
別添様式１

産地生産基盤パワーアップ事業評価書

都道府県による総合所見 地方農政局等による総合所見

新潟県 19 13 6 46% 5 有 5

水稲、果樹については、５地区中１地区で目標
達成できたが、残り４地区では、目標達成まで
には至っていない。その要因としては、水稲に
ついては、新品種導入・拡大は進んでいるもの
の高温及び倒伏の影響で計画時の収量が確保さ
れず、また、面積拡大以上に肥料費・動力光熱
費等が多くなったため、60kg当たりのコスト低
減が図られなかった。今後は、新規導入した品
種で収量確保できるよう肥培管理技術等の向上
と併せて、低コスト技術（Ｖ溝直播栽培、基肥
一発施肥等）のさらなる導入を図る必要があ
る。
また、果樹については、集出荷施設を整備し、
集出荷コストの低減を目標にしていたが、賃金
の改定や当初予想していなかった経費等（輸送
業務の働き方改革に基づく料金改定（積荷業務
の発生））により目標達成ができなかった。今
後は、従業員の確保及び、集出荷体制の見直し
により経費を削減し目標達成を図る。
野菜（たまねぎ）については、ほ場整備地区で
の生産拡大を見込んでいたが、排水性が悪く収
量が確保出来なかったことや、肥大期の水管理
が徹底されず目標単収を確保する事が出来ず、
生産拡大が思うように進まず、目標達成ができ
ていない。今後は、堆肥の施用や排水対策の徹
底等圃場条件の改善の支援と、JAによる良質苗
供給、作業受託及び圃場整備地区への導入の拡
大、チラシの配布などによる生産技術の向上を
図り目標達成を図る。

未達成の主要因は、夏期の高温等の気象要因
や、想定以上の人件費・光熱費の高騰により、
計画した品質・収量の確保及びコスト削減が確
保できず、一部地区では栽培管理等の徹底が不
十分であったこと等が考えられる。
今後、安定的な生産を確保し、関係者で連携し
た取組による目標の達成を図るため、実効性の
ある改善措置を講ずる必要性があることから、
県に対し、改善措置の提出を求める。

富山県 16 13 3 97% 0 無 0

評価対象３地区のうち、すべての地区で成果目
標を達成した。面積の集積・拡大、輸出の拡大
により、目標達成ができた。引き続き、目標達
成できるよう、関係機関と連携し、産地や取組
主体に指導を行っていく。

成果目標は概ね達成されたと認められる。

石川県 38 25 13 63% 5 有 5

目標年度に該当する８地区については、導入し
た施設や機械の効率的利用により、概ね目標を
達成することができた。
目標を達成できなかった５地区については、更
なる面積拡大やコスト削減を図り、また、県の
普及指導員、市町、石川県経営構造対策事業推
進委員による巡回、指導、助言を行うなどによ
り、目標達成できるよう支援していく。

未達成の主要因は、夏期の高温・湿害、雪害等
の気象要因により、計画した品質・収量が確保
できず、一部地区では十分な作付・栽培管理指
導や、実需者との調整が行えなかったこと等が
考えられる。
今後、安定的な生産を確保し、関係者で連携し
た取組による目標の達成を図るため、実効性の
ある改善措置を講ずる必要性があることから、
県に対し、改善措置の提出を求める。

福井県 12 5 7 58% 5 有 4

長雨や病害虫、コロナの影響による作業遅れが
原因で収量が確保できず成果目標に達していな
い地域協議会があった。
指導機関による病害虫対策の徹底や安定的な労
働力の確保に努めるよう指導する。また、すで
に目標に達している地域協議会については、引
き続き状況を維持できるように、計画的な取り
組みを求める。

未達成の主要因は、新型コロナの影響による人
材不足や病害虫の発生等により、計画面積、収
量及び品質が確保できなかったこと等が考えら
れる。
今後、安定的な生産を確保し、関係者で連携し
た取組による目標の達成を図るため、実効性の
ある改善措置を講ずる必要性があることから、
県に対し、改善措置の提出を求める。
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別添様式３

【北陸農政局】
事業実施後（目
標年度）

実績値

新潟県 上越市 上越市農業
再生協議会

14 土地利用型
作物（稲）

①-ａ生産コストの10％
以上の削減
（目標：12.8％削減）

16,247円/60㎏ 14,172円/60㎏ 16,118円/60㎏ 6% 60kgあたりコストを約
13%低減する計画であっ
たが、約1％の低減と
なった。
事業での導入機械は直進
機能付きの田植機など、
作業の効率化と省力化を
目的としたものが中心で
あり機械導入を行った者
の面積当たり人件費はや
や低減されている。収量
の確保に向け、施肥体系
を見直したことによる肥
料・資材費の増等があっ
たが、農業者の生産コス
ト全体では約6%の低減が
図られた。
生産量については、コシ
ヒカリ以外の品種の比率
が約16%増加し、技術習
熟も進んできたが、経営
面積の大きい生産者で、
晩生品種を中心に倒伏が
発生するなど、収量が確
保できず、産地全体での
単位面積当たりの実収穫
量は事業実施前に比べ約
97％となった。
目標達成に向けては、特
に大規模の生産者での生
産量の確保が必要であ
り、導入・拡大した品種
での収量確保に向け、栽
培技術の習熟を図ってい
く必要がある。

