
別紙様式第１－10号

Ⅰ　地区の成果目標 （単位：経営体、％）

1年度目 2年度目 目標年度
（3年度目）

目標
達成状況（上段：計画、下段：実績）

⑦ 雇用
0 1 1

0.0

農業経営の法人化

1 1

0 1 0

農業経営の複合化

3年度目
達成状況
（％）

経営面積の拡大
0 2 4

50.0
1 2 2

100
0 0 1

0 0

農産物の品質向上
0

平成25年度

0 0 1

農業の６次産業化
0 0 1

0
1

耕作放棄地の解消

項　　　目

1 1
100.0

0

⑥

①

弘前市

経営体育成支援事業目標達成状況報告書（目標年度）

事業実施主体

平成27年度

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度

青森県

④

⑤

②

③

弘前市 藤代・船沢・高杉地区



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

雇用

希望条件に適合する人材が確保できなかったた
め、目標未達成となった。

経営面積も増え、雇用者の見込みもあること
から、平成28年度での達成が見込まれる。

１　担い手への農地利用集積について
　市内の農地利用集積については、農地中間管理事業ほか農地法第3条等による貸借等により流動化が進んでいる。農地中間管理事業に
おいては農地所有者が貸付を希望する農地は条件不利地や遊休農地が多いが、経営規模拡大や農地集積に積極的な受け手は対象経営体
含め多数存在しており、農地の流動化も図られている。
　今後も同様に農地中間管理機構や農業委員会等と連携し、利用集積を推進していく。

２　必要となる中心経営体の育成について
　地域農業をけん引する「中心となる経営体（個人・法人・集落営農）」と、他の農業者（兼業農家、自給的農家）の役割分担を踏ま
えた地域農業のあり方を検討し、中心となる経営体への国等による支援策を継続して取り組むことで、持続可能な力強い農業の実現を
目指す。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　当市においては、平成２４年度の策定から、年２回見直し、更新している。
　新規就農者や農地集積により地域農業に協力する者が現われた場合は、その都度見直しを行い、また、地域連携推進員の配置によ
り、人・農地プランの必要性を説明したり、現地調査を実施するなどして、新規就農者の定着や耕作放棄地の発生抑制等に資するよう
取り組みを継続していく。

４　未達成者の対応等その他
　関係機関と連携しながら各種助言、指導等を継続し、経営改善に向けて取り組んでいく。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営面積の拡大

希望条件に適合する農地がみつからないため、目
標未達成となった。

農地流動化情報や農地中間管理事業に関
する情報を提供しながら、平成28年度の達
成を目指す。

農業の６次産業化

新たな顧客獲得に時間を要するため、目標未達成
となった。

６次産業化に関するセミナーや商談会、催事
出店等に関する情報を適宜提供し、平成28
年度の達成を目指す。

3 ＊＊＊ 雇用

希望条件に適合する人材が確保できなかったため 経営面積も増え、雇用者の
見込みもあることから、平成
28年度での達成が見込まれ
る。

4 ＊＊＊

経営面積の拡
大（水稲）

希望条件に適合する農地がみつからないため 農地流動化情報や農地中間管理事業に
関する情報を提供しながら、平成28年度
の達成を目指す。

農業の6次産業化
（加工品（干し餅）の
直販)

新たな顧客獲得に時間を要するため ６次産業化に関するセミナーや商談会、
催事出店等に関する情報を適宜提供
し、平成28年度の達成を目指す。

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

2 ＊＊＊

経営面積の拡大
（りんご）

希望条件に適合する農地がみつからないため 農地流動化情報や農地中間
管理事業に関する情報を提
供しながら、平成28年度の達
成を目指す。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

