和２年の約84％まで減少しますが、担い手への農地集積が進み、

経営の大規模化の進展が見込まれます。

４ 労働力

（１） 農業就業者数

○ 基幹的農業従事者は、平成27年から令和２年までの推移からコーホート法により、雇用者

及び役員・構成員は、平成17年から令和２年までの推移から回帰分析により推定しました。

○ 農業就業者は、令和７年で30,913人、令和11年で26,160人まで減少すると予想されます。

（２） 林業従事者数

○ スギ人工林が本格的な伐期を迎え、素材生産量が増加する中、秋田林業大学校を核として、

即戦力となる人材の確保・育成が進むことなどにより、林業従事者は増加していくと見込ん

でいます。

（３） 漁業就業者数

○ 平成25年から平成30年までの推移からコーホート法及び回帰分析により推定しました。

○ 新規就業者の確保等により、39歳以下の割合は、令和７年で18％、令和11年で22％になる

ものと見込まれます。

（単位：戸）

(B/A) (C/A) (B-A) (C-A)

37,116 34,688 31,074 93.5% 83.7% △ 2,428 △ 6,042

 うち販売農家数 27,780 24,671 21,278 88.8% 76.6% △ 3,109 △ 6,502

増減率 増減

 総農家数

項目
Ｒ２年
基準年
（Ａ）

Ｒ７年

（Ｂ）

Ｒ11年

（Ｃ）

（単位：人）

(B/A) (C/A) (B-A) (C-A)

R2 38,047 100.0% 30,913 100.0% 26,160 100.0% 81.2% 68.8% △ 7,134 △ 11,887

 基幹的農業従事者 R2 33,720 88.6% 25,217 81.6% 19,847 75.9% 74.8% 58.9% △ 8,503 △ 13,873

 雇用者(常雇い) R2 2,074 5.5% 2,457 7.9% 2,657 10.2% 118.5% 128.1% 383 583

 役員・構成員 ※ R2 2,253 5.9% 3,239 10.5% 3,656 14.0% 143.8% 162.3% 986 1,403

R元 1,360 － 1,389 － 1,428 － 102.1% 105.0% 29 68

H30 773 100.0% 541 100.0% 463 100.0% 70.0% 59.9% △ 232 △ 310

 15～39歳 H30 85 11.0% 99 18.3% 103 22.2% 116.5% 121.2% 14 18

 40～64歳 H30 219 28.3% 143 26.4% 133 28.7% 65.3% 60.7% △ 76 △ 86

 65歳以上 H30 469 60.7% 299 55.3% 227 49.0% 63.8% 48.4% △ 170 △ 242

※ 「役員・構成員」は、農業に年間150日以上従事する者

増減率 増減

 農業就業者

 林業従事者

 漁業就業者

項目
基準年
（Ａ）

Ｒ７年
（Ｂ）

Ｒ11年
（Ｃ）

-58-



第４編 農林水産業の展望

５ 生産基盤

○ 耕地面積は、農地の開発・造成、農地のかい廃から推計して、令和７年で144,450ha、令和11

年で142,650ha程度になると推定されます。

○ スギ人工林整備面積は、造林や下刈、間伐等で、令和７年に7,474ha、令和11年に8,468haの森

林整備量を見込んでいます。

（単位：ha）

(B/A) (C/A) (B-A) (C-A)

147,100 100.0% 144,450 100.0% 142,650 100.0% 98.2% 97.0% △ 2,650 △ 4,450

 田 128,900 87.6% 127,600 88.3% 126,720 88.8% 99.0% 98.3% △ 1,300 △ 2,180

 畑 18,200 12.4% 16,850 11.7% 15,930 11.2% 92.6% 87.5% △ 1,350 △ 2,270

6,971 － 7,474 － 8,468 － 107.2% 121.5% 503 1,497

増減率 増減

 耕地面積

 スギ人工林整備面積

項目
Ｒ元年
基準年
（Ａ）

Ｒ７年

（Ｂ）

Ｒ11年

（Ｃ）
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認定農業者(48.9%)
  （個別経営）

  　72.0千ha　
 　 9,061戸

認定農業者(13.5%)
   （法　人）

 
　　19.8千ha　
 　　705法人

今後育成すべき農業者( 5.4%)   8.0千ha/5,194戸

水稲＋複合部門　31.8千ha　(21.6%)

   

①野菜  25.2千ha/ 3,866戸（6.5ha/戸）    

②花き   1.9千ha/   254戸（7.5ha/戸）

③果樹   1.7千ha/   256戸（6.8ha/戸）

④畜産   3.0千ha/   434戸（6.8ha/戸）

専作経営　1.6千ha　(1.1%)

①野菜    417ha/ 159戸 （2.6ha/戸）

②花き　  114ha/　43戸 （2.7ha/戸）

③果樹　  382ha/ 153戸 （2.5ha/戸）

④畜産    714ha/ 119戸 （6.0ha/戸）

①土地利用型/集落型（米、大豆主体）  (5.8%)

    8.5千ha/192法人（44ha/法人）
②複合型/集落型（水稲＋野菜・花き等）(3.7%)

　  5.5千ha/127法人（43ha/法人）
③土地利用型/個別（米、大豆主体）    (1.7%)
　  2.5千ha/121法人（21ha/法人）

④複合型/個別（水稲＋野菜・花き等）  (1.4%)
　  2.1千ha/ 80法人（27ha/法人）

⑤園芸専作型（野菜、花き、果樹）　 　(0.5%)
      772ha/110法人（ 7ha/法人）
⑥畜産専作型                         (0.3%)

      472ha/ 75法人（ 6ha/法人）

令和元年
担い手の集積率(%)  75.4％
うち認定農業者　　 62.4％

集落営農            ( 7.6%)　11.3千ha/  374組織

その他農業者       （24.6%） 36.1千ha

水稲が主(26.2%)
　38.5千ha/3,777戸（10.2ha/戸）
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認定農業者(50.8%)
  （個別経営）

 
    73.4千ha
    7,397戸

認定農業者(23.6%)
   （法　人）

    34.1千ha
     957法人

令和７年
担い手の集積率(%)   85.0％
うち認定農業者　　　74.4％　

①土地利用型/集落型（米、大豆主体） (11.3%)

　 16.4千ha/229法人（72ha/法人）
②複合型/集落型（水稲＋野菜・花き等）(5.8%)
　  8.3千ha/152法人（55ha/法人）

③土地利用型/個別（米、大豆主体）    (3.1%)
　  4.5千ha/222法人（20ha/法人）

④複合型/個別（水稲＋野菜・花き等）  (2.4%)
　  3.5千ha/136法人（25ha/法人）
⑤園芸専作型（野菜・花き・果樹）     (0.6%)

 　   916ha/130法人（ 7ha/法人）
⑥畜産専作型別                     　(0.4%)

