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午後 １時００分 開会 

○前田広報評価課長 定刻になりましたので、ただいまから令和元年農林水産省政策評価第三

者委員会を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しいところご出席いただきまして、まことにありがと

うございます。 

 本日の司会進行を務めさせていただきます広報評価課の前田と申します。よろしくお願いい

たします。 

 まず初めに、岩濱危機管理・政策立案総括審議官からご挨拶申し上げます。 

○岩濱危機管理・政策立案総括審議官 ご紹介いただきました岩濱でございます。 

 委員の皆様におかれましては、日差しも戻ってまいりましたが、九州地方では梅雨明けでと

いう状況で、そういう中でちょっと暑くなってまいりましたが、ご多用のところ政策評価第三

者委員会にご出席いただきまして御礼申し上げます。 

 本日の議題につきましては、本年が新たな食料・農業・農村基本計画の見直しという年にな

っております。そういう中で、農政分野について平成30年度の実積評価についてご議論をいた

だく予定でございます。 

 令和元年度の事前分析表につきましては、各政策分野の情勢を踏まえまして、測定指標の見

直しを行わせていただいております。また、研究開発の総合評価を行うに当たっては、その骨

子を作成させていただいております。 

 本日ご議論いただきました内容につきましては、先ほど申しましたとおり政策評価書を作成

するとともに、基本計画の策定にも生かしてまいりたいというふうに思っております。活発な

ご議論をお願いしたいと思います。 

 本日、私は２時から、福島の復興とかも担当しておりまして、そこで説明と意見交換もあり

まして途中で退席させていただきますが、本日は３時間半ぐらいの長丁場になりますが、ぜひ

活発なご議論をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○前田広報評価課長 本日は、政策評価第三者委員会の委員７名、農林水産省行政事業レビュ

ー外部有識者の委員３名にご出席いただいております。 

 なお、所用のため白田委員、美谷添委員はご欠席、楜澤委員につきましては途中からの出席

となっております。 

 出席者につきましては、本来であればご紹介するのが筋でございますけれども、時間の都合
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上、お手元の名簿及び座席表でご確認いただければと思います。 

 本委員会の議事録につきましては、委員の皆様にご確認いただいた上で、発言者の氏名とと

もに公表することになってございますので、あらかじめご了承いただきます。 

 次に、本日の議事進行について簡単にご説明いたします。 

 お手元の配付資料の政策評価体系とあるものをご覧ください。 

 農林水産省では、政策評価体系として６つの中目標と、その下に23の政策分野に整理してお

りまして、農業、林業、水産業それぞれの施策の節目に合わせて評価を実施してきております。

今年度は農業分野につきまして、基本計画の見直しが予定されるなど施策の節目の年になって

おりますので、まず１つ目の議事といたしまして、オレンジ色で塗ってございます農業関係の

13の分野を対象に、平成30年度実施施策に係る政策評価書案及び令和元年度実施施策に係る事

前分析表案についてご議論をいただくこととしております。 

 また、２つ目の議事といたしまして、評価年にはなっておりません林業分野と水産分野につ

いて、測定指標の見直しを行っているものがございますので、令和元年度の実施施策に係る事

前分析表についてご議論いただきたいと思います。 

 最後に、３つ目の議事といたしまして、23の政策分野のうち※印がついてございますのが、

いわゆる総合評価の対象になっておりますが、このうち今年度は青色で示してございます10番

目の戦略的な研究開発と技術移転の加速化、このテーマが評価年となっておりますので、その

骨子案についてご議論いただくことといたしております。 

 なお、本日の会議はペーパーレスの推進のため、タブレットを使用いたします。使用方法等

につきまして会議中ご不明な点がございましたら、事務局まで遠慮なくお知らせください。 

 傍聴の方にお知らせでございます。 

 カメラ撮影につきましては、冒頭のみとしておりますので、撮影はここまでとさせていただ

きます。 

 それでは、議事の１つ目といたしまして、農業分野について、平成30年度実施施策に係る政

策評価書案及び令和元年度の実施施策に係る事前分析表案についてご議論いただきます。 

 資料といたしましては資料１を用います。 

 たくさんの内容がございますので、中目標ごとに区切って議論を進めていきたいと思います。 

 まず中目標１、食料の安定供給の確保でございますが、政策分野番号で申しますと、①から

④ということになります。 

 まず、政策分野①について、消費・安全局から説明をお願いいたします。 
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○沖消費・安全局総務課長 それでは、政策分野①についてご説明申し上げます。 

 資料１－１をご覧いただきたいと思います。 

 この分野は測定指標が10ございますが、うち５つの評価がＡ以外となっております。その要

因につきましては、資料の一番右の欄で分析をしておりますけれども、１つご紹介をいたしま

すと、No.４の農産分野におけるＧＡＰ認証取得経営体数の評価がＣとなりました要因といた

しまして、審査会社が新規審査に十分対応できなかったこと、あるいは農業者が認証継続のメ

リットを感じなかったこと等を挙げてございます。このため、審査員の育成支援、実需者がＧ

ＡＰ農産物を求めていることのＰＲなどを進めているところでございます。 

 この分野における目標の達成度合いは、資料１－２ページの一番下に記載してございます。

「進展が大きくない」ということでございます。 

 なお、事前分析表の見直しはございません。 

 政策分野①は以上です。 

○前田広報評価課長 続きまして、政策分野②、③、④につきまして、食料産業局から説明を

お願いいたします。 

○坂食料産業局総務課長 食料産業局でございます。 

 それでは、私のほうから政策分野②、③、④につきましてご説明申し上げます。 

 まず政策分野②についてでございます。 

 資料１－３ページ、政策評価の概要をご覧ください。 

 この分野におきましては、測定の指標が全部で８個ありまして、そのうち達成度合いがＡの

指標が５個、Ｂが２個、Ｃが１個となっております。 

 そのうち代表的なものとして、No.３の学校給食における地場産物を使用する割合につきま

してですが、こちらは達成度合いがＣとなっております。達成度合いが低くなった要因といた

しましては、台風等の天候不順による地場産物の生産量が減少したこと、それから価格が高騰

したことなどによりまして、学校給食で求められる食材の規格や数量などに関係する生産者側

と学校給食側の双方のニーズが合わなかったことなどによりまして、地場産の食材の利用が進

まなかったものと考えております。 

 この目標は、現行の第３次食育推進基本計画のうち、この本政策と関係性の深い指標として

設定しておりまして、次期の食育推進基本計画の策定に向けた検討が今なされていますので、

それを踏まえて改善していきたいと考えております。 

 以上の結果、下の段にあるとおり、この分野の達成度合いは「相当程度進展あり」という判
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定になっております。 

 次に、資料１－４ページ、事前分析表の見直しの概要をご覧ください。 

 代表的な測定指標の見直しとして、国民運動を通じて「国産農林水産物を意識して購入する

ようになった」と回答する消費者の割合でございますが、こちらにつきましては、下段の設定

理由にあるとおり、国産農産物の消費拡大に対して、商品の購買という直接的な行動をはかる

ことができる指標のほうが適切であると考えましたことから、フード・アクション・ニッポン

アワード受賞・入賞後に売り上げが増加した産品の割合というふうに見直したいと考えており

ます。 

 簡単ですが、政策分野②の説明は以上でございます。 

 続きまして、政策分野③でございます。 

 資料１－６ページ、政策評価書の概要をご覧ください。 

 この分野におきましては、測定指標が17個ありまして、そのうち達成度合いがＡの指標が11

個、Ｂが５個、Ｃが１個となっております。 

 このうち代表的なものとしましては、No.11の、１中央卸売市場当たりの取扱金額につきま

しては、達成度合いがＣとなっております。これは、青果物については、輸入野菜を含めた野

菜全体の供給量の増加により、卸売価格が前年度に比べて安値で推移した影響を受けたこと、

それから水産物については、漁獲の不良によりまして、卸売価格が高騰したものの入荷数量の

減少を補うまでには至らなかったことなどによりまして、取扱金額が前年度よりも減少したこ

とによるものと考えております。 

 平成30年10月に食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律が施行されましたので、

物流の効率化などの食品流通の合理化の取組の支援によりまして、卸売市場の新たな需要開拓

でありますとか、付加価値の向上を促進してまいりたいと考えております。 

 以上の結果、下段にあるとおり、この分野の達成度合いは「相当程度進展あり」という判定

としております。 

 次に、資料１－８ページ、事前分析表の見直しの概要をご覧ください。 

 測定指標の見直しとして、食品循環資源の再生利用等実施率でございますけれども、こちら

につきましては、下段の設定理由にありますとおり、近年、平成27年度に国連の持続可能な開

発目標、いわゆるＳＤＧｓでございますが、これによる食品ロスの削減について半減の目標が

設定されたこと、それから、我が国におきましても本年５月に食品ロス削減推進法が成立、公

布されたことなど食品ロスの削減の重要性が高まっていることから、事業系食品ロス量を見直
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すことといたしました。 

 簡単ですが、政策分野③の説明は以上でございます。 

 政策分野④についてご説明申し上げます。資料１－９ページをご覧ください。この分野の測

定指標は７個ございます。そのうちＡの指標が５個、Ｂが２個となっております。 

 代表的なものとして、No.３の海外展開の支援事業を通じて得た知識、人脈等が、その後の

企業活動に活かされると評価される割合、括弧書きで、事業で支援を行った各社への事後アン

ケートの結果、活かされると評価された割合でございますが、こちらについては、達成度合い

がＢでございます。前年の実績値を下回る結果となりました。 

 その要因といたしましては、食品産業の海外展開につきましては、ほかの産業と比較して拡

大基調が緩やかであることから、企業の海外展開への機運がまだ高まっていないためではない

かと考えております。 

 今後は、リーディングケースづくりを推進するための海外展開の診断でありますとかパート

ナー候補とのマッチング、それからハンズオン型の投資・貿易推進事業を新たに設定するなど、

より具体的な進出アクションについて結びつきやすい支援体制にしていきたいと考えておりま

す。 

 以上の結果、下段にあるとおり、この分野の達成度合いは、「相当程度進展あり」という判

定となっております。 

 それから、事前分析表のほうでございますが、この分野の測定指標の見直しはございません。 

 簡単ですが、政策分野④の説明は以上でございます。 

○前田広報評価課長 それでは、中目標１の政策分野の説明が終わりましたので、委員の皆様

からご意見、ご質問をお願いいたします。何人かの委員の皆様からご意見等をいただいた上で、

役所側からまとめて答える形にしたいと思います。 

 それでは、天野委員、お願いします。 

○天野委員 本日は大変わかりやすいご説明をいただきまして、ありがとうございました。 

 私からは、政策分野①のNo.４の農産に関するＧＡＰ認証取得経営体数のところで、ちょっ

と簡単なご質問と、あと要望のようなものをちょっとお伝えしたいと思います。 

 備考の要因分析のところで、認証へのメリット感がないため認証継続をしなかったというこ

とを要因の一つとして挙げられているわけですけれども、実際に継続されなかった方たちへの

例えばヒアリングみたいなものを行って、どこが不満であるとか、あるいはどういうことをす

ればメリット感というのをもう少し感じてもらえるのかといったようなことをお尋ねする機会
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ですね、こういったものを既に設けていらっしゃるかもしれませんが、そういった声を実際に

お聞きいただいて、さらに生かしていただくことができればなというのが要望というか、思い

です。 

 もう一点は単純に質問なんですけれども、同じく要因分析のところで挙げられています新規

審査の体制が十分対応できなかったというようなご指摘も書かれていますけれども、この新規

審査への対応の状況というのは、これはもう現状では改善されつつあるのかといったところを

お尋ねしたいと思います。 

○前田広報評価課長 ほかにございませんか。特に今のＧＡＰの関係などで、もし関連してご

ざいましたらお願いします。 

 山﨑委員、お願いします。 

○山﨑委員 山﨑と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 ＧＡＰ関連について質問させていただきます。 

 来年の東京オリ・パラの食材調達基準にGAP認証が盛り込まれたことを機に、ＧＡＰの取組

が非常に進みましたが、今取り組まれている生産者は先進的な農家の方が多いかと感じます。

現在、全国的に見ても先進農家の方がGAPを取得しきった感じがいたします。今後どれくらい

の取得数の伸びしろがあるのか、また、オリンピックが終わった後にどのように、生産者の皆

さんに対して広報活動と、普及を今後どのようにしていくのかをお伺いしたいです。 

 次に、畜産でのGAP取得について、日々の営農と作業がとても多忙な中で、経営されている

方たちが、その日その日の作業で毎日がいっぱいいっぱいであるという話をよく伺います。時

間に余裕がない中で、ＧＡＰの推進と取得は非常に難しいという話も耳にします。 

 GAPの推進や取得と並行に、労働環境の改善と、もう少し休みがとれるような仕組みづくり

も進めないと、畜産でのＧＡＰ取得は難しくなるとも思いました。 

 以上でございます。 

○前田広報評価課長 ほかにございますか。 

 それでは、金子委員、お願いします。 

○金子委員 金子でございます。 

 今のところなんですけれども、これを読むと新規に取得しようとする方が増えて、しかし審

査体制が整わず、しかし継続しない人が多いので減っているというふうに読めるんですね。も

し違ったら訂正していただきたいんですが、今お話がありましたオリンピックの問題だとか、

あと輸出を国の目標として掲げていて、なぜこれがそういう状況なのかというのは素朴にもの
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すごく疑問を感じています。 

 海外に物を出すのであれば、当然これがどんどん増えていかないと、国が定めている目標と

どうも整合性がないような気がしているので、審査体制が整わないというのは、では誰が審査

体制を整える側なのか、あるいはメリットがない、では本当にメリットがないのか。こういう

利点があるということをきちんと周知徹底されているのかどうか、そのあたりをちょっと教え

ていただければと。 

○前田広報評価課長 まだ関連して、ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、一旦、役所のほうから回答をよろしくお願いします。 

○新本生産局農業環境対策課農業環境情報分析官 生産局からお答えさせていただきます。 

 まずメリットの関係について、天野委員からご要望、それから金子委員から周知しているの

かというお話がございました。 

 私どもは、このＧＡＰにつきましては、ＧＡＰを「する」のとＧＡＰ認証を「取る」を分け

て考えておりまして、まずＧＡＰを「する」メリットとしては、経営の効率化とか、あるいは

食品安全、労働安全の確保に有効ということでございます。私どもは、ＧＡＰをするについて

は、これを当たり前にしたいということで、そのメリット、優良事例の周知も含めて生産サイ

ドに周知を図っているところでございます。 

 今回の評価におきましては、ＧＡＰ認証の数で見ていただいてございます。ＧＡＰ認証を取

る意味というのは、正しくＧＡＰがされていることを客観的に証明することでございますので、

信頼できる農場の農産物ということで、取引先のほうから安心して取引ができると、あるいは

取引先がいろいろ食品安全とかを確認することについて、自ら確認する必要がないということ

で、取引先におかれて認証を求めるという声があるということで、裏返して言えば、農家さん

は取引先から選んでいただきやすくなるというメリットがあるというふうに私どもは考えてご

ざいます。 

 そういうことから、メリット感については、農家サイドに対してはいろいろな優良事例のご

紹介と、メリットがきちんと実需者に伝わるような形で、ＧＡＰの取組を実需者のほうにもＰ

Ｒをしていくということで、その点は対応方向にも書かせていただきました。 

 それから、天野委員のご質問にあった新規審査の状況でございます。 

 今回の認証数の公表に当たって、認証プログラムの運営主体にお尋ねしたところ、審査会社

がタイトで新規の審査がなかなかできなかったという話がございました。 

 ご案内のとおり、ＧＡＰ認証は毎年審査でございますので、審査会社においては、継続の審
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査も毎年やりますし、その上で新規の受付けをするということで、継続の審査に加えて新規に

ついては後回しということになったということでございます。 

 現状でございますが、まだタイトな状況は続いてございまして、特にグローバルＧＡＰの関

係につきましては、審査会社３社でございますけれども、年内は新規の受付は難しいというふ

うな状況で、再開は来年早々というようなことで伺ってございます。 

 これについて、審査員の不足ということがございますので、審査員の育成に向けて、国の補

助事業を通じて審査員の育成のための必要な経費の支援をしておりまして、これは平成30年か

らそういった支援をやっているところでございます。 

 それから、山﨑委員から、ＧＡＰ認証を取得しているのは先進的な農家がかなり多いのでは

ないかということで、これからの伸びしろはあるのか、どのように対応するのかというお話が

ございました。 

 オリ・パラを契機に、生産者の方々も関心が高まってございますので、国としてもさまざま

な支援策を用意して、これを契機に増やすということをやっているところでございます。 

 確かに法人や先進的な農家はＧＡＰをやっていらっしゃるという面もございますけれども、

私どもとしては、特に団体ですね、ＪＡの部会のようなさまざまな農家さんがいらっしゃるよ

うな団体での認証ということを特に力を入れてございますが、まだまだ取組が十分でないとこ

ろがございます。今回の分析のところでも、思ったほど団体認証が進まなかったということで、

これは産地の合意形成が難しいところでございますけれども、そういったところをしっかりや

ることで対応していきたいと思います。 

 それから、金子委員から、オリ・パラで進める中でこんな状況で大丈夫かというお話がござ

いました。 

 そこは引き続きしっかりやっていきたいと思います。オリ・パラの調達条件になった関係に

おきましては、ＧＡＰ認証の農産物でオリ・パラに出したいという意向調査を内閣官房ととも

にやりましたけれども、それによりますと、オリ・パラに必要な食材の量に対して、かなりの

量が見込まれていることで、総量自体は現在のところ十分対応できるのかなという状況にあり

ますけれども、引き続き輸出も含めて、ＧＡＰ認証についてはしっかり進めてまいりたいと思

っております。 

 あと、山﨑委員から畜産の関係で、労働環境の改善が先に必要とのお話がございました。 

ＧＡＰの取組を通じて労働環境の改善にもつながっている面がございますので、そこも含

めてしっかり対応していきたいと思っていますし、特に団体認証について、これからしっかり
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やることで負担感を減らしながら、ＧＡＰの取組をますます促進していきたいというふうに考