青森県 弘前市 藤代・船沢・高杉地区 平成25年度 平成27年度 弘前市



別紙様式第１－10号

Ⅰ　地区の成果目標 （単位：経営体、％）

⑦ 雇用

⑥ 農業経営の法人化

⑤ 農業経営の複合化

④ 農産物の品質向上
0 2 2

50.0
0 1 1

③ 農業の６次産業化

② 耕作放棄地の解消

① 経営面積の拡大
0 0 2

0.0
0 0 0

青森県 弘前市 東目屋地区 平成25年度 平成27年度 弘前市

項　　　目

目標
達成状況（上段：計画、下段：実績） 3年度目

達成状況
（％）1年度目 2年度目 目標年度

（3年度目）

経営体育成支援事業目標達成状況報告書（目標年度）

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

４　未達成者の対応等その他
　関係機関と連携しながら各種助言、指導等を継続し、経営改善に向けて取り組んでいく。

経営面積の拡大

希望条件に適合する農地がみつからないため、目
標未達成となった。

農地流動化情報や農地中間管理事業に関
する情報を提供しながら、平成28年度の達
成を目指す。

農産物の品質向上(りんご
上実率の向上)

強風による被害果増加ため、目標未達成となった。 農業協同組合等と連携しながら農産物の品
質及び数量確保等に向けた助言を継続し、
平成28年度の達成を目指す。

１　担い手への農地利用集積について
　市内の農地利用集積については、農地中間管理事業ほか農地法第3条等による貸借等により流動化が進んでいる。農地中間管理事業に
おいては農地所有者が貸付を希望する農地は条件不利地や遊休農地が多いが、経営規模拡大や農地集積に積極的な受け手は対象経営体
含め多数存在しており、農地の流動化も図られている。
　今後も同様に農地中間管理機構や農業委員会等と連携し、利用集積を推進していく。

２　必要となる中心経営体の育成について
　地域農業をけん引する「中心となる経営体（個人・法人・集落営農）」と、他の農業者（兼業農家、自給的農家）の役割分担を踏ま
えた地域農業のあり方を検討し、中心となる経営体への国等による支援策を継続して取り組むことで、持続可能な力強い農業の実現を
目指す。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　当市においては、平成２４年度の策定から、年２回見直し、更新している。
　新規就農者や農地集積により地域農業に協力する者が現われた場合は、その都度見直しを行い、また、地域連携推進員の配置によ
り、人・農地プランの必要性を説明したり、現地調査を実施するなどして、新規就農者の定着や耕作放棄地の発生抑制等に資するよう
取り組みを継続していく。

2 ＊＊＊

経営面積の拡
大（りんご)

希望条件に適合する農地がみつからないため 農地流動化情報や農地中間管理事業に
関する情報を提供しながら、平成28年度
の達成を目指す。

農産物の品質向上
(りんご上実率の向
上)

強風による被害果増加のため 農業協同組合等と連携しながら農産物
の品質及び数量確保等に向けた助言を
継続し、平成28年度の達成を目指す。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

1 ＊＊＊

経営面積の拡大
（りんご）

希望条件に適合する農地がみつからないため 農地流動化情報や農地中間
管理事業に関する情報を提
供しながら、平成28年度の達
成を目指す。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

青森県 弘前市 東目屋地区 平成25年度 平成27年度 弘前市



別紙様式第１－10号

Ⅰ　地区の成果目標 （単位：経営体、％）

⑦ 雇用

⑥ 農業経営の法人化

⑤ 農業経営の複合化

④ 農産物の品質向上

③ 農業の６次産業化

② 耕作放棄地の解消
0 0 1

0.0
0 0 0

① 経営面積の拡大
0 0 1

0.0
0 0 0

青森県 弘前市 石川地区 平成25年度 平成27年度 弘前市

項　　　目

目標
達成状況（上段：計画、下段：実績） 3年度目

達成状況
（％）1年度目 2年度目 目標年度

（3年度目）

経営体育成支援事業目標達成状況報告書（目標年度）

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

経営面積の拡大

希望条件に適合する農地がみつからないため、目
標未達成となった。

農地流動化情報や農地中間管理事業に関
する情報を提供しながら、平成28年度の達
成を目指す。

耕作放棄地の解消

１　担い手への農地利用集積について
　市内の農地利用集積については、農地中間管理事業ほか農地法第3条等による貸借等により流動化が進んでいる。農地中間管理事業に
おいては農地所有者が貸付を希望する農地は条件不利地や遊休農地が多いが、経営規模拡大や農地集積に積極的な受け手は対象経営体
含め多数存在しており、農地の流動化も図られている。
　今後も同様に農地中間管理機構や農業委員会等と連携し、利用集積を推進していく。