      536ha/ 88法人（ 6ha/法人）

①野菜　35.6千ha/ 3,840戸（9.3ha/戸）

②花き   2.7千ha/   274戸（9.8ha/戸）

③果樹   2.6千ha/   275戸（9.5ha/戸）
④畜産   4.5千ha/ 　472戸（9.5ha/戸）

①野菜    497ha/ 173戸　（2.9ha/戸）

②花き    132ha/  46戸  （2.9ha/戸）

③果樹    465ha/ 165戸　（2.8ha/戸）
④畜産    771ha/ 128戸  （6.0ha/戸）

水稲が主(18.1%)
　26.2千ha/2,024戸（20ha/戸）

水稲＋複合部門(31.4%)
45.4千ha/4,861戸

専作経営(1.3%)
1,865ha/ 512戸

集落営農            ( 6.5%)　 9.3千ha/  226組織　

その他農業者        (15.0%)　21.7千ha

今後育成すべき農業者( 4.1%)   5.9千ha/2,700戸

新
規
就
農
者

誘
導

-61-



認定農業者(48.9%)
  （個別経営）

　  72.0千ha　
    9,061戸

認定農業者(13.5%)
   （法　人）

 
  　19.8千ha　
 　  705法人

今後育成すべき農業者( 5.4%)    8.0千ha/ 5,194戸

水稲＋複合部門　31.8千ha　(21.6%)

①野菜  25.2千ha/ 3,866戸（6.5ha/戸）    

②花き   1.9千ha/   254戸（7.5ha/戸）

③果樹   1.7千ha/   256戸（6.8ha/戸）

④畜産   3.0千ha/   434戸（6.8ha/戸）

専作経営　1.6千ha　(1.1%)

①野菜　  417ha/ 159戸 （2.6ha/戸）

②花き　  114ha/　43戸 （2.7ha/戸）

③果樹 　 382ha/ 153戸 （2.5ha/戸）

④畜産    714ha/ 119戸 （6.0ha/戸）

①土地利用型/集落型（米、大豆主体）  (5.8%)

    8.5千ha/192法人（44ha/法人）
②複合型/集落型（水稲＋野菜・花き等）(3.7%)
　  5.5千ha/127法人（43ha/法人）
③土地利用型/個別（米、大豆主体）    (1.7%)
　  2.5千ha/121法人（21ha/法人）

④複合型/個別（水稲＋野菜・花き等）  (1.4%)
　  2.1千ha/ 80法人（27ha/法人）
⑤園芸専作型（野菜、花き、果樹）　 　(0.5%)

      772ha/110法人（ 7ha/法人）
⑥畜産専作型                         (0.3%)

      472ha/ 75法人（ 6ha/法人）

令和元年
担い手の集積率(%)  75.4％

うち認定農業者　　 62.4％

その他農業者       （24.6%）　36.1千ha

集落営農            ( 7.6%)　 11.3千ha/   374組織

水稲が主(26.2%)
　38.5千ha/3,777戸（10.2ha/戸）
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認定農業者(29.5%)
   （法　人）

    42.2千ha
    1,130法人

認定農業者(54.3%)
  （個別経営）
 
    77.4千ha

    6,630戸

令和11年
担い手の集積率(%)   90.0％
うち認定農業者　　　83.8％　

①野菜　44.0千ha/ 4,000戸（11ha/戸）

②花き   3.3千ha/   300戸（11ha/戸）

③果樹   3.3千ha/   300戸（11ha/戸）

④畜産   5.7千ha/　 520戸（11ha/戸）

①野菜    570ha/190戸　（3ha/戸）

②花き    150ha/ 50戸  （3ha/戸）

③果樹    540ha/180戸　（3ha/戸）

④畜産    840ha/140戸  （6ha/戸）

水稲が主(13.3%)
　19千ha/ 950戸（20ha/戸）

水稲＋複合部門(39.5%)
56.3千ha/5,120戸

専作経営(1.5%)
2,100ha/ 560戸

集落営農    ( 6.2%)　　8.8千ha/ 138組織　

その他農業者(10.0%)   14.3千ha

①土地利用型/集落型（米、大豆主体） (14.3%)

　 20.4千ha/240法人（85ha/法人）
②複合型/集落型（水稲＋野菜・花き等）(6.7%)
　  9.6千ha/160法人（60ha/法人）
③土地利用型/個別（米、大豆主体）    (4.2%)
　  6.0千ha/300法人（20ha/法人）

④複合型/個別（水稲＋野菜・花き等）  (3.2%)
　  4.5千ha/180法人（25ha/法人）
⑤園芸専作型（野菜・花き・果樹）     (0.7%)

 　 1,050ha/150法人（ 7ha/法人）
⑥畜産専作型別                     　(0.4%)

      600ha/100法人（ 6ha/法人）
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ブランク
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第５編

経営モデル
（営農類型）
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営農類型の主な前提条件

○ 年間総労働時間2,000時間以内の水準を達成しつつ、不足分は臨時雇用で対応。

○ 地域の他産業従事者１人当たりの所得と均衡する年間農業所得450万円以上を達成。

○ 農業経営の複合化を推進すべく、主要園芸品目から特に推進する品目を選定。

※ 年間農業所得450万円は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」による他産業従事者の所得

から試算した値と同程度とした。

１ 営農類型

(1) 個別経営体 25類型

＜土地利用型＞ ２類型

① 水稲＋大豆 20ha規模（自作地4ha＋借地16ha）

② 水稲＋飼料用米＋加工用米 20ha規模（自作地4ha＋借地16ha）

＜水稲＋複合＞ 15類型

① 水稲＋野菜 （６類型）えだまめ、ねぎ、アスパラガス、トマト、きゅうり、すいか

11ha規模（自作地 4ha＋借地 7ha）

② 水稲＋花き （３類型）キク類、リンドウ、ダリア

11ha規模（自作地 4ha＋借地 7ha）

③ 水稲＋果樹 （３類型）りんご、りんご＋おうとう、りんご＋もも

11ha規模（自作地 4ha＋借地 6ha＋樹園地 1.3ha）

④ 水稲＋きのこ （１類型）菌床しいたけ

11ha規模（自作地 4ha＋借地 7ha＋施設用地 20a）

⑤ 水稲＋畜産 （２類型）肉用牛（繁殖）、比内地鶏

11ha規模（自作地 4ha＋借地 7ha＋施設用地 7～15a）

＜単 一 経 営＞ ６類型

野菜、花き、果樹
単一

ねぎ、えだまめ、キク類＋トルコギキョウ、りんご、

畜産、きのこ 肥育牛（繁殖肥育一貫）、菌床しいたけ

＜新規就農者＞ ２類型

野菜、花き 単一 ねぎ、キク類＋トルコギキョウ

(2) 組織経営体 ５類型

① 大規模土地利用型 （２類型） 85ha規模（借地 85ha）水稲＋大豆、水稲＋飼料用米

② 複合型 （３類型） 60ha規模（借地 60ha）水稲＋大豆＋野菜（ねぎ）

水稲＋大豆＋野菜（えだまめ）

水稲＋加工用米＋花き（キク類）

第５編 経営モデル（営農類型）
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第５編 経営モデル（営農類型）

