
平成１８年度に実施した政策評価の結果の政策への反映状況について

平成１９年７月
農 林 水 産 省

平成１８年度に実施した政策評価の結果の政策への反映状況について、別
添のとおり公表する。
なお、本公表内容は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３

年法律第８６号。以下「法」という。）第１１条の規定に基づき公表するもの
である。



 

  

農林水産省における政策評価の結果及びこれらの政策への反映状況 

 

１ 事前評価 

 

（１） 平成18年度に新規地区採択を要求している公共事業の実施地区を対象として事業評価（事

前評価）を実施し、その結果を公表 

 

① 農業農村整備事業等（平成18年８月31日に公表） 

政策の名称 ① 農業集落排水資源循環統合補助事業（補助） 
② 農村振興総合整備事業（補助） 
③ 草地畜産基盤整備事業（補助） 

政策評価の結果の概要 必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行った。事業地区ごとの評価は、
チェックリスト及び判定基準に基づいて行った。 
評価の対象としたすべての事業地区において、事業の必要性、効率性、有効性等が認
められるとともに、土地改良法令、事業実施要綱等で定められている地区採択の必須条件
を満たしている。 

① 農業集落排水資源循環統合補助事業 
  ６地区を採択した。 
② 農村振興総合整備事業 
  ５地区を採択した。 
③ 草地畜産基盤整備事業 
  １地区を採択した。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

計12地区を採択した。 

（注） 事業実施地区ごとの評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－①
参照。 

 

（２） 平成19年度に新規地区採択を要求している公共事業の実施地区を対象として事業評価（事

前評価）を実施し、その結果を公表 

 

① 国営土地改良事業等（平成 18年８月 31日に公表） 

政策の名称 ① 国営かんがい排水事業（直轄） 
② 国営農地再編整備事業（直轄） 
③ 国営総合農地防災事業（直轄） 
④ 独立行政法人緑資源機構営事業（機構） 

政策評価の結果の概要 必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行った。事業地区ごとの評価は、
チェックリスト及び判定基準に基づいて行った。 
評価の対象としたすべての事業地区において、事業の必要性、効率性、有効性等が認
められるとともに、土地改良法令等や事業実施要綱等で定められている地区採択の必須条
件を満たしている。 

① 国営かんがい排水事業 
  ７地区を採択した。 
② 国営農地再編整備事業 
  １地区を採択した。 
③ 国営総合農地防災事業 
  ３地区を採択した。 
④ 独立行政法人緑資源機構営事業 
  １地区を採択した。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

計12地区を採択した。 

（注） 事業実施地区ごとの評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－②
参照。 

 
 

（別添） 
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② 農業農村整備事業等（平成 19年３月 30日に公表） 

政策の名称 ① かんがい排水事業（補助） 
② 経営体育成基盤整備事業（補助） 
③ 畑地帯総合整備事業（補助） 
④ 中山間地域総合整備事業（補助） 
⑤ 農地環境整備事業（補助） 
⑥ 農道整備事業（補助） 
⑦ 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業（補助） 
⑧ 農業集落排水資源循環統合補助事業（補助） 
⑨ 農村振興総合整備事業（補助） 
⑩ 美しい村づくり総合整備事業（補助） 
⑪ 農地防災事業（補助） 
⑫ 草地畜産基盤整備事業（補助） 
⑬ 畜産環境総合整備事業（補助） 

政策評価の結果の概要 必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行った。事業地区ごとの評価は、
チェックリスト及び判定基準に基づいて行った。 
評価の対象とした全ての事業地区において、事業の必要性、効率性、有効性等が認めら
れるとともに、土地改良法令や事業実施要綱等で定められている地区採択の必須条件を満
たしている。 

① かんがい排水事業 
９地区を採択した。 

② 経営体育成基盤整備事業 
42地区を採択した。 

③ 畑地帯総合整備事業 
21地区を採択した。 

④ 中山間地域総合整備事業 
９地区を採択した。 

⑤ 農地環境整備事業 
１地区を採択した。 

⑥ 農道整備事業 
10地区を採択した。 

⑦ 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 
12地区を採択した。 

⑧ 農業集落排水資源循環統合補助事業 
９地区を採択した。 

⑨ 農村振興総合整備事業 
２地区を採択した。 

⑩ 美しい村づくり総合整備事業 
１地区を採択した。 

⑪ 農地防災事業 
16地区を採択した。 

⑫ 草地畜産基盤整備事業 
12地区を採択した。 

⑬ 畜産環境総合整備事業 
２地区を採択した。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

計146地区を採択した。 

（注） 事業実施地区ごとの評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－③
参照。 

 
③ 国有林森林環境保全整備事業等（平成 19年３月 30日に公表） 

政策の名称 ① 森林環境保全整備事業（直轄） 
② 水源林造成事業（緑資源機構事業）（機構） 
③ 特定中山間保全整備事業（緑資源機構事業）（機構） 
④ 民有林補助治山事業（補助） 
⑤ 森林環境保全整備事業（補助） 
⑥ 森林居住環境整備事業（補助） 