えてございます。 

 以上でございます。 

○前田広報評価課長 委員の皆様、いかがでしょうか。 

 山﨑委員、お願いします。 

○山﨑委員 今の中で、販売先が求めるのであればＧＡＰ認証を取っていきましょうという流

れもございますが、全国的にいろいろな生産者の方にヒアリングした中で、皆さんの声という

のが、販売先、出荷先、卸先から、ＧＡＰの認証は必要ないですという話もよく伺います。そ

ういった生産者は、GAP取得の必要がないという考えも持っております。そのような販売をし

ている生産者達にＧＡＰを取得してもらうには、今後どのようにお考えでしょうか？ 

○前田広報評価課長 それでは、どうぞ。 

○新本生産局農業環境対策課農業環境情報分析官 冒頭でＧＡＰは「する」と「取る」がある

ということで、「する」を当たり前にしたいと申しました。 

 「取る」については、ＧＡＰ認証を取るかどうかというのが、まさに経営判断でございまし

て、経営戦略なり販売戦略で必要があればその認証を取っていただくというのが国の基本的な

スタンスでございます。 

 コストもかかりますので、必ずしもやみくもに、認証を取るということを推奨しているわけ

ではなくて、あくまでも経営にプラスになる部分については、認証という形で見える化をして

もらうということでございます。 

 ＧＡＰをすれば、認証を取らなくても、することによって、いろいろな農業経営上のメリッ

トがあるわけでございますので、それに加えて認証を取るというのは、まさに販売上優位にな

るとか、販売先が求めているとか、そういうものに対応して判断していただくということでご

ざいますので、そういった個々の状況に応じて対応していただくというのが国の基本的な考え

方でございます。 

 ただ、全体としてＧＡＰを進める上では、モデル的な取組というものを広げていきたいとい

うことでございますので、モデル的な農家で認証を取りたいところについては、国としても支

援をしている状況でございます。 

○前田広報評価課長 篠原委員、お願いします。 

○篠原委員 ＧＡＰにつきましては、事前にいろいろとご質問させていただいていたところで

すが、それ以外で先ほど出ていた団体認証というのがよくわからないので、例えばＪＡだった
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らどういった取組方をするのが団体認証で、どういうメリットがあるのかとかを教えていただ

けますでしょうか。 

○前田広報評価課長 よろしくお願いします。 

○新本生産局農業環境対策課農業環境情報分析官 団体認証と申しますのは、例えばＪＡの部

会、ネギ部会とかいろいろな部会がありますけれども、そういった部会の農家が集まってみん

なでＧＡＰ認証を取りましょうということで、そのためには個々の農家さんも当然、ＧＡＰに

必要な取組はやるわけなんですけれども、団体の事務局として、例えばＪＡの方がいろいろな

個々の農家の取組状況の把握とか、そういうことをやることによって部会の構成農家の負担も

減って、手間も減りますし、加えて認証費用も、例えば50人規模で団体認証を取る場合は、一

人頭の必要な審査費用というのは５分の１ぐらいになるメリットがあるということで、国とし

ても進めているところでございます。 

 要は個々の取組を団体の、例えばＪＡの方がいろいろ取組の共通的な部分を指導して、その

把握をすることで全体が効率的にいくというような取組というふうにご理解いただければと思

います。 

○前田広報評価課長 篠原委員、お願いします。 

○篠原委員 ということは、農協が団体の皆様のご面倒は見るけれども、認証を取るのは個々

ということで、という意味ですか。 

○新本生産局農業環境対策課農業環境情報分析官 認証は団体として取ります。通常、個人で

申請すれば、当然、審査員は個人の経営を見るわけなんですけれども、団体認証でやる場合は、

例えば50人の団体の場合に50人全員に審査に行くわけではなくて、日頃の管理は団体のほうで

しっかりやっていますので、50人のうち、平方根以上の８名以上の農家に審査に入れば団体と

してしっかりやっているというふうにみなすというような運用をしていまして、そういうこと

で結果として費用も減るというものです。 

 日頃、団体事務局がしっかり管理をしているので、全ての農家まで見ることはないというこ

とで、審査する農家は抽出する手法でやっているものでございます。 

○前田広報評価課長 委員の皆様から、ＧＡＰに限らずご意見、ご質問等をお願いいたします。 

 それでは、岸本委員、お願いします。 

○岸本委員 ありがとうございました。 

 私の質問は、個々の内容じゃなくて評価手法なので、実は広報評価課さんへの質問というか

コメントになるかもしれないんですが、全てやると多分たくさんあるので、ちょっと思いつい
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たことを先にお話しさせてもらいます。 

 例えば政策分野①のNo.１、No.２のところの指標－計算分類が「Ｓ＝－直」となっているん

ですが、全体として、イコールの意味合いがちょっと曖昧だなというふうに思いました。 

 要するに、維持型というふうになっているんですが、多分カドミウム、ダイオキシンも下が

れば下がるほどいいという指標だとは思うんですね。ただ、もう基準値を満たしているので、

維持していけばいいということで維持型になっていると思うんですが、逆に上がってしまった

らまずいというふうに思うので、そういうものは、要するにイコールというのが維持すべきも

のなのか、たまたま維持していたらオーケーみたいなものかがちょっと曖昧で、これは多分、

下矢印にしておいたほうがいいのかなというふうに思います。そういうのがほかにも結構あっ

たように思います。 

 それから、資料１－３ページの政策分野②の、例えばNo.１のところはＡになっているんで

すが、これは実は62％というのが基準値と全く同じ数字なので、基準値から全く同じ数字でＡ

というのは、ちょっとＡでいいのかなというふうに直感で思うところがあったりします。 

 ほかにも、指標で見ると機械的にＡ、Ｂ、Ｃと分けられるんですけれども、これはＡでいい

のかとか、これでＢでいいのかみたいなものが結構あって、その理由は何かというと指標－計

算分類のところにありますが、差分比較法にするか直接比較法にするかは結構、どちらにする

か迷うものがたくさんあって、たまたま直接比較法なのでＡになっているけれども、差分比較

法にしたらＢになるというのが結構あるんですね。 

 なので、僕の提案としては、一回機械的にやった後に目で見て、これは例えば基準値と同じ

なのにＡはちょっと違うのではないかとやってはどうでしょうか。   

また、例えばNo.５は、目標値が12％に対して、実績値が11％で達成度がＡになっています。

これは30年度が目標年度なので、普通に直接比較法で計算したらそうなるのですが、目標を達

成していないけれどもＡになっているのはどうかなと思ったりします。 

 それから、同じようにNo.８もＢになっているんですけれども、令和２年度に100％を達成す

るのに、現状が85％なので、どうやって100％に持っていくかというのは、ちょっと何か工夫

が要るのではないかなと思いますので、要因分析欄に戦略を書く等の対応があってもいいのか

なと思いました。 

 政策分野の③、資料１－６ページですが、そこも同じように、例えばNo.２、No.３は、目標

年度が令和２年度ですけれども、実績値はなかなか達成するのは大変だろうなと思います。 

 それから、政策分野③のNo.７は、指標－計算分類がＦのイコールになっているんですけれ
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ども、これは商談件数なのでＦの上矢印ではないかと思います。 

それから、例えばNo.15とNo.16も、これは元年度と２年度に目標値があるんですけれども、

現状では32％、－3.3％ということで、これはなかなか達成するのは大変じゃないかなと思い

ます。Ｂ評価になっていますが、目標を達成するための工夫をコメントに入れてもいいのでは

思います。 

 それから、No.17は実績値13％であり、目標値３％に対してものすごくいいんですけれども、

なぜこんなにいいんだろうと思います。 

 ほかにも多分いろいろあるんですけれども、一旦これでおしまいにします。 

○前田広報評価課長 ありがとうございます。 

 まず冒頭私から説明いたします。この政策評価書につきましては、本日の資料の中に政策評

価書の留意事項という資料をつけておりますけれども、目標の達成度合いについての客観的な

判定基準等を整理しております。 

また、Ｆのイコールとか上矢印とか下矢印といった測定指標等の表記方法につきましても、

前々回の本委員会の議論を踏まえまして、一見してわかりやすいように記号をつけたところで

ございます。 

 このような中で、今、申されましたように、果たして維持をするのがいいのか、下げていく

努力が必要なのかというのは、それぞれの項目ごとに、それぞれの担当部局が判断し、我々の

ほうでもチェックをするということで整理させていただいています。 

 また、個別の目標値の数値につきましても、実態や将来の可能性も踏まえて、それぞれの担

当部局が数字を設定するということにさせていただいています。 

委員からご指摘のあった個別の指標について、各原局から考え方を言えるのであれば、回

答をよろしくお願いいたします。 

○沖消費・安全局総務課長 まず資料１－１ページのNo.１ですけれども、もちろんこれから

個々の指標のあり方については、改めてもう一度精査をする必要はあると思いますけれども、

こちらにつきましては、一生涯にわたって食べても健康への影響がないというふうに考えられ

る最大量にならないこと、ということを目標にしておりますので、その絶対値を下げること自

体が目標ではないというふうに思いますので、これについてはイコールというのが適当ではな

いか考えております。 

 また、資料１－３ページのNo.１の指標について、耳の痛いご指摘をいただいたわけですけ

れども、具体的に申しますと、こちらでは実積が62％となっておりまして、達成度Ａとなって
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いるんですが、もう少し細かな資料をご覧いただきますと、もともと基準値が62％で、目指す

べきところが70で、それに至る道として67という目標があるんですが、もともとの62が、その

後、62、60、61、62というふうに、あまり芳しくない状況で推移をしているけれども、67％の

目標に対しては、それなりの場所にあるということでＡになっております。 

 実は、私どもも今回この資料を出す際に、こういう見方というのは、ちょっと見た目にかさ

上げされた評価になっているのではないかということは考えまして、ではどうしたらいいんだ

ということを、かさ上げされているということを見ながら、やはり反省しないといけないとい

うことで、この背景にあります男性の参加率が悪いですとか、若い人の参加率が悪いですとか、

そういう要因を分析して、しっかりそのあたりは変えていこうというような話し合いをいたし

ました。 

 おっしゃるとおりで、ちょっと見た目が良過ぎて、どうかというところはあろうかと思いま

す。ただ、それはそれとして、私たちも見て、ちょっとこの評価は高すぎるということで反省

にする契機にもしております。どうあるべきかということについては、改めて考えたいと思い

ます。 

 ご指摘をいただきました日本型食生活のNo.５の指標について、目標が未達成でもＡになっ

ているのがあるというご指摘がございましたが、それぞれについて、さらに細かく見ていくと

いうことが大事だということを感じております。 

 資料１－３ページにありますNo.８の指標につきまして、これは最後に100％に持っていくは

ずのところ、現在まだ85％であると、どういうふうに対応していくのか、その戦略を書く必要

があるのではないかというふうなご指摘をいただきました。おっしゃるとおりだと思います。 

 これも細かく見てまいりますと、別の資料で年度ごとの推移を示してしておりますが、これ

まで77％、78％、79％と非常に少ない進捗だったものが、実は今年度85％ということで、よう

やっと６ポイント大きく上げることができました。 

 これを上げることができたのは、個々の職員が実際に自治体を回って、こうすべきなんだと

いうことをお伝えをして、説得をしていくという努力をしたことによって大きく６ポイント上

げることができましたので、やはり細かく見ていきまして、同じような努力をこれからも続け

ていくというようなことをしていくべきだというふうに考えておりますし、そういう戦略を書

くべきというのはおっしゃるとおりですので、また今後、来年に向けてどのような形でそれを

明らかにするのか考えていきたいと思います。 

○坂食料産業局総務課長 食料産業局でございます。 
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 私どものほうは、特に政策分野②、③にかけて何点かご指摘をいただきました。 

 消費・安全局と重複する意見は割愛いたしますが、同じ思いでございますので、ご指摘を踏

まえて、指標の設定の仕方なり評価のあり方、あるいは今後の改善方法といいますか、どうい

う工夫をしていくのか等をよく考えて、必要に応じて記載してまいりたいというのは同じでご

ざいます。 

 １点だけ、私どもも気になったのは、資料１－７ページ、政策分野③のNo.17ですけれども、

食品製造業の労働生産性の伸び率が、目標値3.0％であるのに対して実績値、平成30年度は

13％と、何か飛び出したような数字になっているところです。 

 これは、財務省の法人企業統計調査という統計資料から引っ張ってきた、この段階ではまだ

推計値の段階ですけれども、それが対前年比で13％増だったということでございます。まだ現

時点では、これは何でこんなに飛び出したのか、正直私どもも分析はし切れておりません。 

 何か、普通こういう数字が出るときは特殊な要因があったんだろうとは思いますけれども、

通常この食品製造業の労働生産性は、そんなに高くなりにくいのが通常でございましたので、

よく調べさせていただければと思います。あまり答えになっていなくて申しわけございません。 

 以上でございます。 

○前田広報評価課長 それでは、石井委員、お願いします。 

○石井委員 石井です。今回初めて出席させていただきました。これからよろしくお願いしま

す。 

 私のほうからは、政策分野③、資料１－６ページ、食品流通の効率化及び高度化等というこ

とで、Ｃの評価の１中央卸売市場当たりの取扱金額の要因分析の中で、水産物の産地からの入

荷数量が減少したと書いてあるんですけれども、私は漁業の業界で、この流通の移り変わりを

見ているんですが、大分前から、この中央卸売市場に流れない場外流通がありまして、堺港に

たくさんマグロを買う仲買がいるので、どうやって出荷しているんだという話を聞いたところ、

まずは一番多いのが量販店、量販店向けに買っていると。あとは自分で捌いて売っているもの、

小売しているものと、あとは中央卸売市場に出荷しているというような話で、昔から見ると中

央卸売市場にあまり並ばない。だから、魚の流通自体が東京の、今でいう豊洲の仲買人の下に

量販店がついていたものが、量販店が浜のほうに出て直接買うようになった。そういう流れの

中で、この取扱金額を、私はとてもじゃないが増えるなんて、ちょっと考えられないんですが、

そこのところはどう考えておられるんでしょうか。 

○前田広報評価課長 関連してご意見、ご質問がございましたらお願いします。 
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 山﨑委員、お願いします。 

○山﨑委員 少し内容が重なってしまいますが、近年、生産から販売まで多種多様化されてき

ており、インターネットを通じた販売が増えてきているのが現状かと思います。 

 資料３－41ページを見ますと、目標値が令和６年度まで毎年右肩上がりとなっておりますが、

平成28年からの実績値を見ると、毎年右肩下がりとなっております。インターネットを利用し

た販売方法が多様化する中で中央卸市場を通しての流通量は、今後も下がり続けるのではない

のかなと考えております。これについて、どのように考えられているか、お聞かせください。 

○前田広報評価課長 篠原委員、お願いします。 

○篠原委員 それに関連しまして、この10月に恐らく軽減税率が導入され、その導入と同時に、

数年にわたってインボイス制度が恐らく導入されるんであろうと思われます。ここにいらっし

ゃる皆様方がどの程度ご認識かはよくわかりませんが、このインボイスにつきましては、小規

模事業者、要は免税事業者がインボイスを発行できないがために、事業者との取引が非常に困

難になるであろうと思われます。ヨーロッパでは、そういったことを受けて小規模事業者がか

なり消滅していったということになっております。 

 それに対して、さすがに農水だなと思ったのが、中央卸売市場とかＪＡを通した場合には、

免税事業者であっても、インボイスはその卸売事業者やＪＡがインボイスを発行なさるので、

取引の業者は、相手が免税事業者であろうが課税事業者であろうが、何も心配せずに購入する、

いわゆる免税事業者も10％の課税で商売ができて、益税になるといえば益税になるということ

が、もうはっきりしております。 

 そうなったときに、この中央卸売市場を通すとかＪＡを通すというような業者が、果たして

増えていくのかどうなのかというところは、私は非常に興味を持っていますので、そこら辺も

今後しっかり見据えていっていただけたらなと思っております。また、情報を教えてください。 

○前田広報評価課長 よろしいですか。 

 それでは、役所のほうから回答をお願いします。 

○坂食料産業局総務課長 今の中央卸売市場の関係でございます。 

 こちらにつきましては、指標については、ご指摘のとおりでございまして、目標は令和６年

度で719億円まで持っていきたいというところでございます。ただ、ご指摘にありますように、

以前に比べまして食品の流通の構造がかなり多様化していると。言いかえますと、卸売市場を

通さない取引が多くなっているのではないかということは、具体的な数字が今手元にはないで

すけれども、データ上も確認されております。直売であったり、インターネット等を通したオ
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ンラインの取引もありますし、大手量販店の方が直接買い付けていくという流通も確認されて