２　必要となる中心経営体の育成について
　地域農業をけん引する「中心となる経営体（個人・法人・集落営農）」と、他の農業者（兼業農家、自給的農家）の役割分担を踏ま
えた地域農業のあり方を検討し、中心となる経営体への国等による支援策を継続して取り組むことで、持続可能な力強い農業の実現を
目指す。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　当市においては、平成２４年度の策定から、年２回見直し、更新している。
　新規就農者や農地集積により地域農業に協力する者が現われた場合は、その都度見直しを行い、また、地域連携推進員の配置によ
り、人・農地プランの必要性を説明したり、現地調査を実施するなどして、新規就農者の定着や耕作放棄地の発生抑制等に資するよう
取り組みを継続していく。

４　未達成者の対応等その他
　関係機関と連携しながら各種助言、指導等を継続し、経営改善に向けて取り組んでいく。

1 ＊＊＊

経営面積の拡
大（りんご)

希望条件に適合する農地がみつからないため 農地流動化情報や農地中間
管理事業に関する情報を提
供しながら、平成28年度の達
成を目指す。

耕作放棄地の
解消

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

青森県 弘前市 石川地区 平成25年度 平成27年度 弘前市

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－10号

Ⅰ　地区の成果目標 （単位：経営体、％）

⑦ 雇用

⑥ 農業経営の法人化

⑤ 農業経営の複合化

④ 農産物の品質向上
0 1 2

50.0
2 0 1

③ 農業の６次産業化

② 耕作放棄地の解消

① 経営面積の拡大
0 0 2

50.0
0 0 1

青森県 弘前市 清水地区 平成25年度 平成27年度 弘前市

項　　　目

目標
達成状況（上段：計画、下段：実績） 3年度目

達成状況
（％）1年度目 2年度目 目標年度

（3年度目）

経営体育成支援事業目標達成状況報告書（目標年度）

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

１　担い手への農地利用集積について
　市内の農地利用集積については、農地中間管理事業ほか農地法第3条等による貸借等により流動化が進んでいる。農地中間管理事業に
おいては農地所有者が貸付を希望する農地は条件不利地や遊休農地が多いが、経営規模拡大や農地集積に積極的な受け手は対象経営体
含め多数存在しており、農地の流動化も図られている。
　今後も同様に農地中間管理機構や農業委員会等と連携し、利用集積を推進していく。

２　必要となる中心経営体の育成について
　地域農業をけん引する「中心となる経営体（個人・法人・集落営農）」と、他の農業者（兼業農家、自給的農家）の役割分担を踏ま
えた地域農業のあり方を検討し、中心となる経営体への国等による支援策を継続して取り組むことで、持続可能な力強い農業の実現を
目指す。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　当市においては、平成２４年度の策定から、年２回見直し、更新している。
　新規就農者や農地集積により地域農業に協力する者が現われた場合は、その都度見直しを行い、また、地域連携推進員の配置によ
り、人・農地プランの必要性を説明したり、現地調査を実施するなどして、新規就農者の定着や耕作放棄地の発生抑制等に資するよう
取り組みを継続していく。

４　未達成者の対応等その他
　関係機関と連携しながら各種助言、指導等を継続し、経営改善に向けて取り組んでいく。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

青森県 弘前市 清水地区 平成25年度 平成27年度 弘前市

№ 対象経営体名 成果目標

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営面積の拡大

希望条件に適合する農地がみつからないため、目
標未達成となった。

農地流動化情報や農地中間管理事業に関
する情報を提供しながら、平成28年度の達
成を目指す。

農産物の品質向上(りんご
上実率の向上)