№ 
１ 

政策評価の結果の概要 必要性、効率性、有効性の観点等から総合的かつ客観的に評価を行った。事業地区ごと
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の評価は、チェックリスト及び判定基準に基づいて行った。 
評価の対象としたすべての事業地区において、事業の必要性、効率性、有効性が認め
られるとともに、事業実施要領等で定められている地区採択の必須条件を満たしている。 

① 森林環境保全整備事業 
  10地区を採択した。 
② 水源林造成事業（緑資源機構事業） 
  ６地区を採択した。 
③ 特定中山間保全整備事業（緑資源機構事業） 
   １地区を採択した。 
④ 民有林補助治山事業 
  １地区を採択した。 
⑤ 森林環境保全整備事業 
  34地区を採択した。 
⑥ 森林居住環境整備事業 
  12地区を採択した。 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

計64地区を採択した。 

（注） 事業実施地区ごとの評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－④
参照。 

 
④ 水産基盤整備事業等（平成 19年３月 30日に公表） 

政策の名称 ① 直轄特定漁港漁場整備事業（直轄） 
② 広域漁港整備事業（補助） 
③ 広域漁場整備事業（補助） 
④ 漁業集落環境整備事業（補助） 
⑤ 海岸保全施設整備事業（浸食対策事業）（補助） 
⑥ 海岸耐震対策緊急事業（補助） 

政策評価の結果の概要 必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行った。事業地区ごとの評価は、
チェックリスト及び判定基準に基づいて行った。 
評価の対象としたすべての事業地区において、事業の必要性、効率性、有効性等が認
められるとともに、事業実施要領等で定められている地区採択の必須条件を満たしてい
る。 

① 直轄特定漁港漁場整備事業 
  ２地区を採択した。 
② 広域漁港整備事業 
  １地区を採択した。 
③ 広域漁場整備事業 
  ２地区を採択した。 
④ 漁業集落環境整備事業 
  ２地区を採択した。 
⑤ 海岸保全施設整備事業（浸食対策事業） 
  １地区を採択した。 
⑥ 海岸耐震対策緊急事業 
  １地区を採択した。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

計９地区を採択した。 

（注） 事業実施地区ごとの評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－⑤
参照。 

 
(３）  平成19年度において拡充を予定している１研究制度を対象に研究制度の事業評価（事前

評価）を実施するとともに、19年度において新規又は拡充を予定しているプロジェクト研究の５

課題を対象に研究課題の事業評価（事前評価）を実施し、その結果を平成18年８月31日に公

表。 
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① 研究制度評価 

事業名 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 

政策評価の結果の概要 評価を行った１つの研究制度については、拡充することが妥当である。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

１研究制度を拡充した。 

（注） 研究制度の評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表13－３－⑥参照。 

 

② 研究課題評価 

事業名 プロジェクト研究 
政策評価の結果の概要 評価を行った５つの研究課題を平成19年度に新規に実施することが妥当であ

る。 

・ ４研究課題を新規に実施する。 
・ １研究課題を組み替えて新規に実施する。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

計５研究開発課題のうち、４研究課題を新規に実施し、１研究課題を組み替えて
新規に実施した。 

（注） 研究課題別の評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表13－３－⑦参照。 

 
２ 事後評価 
 

（１） 平成18年度農林水産省政策評価実施計画に基づき、実績評価方式を用いて、農政、林政、

及び水産行政に係る主要施策の全てを16の政策分野に分類し、55目標を設定して評価を実施

し、その結果を平成18年7月14日に「農林水産省政策評価結果（平成17年度政策の評価結

果）」として公表 

施策名 食品産業の競争力の強化 

施策の概要 国民に対し、安全で安心な食料の安定供給を確保するため、食品産業の競争力の強化
を図る。 

施策に関する目
標 

① 食品製造業者と農業との連携の促進 
 17 年度目標値：契約により国産農産物の原料調達を行っている事業者の割合 60％

② 食品流通の効率化 
 17 年度目標：食品流通の効率化（食品卸売業・小売業の労働生産性の向上等） 

（17 年度実績） 
①：55.5％（達成ランクＡ） 
②：食品卸売業では労働生産性の向上がみられたが、食品小売業では労働生産性の
向上がみられなかった。（達成ランクＢ） 