おりますので、卸売市場を通さない取引が総体的に多くなってきているだろうということは、

私どもも承知しております。 

 一方で、卸売市場は、例えば現物が集まって集荷したり分化したりする機能であるとか、価

格形成の場になって、大体相場というのはこういうものだと形成される機能、あるいは決済を

スムーズにできるとか、プラスの面の機能もございますので、多様な流通構造になってきてい

るのは承知してはおりますけれども、機能の集約化とか、あるいは、昨年度に卸売市場は法律

改正をしまして、個々の市場ごとに取引ルールを個々の市場ごとの判断で決めるようになった

ので、いろいろな創意工夫をしたりとか、あるいは別の施設を併設したりするなどの形で、い

ろいろな工夫の余地ができてくるのではないかと考えております。 

 その意味では、こういう社会経済情勢ではありますけれども、引き続き機能は担っていただ

きたいという気持ちで、こういう設定をしたところでございます。ですので、一個当たりの中

央卸売市場の取扱金額は、増加を目指す方向で政策を進めてまいりたいというのが基本的な考

え方でございます。 

○前田広報評価課長 山﨑委員、お願いします。 

○山﨑委員 先程の中央卸売市場の説明の中で、利用する生産者の声は、規格や見た目にとて

も厳しいというところで、若手の生産者は出荷しにくいという意見もあります。厳しい規格の

おかげで、日本のスーパーにはとてもきれいな野菜が並ぶのは大変素晴らしいことですが、生

産側から見ると、もう少し規格に対しての緩和であったり規格の価格差がなくなるといったこ

とを、食品ロスを減らす上でも、どのようにお考えでしょうか。 

○前田広報評価課長 お願いします。 

○坂食料産業局総務課長 ご指摘のとおりと役所も考えておりまして、私どもは食品ロスの削

減という観点もございますので、せっかく作ったものは無駄なく消費者の方へ流れるようにし

ていただきたいというのが基本でございます。 

 そういう意味で、決して役所が例えば曲がった野菜はだめとか強制しているわけではござい

ません。取引上の慣行などによる部分は多いのかもしれませんけれども、そこは流通に携わる

業界の皆様といろいろ話し合いながら、いろいろな無駄の生じるやり方はなるべく見直してい

きましょうという方向で話し合っていきたいというのが基本的な方向でございます。 

○前田広報評価課長 大体予定の時間ですけれども、このあたりでよろしいでしょうか。 

 それでは、以上で中目標１に関しての議論を終了いたします。 
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 ここで５分間の休憩を挟みます。13時55分までにはご着席願います。 

午後 １時５２分 休憩 

午後 １時５５分 再開 

○前田広報評価課長 それでは、会議を再開いたします。 

 中目標２、農業の持続的な発展につきまして、政策分野の番号でいいますと、⑥、⑦、⑧、

⑨、⑪、⑬になりますけれども、まず⑥と⑦につきまして、経営局から説明をお願いします。 

○大島経営局総務課長 経営局の総務課長でございます。本日はよろしくお願い申し上げます。 

 資料に基づきまして、資料１－10ページでございますが、政策分野⑥についてご説明申し上

げます。 

 この分野では、３つの政策目標を掲げております。法人化と農業従事者、これは若い人の確

保、それと女性の活躍推進ということでございます。３つの指標のうち、下２つがＡ、そして

法人化がＢとなってございます。 

 法人化につきまして、条件が整ってきた集落営農ですとか畜産等の経営での法人化について、

ほぼ一巡してきたかなということもございまして、これはやや最近、近年において伸びが鈍化

しているところでございます。昨年度立ち上げました農業経営相談所等における法人化につい

てのアドバイザリー機能の発揮等を通じて、この数字を目標値に近づけてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 ３つの指標が、Ａ、Ａ、Ｂでございますので、総体としては「相当程度進展あり」という形

で整理をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、次のページで政策分野⑦でございます。 

 ここで４つの指標がございまして、Ａが２つ、Ａ’が１つ、そして一番上の項目がＣでござ

います。 

 これにつきまして、担い手が利用する農地面積の割合ということでございまして、農地の利

用集積で力強い農業経営をつくっていくという政策目標に照らしても、大事な政策指標ではな

いかと考えているところでございます。 

 農地バンクをつくりまして集積を進めてきたところでございますが、平場地域での取組がほ

ぼ一巡化をして、これから中山間地域での取組を加速化していくという必要が出てきていると

ころでございます。 

 そこで、これからさらに難しいフェーズに入ってくるということで、農地バンク法をつくっ

たときの法律の５年後見直しの議論に即しまして、いろいろと団体、現場からもご意見をいた
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だいた中で、とにかく制度のほうを、まずより使い勝手がいいものにしていく、そして、ある

いは予算事業についても中山間地域で取り組みやすいような要件緩和をしていくというような

形で、政策パッケージの対応を取りまとめまして、これに基づいてしっかりと取り組んでまい

りたいと思っているところでございます。 

 農地の利用集積は、地域での現場での掘り起こし、マッチングが大事でございますので、

人・農地プランの推進ということも含めて、地域ぐるみでの運動を推進していきたいと考えて

いるところでございます。 

 全体の整理の中で、Ａが２つ、Ａ’が１つ、Ｃが１つでございますので、総体としての整理

は「相当程度進展あり」という形で整理をさせていただいているところでございます。 

 簡単ではございますが、⑥、⑦は以上でございます。 

○前田広報評価課長 続きまして、政策分野⑧について、農村振興局から説明をお願いします。 

○庄司農村振興局農村計画課長 農村振興局農村計画課長の庄司と申します。 

 私からは、政策分野⑧につきましてご説明をさせていただきます。 

 資料１－12ページをご覧ください。 

 政策分野⑧の構造改革の加速化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備の推進でございます。 

 こちらの分野につきましては、全部で８つの指標を設定しておりますが、達成度合いがＡの

指標が６つ、それからＢの指標が２つとなってございます。 

 ５番目の湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積につきまして、これは達成度合い

がＢとなっているわけでございますが、これは近年、地震とか豪雨などの影響がありまして、

事業が全体的にちょっと遅れているようなところがございまして、事業の完了後にまとめて効

果が発現したという算定をしておる関係で、実績値が目標値を下回ったというふうに考えてお

るところでございます。 

 政策分野全体の目標の達成度合いといたしましては、「相当程度進展あり」というふうに整

理させていただいております。 

 以上が30年度の実績評価でございます。 

 続きまして、政策分野⑧の指標等の見直しにつきましてご説明させていただきます。 

 資料１－13ページをご覧ください。 

 震災の被災地域における営農再開が可能となる農地面積につきましてですが、これは従来、

農業・農村の復興マスタープランというのを農水省で作っておりますけれども、これに合わせ

まして、毎年度、年度ごとに目標値を設定しております。今回もこのようなことを踏まえまし
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て、最新の復旧状況等を市町村に聞きまして、１年分、元年度までに１万8,420ヘクタールと

いうふうに設定したいと考えております。 

 それから、資料１－14、15、16ページ、これはいずれも海岸堤防の関係の目標でございます。 

 14ページが、海岸堤防等の長寿命化計画の策定率、それから15ページが、大規模地震が想定

されている地域等における海岸堤防等の整備率、それから16ページが、大規模地震が想定され

ている地域等における水門・樋門等の自動化・遠隔操作化率、それを指標にしておりますが、

海岸事業というのは、農水省以外に国交省と一緒にやっておりますので、国交省と共通の目標

を設定するようにしたいというふうに考えております。 

 以上で政策分野⑧の説明を終わります。 

○前田広報評価課長 続きまして、政策分野⑨、⑪、⑬の説明を生産局からお願いいたします。 

○郡生産局総務課生産推進室長 生産局生産推進室長の郡と申します。よろしくお願いいたし

ます。私からは、政策分野⑨からご説明させていただきます。 

 政策分野⑨につきましては、土地利用型作物ですとか畜産、園芸作物等の生産に関すること

が取り上げられてございます。 

 資料１－17ページの評価書（案）をご覧いただきますと、この分野につきましては、品目が

多くございまして測定指標が15個ございますが、そのうち達成度合いがＡのものが６個、Ａ’

のものが２つ、Ｂが４つ、Ｃが３つとなってございます。 

 この中から達成度合いがＣとなっているもの、いくつかは作況によるものが端的にあるわけ

ですが、その中でちょっと違った事情、背景があるものをピックアップいたしますが、No.５

の国産食肉の利用拡大のための国産牛肉の生産量について、背景等をご説明いたします。 

 達成度合いが低くなった要因といたしましては、中小・零細農家を中心に高齢化・後継者不

足による離農が進展をしておりまして、評価年の少し前の時点において、繁殖雌牛ですとか乳

用牛の頭数が減少した結果、子牛生産、肥育に要するタイムラグを経まして牛肉生産量が伸び

悩んだという状況になってございます。 

 このため、畜産クラスター事業によりまして、子牛の育成部門を外部化させまして、頭数を

増やしやすくするというキャトルブリーディングステーション、ＣＢＳと申しますけれども、

これの整備ですとか、酪農経営に関しまして、和牛受精卵移植を活用した和牛子牛生産の拡大

など生産基盤の強化対策を実施いたしました結果、繁殖雌牛につきましては、28年度から30年

度まで３年連続頭数が増加しておりまして、また、肉用牛全体でも飼養頭数も増加に転じるな

どの効果が出始めているところでございます。 
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 この指標を含めまして、全体の測定指標を総合いたしますと、18ページの表の末尾にござい

ますけれども、この分野の達成度合いは「相当程度進展あり」ということでございます。 

 続きまして、政策分野⑪をご覧いただきたいと思います。 

 先端技術の活用等による生産・流通システムの革新等でございまして、技術を活用したコス

ト低減とかがテーマになってございます。 

 この分野は測定指標が８つございまして、そのうち達成度合いがＡのものが４個、Ｂのもの

が１つ、Ｃのものが３個となってございます。 

 この中から達成度合いがＣとなっている２番目の担い手の米の生産コストにおける生産資材

費と労働費の削減について申し上げます。 

 達成度合いが低くなった要因といたしましては、指標の分母となります29年産の収量が減少

したこともございますが、分子の方で、労働時間は短縮したものの労働単価が上昇傾向にある

こと、それから国内特殊自動車第４次排ガス規制が適用されまして、農機具費が上昇したこと

などによるものと考えております。 

 生産資材費につきましては、29年８月に農業競争力強化支援法が施行されまして、全農が機

能を絞り込んだ低価格大型トラクターの供給により、従来と比較して２、３割程度の価格の引

き下げを実現するということなど低コストに向けた取組の動きがございます。今後、効果が期

待されるところでございます。 

 さらに、No.５のほ場の単位面積100ヘクタール当たりの土壌分析実施数という指標がござい

ます。達成度合いはＡとなっておりますが、これにつきましては、目標値の見直しを行ってお

りまして、見直し前のものでそのまま評価するとＢということでございますが、見直した後で

Ａということにさせていただいております。 

 資料１-21ページの指標の見直しについてご覧いただきたいのでございますけれども、要す

れば、昨年度実施した政策評価で29年度の実績値が目標値を達成したために、目標値を上方修

正したのですが、改めて実績値を直近のデータで精査したところ、集計に誤りがあるというこ

とが判明いたしまして、目標値を修正させていただいたという次第でございます。 

 新たな目標値は、過去３年間における実積を踏まえて、年度ごとに0.8地点の増加を見込む

ということで、令和２年度において17.8地点となる目標を設定いたしております。 

 最後に、今度は政策分野⑬、農業の自然循環機能の維持増進とコミュニケーションについて

資料をご覧いただきたいと思います。 

 この分野につきましては、測定指標は３個ございまして、そのうち達成度合いがＡのものが
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２個、Ｂのものが１個となっておりまして、達成度合いが「相当程度進展あり」ということに

なっておりますので、個別の説明は省略いたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○前田広報評価課長 中目標２の政策分野の説明が終わりましたので、委員の皆様からご意見、

ご質問をお願いいたします。 

 それでは、篠原委員からお願いします。 

○篠原委員 資料１－11ページですが、私ども広島は中山間地域が非常に多うございまして、

No.１の備考のところにございます中山間地域における対応の強化というものについて、具体

的にどのような強化策を考えられているのか教えてください。 

○前田広報評価課長 何人かまとめてから答えたいと思いますので、ほかに委員の方から。 

 それでは、山﨑委員、お願いします。 

○山﨑委員 私が農業を営んでいる埼玉県東部の杉戸町では、農地中間管理機構を利用した農

地の集約がとても進んでおります。大規模生産者や担い手の中で農地の交換や、行政と農業委

員会が中心となった地権者費用ゼロ負担の簡易基盤整備が進んでおります。集約化によりコス

ト削減に大変貢献しています。全国的に見ると、評価はＣになっておりますが、私の地域では、

高く評価させていただきます。 

 全国いろいろな地域の話を伺うと、人・農地プランの話し合いも全く進んでいないところも

あるようです。なぜ、そのような差が生じるのかを、担い手の皆さんと話す時間を持ち共通に

感じたことは、農地の集約が進んでいる地域は、市町村の農業振興担当の行政マンの情熱や想

いがあったため進んだという結果が多く感じられました。 

 そういった中で、農地バンクはとても素晴らしい仕組みですが、地域の行政マンの情熱によ

って進捗状況が変わってしまうという現実をどうお考えになりますか。また、事業をより一層

加速化させるためには、地域行政が取り組みやすい仕組みも必要なのかなと感じております。 

○前田広報評価課長 ほかに、もし関連してでも結構ですが。 

 それでは、岸本委員、お願いします。 

○岸本委員 単純なことですが、今のところの担い手が利用する農地面積のところの単位がパ

ーセントと万ヘクタールがあるので、これはちょっとどう見たらいいか。政策分野⑦のNo.１

ですが、どちらかに合わせないと、ちょっとよくわからないなというふうに思いました。 

 それから、No.３は多分、万と千が間違っているんですかね。令和７年度の目標値が4.5万ヘ

クタールで、30年度の目標値が4.1千ヘクタールになっているので、その２点、確認させてく
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ださい。 

○前田広報評価課長 それでは、まずここまでで、経営局からお願いします。 

○大島経営局総務課長 経営局でございます。順次ご説明申し上げたいと思います。 

 まず、篠原委員からいただきました中山間地域の対応ということでございますが、具体的に

農地バンクを使って農地を集積していくためには、農地の出し手とかに対してバンクに預けて

いただくことに対する協力金というものを出すと、それを一つのインセンティブにしたという

ことでございます。その協力金について、バンクをより通してもらおうということで、バンク

を通す比率について要件をかけていたところなんですけれども、中山間地域というのは、平場

と比べると条件も区々であるので、そこまで高いハードルを課されると、なかなか取組がたい

というような話があったところでございます。 

 これも５年後見直しの与党でのご議論の際も、ここはしっかりと、中山間地域は、より色を

つけて取り組むべきだというような話もございましたので、思い切って中山間地域については

要件の緩和をして、より取り組みやすくさせていただいたというのが、ここのポイントでござ

います。 

 山﨑委員から大変ありがたい評価のお言葉もいただいたところでございます。 

 後ほどの岸本委員のご質問にもかかわりますが、このＣとなっておりますのは、もともと掲

げております目標を相当意欲的に高く掲げているというところがあろうかと思います。この

80％というのは、担い手への農地の集積率について、その目標を設定した時点のそれまでの10

年間を見ると、３割から５割ぐらいまで集約をしてきたということがございまして、10年間か

けてプラス２割だとしたら、そして、それにさらにドライブをかけるためには、５割を出発点

にして、プラス２割に対して次の10年はその５倍増しで行くぞと、1.5倍にしようということ

で、従来２割増だったのが今度は３割増ということで８割、80％ということにしたところでご

ざいます。 

 実際のところ、この80％は、右の表との関係で数字はわかりにくいんですけれども、基準時

点と目標値との間の集積目標を実現するためには、リニアに毎年度、単純に均等に集積面積が

伸びていくとすると、毎年度14万ヘクタール伸ばさないと80％に行かないなということで設定

をしておりまして、それを目標としてみたときに、実際の数字が3.1万ということなので、14

万に対する3.1万だと、数字としてはさらなる努力が必要かなというところでございます。 

 山﨑委員のご質問のほうに戻らせていただきまして、市町村の行政マンのパワーによるとこ

ろがあるというのは、ごもっともかと存じます。 
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 ただ、現実の問題として、平成の大合併以降、市町村の一般行政職員の削減比率に比べると、