２ 労働力

(1) 個別経営体

家族労働力 ３人 または ２人

（ 主たる従事者１人とし、残りは補助労働者として年間所得800,000円/人を想定）

(2) 組織経営体

① 大規模土地利用型 85ha規模 主たる従事者５人

② 複合型 60ha規模 主たる従事者５人

(3) 雇用労働力

以下の旬当たり労働時間を超えた場合は、雇用労働力の活用を想定。

① 家族労働力３人 ：216時間（家族労働力２人：144時間）

② 主たる従事者５人：360時間

３ 主食用米作付割合

水田面積の60％（転作率40％） ※ 令和２年産米の県の「生産の目安」／水田台帳面積

＜参考＞

経営指標値

① 主食用米 収量570㎏/10a 単価12,800円/60㎏（213円/㎏）

② 飼料用米 収量720㎏/10a 単価 540円/60㎏（ 9円/㎏）

交付金117,000円/10a（水田活用直接支払105,000円＋複数年契約12,000円）

③ 加工用米 収量690㎏/10a 単価9,000円/60㎏（150円/㎏）

交付金 20,000円/10a（水田活用直払20,000円）

④ 大 豆 収量210㎏/10a 単価8,329円/60㎏（138円/㎏）

交付金 49,755円/10a（畑作物交付金14,755円＋水田活用交付金35,000円）

⑤ 野菜・花き・果樹 ＪＡ系統取扱 直近５年中庸３年平均単価

⑥ 畜 産 直近５年中庸３年の市場及び実態調査の平均単価

⑦ 支払地代 11,000円/10a（各市町村の農地賃借料情報平均値）

⑧ 雇用労賃 900円/時間
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作目名（作型）

1

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 800 a 粗収益 23,115 千円
水田借地 1,600 a 主食用米（多収） 400 a 経営費 15,493 千円

計 2,000 a 大豆 800 a （うち雇用費 540 千円）
所　得 7,622 千円
（主たる従事者 6,822 千円）
（補助的従事者 800 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 1,200 a ・家族労働力 2 人 家族１人当たり 924 時間 ・主食用米
大豆 800 a ・家族経営協定 妻 臨時雇用（年間） 75 人日 　多収品種による収益確保

計 2,000 a ・臨時雇用の確保

2

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 1,200 a 粗収益 24,471 千円
水田借地 1,600 a 飼料用米（移植） 400 a 経営費 17,433 千円

計 2,000 a 加工用米（移植） 400 a （うち雇用費 1,076 千円）
所　得 7,038 千円
（主たる従事者 6,238 千円）
（補助的従事者 800 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 2,000 a ・家族労働力 2 人 家族１人当たり 1,026 時間 ・飼料用米、加工用米

・家族経営協定 妻 臨時雇用（年間） 150 人日 　多収品種による収益確保

・臨時雇用の確保

3

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 400 a 粗収益 28,845 千円
水田借地 700 a えだまめ（中生）　　　 250 a 経営費 23,122 千円

計 1,100 a えだまめ（中晩生）　　 250 a （うち雇用費 4,372 千円）
えだまめ（晩生）　　　 200 a 所　得 5,723 千円

（主たる従事者 4,923 千円）
（補助的従事者 800 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 400 a ・家族労働力 2 人 家族１人当たり 884 時間 ・エダマメ
野菜 700 a ・家族経営協定 妻 臨時雇用（年間） 607 人日 　８～10月出荷

計 1,100 a ・臨時雇用の確保

4

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 660 a 粗収益 31,755 千円
水田借地 700 a 加工用米（移植） 220 a 経営費 22,017 千円

計 1,100 a ねぎ（夏どり） 110 a （うち雇用費 1,707 千円）
ねぎ（秋冬どり） 80 a 所　得 9,738 千円
ねぎ（囲い） 30 a （主たる従事者 8,138 千円）

（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 880 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,603 時間 ・ねぎ
野菜 220 a ・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 237 人日 　７～12月出荷

計 1,100 a ・臨時雇用の確保

１　個別経営体

営農類型 作目組合せ・規模
・経営規模 規模

水稲＋大豆

5/中,10/中

水稲＋飼料用米＋加工用米

4/下～5/下

水稲＋野菜(えだまめ)

8月中旬
9/中～10/上

水稲＋野菜(ねぎ)

4/中下,5/中

8/中～11/上

経営収支等 生産方式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、大
豆コンバイン刈幅2m、乾
燥機30石2基等の水稲・
大豆用機械一式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン5条、乾
燥機30石3基等の水稲用
機械一式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石1基等の水稲用
機械一式、管理機、防除
機、脱莢機、選別機等の
えだまめ用機械一式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、収穫機、根葉
切り皮むき機、管理機等
のねぎ用機械一式
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作目名（作型）

5

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 660 a 粗収益 23,509 千円
水田借地 700 a 加工用米（移植） 330 a 経営費 17,169 千円

計 1,100 a アスパラガス（長期どり） 100 a （うち雇用費 900 千円）
アスパラガス(施設半促成) 1,000 ㎡ 所　得 6,340 千円

（主たる従事者 4,740 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 990 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,372 時間 ・アスパラガス
野菜 110 a ・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 125 人日 　４～10月上旬出荷

計 1,100 a ・臨時雇用の確保

6

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 660 a 粗収益 22,221 千円
水田借地 700 a 加工用米（移植） 410 a 経営費 15,969 千円

計 1,100 a トマト（施設夏秋どり） 3,000 ㎡ （うち雇用費 246 千円）
所　得 6,252 千円
（主たる従事者 4,652 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 1,070 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,398 時間 ・トマト
野菜 30 a ・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 34 人日 　６～11月出荷

計 1,100 a ・臨時雇用の確保

7

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 660 a 粗収益 22,181 千円
水田借地 700 a 加工用米（移植） 400 a 経営費 15,742 千円

計 1,100 a きゅうり（露地夏秋どり） 20 a （うち雇用費 1,298 千円）
きゅうり（施設半促成） 1,000 ㎡ 所　得 6,439 千円
きゅうり（施設抑制） 1,000 ㎡ （主たる従事者 4,839 千円）

（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 1,060 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,494 時間 ・きゅうり
野菜 40 a ・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 180 人日 　５～11月出荷

計 1,100 a ・臨時雇用の確保

8

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 660 a 粗収益 23,022 千円
水田借地 700 a 加工用米（移植） 330 a 経営費 15,236 千円

計 1,100 a すいか（露地トンネル） 60 a （うち雇用費 655 千円）
すいか（露地）　　　　 30 a 所　得 7,786 千円
すいか（露地,抑制）　　 20 a （主たる従事者 6,186 千円）

（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 990 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 977 時間 ・すいか
野菜 110 a ・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 91 人日 　７/中～８/下出荷

計 1,100 a ・臨時雇用の確保

営農類型 作目組合せ・規模
・経営規模 規模

水稲＋野菜(アスパラガス)

5/上～9/中

水稲＋野菜(トマト)

4/下,5/中
7月中～下

水稲＋野菜(きゅうり)

5/中～10/中

水稲＋野菜(すいか)

4/下,7/中
5/中～6/上

経営収支等 生産方式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、パイプハウス
330㎡2棟、管理機、防除
機、選別機等のアスパラ
ガス用機械一式

トラクター32ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、ハウス330㎡9
棟、灌水設備、防除機等
のトマト用機械一式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、ハウス330㎡3
棟、灌水設備、防除機等
のきゅうり用機械一式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、マルチャー、
玉磨き機、管理機、防除
機等のすいか用機械一式
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＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
＜経営規模＞ 主食用米（移植） 660 a 粗収益 25,937 千円
水田自作地 400 a 加工用米（移植） 350 a 経営費 19,812 千円
水田借地 700 a 小ギク（露地） 80 a （うち雇用費 2,312 千円）