政策評価の結果
の概要 

食品製造業者と農業との連携の促進については、連携に関する取組は、食品製造業
等において戦略的に活用されることにより、食品産業界の競争力の強化に資するもので
あることから、食料産業クラスター（食品産業が中核となって農林水産業と関連産業等
を含めた連携）の形成等を通じ、地域食材を生かした高付加価値食品や新技術の開
発、地場の力を結集した「ものづくり」等を一層促進するとともに重点地区への支援を強
化し、食品製造業者等のニーズに応じた生産サイドの取組と一体的に取り組むことが重
要である。 
 食品流通の効率化については、16年６月の卸売市場法改正による取引規制の緩和を
活用した商物分離直接流通や、ユビキタス・コンピューティング技術（いつでもどこでもコ
ンピューターが使える情報技術）を活用した先進モデルの提示等、食品流通の効率化を
目指した取組を一層推進し、その成果を活用することが重要である。 

№ 
１ 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

平成19年度においては、食料産業クラスターの新たな展開を図るため、食料産業クラ
スター協議会の設立に係る支援を廃止するほか、企画提案競技を通じた地区の選定に
よる販路開拓の支援やソフト・ハード事業の総合的・有機的活用などを推進する。 
また、食品流通については効率化や物流コストの削減を図るため、情報技術を活用し

た物流作業体系の効率化に向けた実証実験、食品小売業の適正仕入れ・廃棄ロスの縮
小等を実現するコスト低減のためのビジネスモデルの実証普及等を実施する。 

№ 施策名 主要食糧の需給の安定の確保 
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施策の概要 主要な食糧である米麦の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安
定に資する。 

施策に関する目
標 

① 備蓄運営等消費者への米の安定的供給 
 17 年度目標：市場のニーズに応じた買入、売渡を通じた備蓄運営の円滑な推進 

② 需要に応じた売れる米づくり 
 17 年度目標：需要に応じた売れる米づくりへの農業者や産地の取組の進展や意識

の改革 
③ 民間流通を通じた需要に応じた良品質麦生産の推進 
 17 年度目標値：小麦の需要と生産のミスマッチ率を基準値（13.6％）より低減する 

（17 年度実績） 
①：目標を達成（達成ランクＡ） 
②：目標を達成（達成ランクＡ） 
③：10.6％（達成ランクＡ） 

政策評価の結果
の概要 

主要な食糧である米麦の需給及び価格の安定を図り、国民生活と国民経済の安定に
資するためには、米については消費者への安定的供給の確保を図るとともに、米政策改
革に基づく需要に応じた売れる米づくりを、麦については需要に応じた良品質麦の生産
を推進することが重要である。 
  米については、消費者への安定的供給の確保を図るとともに、市場のニーズに応じた
備蓄運営が図られており、引き続き回転備蓄を基本とした適切な備蓄運営を図る必要が
ある。 
 また、総じて、農業者・農業者団体の自らの販売戦略に即した「需要に応じた米づくり」
の取組は進展しているが、19 年産から農業者・農業者団体の主体的な需給調整システ
ムへの移行を目指していることを踏まえ、引き続き産地における需要に応じた売れる米
づくりの取組を推進する必要がある。 
  一方、麦については需要と生産のミスマッチは年々減少しているものの、産地銘柄に
よってはミスマッチが発生しているものもあることから、産地における実需者ニーズに即し
た生産・出荷計画の作成に努めるとともに、民間流通制度における播種前契約の徹底を
図る必要がある。 

２ 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

回転備蓄を基本とした適切な備蓄運営を図るため、政府米の保管・運送・管理につい
て、入札実施等によりコスト節減を図り、これら業務の効率性を改善する。 
 米の産地銘柄ごとの需要に応じた生産を誘導しつつ担い手への集積を進めるため、
当面の措置として、産地づくり対策の中で、都道府県の設計により米の価格下落等の影
響を緩和するための交付金を措置する。 
 集荷円滑化対策により区分出荷された過剰米の円滑な処理を行うため、新たな米加工
品の需要の創出等について継続することとしている。 
 19年度より政府備蓄米等の需要開拓を図るため、米加工品の消費者に対する市場調
査等を実施する。 

施策名 食の安全及び消費者の信頼の確保 

施策の概要 消費者の視点を大切にして、国民の健康を守ることが重要であるという考え方の下で、
「食」の安全と安定供給を確保し、消費者が「食」に対する信頼感を持てること。 