さらに農政担当職員の削減比率が数倍のペースで下がっていってしまっているというのは事実

かと思います。意欲とノウハウがあって取り組んでいただいている職員が支えられる市町村と、

そうでない市町村があるということだろうと思います。 

 私どもは、ここはとにかく市町村なら市町村ということで決め打ちはしないで、地域農政を

支えるさまざまなプレーヤーがいらっしゃいますので、市町村が頑張れるところは市町村に頑

張っていただく、市町村のマンパワーはやや足りないけれども、農業委員会のほうで農地利用

最適化推進委員ということで、全国で４万人（※正確には農業委員と農地利用最適化推進委員

の合計値）の配置もございますので、その方たちにファシリテートしていただけるところは、

その方たちにファシリテートしていただく。 

 そして、特に現役の市町村職員でなくても、地域でずっと農政担当職員として現場を回って

いたと、自分はリタイアしたけれども、まだ地域のお役に立てるならばということで、そうい

う志をお持ちの行政ＯＢの方もいらっしゃいます。そのような方に対しては、先ほど別のご質

問の際にご回答した農業経営相談所のほうから、コンサルテーションといいますか、アドバイ

ザリーとして、そのファシリテートを手伝ってくださいということでもお金を出せるようにし

ておりますので、そういった思いとノウハウを持った関係の方々が役割分担しながら連携して

取り組めるようにということで、トータルパッケージで進めてまいりたいと思います。 

○庄司農村振興局農村計画課長 農村振興局でございます。 

 岸本委員からご指摘がありました３番目の指標の単位の話ですけれども、これはすみません、

まずここに書いていないんですけれども、これは前回、この基準を見直したのは平成27年で、

それからその目標年度がそこにありますように令和７年、平成37年、ですから11年間の目標に

なっています。11年間で4.5万ヘクタールの荒廃農地を再生しましょうという目標になってい

ます。 

 それで、右側の欄に指標という欄がありますけれども、そこにＦとＳがありまして、Ｆとい

うのはフローということで、要は毎年毎年これぐらいやっていきましょうという目標で、逆に

それ以外のＳというのは、だんだん目標に近づいていく、積み上がっていく、そういうタイプ

の目標になります。こちらは毎年毎年これぐらいやりましょうという目標を指しています。先

ほど11年間と申し上げましたが、4.5万ヘクタールを11で割ると、毎年4.1千ヘクタールになる

ということでございます。 

○前田広報評価課長 それでは、岸本委員、お願いします。 
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○岸本委員 よくわかりました。 

 そうなると、このNo.１も、もしかしてＳじゃなくてＦになるのかなと、ちょっと思ったり

したので、その辺は整理が要るかなと思います。 

○前田広報評価課長 経営局からお願いします。 

○大島経営局総務課長 よく広報評価課と相談して再整理をさせていただいて、必要に応じて

修正させていただきたいと存じます。 

○前田広報評価課長 それでは、楜澤委員、お願いします。 

○楜澤委員 いくつかありますが、まず資料１－11ページの先ほどの論点になった担い手の集

積のところですが、これは農地中間管理事業の実績とあわせて担い手が利用する農地面積の割

合がどうであったか、という数字がどうして出てこないのか。 

 山﨑委員が大変いい制度だということで評価されましたけれども、全国的に言って、農地中

間管理事業の目標達成度合いというのは一体どうであって、それとの関連で、この担い手集積

はどう評価できるのか、農地中間管理事業は担い手への農地集積を一つの目的として導入され

たのですから、この政策の実績の数値があって評価がなされるんだろうと思っていたんですけ

れども、その事業関連の数字が出ていないのはなぜかということです。それが１点です。 

 それから、一応、平場地域については一巡し、これからは中山間に政策のドライブをかけて

いくというお話だったんですけれども、その際に農地中間管理事業を使える見込みがどれだけ

あるのかということですね。 

 といいますのも、人・農地プランを通じて、つまり地元の論理で担い手を選定して、そこへ

集積するという、そこをベースにして農地中間管理事業を中山間でどうつなげるかということ

ですけれども、中山間では担い手を明確化できるかどうかということについては、難しい側面

があります。 

 そういう意味でいいますと、人・農地プランも重要ですが、せっかく農業経営基盤強化促進

法の中に農用地利用改善事業という事業が位置付けられて、農用地利用改善団体があるわけで

すよね。その利用率は全国的に言って非常に低い。これは団体をつくってもメリット感がない

と受け止められている。一時補助金の受け皿として普及したことはあったけれども、それがな

くなったら、また下火になった。その意味では、担い手を特定するのが非常に難しい地域では、

私は利用改善団体をもっと利用するような政策的ドライブをかけて、これが全国的にどのぐら

い設置されたかということを指標に政策判断をするということが重要ではないかと考えており

ます。 
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 それから、１－10ページ、政策分野⑥ですけれども、まず農業経営の法人化の推進のところ

ですが、これは法人化をした後、倒産して解散した場合の数値も含まれていて、プラスマイナ

スで結果として増加ということがあるんですよね。そこで、どれだけの法人が解散し、それに

伴ってどういう問題が生じたかというようなことについても、法人化の推進という政策評価の

一環として、やはり位置付けておく必要があるのではないかと考えます。 

 それから、これは最後ですけれども、No.２の農業従事者の確保、これはＡという評価にな

っています。40代以下の農業従事者数が増えているという結果については、ちょっとびっくり

したんです。 

 それで、事前にこの中には例えば外国人研修生も入っているのかという質問をさせていただ

きました。地域に定着する農業従事者、これを増やすことが政策目標の一環となっていると思

います。そうすると、一時的な雇用による従事者も全て含めて評価するというのが、今言った

ような政策目標の評価にとって適合的かどうか、これはなかなか数字を分けるのは難しいとい

うことなのかもしれませんけれども、地域定着の従事者の確保という点で、どの程度だったの

かという評価も必要ではないかと思いました。 

○前田広報評価課長 結構質問が多かったので、一旦ここで役所側から回答をお願いします。 

○大島経営局総務課長 多岐にわたってご質問をいただいたところでございます。まず集積目

標８割の中での農地中間管理事業の推進の数字ということでございます。 

 手元に数字を持ってきていないのですけれども、これは国会で今度の農地バンク法の改正法

案を審議させていただいた中でも、農地中間管理機構の寄与度ということについては、議論に

なったところでございます。機構をかませることで、その集積の面積が上がっていくというこ

とでございまして、集まってきた面積のトータルの数字で見ておりますが、その中でのさらに

まとまりの質ということを考えたときには、このような中間保有機能を果たす法人が一回中間

でバッファーになることによって、何度も何度も話し合いを重ねて、そして、それを大きな形

でまとまりをもった団地化をしていくという意味では、機構の果たす役割は大きいと思います。   

ただ、ちょっと今、数字が手元にないのでお答えできませんが、この増加してきた3.1万ヘ

クタールのうちの全てが機構でないのは事実でございます。 

 引き続き相対で話がついている部分もありますが、それはそれで集約という機能を果たして

おりますので、そこは捨象する必要はないだろうということでございますが、今回のせっかく

のご指摘でもございますので、特にこの中の集積によってコアの機能を果たすべきと位置づけ

られた農地中間管理機構が、この数字全体を通してどれくらいの寄与度があるのかということ
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について、来年度以降の評価の中でどのような形で整理ができるのか、よく担当部局として検

討の上、広報評価課とも相談をしてまいりたいと思います。 

 ２点目の質問でございますが、中間管理事業の農地中山間地域等での推進に当たってという

ことでございます。 

 まず地元の論理というようなことがございますけれども、とにかく農地、これから今やって

いる人がいずれ年をとって手放さなきゃいけなくなる、誰かに預けなきゃいけなくなるという

ことは、まずはしっかりと現場で危機感を共有していただいて、それから地域の将来像を考え

ていただこうということでは、この人・農地プランの話し合いというのは、まずもってベース

にあるべきものだというふうに考えております。 

 ただ、当然、今やっていらっしゃる担い手だけで全てが完結できる地域ばかりではないと、

それはおっしゃるとおりでございまして、外から法人を呼んでこなければいけないということ

もあろうかと思いますし、既存の農地関係のさまざまな制度、政策、団体等も活用しながらと

いうのも、それもまたおっしゃるとおりだろうというふうに思っております。 

 まず、この９月以降、各地域で人・農地プランの話し合いが進んでまいりますので、そのよ

うな中で、受け皿としてどのような形の、従来私どもが想定していた認定農業者等以外でも中

山間で支えていただけるプレーヤーとしてどういう形が想定できるのか、そして、その人たち

に、より役割を果たしていただくために、どのような政策支援が必要なのかということは、大

変重要な検討課題だというふうに思いますので、たまたま今回、基本計画の５年に一度の見直

しの時期でもございます。大変重要なテーマと思っておりますので、よくそこは詰めて、現場

のご意見も伺いながら考えてまいりたいというふうに思います。 

 ３点目の法人化の推進について、やめてしまった人もいるのではないかということでのご指

摘でございます。 

 実は、悉皆で拾っている数字ではないのですけれども、法人化を推進する上での関連する一

つの施策といたしまして、集落営農が法人化するに当たって、登記費用を出したりですとか、

あるいは法人化をするためのビジネスプランづくりをお手伝いしたりとかいう形で、１経営体

当たり40万円を定額で支出するという形の事業がございます。 

 この事業について、交付対象者の法人を、その後のフォローをしている数字がございますけ

れども、もともと集落営農のときよりも法人格をつくって、より安定的な経営形態としてやっ

ていこうということで合意がなって法人化しているものが、形態として圧倒的でございますの

で、平成25年度から29年度までこの事業を活用して法人化を成し遂げられました2,500強の法
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人体のうち、どの程度の法人が解散してどの程度が残存しているかを整理したデータがござい

ますが、大部分は存続しているという形です。 

 あと、最後の質問が、ここはデータの制約とかがございますが、委員がおっしゃるとおり、

定着をしなければ意味がないということだろうと思います。 

 農水省が掲げております40代以下40万人の目標というのも、20代から65歳ぐらいまでを主に

活躍していただきたい年齢層だと考えると、45年分の年齢層があるわけで、それで毎年２万人

ぐらい入ってくれれば、それで大体90万人ぐらいになって土地利用型農業、そして、あるいは

それ以外の品目も主たるプレーヤーとしてカバー、支えられるのではないかという発想で、今

政策を推進しているところでございますが、この２万人も毎年入ってきてそれで終わりという

ことではなくて、定着ベースで２万人ということを目指そうということは考えているところで

ございます。 

 ただ、一つ悩ましいのは、入ってくるほうの数字は、いろいろな統計でカバーもしますし、

新規就農施策の活用対象者ということで拾えるんですけれども、出ていく人がそれぞれ、さま

ざまな人生のご判断の中で出ていかれる中で、それを拾う手段が今のところないものですから、

どうしたらいいのか、私どももそこは今、思案しているところでございまして、定着ベースで

の人数をどういう形で把捉していくかというのは、技術的に難しいところもありますが、委員

ご指摘のとおり大事な課題だと思っておりますので、引き続きの検討課題として考えてまいり

たいと思います。 

○前田広報評価課長 楜澤委員、お願いします。 

○楜澤委員 ありがとうございました。 

 １点だけ、補足させていただきたいと思います。 

 私が農用地利用改善団体ということを言いましたのは、人・農地プランにおいては、担い手

を特定するということがなければいけないんですね。しかし、それは難しい地域があるので、

農用地利用改善団体の制度というのは、担い手を特定して、そこへ集積するということを自己

目的化しているものではなく、その地域の農地をどうやって農地として維持管理していくかと

いうことに関する地元の団体という、非常に汎用性の高い団体なので、これを活用したほうが

いいという趣旨で申し上げました。 

○前田広報評価課長 それでは、ほかに委員の皆様からお願いします。 

 山﨑委員、お願いします。 

○山﨑委員 政策分野⑧の資料１－13ページになりますが、震災を受けた被災地における営農
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再開が可能となる農地面積が、目標年度が元年度に１万8,420ヘクタールとなっておりますが、

これは100％被災地の農地が回復したという数字として見てよろしいのでしょうか。 

○前田広報評価課長 よろしいですか。では、農村振興局から。 

○庄司農村振興局農村計画課長 農村振興局でございます。 

 この目標は、普通は５年間とか、もう少し長期でやっているものなんですけれども、震災の

復旧の事業というのは、これはなかなか、例えば特に原子力災害などの地域になりますと、避

難指示の解除になっても県外にまだ今も避難していらっしゃる農家がいたり、いつ帰ってくる

かわからないといったような状況があったり、あるいは県外に避難していらっしゃる地権者と

調整していかないとできないとか、そういうこともございまして、あまり長期な目標が立てら

れないことになりますので、市町村とかに、要は復旧の現状とか、それから今後どうかという

のを聞いて、毎年毎年１年ずつ目標を作っております。 

 ですから、この１万8,420ヘクタールになったら全ての被災地域、６県の目標をとっていま

すけれども、それが全部回復するということではありませんで、今年度できそうなところがで

きるという数字になります。 

○山﨑委員 ありがとうございます。 

 もう一点、政策分野⑨のNo.１の指標について。 

 小麦、大豆の生産量について、昨年は産地である北海道が生産が凶作でしたので、評価Ｃに

なるのは仕方がないですが、2018年に生産調整が廃止され、飼料用米と米粉用のついて、今後、

目標数値が７年度までございますが、生産調整が廃止となり、生産量をどのようにコントロー

ルし、保持していくかをお聞かせください。 

 また、今年、太平洋側では記録的な低温日照不足になっております。生産者やコメ卸に伺い

ますと、現在、米価は上げ基調になっており、今年の異常気象で収穫量が下がった場合は米価

も上がり、来年は飼料用米等の生産から少し離れてしまうのではないかと懸念するところです。

米価に上昇に伴い主食用に生産をシフトしてしまう生産者に、ブレーキをかける対策は、何か

お考えでしょうか。 

○前田広報評価課長 何か関連してご意見、ご質問はございませんか。 

 楜澤委員、お願いします。 

○楜澤委員 今のご質問に関連しまして、資料１－17ページの特に小麦の生産量、それから大

豆の生産量についてですが、これは指標が生産量になっていますね。作付面積指標というもの

は設定されていません。Ｃ評価になっているのは不作だったという理由ですが、作付面積がも
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し仮に増えていれば、また数値は違ってきているかもしれないし、その辺の案分は一体どうな

っているのか。やはり指標として作付面積を入れることは重要ではないかと思いました。 

○前田広報評価課長 ほかに関連して何かございませんか。 

 それでは、ここまでで、まず役所のほうから説明をお願いします。 

○郡生産局総務課生産推進室長 ご質問ありがとうございます。 

 制度が新しい形になりまして、行政による数字を割り当てていくということではなくなって

きたということでございますので、誘導施策との政策ミックスにおいて、これを活用していた

だく方向をより打ち出していくということしかないわけですけれども、そのメリットでありま

すとか、そういったところを丁寧にお伝えしながら、その経営の中に取り込んでいただくとい

うことを進めていかなければいけないと思っておりますし、飼料用米や米粉用米だけではなく

て、今回ちょっと数字が減少してしまう要因の一つと勘定はしておるわけでございますけれど

も、どちらかというと輸出に向けた取組であるとか、国内向けの主食用米以外のものというよ

うな選択肢というものを数多く提示し、かつ、それに対しての取組体制の整備でありますとか、

魅力ある施策のパッケージの提示であるというところで進めていくことを、やはり地道に展開

していく必要があるのかなというふうに思っております。 

 日照不足等々で米の供給量が下がると主食用に向いてしまうと、これは致し方ない部分とい

うのは幾分かはあると思うのでございますけれども、そういった中長期的なトレンドの中で、

それを実現していく必要があるのかなと思っております。 

 それから、１つ質問がございました生産量であって作付面積でないのはどうかということで

ございますが、これは基本計画の中での生産努力目標がベースになっておりまして、そちらの

ほうが量ということで、ないしは自給率というところに連動する形で目標設定をしてきて、そ

れがブレークダウンされてきております。 

 面積というパラメーター以外にも収量等、いろいろな要素を絡めながら目標を達成していく

というのが指標化されておりますので、面積というのも非常に重要な指標なのは間違いござい

ませんけれども、生産量というのを指標化させていただいている次第でございます。 

○前田広報評価課長 よろしいですか。 

 ほかに委員の皆様からご意見、ご質問をお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、中目標２についての議論を終了いたします。 

 ここで10分間の休憩を挟みますので、14時50分までにはご着席願いたいと思います。 
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午後 ２時３９分 休憩 

午後 ２時４９分 再開 

 