計 1,100 a スプレーギク（施設） 1,000 ㎡ 所　得 6,125 千円
（主たる従事者 5,325 千円）
（補助的従事者 800 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 1,010 a ・家族労働力 2 人 家族１人当たり 1,407 時間 ・小ギク
花き 90 a ・家族経営協定 妻 臨時雇用（年間） 321 人日 　露地7/下～8/中出荷

計 1,100 a ・臨時雇用の確保 ・スプレーギク
　施設10/上～中出荷

10

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 660 a 粗収益 32,386 千円
水田借地 700 a 加工用米（移植） 290 a 経営費 25,093 千円

計 1,100 a リンドウ（露地） 150 a （うち雇用費 4,067 千円）
所　得 7,293 千円
（主たる従事者 5,693 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 950 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,466 時間 ・リンドウ
花き 150 a ・家族経営協定 妻 臨時雇用（年間） 565 人日 　露地7/上～9/下出荷

計 1,100 a ・臨時雇用の確保

11

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 660 a 粗収益 26,471 千円
水田借地 700 a 加工用米（移植） 370 a 経営費 19,484 千円

計 1,100 a ダリア（施設） 1,000 ㎡ （うち雇用費 1,098 千円）
ダリア（露地） 60 a 所　得 6,987 千円

（主たる従事者 5,387 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 1,030 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,704 時間 ・ダリア
花き 70 a ・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 153 人日 　6/中～12/上出荷

計 1,100 a ・臨時雇用の確保

12

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 600 a 粗収益 22,903 千円
水田借地 600 a 加工用米（移植） 400 a 経営費 16,599 千円
樹園地 130 a りんご 130 a （うち雇用費 226 千円）

計 1,130 a 所　得 6,304 千円
（主たる従事者 4,704 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
水稲 1,000 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,275 時間 ＜その他＞
果樹 130 a ・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 31 人日 ・りんご

計 1,130 a ・臨時雇用の確保 　わい化栽培50%,6品種

営農類型 作目組合せ・規模
・経営規模 規模

水稲＋花き

(小ギク，スプレーギク)

4/中～6/上

8/上,10/上中

水稲＋花き(リンドウ)

4/中～6/上

7/上～9/下

水稲＋花き(ダリア)

4/下～5/下

9/上～10/下

水稲＋果樹(りんご)

5/中,10/上

経営収支等 生産方式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、パイプハウス
330㎡3棟、下葉取り機、
結束機、管理機等のキク
専用機械一式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、下葉取り機、
結束機、管理機、防除機
等のリンドウ用機械一式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、ハウス330㎡3
棟、灌水設備、管理機等
のダリア用機械一式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、スピードスプ
レーヤ、運搬車、乗用型
モアー、高所作業車等の
りんご用機械一式
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＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
＜経営規模＞ 主食用米（移植） 600 a 粗収益 24,936 千円
水田自作地 400 a 加工用米（移植） 400 a 経営費 17,834 千円
水田借地 600 a りんご 100 a （うち雇用費 448 千円）
樹園地 130 a おうとう 30 a 所　得 7,102 千円

計 1,130 a （主たる従事者 5,502 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
水稲 1,000 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,343 時間 ＜その他＞
果樹 130 a ・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 62 人日 ・りんご

計 1,130 a ・臨時雇用の確保 　わい化栽培50%,5品種

14

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 600 a 粗収益 23,920 千円
水田借地 600 a 加工用米（移植） 400 a 経営費 16,694 千円
樹園地 130 a りんご 100 a （うち雇用費 243 千円）

計 1,130 a もも 30 a 所　得 7,226 千円
（主たる従事者 5,626 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
水稲 1,000 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,336 時間 ＜その他＞
果樹 130 a ・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 34 人日 ・りんご

計 1,130 a ・臨時雇用の確保 　わい化栽培50%,5品種

15

＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
＜経営規模＞ 主食用米（移植） 660 a 粗収益 44,392 千円
水田自作地 400 a 加工用米（移植） 440 a 経営費 37,079 千円
水田借地 700 a 菌床しいたけ （うち雇用費 814 千円）
施設用地 20 a 所　得 7,313 千円

計 1,120 a （主たる従事者 5,713 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
水稲 1,100 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,981 時間 ＜その他＞

・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 113 人日 ・菌床しいたけ
・臨時雇用の確保 　2万菌床×2回転

16

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 660 a 粗収益 38,242 千円
水田借地 700 a 加工用米（移植） 440 a 経営費 26,634 千円
施設用地 7 a 肉用牛（繁殖） 40 頭 （うち雇用費 172 千円）

計 1,107 a 所　得 11,608 千円
（主たる従事者 10,008 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 1,100 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,441 時間 ・肉用牛繁殖

・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 24 人日 　経産牛40頭（黒毛和種）

・臨時雇用の確保

営農類型 作目組合せ・規模
・経営規模 規模

水稲＋果樹

(りんご，おうとう)

5/中,10/上

6/上～7/上

水稲＋果樹(りんご，もも)

5/中～6/上

9/中,10/上

水稲＋きのこ

(菌床しいたけ)

4万菌床

4下中～6/中

水稲＋畜産(肉用牛繁殖)

4/下,5/中

経営収支等 生産方式

トラクター50ps、田植機6
条、コンバイン4条、乾燥
機30石2基等の水稲用機械
一式、雨よけハウス12棟、
スピードスプレーヤ、乗用
型モアー、高所作業車、管
理機等のりんご・おうとう
用機械一式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、スピードスプ
レーヤ、運搬車、乗用型
モアー、高所作業車、管
理機、防風ネット等のり
んご・もも用機械一式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、菌床しいたけ
用パイプハウス264㎡6
棟，散水・動力・暖房・
空調等設備等の菌床しい
たけ用機械一式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、牛舎500㎡、
堆肥舎125㎡、フロント
ローダー、ダンプトラッ
ク等の肉用牛用機械一式
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＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a 主食用米（移植） 660 a 粗収益 31,013 千円
水田借地 700 a 加工用米（移植） 440 a 経営費 22,565 千円
施設用地 15 a 比内地鶏 8,000 羽 （うち雇用費 162 千円）

計 1,115 a 所　得 8,448 千円
（主たる従事者 6,848 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
水稲 1,100 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,249 時間 ・比内地鶏

・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 23 人日 　4,000羽×2回転
・臨時雇用の確保

18

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 320 a ねぎ（夏どり） 140 a 粗収益 31,257 千円

ねぎ（秋冬どり） 150 a 経営費 22,711 千円
ねぎ（囲い） 30 a （うち雇用費 3,015 千円）

所　得 8,546 千円
（主たる従事者 6,946 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
野菜 320 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,447 時間 ・ねぎ

・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 419 人日 　8月～1月出荷
・臨時雇用の確保

19

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 400 a えだまめ(露地極早生) 50 a 粗収益 33,573 千円
水田借地 600 a えだまめ(露地早生) 150 a 経営費 26,371 千円

計 1,000 a えだまめ(露地中生) 300 a （うち雇用費 5,317 千円）
えだまめ(露地中晩生) 300 a 所　得 7,202 千円
えだまめ(露地晩生) 200 a （主たる従事者 5,602 千円）

