
平成２６年産米の市町村別生産数量目標の算定方針

平成25年12月26日

秋田県農林水産部

１ 国から示された本県の生産数量目標

・ 本県の平成26年産米の生産数量目標は、４３３，０４０ｔ。

・ 前年と比較して、13,390ｔ、3.0%の減少（全国の数量は26万ｔ、3.3%の減）。

・ 本県の配分率
注1
は、59.5％(転作率40.5％)で前年対比1.8％の減。

平成26年産米 平成25年産米 増 減

〔秋田県〕 〔秋田県〕

生産数量目標 433,040ｔ 生産数量目標 446,430ｔ 13,390ｔの減 ▲3.0%

配分率 59.5％ 配分率 61.3％ ▲1.8%

転作率 40.5％ 転作率 38.7％ ＋1.8%

数量の面積換算値 75,570ha 数量の面積換算値 77,910ha 2,340haの減 ▲3.0%

〔全 国〕 〔全 国〕

生産数量目標 765万ｔ 生産数量目標 791万ｔ 26万ｔの減 ▲3.3%

数量の面積換算値 145万ha 数量の面積換算値 150万ha （▲５万ha）

＜用語の解説＞

(注1) 配分率： 潜在的水稲生産数量に対する生産数量目標の割合

(注2) 潜在的水稲生産数量： 水田台帳面積に市町村別単収を乗じた数量

(注3) 市町村別単収： 市町村別実単収の７中５数値に対して、統計補正係数を乗じた単収

(注4) ７中５： 直近７年間のうち最大・最小を除く中庸５年間の平均値

(注5) 統計補正係数： 作柄表示地帯別平年収量 (県内3区分による統計データ)

÷ 市町村別実単収の７中５で換算した地帯別の平均収量 (県内3区分）



２ 市町村別の生産数量目標の算定方針

（１）基本的な考え方

「米の生産数量目標に関する専門部会」において意見集約された「転作

率の市町村間較差に係る検討結果について（中間報告）」に基づき、転作率

の市町村間較差については現状を維持する。

よって、国から示された本県への生産数量目標の対前年比減少分につい

て、全市町村の平成25年産米の配分率から一律に削減する。

転作率の市町村間較差に係る検討結果について（中間報告）

１ 政府・与党における生産調整等の見直しなど、今後の米政策が不透明な状況

にあることから、今後の情勢を見極めるため、専門部会の議論を一旦凍結し、

平成２６年産の配分における市町村間較差については、「現状維持」とする。

２ 今後、生産調整に係る国の政策等の方針や内容が確定した後に、第３回専門

部会において大筋の理解が得られた、「今後の方向性」をベースとし、協議を

再開する。

３ ただし、政府・与党における今後の検討結果等により、緊急に協議を要する

事項が生じた場合は、適宜、専門部会を再開する。

（２）算定方法

① 県全体の配分率の減少分を全市町村から一律削減

○ 県全体の配分率
注1
の減少ポイント（平成25年産米の配分率61.3%→26年

産米の配分率59.5%＝約1.8ポイント）を、全市町村一律に25年産米の配

分率から削減する。

② 市町村別の生産数量目標

○ ①で算出した配分率
注1
に潜在的水稲生産数量

注２
を乗じて算出する。

市町村別生産数量目標 ＝

①の配分率 × 市町村の潜在的水稲生産数量



(３) 面積換算値について

市町村別の生産数量目標と併せ、面積換算値も提示する。

① 本県の面積換算値

○ 都道府県別の生産数量目標 ÷ 都道府県別平年単収

○ 本県の面積換算値 433,040ｔ ÷ 5.73ｔ/ha ≒ 75,570 ha

② 市町村別の面積換算値の算定方法

○ 市町村別の生産数量目標を、市町村別単収
注３
で割り返した面積を「面

積換算値」とする。

○ なお、面積換算値はアール未満を四捨五入する。

市町村別の生産数量目標
面積換算値 ＝

市町村別７中５
注４
単収 × 統計補正係数

注５



ｔ ha ｔ ha ｔ ha

鹿　角　市 12,104 2,208.76 12,498 2,276.50 -394 -67.74

小　坂　町 1,391 261.47 1,441 272.40 -50 -10.93

大　館　市 21,717 3,955.74 22,466 4,077.31 -749 -121.57

北 秋 田 市 17,140 3,203.74 17,708 3,303.73 -568 -99.99

上小阿仁村 1,516 287.67 1,554 294.88 -38 -7.21

能　代　市 21,698 3,826.81 22,288 3,937.81 -590 -111.00

藤　里　町 2,544 460.87 2,618 474.28 -74 -13.41

三　種　町 19,901 3,491.40 20,454 3,594.73 -553 -103.33

八　峰　町 6,218 1,098.59 6,391 1,131.15 -173 -32.56

秋　田　市 27,215 4,716.64 28,173 4,874.22 -958 -157.58

男　鹿　市 14,541 2,537.70 15,016 2,616.03 -475 -78.33

潟　上　市 10,657 1,831.10 10,987 1,884.56 -330 -53.46

五 城 目 町 5,629 999.82 5,818 1,031.56 -189 -31.74

八 郎 潟 町 3,760 651.65 3,919 676.86 -159 -25.21

井　川　町 3,950 688.15 4,067 707.30 -117 -19.15

大　潟　村 29,406 5,018.09 30,285 5,168.09 -879 -150.00

由利本荘市 34,695 6,119.05 35,796 6,302.11 -1,101 -183.06

に か ほ 市 10,867 1,930.20 11,184 1,982.98 -317 -52.78

大　仙　市 62,704 10,718.63 64,575 11,038.46 -1,871 -319.83

仙　北　市 16,159 2,911.53 16,658 2,996.04 -499 -84.51

美　郷　町 21,251 3,620.27 21,832 3,725.60 -581 -105.33

横　手　市 55,166 9,397.96 56,806 9,677.34 -1,640 -279.38

湯　沢　市 19,626 3,413.22 20,280 3,514.73 -654 -101.51

羽　後　町 12,060 2,101.05 12,461 2,163.37 -401 -62.32

東 成 瀬 村 1,125 213.07 1,155 219.17 -30 -6.10

県計 433,040 75,663.18 446,430 77,941.21 -13,390 -2278.03
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