○前田広報評価課長 会議を再開いたします。 

 中目標３、農村の振興につきまして、政策分野は⑭から⑯となりますけれども、まず⑭と⑯

について、農村振興局から説明をお願いします。 

○庄司農村振興局農村計画課長 それでは、３つ目の中目標に入りまして、委員の皆様お疲れ

さまでございます。農村振興局の庄司でございます。休憩前に引き続きまして、よろしくお願

いします。 

 まず私から、⑭と⑯の実積評価につきましてご説明させていただきます。 

 資料１－22ページをご覧ください。 

 政策分野⑭、地域コミュニティ機能の発揮等による地域資源の維持・継承等でございます。 

 こちらの分野は６つの指標を設定しておりますが、達成度合いがＡの指標が４つ、Ｂの指標

が２つとなっております。No.１の農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動への多

様な人材の参画率につきましては、達成度合いがＢとなっております。 

 この指標は、共同活動、要は畦畔、あぜの草刈りですとか水路の泥上げをやったりするよう

な共同活動をやっていく上では農業者の数が必要になりますけれども、担い手に集積したり、

農家の数がそもそも減っていきますと、それを補う形で農家でない非農業者の参画が増えるだ

ろう、増えてもらわないと困るということを想定して設定しておりましたけれども、30年度は、

非農業者の参画はもちろん増えたんですが、農業者の参画も対象面積が増えたことにより増加

した結果、非農業者のほうの割合の伸びが小さくなったということで、目標を下回るような形

になっております。 

 政策分野全体の目標の達成度合いといたしましては、「相当程度進展あり」という整理にさ

せていただいております。 

 続きまして、資料１－23ページをご覧ください。 

 政策分野⑯の多様な分野との連携による都市農村交流や農村への移住・定住等でございます。 

 こちらの分野では、２つの指標を設定しておりますが、達成度合いがＡの指標が１つ、Ｂの

指標が１つとなってございます。 

 これはNo.１のグリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数及び訪日外国人旅行者数につき

まして、達成度合いがＢとなっておりますので、その要因をご説明したいと思います。 



 31

 これは日本人のグリーン・ツーリズム施設の年間の宿泊者の数と、それから外国人のほうの

数というのを指標にしておりますけれども、外国人の交流人口は大幅に伸びているということ

ですが、国内のほうが今ひとつだったということが要因になってございます。 

 国内の日本人の旅行者数が伸びないというのは、これは何もグリーン・ツーリズム施設、こ

れは農家民宿とか公設の青少年自然の家みたいな宿泊施設を指しているわけですけれども、そ

ういう施設に限った話ではなくて、国内旅行一般について言える話だということです。 

 農水省といたしましては、平成29年度から農泊推進対策という事業を設けまして、ビジネス

として農泊に取り組むための宿泊施設の整備ですとか体制の構築、あるいは地域資源の観光コ

ンテンツとしてのブラッシュアップ等を支援しまして、国内外からの旅行者の受け入れ体制の

整備を進めているところでございます。 

 それから、先日、行政事業レビューというのがございまして、本日ご出席の金子委員から、

この測定指標につきまして、農水省の取組の直接的な成果が見えにくい指標になっているので

はないかというようなご指摘をいただいております。 

 この指標の指標名は、訪日外国人旅行者数というふうになっておりますけれども、実際は訪

日外国人のうち農山漁村体験等を行った人数、これを対象にしています。何も日本にインバウ

ンドにやって来られる外国人全体を指しているわけではありませんので、誤解を招きかねない

表現なので、機会を捉えまして指標名を見直すようにしたいと考えております。 

 政策分野全体の達成度合いといたしましては、「相当程度進展あり」ということにさせてい

ただいています。 

 以上で政策分野⑭、⑯の説明を終わります。 

○前田広報評価課長 続きまして、政策分野⑮の説明を食料産業局からお願いします。 

○坂食料産業局総務課長 食料産業局でございます。私は２回目の登場でございますが、よろ

しくお願いいたします。 

 政策分野⑮についてご説明申し上げます。 

 お手元の資料１－24ページをご覧ください。 

 この分野につきましては、測定指標は３つでございます。そのうち達成度合いがＡの指標が

２つ、Ｂが１つございます。この分野につきましては、Ｃ評価、あるいは前年度の実績値を下

回った指標はございませんでした。 

 また、この分野の達成度合いは、下段にありますとおり、「相当程度進展あり」という判定

となっております。 
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 次に、事前分析表の見直しについてでございますが、この分野の測定指標の見直しはござい

ません。 

 簡単ですが、政策分野⑮の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○前田広報評価課長 それでは、中目標３の政策分野につきまして、委員の皆様からご意見、

ご質問をいただきたいと思います。 

 それでは、岸本委員、お願いします。 

○岸本委員 政策分野⑭のNo.４のところですけれども、農村部の人口減の抑制という指標で

人数が載っているんですけれども、これは別に抑制した人数じゃないと思うので、ちょっと何

かずれている印象と、このＳの下矢印になっているんですけれども、これがもし農村人口だと

したら増えたほうがいいので上矢印かなと思ったり、減った人口を書くんだったら下矢印かな

と思うんですけれども、その辺はどういう指標なのか、ちょっと教えていただきたいです。 

○前田広報評価課長 それでは、篠原委員からお願いします。 

○篠原委員 それでは、グリーン・ツーリズムのところで、非常に興味があるのでご質問をさ

せていただきます。 

 今、広島は、非常に海外からのお客様が多くて非常に喜ばしいところなのですが、実は宿泊

をしてくださる人は少ないと。宿泊するとしないでは、落ちてくるお金はもう全然違っており

まして、今、広島の課題は、いかに宿泊していただくかということになっています。 

 広島市だけで考える場合と広島県全体で考える場合は違っていて、県全体で考えるときには、

やはりどう山間部とか農村地というか、ああいうところに行ってもらって自然を満喫してもら

うかということで、いろいろ対策を産官民でいろいろ考えているところなのですが、非常にネ

ックになるのが交通網の整備と、それから、あちら側の受け入れ体制ですね。やはり英語に対

するアレルギーとかそういったものが強くて、受け入れていただけないというところが今ネッ

クになって進んでいなかったりいたします。その辺に対する対応策はどのようにお考えなので

しょうか。 

○前田広報評価課長 ほかに関連でも結構ですので、ございませんか。 

 それでは、まずここまでで、役所のほうから回答をお願いします。 

○庄司農村振興局農村計画課長 まず岸本委員から、人口減の抑制の指標についてのお尋ねが

ございました。 

 これは、だんだん数字が減っていく目標で、目標が、要はこれぐらいの数値まで減るのをこ

のぐらいで抑えようと。実積が、ただそれをちょっと下回ってしまったと、そういう指標でご
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ざいます。 

 確かに、農村の人口をどんどん増やしていったらいいじゃないかと、上向きの目標を立てる

というのは、お気持ちはすごくわかりますけれども、ただ、現実的に日本全体の人口が減った

りしている中で、なかなか上向きの目標を立てるのは現実的ではないので、下がるは下がるん

ですけれども、あまり下がらないようになるべく施策を打つなりして、その減少を少しでも緩

和していこうと、そういう指標でございます。 

○前田広報評価課長 岸本委員、お願いします。 

○岸本委員 指標はちょっと前のときもあったので、上矢印と下矢印とイコールの意味づけが

やっぱり曖昧なところがあって、何か増加すべきものと減少すべきものと維持すべきものとい

う指標なのか、現在、増加傾向にあるとか減少傾向にあるとか維持傾向にあるというのを表し

ているだけなのかというところが、ちょっとぶれがあるような感じがしていて、例えば事故を

減らす、事故数みたいな指標のときは、やっぱり減らすべきだという下の矢印がある気がする

んですね。 

 何か下にあると、減らすべき指標みたいなイメージを持ってしまうので、私もこういうのを

２年前に提案した人間なので、そこら辺を整理したいなというふうに思っています。指標とし

てはわかりました。 

○前田広報評価課長 減少を減らすべきという意味ですね。 

○岸本委員 減少を減らすべきだとしたら、この指標が減少数というか…… 

○庄司農村振興局農村計画課長 要するに、一定水準で何とか2,309万7千人でずっとなるよう

にしようと思っているわけじゃなくて、一定の速度で減っていくのは仕方がないけれども、あ

まり減らないように、緩やかに減るようにしていきたいという、そういう目標になります。 

○岸本委員 わかりました。 

○庄司農村振興局農村計画課長 もう一つ、外国人の受け入れの話で、確かに冒頭おっしゃら

れましたように、宿泊をしていただかないとお金が落ちませんので、もちろん農山漁村を見に

来てもらうのは大事なんですけれども、やっぱり泊まっていろいろな食事をされたり、泊まっ

てもらうのが一番大事かなというふうに思っておりまして、我々もそういうことで事業のほう

を準備させていただいています。 

 先ほど外国語に不慣れでなかなか大変だというような声を聞かれましたけれども、そういう

多言語への対応ができるような支援とか、トイレの洋式化ですとかＷｉ―Ｆｉ環境の整備なん

かをやるようなことも行っております。 
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○前田広報評価課長 ほかに委員からご質問、ご意見をよろしくお願いします。 

 長田委員、お願いします。 

○長田委員 資料１－23ページのご説明をいただいていないところですが、No.２のほうの都

市住民を対象とした都市農業に対する意識調査の結果で、まあまあの数字なのかもしれないの

ですけれども、この都市農業に対しての理解を深めるために農水省として何をしていらっしゃ

るのかを教えてください。 

○前田広報評価課長 関連して何か、よろしいでしょうか。 

 楜澤委員、お願いします。 

○楜澤委員 関連してですけれども、都市住民に対する都市農業の理解の促進とか、それから

要するに、都市と農村の架橋といいますか、そういった課題というのは、ここに掲げられてい

る政策だけではないですね。これからご説明いただけるものも含めて多様にあると思うんです。

その一つとして、地域おこし協力隊という、これは農村に限ったことではありませんが、そう

いう制度もあるわけですね。 

 しかし、それは総務省の管轄で農政では扱わないと、だからここには載ってこないんだとい

うことなんですけれども、どうなんですかね。 

 要するに、いろいろな省庁がそれぞれやっていて、その省庁でやっている政策だけを単独で

評価していくという、これがいいのかどうか。もし、この機会に、こんなことを申し上げてい

いかどうかわかりませんが、今日のこの評価のやり方も、農水省内部の各局が入れかわり立ち

かわりで来られていると。それぞれの局の政策というのは、ほかの局の政策と必然的に関連す

るものはたくさんあるが、全体として、農水省全体が体系的に取り組んできた政策についてど

のような評価になるのかというのは、非常に見えにくい形になっている。 

 そうではなく、やはりそれぞれの局で展開している政策とその評価、これは他の局で展開し

ている政策とどう関連し、その評価とどう関連するかということも、やっぱり念頭に置いて、

この政策の評価をすべきじゃないかというふうに、ちょっと思いました。 

 今なぜそんな話をしたかというと、ですから、都市住民に対する都市農業の理解の促進とか、

そういった都市と農村の関係というものをどう考えるかといったような政策があったものです

から、すみません。 

○前田広報評価課長 全体にもかかわりますので、まず私のほうからお答えいたします。 

 政策評価のやり方については、楜澤委員の申された問題意識は我々も持っておりますが、一

方で、個々の事業の積み上げにより政策が成り立っておるというのも事実でございます。 
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 このため、国では、個々の事業の評価として、行政事業レビューという、事業単位に目標を

設定して、効果があったのか、執行状況はどうかといった点検をする取組を実施しています。   

一方、ある程度まとまった政策分野ごとの評価として、本日ご議論いただいております政

策評価という取組を実施しています。 

 この政策評価については、冒頭申し上げましたように、政策評価体系という農林水産省の全

体の政策を、まず大きく中目標としまして、食料の安定供給の確保、農業の持続的な発展、農

村の振興、森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発展、水産物

の安定供給と水産業の健全な発展、それから横断的に関係する施策というふうに、６つに分け

まして、さらに中目標の中を23の政策分野に分けて、これらの分野ごとに体系的に評価を実施

しております。 

 どれか１つの政策分野が、ある特定の部局にだけ関わるというものもありますが、それぞれ

の政策分野は複数の部局が連携しながら推進しております。23の政策分野についての目標ない

し成果というのがどういうふうな状態になっているのかということについては、それぞれの政

策分野の中に本日お示ししておりますような指標をいくつか立てまして、その総体的な数値の

状況から、政策分野全体としておおむね進展があったとか、不十分であるといった評価を客観

的な基準に基づき行っておるということであります。 

 本日の説明は、主として最も関係する部局から便宜上お話をさせていただいているところで

ありますが、縦割り的にどこか一つの局だけでやっているということではありません。 

 今後とも、楜澤委員のおっしゃる問題意識というのは十分認識した上で、政策評価と行政事

業レビューという形を基本に、国民の皆様によりわかりやすい政策の点検のあり方というのを

鋭意検討してまいりたいと考えています。 

○庄司農村振興局農村計画課長 農村振興局でございます。 

 長田委員から、まず都市農業のお尋ねがございました。 

 確かに、都市農業は農家戸数でいうと約１割ぐらいですし、日本中の農地面積でいうとたっ

た２％ぐらい、市街化区域になりますと非常に面積は少ないんですけれども、ただ販売金額だ

と手元の数字だと８％ぐらい全国であって、なかなか重要な位置を占めています。 

 それで、都市の農地というのは、農地法とか農地制度ですと届出制になっていたりして、転

用許可にもなっていないような感じで、言葉はちょっと悪いですけれども、あまり重要な扱い

をしていないんですけれども、ただ、近年それは少しずつ見直されてきているのではないかな

というふうに思っております。 
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 都市の農地というのは、いろいろな多面的な機能を持っているのではないかと思います。１

つは新鮮な農産物を供給するだとか、あるいは農業体験とか交流活動をするような場だったり、

あるいは都会の方が心安らぐような空間だったり、あるいは災害時に防災空間というんですか、

そういうものにもなったり、あるいは雨水なんかを貯めるような、アスファルトのところにど

っと流れないような、そういう機能もあるのではないかということで、都市農業は非常に大事

だと思っていますし、理解を醸成すべく、これはいろいろな施策を用意しています。それは直

売所の支援だったり市民農園の支援だったり税制があったりしますので、後でまとめた紙をお

出ししたいと思います。 

○前田広報評価課長 よろしいでしょうか。 

○長田委員 ありがとうございました。 

 といいますのは、私自身は東村山なので農地が結構周りにあるのと、子供が練馬、杉並に住

んでおりまして、やはり近くに畑があるということは、非常に小さい子供たちが育っていく過

程でとてもいいなと思っているんですね。 

 ただ、近年、住宅にどんどん変わっていっているというのが現状なので、そこのところをち

ょっと伺わせていただきました。ありがとうございます。 

○前田広報評価課長 ほかに委員の皆様からご質問、ご意見をよろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 楜澤委員、お願いします。 

○楜澤委員 政策分野⑭ですけれども、No. ３に中山間地域等の農用地面積の減少を防止とい

う目標があって、Ａという評価が出ています。 

 その評価は、これが目標値8.8万ヘクタールに対して実績値7.7万ヘクタールということで、

若干達していない部分はあるけれども、おおむねＡということになっています。これを実現し

た政策手段は何だったのか。例えば中山間の直接支払いがどのように効いてこうなったのか、

あるいは共同労働を促進するための補助金というのがありますよね。そういったものが総合的

にどう機能して、こういう結果になったのかというような評価はできるんでしょうか。 

○前田広報評価課長 では、よろしくお願いします。 

○庄司農村振興局農村計画課長 資料１－22ページのNo.３、これは中山間直接支払いの指標

になります。 

 これはご承知のとおり、中山間直接支払いは、５年間協定期間の間、営農を続けていただい

て耕作放棄地、荒廃農地を出さないということを目標にやっていただくものなので、要はこの
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目標の面積というのは、中山間直接支払いがもしなかったならば、どれぐらい面積は減ってい

ただろうということを考慮して、そういう面積を目標にしています。 

 つまり、この協定をやっていないようなところだと、一定の割合で農地面積は減少してきま

すので、その減少率と、それから直接支払いをやっているその取組面積を掛け算すると、これ

ぐらいの面積が減らないで済んだだろうと、そういうややトリッキーな感じなんですけれども、

そういう数字を出しているというものでございます。 

○楜澤委員 すみません、よくわかりました。要するに、これは中山間の直接支払いの成果で

あるということですね 

具体的な政策手段の有効性評価がわかるように書いていただけると、いいと思います。 

○前田広報評価課長 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、中目標３についての議論を終了いたします。 

 ここで５分間の休憩を挟みます。15時25分までにはご着席願います。 

午後 ３時１７分 休憩 

午後 ３時２４分 再開 

○前田広報評価課長 それでは、会議を再開いたします。 

 ２つ目の議事といたしまして、林業分野及び水産分野の令和元年度実施施策に係る事前分析

表案につきましてご議論いただきます。 

 資料につきましては、引き続き資料１を用いて説明させていただきます。 

 まず中目標４、森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発展に

ついてご議論いただきます。 

 政策分野で言いますと⑰から⑲となりますけれども、林野庁から説明をよろしくお願いしま

す。 

○河南林野庁林政部企画課長 林野庁でございます。企画課長、河南と申します。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 では、林野庁関係の事前分析表の見直しのところを中心にご説明したいと思います。 

 資料１－25ページから33ページのところまでが関係の部分でございます。 

 合計で９件ありまして、うち２つは同一のものでございますので、実質的には８件でござい

ます。見直しの政策は大きく３つございます。１つ目は、昨年の国会で成立をいたしました森

林経営管理法、これが今年の４月に施行されておりまして、これに伴いまして施業集約化の指

標を見直すものが１件、政策分野⑰、⑱の２カ所に出てまいります。それから、２つ目のグル
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ープが本年５月に閣議決定をされました森林整備保全事業計画の策定に伴うものでございます。