（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
野菜 1,000 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 748 時間 ・えだまめ

・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 739 人日 　7月～10月出荷
・臨時雇用の確保

20

＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
水田自作地 140 a 小ギク(露地) 100 a 粗収益 26,172 千円

輪ギク(施設) 2,000 ㎡ 経営費 20,500 千円
トルコギキョウ(施設) 2,000 ㎡ （うち雇用費 4,352 千円）

所　得 5,672 千円
（主たる従事者 4,872 千円）
（補助的従事者 800 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
花き 140 a ・家族労働力 2 人 家族１人当たり 1,627 時間 ・キク類

・家族経営協定 妻 臨時雇用（年間） 605 人日 　7月下旬～8月中旬出荷
・臨時雇用の確保 ・トルコギキョウ

　10月出荷

営農類型 作目組合せ・規模
・経営規模 規模

水稲＋畜産(比内地鶏)

5/中～5/下

野菜単一(ねぎ)

4/中
8/中～11/中

野菜単一(えだまめ)

7/中下,8/中

9/中～10/上

花き単一(小ギク,輪ギク,
トルコギキョウ)

4/上～6/下

7/下～8/中

経営収支等 生産方式

トラクター50ps、田植機
6条、コンバイン4条、乾
燥機30石2基等の水稲用
機械一式、鶏舎264㎡4
棟、育雛舎99㎡4棟等の
比内地鶏用機械一式

トラクター37ps、作溝成
形機、管理機、収穫機、
根葉切皮むき機、結束機
等のねぎ用機械一式

トラクター32ps、収穫機
管理機、防除機、脱莢
機、選別機2台等のえだ
まめ用機械一式

トラクター32ps、管理
機、自走式ブームスプレ
イヤー、フラワーバイン
ダー等のキク類・トルコ
ギキョウ用機械一式
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＜経営規模＞ ＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
樹園地 240 a りんご（普通） 120 a 粗収益 19,500 千円

りんご（わい化） 120 a 経営費 13,183 千円
（うち雇用費 234 千円）
所　得 6,317 千円
（主たる従事者 4,717 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
果樹 240 a ・家族労働力 3 人 家族１人当たり 1,431 時間 ・りんご

・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 33 人日 　わい化栽培50%,6品種
・臨時雇用の確保

22

＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
肥育牛（肥育） 40 頭 粗収益 30,785 千円
肉用牛（繁殖） 30 頭 経営費 24,019 千円

（うち雇用費 - 千円）
所　得 6,766 千円
（主たる従事者 5,966 千円）
（補助的従事者 800 千円）

＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
・家族労働力 2 人 家族１人当たり 1,452 時間 ・肉用牛
・家族経営協定 妻 臨時雇用（年間） - 人日 　子牛生産頭数28頭

　肥育牛販売頭数24頭

23

＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
＜経営規模＞ 菌床しいたけ 粗収益 46,398 千円
施設用地 24 a 経営費 39,911 千円

（うち雇用費 933 千円）
所　得 6,487 千円
（主たる従事者 4,887 千円）
（補助的従事者 1,600 千円）

＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
・家族労働力 3 人 家族１人当たり 2,185 時間 ・菌床しいたけ
・家族経営協定 妻,子 臨時雇用（年間） 130 人日 　3万菌床×2回転
・農繁期の臨時雇用

24

＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
＜経営規模＞ ねぎ（夏どり） 80 a 粗収益 19,491 千円
水田借地 200 a ねぎ（秋冬どり） 100 a 経営費 14,680 千円

ねぎ（囲い） 20 a （うち雇用費 1,768 千円）
所　得 4,811 千円
（主たる従事者 4,011 千円）
（補助的従事者 800 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
野菜 200 a ・家族労働力 2 人 家族１人当たり 1,422 時間 ・ねぎ

・家族経営協定 妻 臨時雇用（年間） 246 人日 　8月～12月出荷
・農繁期の臨時雇用 4/中

営農類型 作目組合せ・規模
・経営規模 規模

果樹単一(りんご)

5/中,6/上
9/中,11/上

きのこ単一

(菌床しいたけ)
6万菌床

5/上～8/中

8/中～11/中

経営収支等 生産方式

畜産単一(肉用牛)
繁殖肥育一貫

野菜単一(ねぎ)
～ 新規就農 ～

スピードスプレーヤ、運
搬車、乗用型モアー、高
所作業車、防除機等のり
んご用機械一式

牛舎540㎡、堆肥舎113
㎡、トラクター25ps、フ
ロントローダー等の肉用
牛用機械一式

菌床しいたけ用パイプハ
ウス264㎡9棟，散水・動
力・暖房・空調設備、除
雪機等の菌床しいたけ用
機械一式

トラクター37ps、作溝成
形機、管理機、収穫機、
根葉切皮むき機、結束機
等のねぎ用機械一式
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作目名（作型）

25

＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
＜経営規模＞ 小ギク(露地) 80 a 粗収益 17,598 千円
水田自作地 100 a 輪ギク(施設) 1,000 ㎡ 経営費 14,070 千円

トルコギキョウ(施設) 1,000 ㎡ （うち雇用費 2,710 千円）
所　得 3,528 千円
（主たる従事者 2,728 千円）
（補助的従事者 800 千円）

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
花き 100 a ・家族労働力 2 人 家族１人当たり 1,381 時間 ・キク類

・家族経営協定 妻 臨時雇用（年間） 376 人日 　7月下旬～8月中旬出荷
・農繁期の臨時雇用 ・トルコギキョウ

　10月出荷

作目名（作型）

26

＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
＜経営規模＞ 主食用米（移植） 5,100 a 粗収益 99,755 千円
水田借地 8,500 a 大豆 3,400 a 経営費 68,579 千円

（うち雇用費 2,574 千円）
所　得 31,176 千円
（主たる従事者 6,235 千円）

＜土地利用＞ ＜地域への還元＞ ＜労働時間＞
水稲 5,100 a ・主たる従事者 5 人 主たる従事者 1,050 時間/人
大豆 3,400 a ・地代支払い 9,350 千円 臨時雇用（年間） 358 人日

計 8,500 a ・支払雇用労賃 2,574 千円

27

＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
＜経営規模＞ 主食用米（移植） 5,100 a 粗収益 108,110 千円
水田借地 8,500 a 飼料用米（移植） 3,400 a 経営費 80,987 千円

（うち雇用費 4,833 千円）
所　得 27,123 千円
（主たる従事者 5,425 千円）

＜土地利用＞ ＜地域への還元＞ ＜労働時間＞
水稲 8,500 a ・主たる従事者 5 人 主たる従事者 1,248 時間/人

・地代支払い 9,350 千円 臨時雇用（年間） 671 人日
・支払雇用労賃 4,833 千円

営農類型 作目組合せ・規模
・経営規模 規模

4/中～5/中
7/下～8/上

２　組織経営体（法人）

営農類型 作目組合せ・規模
・経営規模 規模

経営収支等 生産方式

花き単一(キク類他)
～ 新規就農 ～

経営収支等 生産方式

土地利用型
　　　　(水稲＋大豆)

土地利用型
　　(水稲＋飼料用米)