新潟県 上越市 上越市農業
再生協議会

15 土地利用型
作物（稲）

①-ａ生産コストの10％
以上の削減
（目標：14.3％削減）

13,662円/60㎏ 11,696円/60㎏ 12,323円/60㎏ 68% 60kgあたりコストを約
14%低減する計画であっ
たが、約10％の低減と
なった。
事業での導入機械は直は
や機械除草等省力・低コ
スト化に資するもので、
それらを活用した直は栽
培等の取組と面積拡大に
より、労賃や減価償却費
を中心に面積あたり生産
費は約14%の低減が図ら
れた。
新品種等の導入・拡大が
進み、コシヒカリ以外の
品種の割合が約25%増加
したものの、作付けの拡
大により産地の約20%を
占めるようになったみず
ほの輝きが高温及び倒伏
の影響により収量が確保
されず、単位面積当たり
の実収穫量は事業実施前
に比べ約97％となった。
目標達成に向けては、生
産量の確保が必要となる
ため、導入・拡大した品
種での収量確保に向け、
栽培技術の習熟を図って
いく必要がある。
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別添様式３

【北陸農政局】
事業実施後（目
標年度）

実績値

目標値
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目標
達成
状況

市町村名
（参考）

都道府県による改善指導
の判断理由

成果目標の達成率が８０％未満の地域協議会

都道府県名
地域協議会

名
整理番号

作物等
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(対象作物
名）

成果目標
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（H29）

新潟県 三条市
加茂市

JAにいがた
南蒲果樹産
地協議会

16 果樹 ①-b集出荷・加工コス
トの10％以上の削減
（目標：55.3％削減）

69,596千円
(H28)

54,810千円 62,476千円 48% 稼働２年度目で選果ライ
ンの調整等もスムーズと
なり、また、パート人員
も前年経験者を多く確保
し、作業効率は大幅に改
善された。
  しかしながら、前年同
様、最低賃金の改定（計
画時：800円→850円）
や、パート人員を確保す
るための交通費の支給に
より人件費が膨らんだこ
とに加え、輸送業務の働
き方改革に基づく料金改
定（積込業務は別料金、
拘束時間の厳格化）を受
け、その部分を補うため
別途業務委託するなど、
計画時に見込んでいない
経費が発生し、コスト低
減の大きな阻害要因と
なっている。
  次年度はこの実態を踏
まえた改善策（作業効率
を上げるため前年勤務の
パート人員への声かけ、
輸送に待機時間が発生し
ないよう集荷体制の厳格
化など）を、事業主体等
と相談・対応を促し、事
業効果が確保できるよう
支援する。

新潟県 上越市 上越市農業
再生協議会

18 土地利用型
作物（稲）

①-ａ生産コストの10％
以上の削減
（目標：10.3％削減）

12,590円/10a 11,287円/10a 11,916円/10a 52% 60kgあたりコストを約
10%低減する計画であっ
たが、約5％の低減と
なった。
事業での導入機械はド
ローンや直進機能付きの
田植機など、省力化を目
的としたものが中心であ
り人件費の低減にむけた
導入であったが、倒伏が
多く収穫に係る人件費等
の増加があったこと、ま
た修繕が不可能な機械の
更新に伴う減価償却費の
増加があったことから、
生産コスト全体は5%の増
となっている。
生産量については、多収
穫が期待できる品種とし
て、つきあかりが15%増
加し、技術習熟も進み収
量の確保が図られてきて
いる。イノシシ被害が発
生した者もいるが、面積
当たりの実生産量は事業
実施前に比べ約105%と
なっている。
目標達成に向けては、人
件費の低減と生産量の確
保に向けて、適正な肥培
管理と獣害対策の実施が
必要。

新潟県 新潟市(西
蒲区、
西区、
南区)
燕市

西蒲区農業
再生協議会

19 たまねぎ ②-ａ販売額の10%以上
の増加
（目標：46.4％増加）

108,303円/10a 158,650円/10a 91,420円/10a ▲ 45% 春先の低温被害の影響は
あったが、収量低下の最
も大きな要因としは、6
月の干ばつの影響が大き
かったため、小玉傾向に
なり、単収は目標の４割
程度と伸び悩み、販売額
達成率は-33.5%、価格補
正後達成率は-45.3%と
なった。
  今後は、たい肥の施用
や排水対策の徹底等のほ
場条件の改善の支援と玉
肥大期のかん水管理によ
り品質と収量の向上を図
る。