３つ目が、実績値の把握時期の変更に関するもの、これは鳥獣被害の関係のものでございます。

これらのうち主要なものを簡単にご説明いたします。 

 まず１－25ページでございます。 

 １つ目のグループの森林経営管理法の施行に伴う見直しでございます。 

 現行の民有林における森林経営計画の作成率という指標を私有人工林における集約化の目標

面積に対する割合に見直したいとするものでございます。 

 従来の指標は、民有林全体、これは私有林と呼ばれるものと県、市町村などが有します公有

林と呼ばれる両方があるんですけれども、この全体を視野に入れまして、また天然林も含んだ

ものでございました。 

 一方で、この１－25ページの上のほう、施策（１）というところに記述があるんですけれど

も、ここでの目的は、面的なまとまりを持った森林経営の確立というふうに、ここに書かせて

いただいていることからしても、集約化の実質的なターゲットになりますのは私有林、しかも

経済活動の中心である人工林ということでございますので、ここによりフォーカスを当てたも

のにしたいということを考えたのが変更の１点目でございます。 

 それから、従来の指標にございます森林経営計画というものがあるんですけれども、これは

意欲のある所有者等が作成してきたものでございますけれども、近年の実態を見ますと、木材

の価格が低迷しているとか、そういうこともありまして、どうしてもそういう意欲を持つこと

ができない、なかなか重い腰が上がらないという人たちがいらっしゃいます。それは実態とい

たしましては、小規模分散の森林を前にして、なかなか意欲がわかない、そういうことがござ

いまして、これに対応するものといたしまして、そういう方々の森林を市町村が一旦お預かり

をし、それを意欲ある事業者の方につないでいく、そうすることによって面として一体として

施業ができるようにする、そういう枠組みを新たに設けたものでございます。これが森林経営

管理法の大きな枠組みでございます。 

 これを受けまして、今後は、もともとの指標にありました意欲がある方によって策定された

森林経営計画のカバー面積、すなわち民民である程度うまくいく面積、これに加えまして、意

欲をなかなか持てずにいらっしゃる所有者の方から、森林経営管理法に基づきまして市町村に

経営管理権が設定をされた面積、すなわち公、パブリックセクターが関与して集約をしていこ

うとする面積、その２つの合計値が上がっていくように、これからの施策を展開していきたい

というものでございます。 
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 具体的な水準といたしましては、当面の10年間で私有人工林の半分の集積・集約化を目指し

ていくこととして、この目標への到達度で測定したいと考えているものでございます。 

 ２つ目のグループは、新たな森林整備保全事業計画の策定に伴うものでございます。これは

１－26、27、29、30、31、32ページと出てまいるものでございます。 

 森林・林業に関します最も基本的な計画といたしましては、森林・林業基本計画というもの

がございます。これは政策の基本的な方向を定めているものでございますが、これに基づきま

して、森林の整備、あるいは保全に関する計画として、全国森林計画というものを私どもは定

めております。 

 この全国森林計画の中には、伐採する立木の材積ですとか造林をしていく面積とか、そうい

うものが書いてあるんですが、この全国森林計画の達成に資するための公共事業の長期計画と

して策定されるものが、ここでご紹介する森林整備保全事業計画というものでございます。 

 昨年の10月に新たな全国森林計画が、この後15年の計画として策定をされまして、これを受

けて森林整備保全事業計画が今年の５月に策定され、それぞれ閣議決定をされたところでござ

います。今回この新たな事業計画の記述内容に即した形で指標の見直しを行いたいとするもの

でございます。 

 もう一点、鳥獣のものは割愛をさせていただきます。 

 以上が内容でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○前田広報評価課長 それでは、中目標４の政策分野につきまして、委員の皆様からご意見、

ご質問をいただきたいと思います。 

 それでは、楜澤委員、お願いいたします。 

○楜澤委員 美谷添委員がご欠席なので、ちょっと私もご意見を伺いたいなと思っていたとこ

ろですが、資料１－25ページで森林経営管理制度ができて、それによる指標を変更ということ

ですが、この森林経営管理法については、農地における中間管理事業を森林に適用するという

形でつくられたものというふうに私は理解していますけれども、農業にしても林業にしても、

多様な担い手という政策課題も一方であると思うんですね。 

 そういう観点からすると、従来の民有林における森林経営計画の作成率を上げていくといっ

た、こういった指標をやめてしまって、専ら規模拡大の成果を評価するという指標だけに収れ

んさせていくことが、林業政策全体にとっていいんだろうかという疑問を持ちます。 

 その意味では、自伐という形での林業展開が全くないわけではないわけですから、これも運

動としてはあるわけですから、そういうことも含めて考えれば、従来の基準も置いておいて、
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森林管理経営制度による集積率という指標を、新たにつけ加えるのは結構だと思うんですが、

今までの評価指標を全部やめてしまってこれに置きかえるというのは、いかがなものかなとい

う印象をちょっと持ちました。 

○前田広報評価課長 関連してご意見、ご質問はございませんか。 

 それでは、林野庁から説明をお願いします。 

○河南林野庁林政部企画課長 今、楜澤委員からお話がありましたように、さまざまな担い手

がいてということは、おっしゃるとおりかと思います。 

 今回、私どもはこういう指標の見直しを考えているわけですけれども、やはり平均的な姿で

見ますと、どうしても今の木材価格の関係からいたしますと、所有者から見て自力で自伐的に、

まだそれでも施業を行っている方はまだよろしいかと思うんですが、幾らこれは山に自ら手を

入れても、あるいは人に頼んでも損が出るばかりで、放っておくのが一番いいという、そうい

うお気持ちになっている方がいらっしゃる実態もございます。 

 そういうものに対応する仕組みとして、今回、私どもは経営管理権という新しい権利をまず

市町村に設定して、その中で民間の施業になじむようなところだけを、また民間の事業体にそ

こは委ねて、施業を集約化してコストダウンを図る。その結果として、木材価格との差額がで

きるだけ所有者のもとに返る、そういう流れをつくりたいと思ったのが１つであります。 

 一方で、なかなかそこに向かないものについては、市町村自らに管理をお願いする、そうい

うなかなか経済になじまないものも含めまして整備をしていただいて、森林全体の機能を発揮

できる、それは多面的機能と我々は呼んでいるものでございますが、公益的なそういう機能を

発揮してもらえるような、そういう条件整備を図りたいと思ったところでございました。 

 ということで、こういう見直しをお願いしたいということですが、一方で、今、委員からご

指摘がございました。それはそれとしても、今まで森林経営計画でカバーしていたところを従

来どおりウオッチしていく、それはそれで大切なことだと思いますので、ご指摘を踏まえてよ

く検討させていただきたいと存じます。 

○長﨑屋林野庁森林整備部整備課長 補足で、林野庁の整備課長ですけれども、今の委員のご

指摘なんですけれども、今ご説明させていただいたこの指標は、従来の森林経営計画の数字を

やめるのではなくて、森林経営計画制度に基づいて集約化された森林経営計画の面積にプラス、

今回、森林経営管理法で権利が設定された面積、その２つを足したものを指標にしています。  

ですから、やめているわけではなくて、むしろ委員ご指摘のとおり、多様な担い手で集約

化していくという考え方はいささかも変わっておりませんで、ただ、森林経営管理法が新しい
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ツールとして１つ加わったので、それを加えた形で新たに指標を付け加えたところでございま

す。 

○楜澤委員 付け加えたと。 

○長﨑屋林野庁森林整備部整備課長 はい。ですので、やめているわけではなくて、その部分

は継続しております。 

○前田広報評価課長 ほかによろしいでしょうか。 

 金子委員、お願いします。 

○金子委員 農業の場合、担い手への集約ということで、今まで現地を拝見したりして、そも

そも区画整理等が前提にあって、面積を大規模化して大きい機械を入れたりして、効率化、い

ろいろ労働の効率を上げると。 

 ですので、先ほど話が出ていたように、そういうところがある程度、集約化が進んでくると、

残されたのは中山間地域ということで、多分そもそもの区画整理的なことというのは、できな

いのかどうか、ちょっとよくわかりませんが、かなり困難だということで進んでいないという

話が先ほど出ていたんですが、ここで１－25ページでいうところの、多分これも先ほどちょっ

とお話があった、私も経験があるんですけれども、山地主の方もコスト的に見合わないので放

っておいているという方がいたんですけれども、そうじゃなくしていこうという話なんだと思

うんですね。 

 ただ、林業の場合、もともと今、農業との対比でいけば、そもそも山間地域だから林なので、

経営的に改善するというのが、管理する面積を一経営者当たりに広げていけば単純に経営効率

が上がるという問題なのか、それはスタートラインにすぎなくて、その先に具体的にどういう

ことをしていけば、放っておくのではなくて、経営的に成り立つような経営体になるのかなと

いう、そのあたりのイメージというのを教えていただければと思います。 

○河南林野庁林政部企画課長 お話をさせていただきます。 

 まさに、今、委員からお話がありましたとおり、農業の場合ですと土地改良事業をやって、

まさに田んぼや畑の区画を大きくしてということが王道のところだと思います。 

 一方で、林野の場合ですと、ちょっとざくっとしたイメージで申しわけないのですが、一つ

の山として、ぱっと見たときに一面広がっている、これはまとめてやれば、それなりにまとめ

てできそうだなというところが、実はそこの中がいくつもの地主に分かれていて、それぞれの

地主単位でやろうとすると、どうしても高コストになってしまうし、ペイもしない、だから意

欲がなかなか持てないという、そういう実態がございます。 
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 これは市町村が間に入らないで民民で進めばそれでいいんですけれども、なかなかうまくい

かないところについては、山主さんとの間で市町村が間に入ることによって、面として一人の

事業者に経営管理実施権を設定することができれば、そこで最も効率的な形で、例えば木を搬

出するための作業道なりを設置して、そこに大型機械を入れてということでコストが下がる、

そういう形を理想的過ぎるかもしれませんが、思い描いているのは、今申し上げたような循環

といいましょうか、展開ということでございます。 

○前田広報評価課長 金子委員、お願いします。 

○金子委員 農業、例えば米とかですと、いろいろな事業でこれぐらいコストを下げるとか、

ある程度の数値というのですか、経済ベースの数値、金額の話というのがいろいろな事業ごと

に出てくるんですけれども、今おっしゃったイメージはある程度わかりました。当然、一つの

山という大きな単位で見た場合に、その中で境目もわからないような形で地主の方が入り組ん

でいるよりも、全体を一作業場として捉えてやったほうが、コストが下がるであろうというこ

とは想像はされます。 

 そういうことをやることによって、どのぐらいコストを下げていけば、多分放っておくとい

うのは、輸入材との兼ね合いなんだろうなとしか思えないわけですけれども、そういうわけで

はないんですか。それとも単純に人件費等と木材価格が合わないからやらないということなの

か。 

 逆に、コストをどのぐらい下げるイメージというのを持てば、山が放置されない形になって

いくというのは、この事業のその先のほうに何か、当然精密なもので出るわけもないわけです

けれども、イメージというのは何かあるんでしょうか。このぐらい現行よりこうやってコスト

を下げれば、要するに山が作業をする場として復活するのではないかと、そのあたりというの

はどうなんでしょうか。 

○河南林野庁林政部企画課長 今、委員からご指摘のあった問題意識に対応するようなものと

して、実は私どもは今年６月に閣議決定をいたしました白書の中で、これは典型的なコストの

イメージということで一つのグラフを紹介させていただいております。 

 これはスギの人工林が50年たって利用できるということになったとき、そういう想定のもと

で１ヘクタールのスギの50年の林から木を切り出して、それを販売したときで、どういう勘定

になるんだろうかということをお示ししたものでございます。 

 これはいろいろな統計数値を用いながら、あくまで試算として出したものではあるんですが、

１ヘクタール当たりの売価、売って得られる価格が試算としては311万円という数字がござい
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ました。一方で、311万円で売るんですけれども、その切り出す価格、あるいは搬出する、運

搬する価格、そういうものがございまして、それを差っ引いて山主さんのところに残る価格と

いうのが94万円という試算でございました。 

 一方で、育林コストという50年まで育てるまでに、木の苗を買って、植えて、草刈りして、

間伐してというふうに、そこまでに徐々に徐々にお金がかかる、そのコストも試算しますと

121万円ということでありました。 

 先ほど申し上げました94万円と121万円、50年育てて赤字になっちゃう。こんなんじゃ、そ

れは意欲が出ないのは当たり前だよねという数字でございまして、先ほどから申し上げている

森林経営管理法の施業の集約化の世界は、先ほど311万円で売れるんだけれども、94万円しか

残らない、ここのコストをできるだけ下げていく。これが一つの方向性、もちろん育林するた

めのコストは121万円とご紹介しましたが、これを下げるためのさまざまな努力というのも必

要なんですけれども、このコストダウンを図って、なかなか売価はコントロールできないとこ

ろがあると思うんですが、自ら作業していく上でのコストの部分をできるだけ下げていく、そ

ういうイメージを持っているところでございます。 

○金子委員 ありがとうございます。 

○前田広報評価課長 よろしいですか。 

 それでは、山﨑委員、お願いします。 

○山﨑委員 森林経営管理法が新しく施行された中、意欲ある、そして能力のある経営管理者

を集約させる事はとても賛成です。では、実際に国内で意欲もあり、それが成功していて、と

ても利益体質の法人は、たくさん創出されてきているのでしょうか。また、今後の山林集約を

進めるなかで、集まってくる土地は、草がぼうぼうに生え、放棄地的な土地かとも思います。

もう荒れ果ててしまった土地は、利益を上げる事よりも、それを再生するのにとても経費と時

間を費やし、大変ご苦労をされるのではないでしょうか。  

また、私が住む埼玉東部は関東平野のど真ん中で、山や森林はありません。様々な建設な

どに国産の木材が必要ですが、製材や運賃のコストが高くなるので、家を建てるのも割高にな

る問題があります。実際に山林に行けば木材はあるのに、都心に近い側の埼玉には供給されま

せん。３年前に私の住む町で町立幼稚園の新規建設に埼玉の間伐材を使った建設がございまし

たが、間伐材がなかなか手に入らず、工期は延び建設費用は２、３割増しになりました。平場

では国産木材が圧倒的に足りないと感じます。 

 私たちは高いと思っている国産木材が、視察に行くと、山間部ではただのようなものですと



 44

言われてしまう事に違和感を覚えます。できれば積極的に利用、使用はしたいところです。 

届くまでにコスト高になってしまう問題を解決できれば、利益が無いという山林の所有者にも

還元できたりするのではないかと感じました。 

○前田広報評価課長 いかがでしょうか。 

 林野庁からお願いします。 

○河南林野庁林政部企画課長 まず、今のお話は、せっかく木材を使ってくださるお気持ちが

あるのに、それをお手元に届けることができないでいるというのは、私どもも役所を含めて努

力が足りないことの証左じゃないかと思いながら、お聞きをしておりました。 

 今、我々の政策課題の一つとして、できるだけ、川下と我々業界では呼んでおりますけれど

も、需要サイドにそういうお声があることを、いかに川上のほうに伝えて、そういう需要に合

ったものをきちんと、しかも適正なコストで届けられるかということを、川上、川中、川下、

そういう関係者が集まっていろいろ話しましょうという取組を始めているところでありまして、

そういうことは、なかなか地域ごとにいろいろな関心も違うでしょうし、地道に進めなければ

いけないということはあると思うんですが、そういったところを引き続き努めていかなければ

いけないなということを、今のお話で強く感じたところでございました。 

 それから、農業の場合ですと、ほとんど放棄に近いような状態で、来た時点での状態が極め

て悪いというのもおっしゃるとおりかと存じます。 

 林業の場合は、日本の戦後直後に植林されたものが50年生以上になっているというのが、人

工林の半分を占めるぐらいになってきておりますので、まずは成功事例を積み重ねるという観

点からも、現時点では所有者が意欲を持てずにいる、そういう中で、比較的ビジネスのベース

に乗るような、そういうところを市町村と一緒に開拓をしてもらって、そういうところから経

営管理権の設定をまず進めていくというような、そういう取組から始めていくことも大切なこ

とじゃないかなと思いながら、お話を聞いておりました。 

○前田広報評価課長 それでは、二村委員、お願いします。 

○二村委員 今、最後の部分でちょっとお話が出たなという感はあるんですが、事前説明の際

に、この仕組みはおもしろいなと思って拝聴しておりました。土地の所有権は地主さんですよ

ね、立木の所有権も一応、その元々の所有者にあって、業者に委託をされるわけなんですよね。

効率的に運用した結果として利益折半、というふうに伺っていたんですが、先ほどの数字を見

ると、どこにも利益が残らない場合が多いようですね。その場合に、いわゆる意欲のある方と

いうのが一体どこで儲けるんだろうかというのが大変に疑問で、意欲はあっても、これではち
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ょっと厳しいのではないかと思うんです。利益はどこで出る見込みであるとお考えか教えてい