強風による被害果増加のため、目標未達成となっ
た。

農業協同組合等と連携しながら農産物の品
質及び数量確保等に向けた助言を継続し、
平成28年度の達成を目指す。

目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

2 ＊＊＊

経営面積の拡
大（りんご)

希望条件に適合する農地がみつからないため 農地流動化情報や農地中間管理事業に
関する情報を提供しながら、平成28年度
の達成を目指す。

農産物の品質向上
(りんご上実率の向
上)

強風による被害果増加のため 農業協同組合等と連携しながら農産物
の品質及び数量確保等に向けた助言を
継続し、平成28年度の達成を目指す。



別紙様式第１－10号

Ⅰ　地区の成果目標 （単位：経営体、％）

⑦ 雇用

⑥ 農業経営の法人化

⑤ 農業経営の複合化

④ 農産物の品質向上
0 4 4

25.0
2 3 1

③ 農業の６次産業化

② 耕作放棄地の解消

項　　　目

目標
達成状況（上段：計画、下段：実績） 3年度目

達成状況
（％）1年度目 2年度目 目標年度

（3年度目）

① 経営面積の拡大
0 2 4

75.0
0 2 3

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

青森県 弘前市 岩木地区 平成25年度 平成27年度 弘前市

経営体育成支援事業目標達成状況報告書（目標年度）



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

１　担い手への農地利用集積について
　市内の農地利用集積については、農地中間管理事業ほか農地法第3条等による貸借等により流動化が進んでいる。農地中間管理事業に
おいては農地所有者が貸付を希望する農地は条件不利地や遊休農地が多いが、経営規模拡大や農地集積に積極的な受け手は対象経営体
含め多数存在しており、農地の流動化も図られている。
　今後も同様に農地中間管理機構や農業委員会等と連携し、利用集積を推進していく。

２　必要となる中心経営体の育成について
　地域農業をけん引する「中心となる経営体（個人・法人・集落営農）」と、他の農業者（兼業農家、自給的農家）の役割分担を踏ま
えた地域農業のあり方を検討し、中心となる経営体への国等による支援策を継続して取り組むことで、持続可能な力強い農業の実現を
目指す。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　当市においては、平成２４年度の策定から、年２回見直し、更新している。
　新規就農者や農地集積により地域農業に協力する者が現われた場合は、その都度見直しを行い、また、地域連携推進員の配置によ
り、人・農地プランの必要性を説明したり、現地調査を実施するなどして、新規就農者の定着や耕作放棄地の発生抑制等に資するよう
取り組みを継続していく。

４　未達成者の対応等その他
　関係機関と連携しながら各種助言、指導等を継続し、経営改善に向けて取り組んでいく。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営面積の拡大

希望条件に適合する農地がみつからないため、目
標未達成となった。

農地流動化情報や農地中間管理事業に関
する情報を提供しながら、平成28年度の達
成を目指す。

農産物の品質向上(食味
値、１等米比率、りんご
上実率の向上)

刈取り時期の遅れや強風による被害果増加のた
め、目標未達成となった。

農業協同組合等と連携しながら農産物の品
質及び数量確保等に向けた助言を継続し、
平成28年度の達成を目指す。

2 ＊＊＊

経営面積の拡
大（りんご)

希望条件に適合する農地がみつからないため 農地流動化情報や農地中間管理事業に
関する情報を提供しながら、平成28年度
の達成を目指す。

農産物の品質向上
(１等米比率の向上)

刈取り時期が遅れたため 農業協同組合等と連携しながら農産物
の品質及び数量確保等に向けた助言を
継続し、平成28年度の達成を目指す。

3 ＊＊＊

農産物の品質向
上(りんご上実率
の向上)

強風による被害果増加のため 農業協同組合等と連携しな
がら農産物の品質及び数量
確保等に向けた助言を継続
し、平成28年度の達成を目指
す。

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

1 ＊＊＊

農産物の品質
向上(食味値の
向上)