別添様式３

【北陸農政局】
事業実施後（目
標年度）

実績値

目標値
（R2）

目標
達成
状況

市町村名
（参考）

都道府県による改善指導
の判断理由

成果目標の達成率が８０％未満の地域協議会

都道府県名
地域協議会

名
整理番号

作物等
区分

(対象作物
名）

成果目標
現状値
（H29）

石川県 輪島市 輪島市農業
再生協議会

1 土地利用型
作物（稲）

②-ａ販売額の10%以上
の増加
（目標：12.2％増加）

114,675円/10ａ 128,851円/10ａ 119,268円/10ａ 32% 取組主体は県農林総合事
務所の重点指導対象経営
体であり、今後も単収向
上と品質向上に向けて取
り組みを進め、目標達成
を目指す。

石川県 小松市 小松市農業
再生協議会

1 トマト ②-ａ販売額の10%以上
の増加
（目標：11.2％増加）

303,092,049円 337,017,000円 311,548,189円 ▲ 19% 面積が減少しているた
め、今後、新規担い手育
成や栽培技術改善により
生産量拡大を図る。

石川県 白山市井口
羽咋（宝達
志水町）

石川県農業
活性化協議
会

1 大豆種子 ②-ａ販売額の10%以上
の増加
（目標：10％増加）

51,664円/10a 56,811円/10a 35,688円/10a ▲ 309% 播種直後の大雨により湿
害が発生、その後の連続
降雨により、培土が不十
分となり、生育量は確保
できず、作柄は平均収量
比84となった。それに伴
い10a当たり販売額も減
少し、目標の達成はでき
なかった。。

石川県 志賀町 志賀町農業
活性化協議
会

3 土地利用型
作物（稲）

②-ａ販売額の10%以上
の増加
（目標：10％増加）

85,026円/10a 93,537円/10a 61,730円/10a ▲ 238% 米の品質向上に向けた栽
培管理の指導を行い、１
等米比率と販売収入の増
加につなげる。

石川県 羽咋市 羽咋市農業
活性化協議
会

4 土地利用型
作物（稲）

②-ａ販売額の10%以上
の増加
（目標：46.4％増加）

0t 15t 0t 0% 輸出米の目標値達成に向
けた実需側との協議と、
導入した施設・機械の活
用により、安定した収量
の確保に努める。

福井県 あわら市 あわら市農
業再生協議
会

1 メロン
大玉ﾄﾏﾄ

②-ａ販売額の10%以上
の増加
（目標：13.8％増加）

116万円/10a
（H28）

132万円/10ａ 106万円/10ａ ▲ 65% JAと連携しながら、若手
農業者や新規就農者に対
して園芸ハウスをリース
し、整備したハウスをフ
ル活用して周年出荷を推
し進めることで販売額の
増加につながるよう支援
を継続する。

福井県 福井市
越前町

福井市地域
農業再生協
議会（代表
協議会）

1 レタス(春・
秋)
スイートコー
ン

②-ａ販売額の10%以上
の増加
（目標：57.3％増加）

22.0万円/10ａ 34.6万円/10ａ 31.0万円/10ａ 72% スイートコーンは新型コ
ロナウイルスの影響もあ
り、作付が進まなかった
が、レタスについては順
調に伸びている。
作付面積の拡大、出荷率
向上により収量増加にむ
け取り組んでもらいた
い。

福井県 永平寺町 永平寺町農
業再生協議
会

1 土地利用型
作物（稲）

②-ａ販売額の10%以上
の増加
（目標：10.4％増加）

115千円/10a 127千円/10a 121千円/10a 48% 特別栽培米の面積は拡大
しているが、単収の低下
した品目がある。
一方、導入した色彩選別
機の活用した選別により
高品質化が図られ実需か
らの評価も高まってい
る。
単収向上や選別強化によ
る高品質化で販売額の増
加を期待する。

福井県 越前市 越前市農業
再生協議会

1 土地利用型
作物（稲）

②-ａ販売額の10%以上
の増加
（目標：12.7％増加）

118千円/10a 130千円/10a 113千円/10a 0% 収量の低下に伴い販売額
が低下している。
導入した水田除草機の効
果的な活用と適正な肥培
管理により収量性を高め
ることで、販売額の増加
を期待する。

　　　２．実績欄は、地域（県又は国を含む）の販売単価による価格補正を行っている場合は価格補正後の実績を記入する。

（注）１．本表は、要領別記３第16の４により、都道府県が改善措置の指導が必要とした地域協議会のうち、成果目標の達成率が80%に満たなかった地域協議会
　　　　（要領別記３第16の７関係）について記入する。