ただけますか。 

○前田広報評価課長 林野庁、お願いします。 

○河南林野庁林政部企画課長 平均的な姿で申し上げますと、先ほどご紹介したような数字の

ような試算が出てしまうというのが実態でございます。そこを、売価格はなかなか、一生懸命

上手に売れば、販売価格のところも高く売れる可能性はあるかもしれませんが、それよりは、

まずコスト削減をするというのが現実的な手法かと思います。 

 そのためには、できるだけ土地をまとめて一遍にたくさんのものを伐る、あるいはそういう

機械の稼働率をできるだけ上げるといった、そういう取組が必要かというのが私どもの認識で

あります。そうやって利益を残すように、そういう世界に少しずつでも近づいていきたいとい

うことでございます。 

○長﨑屋林野庁森林整備部整備課長 補足いたしますと、どこで儲かるのかということですけ

れども、コスト削減もそうなんですけれども、流通ですね、業者さんが切った木を市場に出す

のではなくて、直に製材所に持っていって流通コストを削減するとか、あるいは、その後、再

造林でまた植えますけれども、植える経費をこの指標では１－27ページに出ていますけれども、

植えるコストを削減して効率的にやると、そういったところで利益を生むということを考えて

います。 

○前田広報評価課長 二村委員、お願いします。 

○二村委員 手短に。それでもペイしない場合というのは、将来的に補助を出すというような

ことも可能性としてはあるんでしょうか。 

○河南林野庁林政部企画課長 先ほどの森林経営管理権との関係で申し上げれば、なかなか地

主さんからお預かりしたけれども、そういう実際やろうとする人に提示したところ、引き受け

るのにこれじゃちょっと無理だよというようなことが出てきた場合には、今回の仕組みでは、

市町村にその役目を負ってもらうという仕組みを我々は考えております。 

 そこには、森林環境税の財源を、それを市町村にお渡しする、それでそういうところに対応

していただくという仕組みも、あわせ講じているところでございます。 

○二村委員 財源ができましたよね。ありがとうございます。 

○河南林野庁林政部企画課長 おっしゃるとおりです。ありがたいということでございます。 

○前田広報評価課長 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、中目標４についての議論を終了いたします。 
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 説明者の入れかえをお願いします。 

（説明者入れかえ） 

○前田広報評価課長 それでは、中目標の５、水産物の安定供給と水産業の健全な発展につき

まして、政策分野は⑳から㉒となりますが、まず水産庁から説明をよろしくお願いします。 

○保科水産庁漁政部企画課長 水産庁企画課長の保科でございます。７月８日に企画課長を拝

命いたしました。これからよろしくお願いいたします。 

 それでは、座ってご説明させていただきたいと思います。 

 水産の関係は、資料１－34ページ以降をご覧いただければと思いますが、水産分野では、今

回、政策分野⑳の水産資源の回復と㉒の漁村の健全な発展の事前分析表につきまして、測定指

標等の見直しをさせていただきたいと思っております。 

 まず政策分野⑳の水産資源の回復についてですけれども、（ア）中位または高位水準の魚種

の比率となっておりますけれども、ここを見直させていただきたいということでございます。 

 水産資源の回復における測定指標の設定に当たりましては、資源水準が漁業による影響だけ

ではなくて、海況などの環境要因によっても変わるということで、資源管理の効果を見極める

には、中長期的な動向を見て判断する必要があることから、毎年度の目標のところを直近15年

における中高位にある魚種の値の上位３分の２以内の比率とさせていただいたところでござい

ますけれども、この指標の文言につきまして、委員の方からわかりづらいのではないかという

ご意見がございまして、今回指標の中身を変えるということではございませんけれども、下の

段にありますように、より平易な文章に修正するための見直しでございます。 

 具体的には、測定指標のところにありますように、資源管理対象魚種のうち、中位または高

位水準の魚種が占める割合、例えばある年ではそれが五十何％とか、また、ある年は五十何％

とかという数字が出ます。この直近の15年間の数字が15個ありますけれども、それを高い順に

上から並べて、上から10番目の値を目標値とするというふうに平易に書き直したものでござい

ます。 

 あと一点、申しわけございませんけれども、目標値の水準・目標年度の設定根拠というとこ

ろの欄で、系群数の記載ミスがございまして、それもあわせて修正しております。申しわけご

ざいません。この系群数の記載の修正によりまして、目標値とか実績値の修正はございません。 

 以上が水産資源の回復の話でございます。 

 引き続きまして、政策分野㉒の漁村の健全な発展でございますけれども、指標の見直しは３

か所ございます。具体的には資料１－35ページのアのところの海岸堤防等の個別施設ごとの長
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寿命化計画の策定率。２つ目が、資料１－36ページの南海トラフ巨大地震と首都直下型地震等

の大規模地震が想定されている地域等における海岸堤防等の整備率。３つ目が、資料１－37ペ

ージの南海トラフ巨大地震・首都直下型地震等の大規模地震が想定されている地域等における、

水門・樋門等の自動化、効率化率のところでございますけれども、３つの指標とも、先ほど農

村振興局から政策分野⑧で指標の見直しの説明がありました農村地域の強靱化に向けた防災・

減災対策と同様の指標を使用するということで、政策分野⑧と同様の理由で見直しとなったも

のでございますので、ここの説明は省略させていただきたいと思います。 

 水産庁からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○前田広報評価課長 それでは、中目標５の政策分野につきまして、委員の皆様からご意見、

ご質問をいただきたいと思います。 

 それでは、三浦委員、お願いいたします。 

○三浦委員 政策分野㉒の漁村の健全な発展において、②の指標ですね、こちらについて、昨

年度の行政事業レビュー所見において、成果指標が事業の効果を図る上で適切なものとなって

いないということから指摘を受けたということだったんですけれども、それで選定理由を変更

されていらっしゃると思います。 

 それで、そもそもこの書いてあります海岸堤防等の個別施設ごとの長寿命化計画の策定率と

いうのは、こちらはイメージで申しわけないんですけれども、堤防を既にもうあるものについ

て長寿命化させる計画を立てるというふうにも見えまして、一方で、この行政事業レビューで

出ました海岸堤防等の整備率を57％に向上させるということからしますと、まだ整備は一切さ

れていないところも含めて57％というふうにも見えるんですけれども、その関係を教えていた

だければと思います。よろしくお願いします。 

○前田広報評価課長 ほかに関連すること等、何かありますか。 

 なければ、では水産庁から説明をお願いします。 

○鳩野水産庁漁港漁場整備部防災漁村課課長補佐 水産庁の防災漁村課の担当をしております

鳩野と申します。 

 まず長寿命化計画の策定率100％というのは、既存の施設、海岸保全施設については、当然

100％策定していくということになりますけれども、今後整備していくものについても、当然

長寿命化計画を策定していくということになります。 

 57％というような話があったと思いますけれども、これらの整備していく施設についても、

当然、長寿命化計画を策定していくということになります。なので、今後整備していくものに
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ついては、長寿命化計画は当然策定していくということになります。 

○前田広報評価課長 三浦委員、どうでしょうか。 

○三浦委員 そうしますと、ちょっと理解が間違っていたのかもしれないんですけれども、長

寿命化計画を策定することで、整備率が向上するということにつながる意味で、この成果指標

を立てられたわけではないという理解でよろしいでしょうか。 

○鳩野水産庁漁港漁場整備部防災漁村課課長補佐 長寿命化計画のほうは、既存施設の老朽化

が進んでおりますので、それを長く使っていこうと、更新等、新しく建設したりすると費用が

かかりますので、コストの平準化とトータルコストを抑えていこうということでつくっていく

ような趣旨で策定しているものでして、海岸堤防を整備していくというのとは、また別の考え

のもとでやっております。 

○三浦委員 わかりました。ありがとうございます。 

○前田広報評価課長 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、石井委員、お願いします。 

○石井委員 政策分野⑳の水産資源の回復について、資源評価対象魚種のうち中位、高位と言

いますが、今、ＭＳＹ水準とかという話が出てきていて、これから順次、いろいろな魚がそう

いう水準で評価されるんだろうなというふうに感じています。 

 ということは、今回の指標の見直しによって、資源評価自体のやり方が変わることになって

いくと思うのですが、同じ物差しではかっているわけじゃないので、そこのところをどう考え

ているのか、ちょっと質問したいと思います。 

○前田広報評価課長 よろしいですか。 

 それでは、水産庁から説明をお願いします。 

○藤原水産庁資源管理部管理調整課課長補佐 水産庁管理調整課の藤原と申します。よろしく

お願いいたします。 

 昨年12月に公布されました新たな改正された漁業法のもと、新しい資源管理というものがこ

れから順次始まっていくことになります。今回提示させていただいています資源の状況、中位、

高位というものにつきましては、これまでの指標をもとにしたものでございます。これから新

しい資源管理をやっていくに当たって、今後どのようにこの指標を変えていくのかということ

につきましては、今後検討させていただければと思ってございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○前田広報評価課長 よろしいでしょうか。 



 49

 ほかにご意見、ご質問がありましたらよろしくお願いします。 

 岸本委員、お願いします。 

○岸本委員 今のところなんですけれども、たしか私は去年、わかりにくいからもう少しわか

りやすい表現にと言った記憶があるんですが、わかりやすく、ちょっとはなったかなと思って

いますが、この上位10番目、以前で言うと上位の３分の２以内という意図はそもそもどんな意

図だったのか、もう一回確認をさせていただきたいと思います。 

○前田広報評価課長 水産庁、よろしくお願いします。 

○藤原水産庁資源管理部管理調整課課長補佐 水産庁管理調整課の藤原でございます。 

 もともと、この資源評価に当たって高位という水準が、これまで簡素化されたものの中の上

位３分の１の水準というものを中位と高位の分け目とさせていただいております。そういった

ものの割合を考えた上で、上位15番目のうちの３分の２に当たる10番目までというのが適当で

はないかと思いまして、この水準を採用させていただいてございます。 

○前田広報評価課長 岸本委員、お願いします。 

○岸本委員 この10番目は15年の平均の中の10番目で、高位、中位、低位というのは年ごとに、

３分の１ずつ分けるわけですよね。その年ごとの３分の２の話と15年、15個あったうちの数字

の上から３分の２というのが、それは偶然一致しているのか、非常に関係ある数字なのか、ど

ちらでしたか。 

○前田広報評価課長 水産庁、よろしくお願いします。 

○藤原水産庁資源管理部管理調整課課長補佐 資源の状況というものは、環境によって大きく

変動するものがございます。ですので、ある程度どういう状況かという水準をバランスをとっ

て見ていく必要があると思ってございます。 

 高位、中位、低位の水準というものは、毎年変わってしまうものでございますので、できる

だけ環境的な影響とかを排除するために、３分の２程度というものがいいのではないかという

ふうに考え、10番目という数字を採用させていただいてございます。 

○前田広報評価課長 よろしいですか。 

○岸本委員 なかなか難しいんですけれども……。 

○前田広報評価課長 ほかにご意見、ご質問がございましたら、よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、これで中目標５についての議論を終了いたします。 

 ここで５分間の休憩を挟みます。16時10分までにはご着席願います。 
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午後 ４時０７分 休憩 

午後 ４時１０分 再開 

○前田広報評価課長 それでは、会議を再開いたします。 

 議事の３つ目といたしまして、総合評価書骨子（案）（研究開発）について議論をいたしま

す。資料は資料２を用います。 

 まず農林水産技術会議事務局から説明をお願いいたします。 

○山田農林水産技術会議事務局研究企画課長 農林水産技術会議事務局研究企画課長の山田で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 座って説明いたします。 

 資料２の総合評価書骨子（案）につきましてのご説明でございます。 

 まず１の評価の対象政策でございますけれども、戦略的な研究開発と技術移転の加速化とい

うことでございます。 

 政策の所管部局は、２番目にございますように８つの部局にわたっておりますが、評価の実

施主体は農林水産技術会議事務局の研究企画課となります。 

 また、５番目の評価の対象期間でございますが、前回評価を受けました際の対象期間が平成

25年度までの５年間でございました。今回は、それ以降の５年間でございます平成26年度から

30年度を対象期間としております。 

 ６番目の政策の目的・目標でございます。 

 農業の持続的な発展や農林水産業・食品産業の成長産業化の促進のために、現場ニーズに直

結した研究開発と成果の速やかな現場移転によりイノベーションを起こし、生産性の向上、需

要への的確な対応、新たな価値の創出等の促進が求められております。 

 このため、研究開発等を実施しまして、生産・流通の現場が直面する課題を解決するととも

に、新たな技術を生み出す研究開発を促進しまして、特に、我が国の強みでもありますロボッ

ト技術、ＩＣＴ、ゲノム技術等の最先端の技術を応用することで、生産・流通システムを画期

的に改善する技術開発を進めているところでございます。 

 また、地球温暖化でありますとか、災害対応等の公的機関が担うべき分野での取組の強化と

レギュラトリーサイエンスの充実強化によりまして、食品安全、動植物防疫等の課題に対して

も的確に対応することとしてございます。 

 ７の政策の具体的内容についてでございます。 

 具体的な取組といたしましては３つございまして、委託プロジェクト研究、それから２ペー
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ジにございますけれども、そのほかの委託プロジェクト研究以外のもの、また、３番目として、

国立研究開発法人における研究開発の３つが柱となってございます。 

 委託プロジェクト研究につきましては、市場開拓に向けた取組のための研究開発であるとか、

バリューチェーン構築のための研究開発、また、生産現場の強化のための研究開発、それから

農林水産分野における気候変動のための研究開発、食品安全、動物衛生の向上、放射性物質の

対策技術の開発、こういった対応をしてございます。 

 その他の委託プロジェクト研究以外のものにつきましては、産学官の連携及び競争的環境の

整備でありますとか、若手研究者の育成、流動化の促進、また、研究成果の活用促進等の研究

開発を促進しているところでございます。 

 ３つ目の国立研究開発法人における研究開発でございます。 

 この対象は、これは４つの法人がございまして、まず農業・食品産業技術総合研究機構につ

きましては、農業の生産流通システムの革新を行って、コストを削減するような研究開発でご

ざいますとか、農作物の単収・品質の向上を促進する、それによって新たな産業や雇用を生み

出す研究開発、こういったものを進めているところでございます。 

 ２つ目の国際農林水産業研究センターにつきましては、開発途上国地域におきます持続的な

資源・環境管理技術の開発でありますとか、開発途上地域の地域資源等の活用と高付加価値化

の技術の開発等を行っております。 

 また、森林研究・整備機構におきましては、森林の多面的機能の高度化に向けた森林管理技

術の開発でありますとか、持続的な林業システムの開発等を行っております。 

 ４つ目の水産研究・教育機構におきましては、水産資源の持続的な利用のための研究開発、

また、水産物の安定供給のための研究開発等を行っているところでございます。 

 ８番目の評価の観点でございます。 

 研究開発には、不確実性、成果の発現までの長期性、予見不可能性などがございます。こう

した点を踏まえまして、政策評価の基本的な観点でございます必要性、有効性、効率性の３つ

の観点をもとに評価を行っております。 

 必要性につきましては、農林水産業・食品産業、国民生活のニーズから見た重要性でありま

すとか、科学的・技術的な意義、また、国が関与して推進する必要性を見てございます。 

 有効性につきましては、アウトプット目標の達成及び今後の達成可能性、社会・経済等に及

ぼす効果の目標の今後の達成可能性、その実現に向けた成果の普及・実用化の道筋の妥当性で

ございます。 
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 また、効率性については、研究の推進方法の妥当性を見るという内容でございます。 

 なお、ほかの評価の観点であります公平性、あるいは優先性につきましては、研究開発の不

確実性、成果の発現までの長期性や予見不可能性等の特性を踏まえまして、選定はしないこと

としてございます。 

 それから、11番目でございますが、政策効果の把握の手法及びその結果でございます。 

 こちらにつきましては、７番目の政策の具体的内容に掲げる取組に対しまして、国の研究開

発評価に関する大綱的指針及び独立行政法人の評価に関する指針に基づき評価を実施しており

ます。総合評価では、評価の対象期間に実施いたしました個別の評価結果を活用しまして、先

に述べました研究開発の取組の必要性、効率性、有効性の３つの観点から総合的に評価すると

ともに、課題の抽出を行ってございます。 

 最後に、12番目でございますが、政策評価の結果についてでございますが、個別の評価結果

から抽出されました課題を把握することで、各種の施策や戦略等の策定に生かしてまいりたい

と考えてございます。 

 今後のスケジュールにつきましては、本日の委員会の内容を踏まえさせていただきまして、

この総合評価書の骨子をまず確定させていただければと思っております。その後、年末にかけ

て、この評価書の案を作成いたしまして、その案について、来年１月に評価委員の皆様からご

意見を頂戴した上で年度末に評価書を公表させていただきたいと考えてございます。 

 私からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○前田広報評価課長 それでは、総合評価書骨子につきまして、委員の皆様からご意見、ご質

問をいただきたいと思います。 

 それでは、山﨑委員、お願いします。 

○山﨑委員 事業のなかで、新しく開発された技術がたくさんありますが、新技術というのは、

知財の塊かと思います。 

 開発された新技術が社会実装化するまでに、知財の塊としてブラックボックス化されてしま

い、なかなか私たちの生産現場まで降りてこないのが現実と感じます。 

 有能な新技術がたくさん開発されるなか、新技術がいつまでに社会実装化されることを目標

として示して頂きたいと感じました。多額の研究開発費をかけ、知財の塊としてお蔵入りして

しまうのは大変残念に思います。 

 また、最近の品種改良の研究では、普及も早く売上アップやコスト削減に大きくつながって

おります。難しい技術こそ、利用しやすくして短期間で社会実装化がされるようにと考えてお
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ります。 