トラクター32ps、管理
機、自走式ブームスプレ
イヤー、フラワーバイン
ダー等のキク類・トルコ
ギキョウ用機械一式

トラクター50ps2台72ps2
台、田植機8条2台、コン
バイン6条2台、大豆コン
バイン2台ほか水稲・大
豆用機械一式

トラクター50ps3台72ps3
台、田植機8条3台6条1
台、コンバイン6条3台4
条1台、飼料用米乾燥調
製機械ほか水稲用機械一
式
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作目名（作型）

28

＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
主食用米（移植） 3,600 a 粗収益 104,983 千円

＜経営規模＞ 大豆 2,000 a 経営費 68,841 千円
水田借地 6,000 a ねぎ（夏どり） 150 a （うち雇用費 5,527 千円）

ねぎ（秋冬どり） 200 a 所　得 36,142 千円
ねぎ（囲い） 50 a （主たる従事者 7,228 千円）

＜土地利用＞ ＜地域への還元＞ ＜労働時間＞
水稲 3,600 a ・主たる従事者 5 人 主たる従事者 1,790 時間/人
大豆 2,000 a ・地代支払い 6,600 千円 臨時雇用（年間） 768 人日
野菜 400 a ・支払雇用労賃 5,527 千円

計 6,000 a

29

＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
主食用米（移植） 3,600 a 粗収益 86,334 千円

＜経営規模＞ 大豆 1,700 a 経営費 59,646 千円
水田借地 6,000 a えだまめ（中生） 250 a （うち雇用費 5,013 千円）

えだまめ（中晩生） 250 a 所　得 26,688 千円
えだまめ（晩生） 200 a （主たる従事者 5,338 千円）

＜土地利用＞ ＜地域への還元＞ ＜労働時間＞
水稲 3,600 a ・主たる従事者 5 人 主たる従事者 1,140 時間/人
大豆 1,700 a ・地代支払い 6,600 千円 臨時雇用（年間） 696 人日
野菜 700 a ・支払雇用労賃 5,013 千円

計 6,000 a

30

＜経営収支＞ ＜機械等装備＞
主食用米（移植） 3,600 a 粗収益 105,792 千円

＜経営規模＞ 加工用米（移植） 2,200 a 経営費 75,588 千円
水田借地 6,000 a 小菊（露地） 150 a （うち雇用費 7,677 千円）

スプレーギク（施設） 5,000 ㎡ 所　得 30,204 千円
（主たる従事者 6,041 千円）

＜土地利用＞ ＜地域への還元＞ ＜労働時間＞
水稲 5,800 a ・主たる従事者 5 人 主たる従事者 1,508 時間/人
花き 200 a ・地代支払い 6,600 千円 臨時雇用（年間） 1,066 人日

計 6,000 a ・支払雇用労賃 7,677 千円

営農類型 作目組合せ・規模
・経営規模 規模

経営収支等 生産方式

複合型
　　(水稲＋大豆
　　　　＋野菜(ねぎ))

複合型
(水稲＋大豆
　＋野菜(えだまめ))

複合型
(水稲＋花き(小ギク，
スプレーギク))

トラクター50ps1台72ps1
台、田植機8条1台、コン
バイン6条1台、大豆コン
バイン1台、汎用乾燥機2
基等の水稲・大豆用機械
一式、収穫機、根葉切り
皮むき機、管理機等のね
ぎ用機械一式

トラクター50ps1台72ps1
台、田植機8条1台、コン
バイン6条1台、大豆コン
バイン1台、汎用乾燥機2
基等の水稲・大豆用機械
一式、管理機、防除機、
脱莢機、選別機等えだま
め用機械一式

トラクター50ps1台72ps1
台、田植機8条2台、コン
バイン6条2台、管理機、
自走式ブームスプレイ
ヤー、フラワーバイン
ダー、結束機等キク類用
機械一式
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資料１ 用語解説

名称 説明

あ 秋田林業大学校
将来の秋田の林業を担う若い林業技術者を養成するため、就業前に秋田県林業研究研
修センターで行う「秋田県林業トップランナー養成研修」（平成27年4月開講）。

アンテナショップ
秋田の「食」「物産」「観光」を一体的に売り込みながら県産品の認知度向上とブラ
ンド化を推進する拠点店舗。

い インバウンド需要 訪日外国人による旅行需要のこと。

え エコファーマー
持続農業法に基づき、土づくり、減化学肥料、減農薬などで環境に配慮した農業に取
り組む農業者として、知事の認定を受けた農業者。

エリートツリー
地域の人工造林地において、成長が優れた木として選抜された「精英樹」のうち、優
良なもの同士を人工交配によりかけ合わせ、その中からさらに優れた個体を選んだも
の。

園芸メガ団地 販売金額一億円を目標とする大規模園芸団地。

か カーボンニュートラル
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによ
る二酸化炭素の「吸収量」や、木材利用による炭素の「貯蔵量」などを差し引いて、
温室効果ガス排出量を実質的にゼロにすること。

皆伐 一定範囲の林木を一時に全部伐採すること。

こううん

海底耕耘
固化した海底面を強制的に攪拌反転し、底泥中に含まれる栄養塩類を海水中に放出さ
せるなど、底質中の有機物の分解を促進させる工法。漁場の機能回復に用いられる。

環境保全型農業
有機農業や、化学肥料や化学農薬を１／２以上低減して生産する農業（減農薬・減化
学肥料栽培）など、堆肥や緑肥の施用等の取組など自然の循環機能を活用して生産を
行うことで、環境への負荷を軽減し、生物多様性や地球温暖化防止に寄与する農業。

け けい船岸 岸壁、桟橋などの係留施設。

減農薬・減化学肥料栽培
化学肥料や化学農薬を使用しない又は成分で通常の１／２以上の低減を基本とし、自
然の循環機能を活用して生産を行うことで環境への負荷を軽減する栽培方法。

こ 高性能林業機械
従来のチェンソーや集材機等に比べて、作業の効率化や労働強度の軽減等の面で優れ
た性能を有する林業機械。

コンテナ苗
樹脂製の容器（キャビティコンテナ）で育成される苗木で、培土と根で成型された
「根鉢付き苗」。時期を問わず植栽できる利点がある。

さ 再造林 人工林を伐採した跡地に人工造林を行うこと。

栽培漁業

水産動物の減耗が最も激しい卵から幼稚仔までの時期において、人間の管理下で種苗
を生産・育成し、これを天然の水域へ放流した上で適切な管理を行い、重要魚種の資
源の増大及びその持続的な利用を図るもの。本県では、マダイ、ヒラメ、トラフグ、
アワビ等で取り組んでいる。

サキホコレ

「コシヒカリを超える極良食味品種」をコンセプトに、食味に徹底的にこだわって開
発した秋田米のフラッグシップ。白さとツヤが際立つ外観、粒感のあるふっくらとし
た食感、上品な香り、かむほどに広がる深い甘みが特徴。
令和４年秋に本格デビュー。

サプライチェーン
商品の原材料調達から、製造、在庫管理、配送、販売までの全体の一連の流れのこ
と。

し 資源管理

資源を持続的かつ経済的に利用するために様々な手法により資源を管理すること。水
産資源は産卵等の再生産により更新される「自己更新資源」であるが、限度を超えて
採捕すれば資源の大幅な減少を招く恐れがある。具体的には、漁船の隻数制限等の
「投入量規制」、禁漁期の設定や網目の大きさ規制等の「技術的規制」、漁獲可能量
の設定等の「産出量規制」により行われる。