共同作業により刈取り時期が遅れたため、目標未
達成となった。

農業協同組合等と連携しな
がら農産物の品質及び数量
確保等に向けた助言を継続
し、平成28年度の達成を目指
す。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

青森県 弘前市 岩木地区 平成25年度 平成27年度 弘前市



別紙様式第１－10号

Ⅰ　地区の成果目標 （単位：経営体、％）

⑦ 雇用

⑥ 農業経営の法人化

⑤ 農業経営の複合化

④ 農産物の品質向上
0 4 4

50.0
4 3 2

③ 農業の６次産業化

② 耕作放棄地の解消
0 0 1

100.0
0 0 1

① 経営面積の拡大
0 1 6

50.0
0 2 3

青森県 弘前市 裾野地区 平成25年度 平成27年度 弘前市

項　　　目

目標
達成状況（上段：計画、下段：実績） 3年度目

達成状況
（％）1年度目 2年度目 目標年度

（3年度目）

経営体育成支援事業目標達成状況報告書（目標年度）

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

１　担い手への農地利用集積について
　市内の農地利用集積については、農地中間管理事業ほか農地法第3条等による貸借等により流動化が進んでいる。農地中間管理事業に
おいては農地所有者が貸付を希望する農地は条件不利地や遊休農地が多いが、経営規模拡大や農地集積に積極的な受け手は対象経営体
含め多数存在しており、農地の流動化も図られている。
　今後も同様に農地中間管理機構や農業委員会等と連携し、利用集積を推進していく。

２　必要となる中心経営体の育成について
　地域農業をけん引する「中心となる経営体（個人・法人・集落営農）」と、他の農業者（兼業農家、自給的農家）の役割分担を踏ま
えた地域農業のあり方を検討し、中心となる経営体への国等による支援策を継続して取り組むことで、持続可能な力強い農業の実現を
目指す。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　当市においては、平成２４年度の策定から、年２回見直し、更新している。
　新規就農者や農地集積により地域農業に協力する者が現われた場合は、その都度見直しを行い、また、地域連携推進員の配置によ
り、人・農地プランの必要性を説明したり、現地調査を実施するなどして、新規就農者の定着や耕作放棄地の発生抑制等に資するよう
取り組みを継続していく。

４　未達成者の対応等その他
　関係機関と連携しながら各種助言、指導等を継続し、経営改善に向けて取り組んでいく。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営面積の拡大

希望条件に適合する農地がみつからないため、目
標未達成となった。

農地流動化情報や農地中間管理事業に関
する情報を提供しながら、平成28年度の達
成を目指す。

農産物の品質向上(りんご
上実率の向上)

強風による被害果増加ため、目標未達成となった。 農業協同組合等と連携しながら農産物の品
質及び数量確保等に向けた助言を継続し、
平成28年度の達成を目指す。

3 ＊＊＊

経営面積の拡
大（水稲)

希望条件に適合する農地がみつからないため 農地流動化情報や農地中間
管理事業に関する情報を提
供しながら、平成28年度の達
成を目指す。

6 ＊＊＊

経営面積の拡
大(りんご・水
稲)

希望条件に適合する農地がみつからないため 農地流動化情報や農地中間管理事業に
関する情報を提供しながら、平成28年度
の達成を目指す。

農産物の品質向上
(りんご上実率の向
上)

強風による被害果増加のため 農業協同組合等と連携しながら農産物
の品質及び数量確保等に向けた助言を
継続し、平成28年度の達成を目指す。

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

1 ＊＊＊

経営面積の拡
大（りんご)

希望条件に適合する農地がみつからないため 農地流動化情報や農地中間管理
事業に関する情報を提供しながら、
平成28年度の達成を目指す。

農産物の品質向上
(りんご上実率の向
上)

強風による被害果増加のため 農業協同組合等と連携しながら農産物
の品質及び数量確保等に向けた助言を
継続し、平成28年度の達成を目指す。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

青森県 弘前市 裾野地区 平成25年度 平成27年度 弘前市