○前田広報評価課長 何人かまとめて答えようと思いますので。 

 それでは、岸本委員、お願いします。 

○岸本委員 今ご指摘のあった点と非常に関連する話なんですけれども、技術が社会へ出てい

って初めてイノベーションという形で実装されていくと思うんですが、ものによっては、多分、

例えば今話題になっているゲノム編集だとか、法律がどうとか規制がどうとか社会受容性がど

うとか、そういった問題は、ゲノム編集は非常にわかりやすくて今一番ホットだと思うんです

けれども、ほかにもいろいろあり得ると思いますし、あと最近で言うとビッグデータを用いた

ようなものですね、要するにノウハウをデータ化していって、特殊な経験を持った人以外の人

がさまざまな事業ができるみたいな、そういう際にやっぱり知財の話とか、場合によっては個

人情報の話とか、そういったものも入ってくると思うので、そういったような従来の研究開発

というところからは、ちょっと広がったような部分もどこかでカバーしているんだろうかとい

うことがちょっと気になるところなので、その辺も教えていただければということと、そうい

うのも研究開発の中に含めて、レギュラトリーサイエンスとかに入っているのかもしれないで

すけれども、推進していただければありがたいなと思います。 

○前田広報評価課長 ほかにご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 それでは、楜澤委員、お願いします。 

○楜澤委員 先ほどの研究開発の実装化というご指摘と関連するんですけれども、政策分野⑪

の先端技術の活用による生産・流通システムの革新等、これは生産局がやっている評価のとこ

ろで、低価格大型トラクターの供給等によって、農業資材のコスト低減に向けたさまざまな動

きが活発化していると。こういう形で、とにかく生産費を下げるためのコスト、機械、技術、

これはコストの削減のために位置づけられているわけですが、研究開発というのは、そうした

生産局における省力化、低コスト化技術の導入というような政策目標と連携した研究開発が行

われているんでしょうか。その辺の他の局との連携というのはどういうふうに考えていらっし

ゃるか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○前田広報評価課長 それでは、一旦ここで技術会議事務局のほうから説明をお願いします。 

○山田農林水産技術会議事務局研究企画課長 どうもありがとうございます。 

 まず、山﨑委員からのご指摘の点でございますけれども、もう私どもも全く考え方は同じで

ございます。やはり研究した成果というのが社会に実装していかない限りは、本当にそれはあ

る意味、使われないで終わってしまうと非常に無駄な状況になってしまうと。 
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 ただ、一方で失敗したものをまた次につなげていくということもあろうかと思いますが、い

ずれにしても、最終的には社会実装していくというようなところがゴールになっていくと思い

ます。 

 以前はなかなかできていなかった部分でございますけれども、最近は現場ニーズに対応した

研究開発ということで、現場の農家の方々とか事業者の方々に直接、農林水産省の職員がお伺

いし、その際には生産振興部局の人たちと一緒に現場に行って、中長期的に考えていて、何が

やっぱり大きな課題としてあるのか、どういう技術開発が必要なのかということをお聞きした

上で、課題の設定をするというようなやり方を、そういうプロジェクトを立ち上げてございま

す。 

 その中では、最終的にどういったところをゴールとして、例えば生産性、２割コストを削減

しましょうとか、平均的な生産費から削減しましょうとか、あるいは草刈り機を幾らぐらいで

提供できるようにしましょうとか、そういう目標設定をさせていただいて、可能な限り農業者

の方にもそのコンソーシアムの中に協力していただくような形で入っていただいて、研究管理

をするというようなやり方で進めているところでございます。 

 ですから、やはりゴールをしっかりと専門家の意見を聞いて設定した上で、それに向けて研

究開発を進めて、その目標をクリアしたら参加した民間事業者の方々、あるいは公設試験場の

方々と連携して社会実装していくと、こういったところを徹底してまいりたいと考えてござい

ます。 

 それから、岸本委員からご指摘がございました。社会のイノベーション、ゲノム編集等につ

いては、かなり社会情勢等からこういったものが入ってくるとかビッグデータの活用とかある

というようなところでございまして、こういった広がったところをどこでカバーしているのか

というようなご指摘でございました。 

 ビッグデータの活用という観点からいたしますが、農研機構がこういうスマート農業関係の

国家プロジェクトに参加しておりました。これは平成30年度まで内閣府ＳＩＰという事業が国

家プロジェクトでございまして、この中でスマート農業技術の開発を進めておりました。その

中では、スマート農業機械の開発もありますが、データの活用として、いわゆるセンシングし

た情報、これをどう経営に使っていくかということで、農業データ連携基盤を構築いたしまし

た。 

 この農業データ連携基盤においては、これまでは機械メーカーとかＩＣＴベンダーさんのほ

うが農業者に対して提供されていた栽培管理支援システム、これの共通の協調領域ということ
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で、オープンデータをそこに行けばＡＰＩ接続して誰でも使えるようになるとか、あるいはそ

のデータを参加していただく方々で共有できるとか、こういう仕組みをつくりました。 

 あわせて、そのデータを間違いなく使っていただくためのガイドラインづくり、これを知的

財産課の検討会で整理して、今、関係者にそれを配布できるような状況まで来ているというと

ころでございます。 

 ですから、とにかくデータは個人情報の塊でもあるということで、それを適切に使っていく

ためのそういった仕組みづくりにも着手をしているというようなところでございます。 

 それから、楜澤委員からございました実用化、大型トラクターを作っていく、こういったコ

スト削減に向けて生産部局と連携しているのかというご指摘でございます。 

 この生産振興部局、あるいはほかの部局もそうなんですけれども、やはり行政部局と試験研

究を行う部局というのが連携して進めていくというのは非常に大事だということで、これは昨

年度から農林水産技術会議事務局の職員が生産振興部局に併任になりまして、そこで専ら生産

振興部局等に行っていただくということで、一緒に研究開発部局と対応を進めていただくとい

うような体制づくりをしました。 

 あわせて、先ほども申し上げましたが、現場ニーズ対応型研究を進める上では、生産振興部

局と研究開発部局が一緒になってニーズを把握して研究管理をしていくと。特に研究管理をし

ていく上では、生産振興部局から提案のあったような課題については、生産振興部局に主体的

に研究管理をしていただくというようなやり方を取り入れてきているということで、少しずつ

ではございますけれども、対応を進めてきているというところでございます。 

 以上でございます。 

○前田広報評価課長 よろしいでしょうか。 

 それでは、もう一度、楜澤委員、お願いします。 

○楜澤委員 昨年、新潟市に連れていっていただいて、スマート農業を見せていただいたんで

すね。無人トラクターから始まって、コンバイン、ドローンなどでした。これらは、現場のニ

ーズに即した研究開発の一環であり、かつ実用化できるものというふうにお考えなんでしょう

か。 

○前田広報評価課長 それでは、技術会議事務局から説明をお願いします。 

○山田農林水産技術会議事務局研究企画課長 スマート農業技術につきましては、ご案内のと

おり、トラクター等については無人のトラクターが市販化されるというようなところまで来て

ございます。一方で、出始めというのもありまして、やはりイニシャルコストがかかるという
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ような状況はございます。 

 こういうスマート農業機械を現場に入れることによって、どれだけ経営的にプラスになるの

かということは、やはり現場の農家の段階できちんと実証しなければいけないだろうというこ

とで、本年度から全国69か所にそういうスマート農業の実証の拠点を置きまして、いわゆる農

業者の方々の実際の現場で農地を使わせていただきまして、スマート農業の体系を入れること

による技術面での効果であるとか経営面での効果、こういったものを実際に計測をして、いろ

いろな方々にそれを見ていただくというような取組を進めようとしています。 

 イニシャルコストは高くても相当の効果があるというようなことも、例えば畜産農家の方々

からいろいろ聞いたりしているというようなこともございまして、やはりそれを数値でいろい

ろな方々に見ていただけるようにしていくというのが大事だろうというふうに思いますし、な

かなかスマート農業に、出始めですので馴染んでいない方たちもたくさんいらっしゃいますの

で、そういうのを現場で見て触れていただいて、実際に経営的なところも見ていただくという

ようなところで、これからスマート農業の普及につなげていければというふうに考えていると

ころでございます。 

○前田広報評価課長 それでは、山﨑委員、お願いします。 

○山﨑委員 昨年、委員会の視察で新潟のスマート農業を見学に伺いましたが、あのときに実

演された自動運転田植え機は、弊社でもあの後すぐに導入させていただきました。導入に際し

て補助金は使わずに、導入と経営が成り立つかどうか、実際に検証してみました。 

 現在、国内の農業スマート化が進んでいく中で、規格や商品、プラットフォームが乱立して

いるのが問題と感じます。国が進めるプラットフォームのＷＡＧＲＩや「知」の集積等で、こ

れから集約されていくと思いますが、現在、対応しているものが、通信規格の４Ｇ対応という

ものが多く、次世代の５Ｇに対しての、技術研究開発というのをあまり耳に致しません。 

４Ｇから想像もできない通信速度の中で５Ｇのサービスが始まったときに、スマート化と

のバージョンアップが遅れ、以前のように日本はガラパゴス化して取り残されて、世界標準で

はない独自の進化をしていくのではないかと心配いたします。 

 世界では、ずいぶん前からＧＰＳを利用した農業機械の自動運転は進んでいますが、日本で

は、まだまだ法規制が厳し過ぎて、普及が進みにくい現状です。農業機械の自動運転について

の規制緩和についても加速化を進めて頂きたいと感じています。 

○前田広報評価課長 ほかにご意見はございますか。 

 それでは、二村委員、お願いいたします。 
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○二村委員 国立研究開発法人における研究開発という欄の、②国立研究開発法人国際農林水

産業研究センターですが、こちらでなさっているものを見ますと、これは国内で収束しないで

すよね。   

どのような形で現地と連携が行われていて、ここで開発された技術というものが、先ほど

は国内の技術移転の話や実装の話というのが出ていましたが、どの程度まで相手に差し上げる

ことになるのかというのを教えていただけますか。 

○前田広報評価課長 よろしいですか。 

 それでは回答をよろしくお願いします。 

○山田農林水産技術会議事務局研究企画課長 山﨑委員からご指摘のありました５Ｇ通信にな

るが、それへの対応はどうなっているのかというようなお話だったと思います。 

 私が把握している範囲内で、５Ｇに対応して研究開発を進めているというのは、今のところ

はないのではないかと思っているんですけれども、自動走行のところで、今後、ほ場間移動と

いうのが、これが焦点になってくると思われます。 

 今はほ場の中で監視しながら自動でやっているという形ですが、今後は、ほ場からほ場に移

動するのも無人で走行して、また次のほ場に行くというところが、この研究開発目標になって

いまして、そのときに大事になってくるのが、短い時間でタイムラグなく遠隔監視できる状態

をつくるというのが非常に大事で、その際には５Ｇの技術というのは非常に効いてくるのでは

ないかと思っております。ですから、最終的には、そういった技術のところも踏まえた上で、

現場に実装していくようなものになっていくのではないかと考えております。 

 あと、ガラパゴスにならないようにということでございますけれども、こういったスマート

農業の研究開発を進める上では、ＩＳＯＢＵＳとか、いわゆる国際規格に合うようにしていく

というのは極めて大事で、それによってメーカーがそれぞれつくった技術というのが、例えば

同じアジアモンスーン地域に広がっていくというようなところにつながっていきますので、そ

ういう国際規格に合った製品づくりというところにも努めているところでございます。 

 ですから、ご指摘のいただいた点については本当にしっかりと受けとめた上で、引き続きや

っていかければいけないというふうに考えてございます。 

 それから、二村委員からご指摘がございました国際農研の研究開発でございますけれども、

これは何か差し上げるというか、国際協力というような側面が非常に強くて、例えばアフリカ

の諸国で、現場で安定的に食料が生産され、供給できるようなシステムづくりをお手伝いする

とか、その国の事情も踏まえた上で協力をしていくというようなやり方が主だというふうに考
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えてございます。 

 また、こういった知財を海外に持ち出していく場合については、これがブーメランになった

りすると非常にこれは問題でございますので、要は、この知財管理につきましても、そういっ

た機微なものについては、農林水産省がチェックしながら対応していくというような体制をと

っているところでございます。 

 そういったところで、現地のほうにも非常に役に立つような、そういった貢献ができればと。

結果的に、それによって私たちが不利益をこうむることにならないようにということで進めさ

せていただいているところでございます。 

○前田広報評価課長 二村委員、どうぞ。 

○二村委員 具体的にそちらに援助をしに行くという場合には、研究センターの方が直接に行

かれるというわけではないですよね。その場合の国内の関係先との連携の状況というのは、ど

うなっているんでしょうか。 

 例えばこれは下の森林研究・整備機構になってしまうんですかね、例えば地球温暖化対策と

してＲＥＤＤ＋というふうなものがありますけれども、ああいうようなものの、要は森林管理

のうまいやり方、もしくは保全の仕方というのを、例えば日本で開発したとして、現地でもっ

て、それを実際に実施しないと効果が出ないですよね。そういったときに、この研究所の方が

直接行くというわけにはいかないでしょうから、そのような場合にどういうところと連携して、

どういうような仕組みで行われることが一般的であるのかということを教えていただければと

思います。 

○前田広報評価課長 よろしくお願いします。 

○山田農林水産技術会議事務局研究企画課長 国際農林水産業研究センターも森林研究・整備

機構もそうなんですけれども、職員が現場に行って、現地の方々と一緒に研究開発なり技術の

移転を進めるというようなやり方をとってございます。 

○二村委員 ありがとうございました。 

○前田広報評価課長 よろしいですか。 

 ほかにご意見、ご質問等ありましたら、よろしくお願いします。 

 それでは、以上で総合評価書骨子（案）（研究開発）についての議論を終了いたします。 

○山田農林水産技術会議事務局研究企画課長 どうもありがとうございました。 

（説明者退室） 

○前田広報評価課長 予定しておりました議事は以上でございます。 
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 そのほかに何かご発言等ありますでしょうか。 

 それでは、楜澤委員、お願いします。 

○楜澤委員 政策評価というのは、農林水産省が自ら立案した政策について、自ら自己評価を

行い、その自己評価の結果をいろいろな第三者が点検を行う仕組みになっていると考えてよろ

しいですかね。 

○前田広報評価課長 基本的にはそのとおりでございます。 

 政策を立案し、実施いたしまして、それをそれぞれの部局、最終的には大臣が評価を行いま

す。その過程の中で、外部有識者の皆様からもご意見を頂戴するということが基本的な仕組み

となっております。 

○楜澤委員 その際、政策として立案したものについて、それが現実にどういう効果を生んで

いるかということの評価ですけれども、これは農林水産省ご自身で評価されているわけですが、

例えばかつては農業構造改善事業の事業成果がどうであるかということについては、農林水産

省以外の研究者が農業構造改善基礎調査というのを各地でやって、事業の成果がどうであった

かということを予備調査、本調査からなる実態調査を実施し、それに基づいて報告書を執筆し、

そして、全国の調査結果の報告会をやっていました。 

 それは農業構造改善事業が現実に現場で一体どのような成果を上げているかということを、

研究者が客観的な実態調査を通じて報告し合い、政策に反映させようということでしたが、今

はそういうことは全くなくなったということでしょうか。 

○前田広報評価課長 個別の事業の状況については、今、具体的に把握はしておりませんけれ

ども、従来から各事業、各制度ごとに、今おっしゃったような形で評価をしていたものはござ

いました。 

 一方、評価をしていない事業や制度もあったことから、政府全体で政策評価を実施するとい

う目的で、政策評価法という法律が定められまして、本日のような形で各省庁それぞれが自己

の施策について評価をする、その際に外部有識者のご意見を聞くということが現在は統一的に

行われております。 

 そうした中においても、事業、制度の中には、それ以外に、独自の調査や点検をやっている

ものがございます。 

 例えば中山間地域直接支払交付金については、５年おきに第三者委員会で、施策の効果につ

いて個別に検証をやっていると承知しております。施策全体について評価のカバレッジが広が

った、必要なものについては、個別にそれぞれの視点からの評価が行われておるというふうに
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ご理解いただければと思います。 

○楜澤委員 今のご説明で、評価の範囲が広がったということはよくわかりました。 

 ただ、他面において、この評価が数値化されたものとして出てきて、ＡとかＢとかＣとかに

なっていますと、一体その政策がどう質的に効果があったのかということについては、なかな

かわかりにくいということがありますので、例えば中山間については、担い手の集積だとか農

地中間管理事業の成果については、質的な実態調査というのが、必要なのではないかという印

象があるものですから、一応意見として申し上げたということです。 

○前田広報評価課長 おっしゃった意見については、担当部局につなぎまして、必要なものに

つきましては、別途評価を行うということにしたいと考えております。 

 ほかにございますでしょうか。 

 ないようでございましたら、これで令和元年農林水産省政策評価第三者委員会を終了いたし

ます。 

 本日は長時間どうもありがとうございました。 

午後 ４時４７分 閉会 