第６編 参考資料
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名称 説明

し 実需者
消費者に農産物等の商品を販売するスーパー、百貨店、青果店、米穀店等の小売業者
や農産物等を食材・素材として商品提供する外食・中食・加工等の業者の総称。

集落営農組織
「集落」を単位とし、農業生産過程における一部又は全部について共同で取り組む組
織経営体。

集落型農業法人
集落・地域の農用地の過半を集積、もしくは集積する目標を定めている農業法人及
び、集落・地域の生産調整面積の過半を集積、もしくは集積する目標を定めている農
業法人であり、かつ20ha以上の経営規模を有する農業法人。

種苗（漁業） 放流や養殖に用いる稚魚、稚貝、稚エビ等の総称。

主要園芸17品目

秋田県が重点的に作付けを推進している園芸品目
　野菜：えだまめ、ねぎ、アスパラガス、トマト、きゅうり、すいか
　花き：キク類、トルコギキョウ、ユリ類、リンドウ、ダリア
　果樹：りんご、なし、ぶどう、おうとう、もも
　きのこ類：生しいたけ

食味ランキング

一般財団法人日本穀物検定協会が毎年、全国規模の産地品種について実施・公表して
いる、炊飯した白飯を実際に試食して評価する食味官能試験の評価結果。複数産地コ
シヒカリのブレンド米を基準米とし、これと試験対象産地品種を比較して特に良好な
ものが「特Ａ」とされる。

森林経営管理制度
適正に経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受け、
経営管理または林業経営者への再委託により、林業経営の効率化と森林管理を促進さ
せる制度。

す スマート技術（漁業）
ＩＣＴを活用して漁業活動や漁場環境の情報を収集し、水産物の適切な資源評価・管
理を促進するとともに、漁業生産活動の省力化や操業の効率化、漁獲物の高付加価値
化を実現する新たな技術。

スマート技術（農業）
ロボット技術やＩＣＴ等の先端技術を活用し、農業の省力化・精密化や高品質生産等
を実現する新たな技術。

スマート技術（林業）
地理空間情報やＩＣＴ等の最先端技術を駆使し、生産性や安全性の飛躍的向上、需要
に応じた高度な木材生産等を実現する新たな林業技術。

せ ゼロエミッション
廃棄物の排出をゼロにする仕組みや試み等。
エミッション「Emission」は「排出」を意味する。

全国豊かな海づくり大会

水産資源の保護・管理と海や河川・湖沼の環境保全の大切さを広く国民に訴えるとと
もに、つくり育てる漁業の振興と発展を図る国民行事。国民体育大会、全国植樹祭と
並ぶ日本三大行幸啓の一つに位置付けられ、昭和56年から毎年各地で開催されてお
り、本県では令和元年９月に開催された。

戦略作物
米以外の土地利用型作物（大豆、麦、そば）や、野菜、果樹、きのこ、花きなど、収
益性の高い作物のこと。「戦略作目」と表記した場合は畜産を含む。

そ 素材生産 立木を伐採し、用途に応じた長さに切り分けた丸太（＝素材）を生産すること。

た 脱炭素化
地球温暖化の原因となるＣＯ２などの温室効果ガスの排出を防ぐために、石油や石炭
などの化石燃料から脱却すること。

多面的機能（森林）

農業、農村、森林などが持つ様々な機能で、森林の場合、日本学術会議の答申では、
「生物多様性保存」「地球環境保全」「土砂災害防止機能／土壌保全機能」「水源か
ん養機能」「保健・レクリエーション機能」「快適環境形成機能」「文化機能」「物
質生産機能」が挙げられている。

田んぼダム
大雨時に一時的に水田へ雨水を貯留する取組のこと。流出の時間を遅らせることによ
りピーク時の流出量を抑制することで、周辺の農地等を含め、下流域の浸水被害リス
クを軽減する効果が期待される。

ち 蓄養 出荷調整や高付加価値化を目的に、魚介類をいけす等で短期間飼育すること。

蓄養殖 蓄養や養殖の総称。
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名称 説明

ち 直播栽培（技術）
水田に直接水稲の種を播く栽培方法のこと。作業の省力化、生産コストの削減などを
図ることができる。

つ つくり育てる漁業
増養殖場や魚礁の設置等「海の畑づくり」である沿岸漁場の整備、魚介類の種苗生
産・放流等「海の種づくり」である栽培漁業、一定の区画の中で水産動植物を養成す
る養殖業等を取り込んだ漁業のあり方。

て 田畑輪換
農地を、水田と畑に数年ごとに交替利用する方式。水田の雑草対策、畑の連作障害
（同じ作物を同じ場所で連作した場合に発生することがある作物の病気や栄養障害等
の障害）の発生防止等の効果がある。

な 中食

市販の弁当や惣菜（そうざい）など、家庭外で調理・加工された食品を家庭や職場・
学校等で、そのまま（加熱調理することなく）食べること。これら食品（日持ちのし
ない食品）の総称。レストラン等へ出かけて食事をする「外食」と、家庭内で手作り
料理を食べる「内食」の中間にあることから「中食」と称されている。

に 日本型直接支払制度
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農地の維持保全活動等に対
し交付金を支払う制度で、多面的機能支払（農地維持支払、資源向上支払）、中山間
地域等直接支払、環境保全型農業直接支払の大きく３つに分類される。

認定農業者
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画を作成し、市町村の農業経営基
盤強化促進基本構想に照らし適切であるものとして、市町村（複数市町村にまたがる
場合は県又は国）からその計画の認定を受けた農業者。

の 農村関係人口 農村地域における地域づくり活動に多様な形で関わる者。

農地中間管理機構
農地の貸借等により、農地の集積・集約化を図る「農地中間管理事業」を行うため、
都道府県知事から指定された機関。

農地の集積・集約化
農地の「集積」とは、農地を所有又は借り入れることにより、利用する農地面積を拡
大すること。農地の「集約化」とは、面的に集積を進め、農作業を連続的に支障なく
行えるようにすること。

は 浜の活力再生プラン
通称「浜プラン」。漁業所得を５年間で１割以上アップさせることを目標に、実現に
向けて収入向上やコスト削減の取組などを、地域で整理しプランとしてまとめたも
の。

半農半Ｘ（エックス）
農林水産業と他の仕事（Ｘ:エックス）を組み合わせた働き方。
様々な形態が考えられ、地方に滞在して本業をリモートワーク等で継続しながら、農
林水産業を複業として収入を得る働き方がその一例。

ひ 人・農地プラン

農業者の話合いに基づき、地域農業における中心経営体、地域における農業の将来の
在り方などを明確化し、市町村が作成する地域農業の推進計画。具体的には、アン
ケート調査や話合いを通じて地図による現況把握を行った上で、中心経営体への農地
の集約化に関する将来方針を取りまとめたもの。

ふ ブランディング
商品を、顧客にとって価値あるものにするための戦略。ブランディングを行うこと
で、自社商品の個性を確立させることができ、他社商品との差別化を図ることができ
る。

ほ 保安林

水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益
目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林。保安
林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形
質の変更等が規制される。

防災重点農業用ため池
農業用ため池であって、その決壊による水害その他の災害により、その周辺の区域に
被害を及ぼす可能性があるものとして、都道府県知事が定めたもの。

ま マーケットイン
消費者動向や視点、顧客満足度等の分析に基づいて戦略を組み立て、消費者ニーズに
合致した商品を開発し、販売しようとする考え方。

守りたい秋田の里地里山５０

農業や農山村の有する多面的機能を県民共有の財産として次世代に引き継ぐため、住
民が主体となって優れた景観を維持管理していることに加え、自然・文化・歴史・人
など多様な地域資源を活用し、環境保全・交流活動等に取り組んでいる地域を認定す
る県独自の制度。地形勾配概ね１／20以上の急峻な水田を含む地域を対象としてい
る。
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名称 説明

み みどりの食料システム戦略
食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、
中長期的な観点から戦略的に取り組む政策方針として、令和３年５月に農林水産省が
策定した戦略。

も 木質チップ
木材を切削、又は破砕した小片。パルプ、紙、木質ボードの原料や、木質バイオマス
燃料として用いられる。

木質バイオマス
木材に由来する再生可能な資源。バイオマスとは、生物資源（bio）の量（mass）を表
す概念で、「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」を意味す
る。

藻場
海藻が密生し、それがある程度の広がりをもっている場所。水産動物の産卵場、生育
場として重要な意味を持つことが多い。

ゆ 有機農業
化学肥料や化学農薬を使用しないことを基本とし、自然の循環機能を活用して生産を
行うことで環境への負荷を軽減し、生物多様性や地球温暖化防止への貢献度が高い農
業。

よ 養殖 魚介類の幼稚仔を給餌等により出荷（食用）サイズまで育養すること。

り リモートセンシング

「遠隔計測（Remote　遠隔,sensing　計測）」のことであり、対象物からの反射ある
いは放射を計測することで、対象物の形、大きさ、性質を計測する。リモートセンシ
ングにより、気象情報、色情報、植物の葉面積、土壌水分、光合成有効放射、土地利
用状況、光合成量、蒸発散量などの長期的な変化や空間的な分布が把握できる。

林業経営体
自己又は他人の保有する山林において、事業主自身若しくは直接雇用している現場作
業職員により又は他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っ
ている森林組合、会社、個人経営等の経営体。

ろ ６次産業化

第一次産業である農林水産業が、農林水産物の生産だけにとどまらず、それを原材料
とした加工食品の製造・販売や観光農園のような地域資源を生かしたサービスなど、
第二次産業や第三次産業にまで踏み込むこと。農業経済学者の今村奈良臣が提唱した
造語で、１（次産業）×２（次産業）×３（次産業）は６になることから「６次産業
化」とした。

わ ワーケーション
Work（ワーク）とVacation（バケーション）の造語であり、リゾート地や地方等の普
段の職場とは異なる場所で働きながら休暇取得等を行う仕組み。

Ａ ＡＩ 「人工知能」の意味。「Artificial Intelligence」の略。

I ＩＣＴ 「情報通信技術」の意味。「Information and Communication Technology」の略。

ＩｏＴ
「モノのインターネット」の意味。「Internet of Things」の略。
様々な「モノ」がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御す
る仕組み。

Ｓ ＳＤＧｓ
持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)の略称であり、2015年9月に国
連サミットで採択され、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17
のゴールから構成される。
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資料２ 成果指標一覧

目指す姿１　農業の食料供給力の強化

R元 R2 R4 R5 R6 R7

①  農業産出額 億円 1,931 1,898 1,822 1,879 1,947 2,000

②
 農業法人数（認定農業者）
 【年度末実績】

法人 705 788 855 890 925 957

③  新規就農者数 人 241 252 280 290 300 310

④  実用化できる試験研究成果件数【累積】 件 345 377 420 440 460 480

⑤  環境保全型農業の取組面積 ha 1,519 4,204 4,285 4,326 4,368 4,410

⑥  ほ場整備面積【累積】 ha 90,162 90,981 92,540 93,240 93,940 94,540

⑦  主要園芸品目の系統販売額 億円 154 167 175 183 192 200

⑧  秋田牛の出荷頭数 頭 2,872 2,844 3,089 3,203 3,323 3,683

⑨  サキホコレの作付面積 ha － － 800 1,600 2,400 3,200

⑩  秋田県産米のシェア ％ 6.07 6.29 5.96 6.05 6.15 6.24

⑪
 水田への作物作付面積
 （主食用米を除く）

ha 36,917 35,841 39,650 39,900 40,150 40,400

⑫
 農業者等と実需者の新規マッチング
 成約件数

件 251 179 250 250 250 250

⑬  農産物の輸出額 百万円 278 290 368 447 529 600

⑭  農産物直売所の販売額 百万円 6,274 6,378 6,540 6,630 6,720 6,800

実績値 目標値
№ 指標名 単位
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目指す姿２　林業・木材産業の成長産業化

R元 R2 R4 R5 R6 R7

①  新規林業就業者数 人 146 122 134 134 134 134

②  再造林面積 ha 338 332 556 604 675 750

③  素材生産量（燃料用を含む） 千㎥ 1,583 1,425 1,710 1,750 1,870 1,900

④  スギ製品の出荷量 千㎥ 634 530 712 731 742 752

⑤  森づくり活動等への参加者数 人 23,362 12,758 24,000 24,000 24,000 24,000

目指す姿３　水産業の持続的な発展

R元 R2 R4 R5 R6 R7

①  新規漁業就業者数（60歳未満） 人 11 10 10 10 10 10

②  つくり育てる漁業対象種の生産額 百万円 393 457 491 507 524 541

③
 蓄養殖等に取り組む漁業経営体数
 【累積】

経営体 10 17 52 64 77 90

④  安全係船岸の充足率 ％ 61 61 61 62 63 64

目指す姿４　農山漁村の活性化

R元 R2 R4 R5 R6 R7

①  中山間地域のブランド特産物数【累積】 件 22 22 25 28 31 34

②  新たな農村ビジネスの取組件数【累積】 件 － － 3 6 9 12

③  農村関係人口 人 9,887 6,518 8,800 9,600 10,400 11,200

④
 農村地域づくり活動サポート人材の
 育成数【累積】

人 － － 10 20 30 40

⑤  農地保全活動面積 ha 102,297 101,908 102,900 103,400 103,900 104,400

⑥
 防災対策工事に着手した防災重点農
 業用ため池数【累積】

箇所 － － 4 38 45 52

⑦
 長寿命化対策に着手した基幹的農業
 水利施設数【累積】

箇所 － － 12 21 26 38

⑧  漁港施設の修繕措置着手率 ％ － － 53 73 87 100

実績値 目標値

実績値 目標値

実績値 目標値

№ 指標名 単位

№ 指標名 単位

№ 指標名 単位
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【お問い合わせ先】

秋田県農林水産部

農林政策課 企画・広報班

Ｔ Ｅ Ｌ：０１８－８６０－１７２３

Ｆ Ａ Ｘ：０１８－８６０－３８４２

Ｅ－mail：info@e-komachi.jp