№ 
３ 

施策に関する目
標 

① 食品の安全性の確保 
 17 年度目標：国産農産物等を汚染するおそれのある特定の危害要因について、科
学的評価に基づき設定された摂取許容量を超えないレベルに抑制する。 

② 家畜伝染病等の対策 
 17 年度目標：国内における家畜伝染病・養殖水産動物の特定疾病の発生予防・ま

ん延防止及び海外伝染病の侵入防止。発生があった場合に法令等
に基づくまん延防止措置が適切にできていない事例の件数を０件とす
る。 

③ 植物防疫対策 
17 年度目標：我が国未発生又は一部に存在する病害虫の侵入防止。発生があった

場合に法令等に基づくまん延防止措置が適切にできていない事例の
件数を０件とする。 

④ 遺伝子組換え農作物の環境リスク管理 
17 年度目標：遺伝子組換え農作物等の使用によって生物多様性に影響が生じるお

それがあると認められる場合に、カルタヘナ法（遺伝子組換え生物等
の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律）に基づく緊
急措置を発動しない状態を維持する。 

⑤ 消費者の信頼の確保 
17 年度目標値：食品表示の遵守状況の確実な改善：10 年後に適正表示率を 85％
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にするために５年（20 年度）で不適正表示率（現状値 15 年度：
25.3％）を２割削減する 

（17 年度実績） 
①：目標を達成（達成ランクＡ） 
②：目標を達成（達成ランクＡ） 
③：目標を達成（達成ランクＡ） 
④：目標を達成（達成ランクＡ） 
⑤：14.8％（達成ランクＡ） 

政策評価の結果
の概要 

本政策分野については、各目標値ともほぼ目標を達成したものと考えられる。 
今後とも、科学に基づいた行政をさらに推進し、「食の安全及び消費者の信頼の確

保」に努める必要がある。 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

食品の安全性の確保については、科学的・統一的な枠組みに則り、食品又は飼料に
おける有害化学物質の汚染実態調査とリスク管理措置の検討・検証のための調査を引
き続き実施するとともに、新たに、食品又は生産環境における有害微生物の汚染実態調
査を実施する。 
 家畜伝染病等の対策については、引き続き家畜伝染病予防法に基づく伝染性疾病の
発生の監視と迅速な防疫措置、生産現場における疾病の清浄化、防疫演習の実施等
による危機管理体制の構築及び検疫体制の強化を図る。 
 植物防疫対策については、業務体制を強化するため最適化計画に基づき、植物防疫
所における業務・システム再構築を行なう。 
消費者の信頼の確保については、国による食品表示監視の補完等のため消費者の

協力を得た食品表示ウォッチャーの配置、また、事業者が義務表示等を適切に行うた
め、消費者の合理的な選択を可能とするための啓発を行う。 

施策名 望ましい食生活の実現に向けた食育の推進 

施策の概要 食について自ら考え、判断ができる能力を養成する食育を推進し、望ましい食生活の実
現を図る。 

施策に関する目
標 

①  「食事バランスガイド」の認知度 
 17 年度目標値：20％ 

② 食育推進ボランティアの延べ活動日数 
 17 年度目標値：23,300 人日/年 

（17 年度実績） 
①：26％（達成ランクＡ） 
②：37,335 人日/年（達成ランクＡ） 

政策評価の結果
の概要 

「「食事バランスガイド」の認知度」及び「食育推進ボランティアの延べ活動日数」の目
標は達成している。 
 しかしながら、今後も、食に関する知識と食を選択する力を習得し、望ましい食生活を
実践することができる人間を育てる食育を推進することが重要な課題となっていることか
ら、国民が、自ら食生活を見直し、栄養バランスの改善等に主体的に取り組むことができ
るよう「食事バランスガイド」の普及・活用に積極的に取り組むことが必要である。 
 このため、引き続き、「食事バランスガイド」の普及・活用を図って行くとともに、来年度
以降については、地方や中小規模の店舗での活用を含め外食や小売店における全国
的な普及活用の促進や、地域版食事バランスガイド作成の促進などを通じ、同ガイドの
認知度を全国的に高めていくことが必要である。 
 なお、平成18年３月31日に食育推進基本計画において「「食事バランスガイド」等を参
考に食生活を送っている国民の割合を22年度までに60％以上とする」とされたことや、
「食事バランスガイド」の実践を促すことが重要であること等を踏まえ、「食事バランスガイ
ド」を参考に食生活を送っている人の割合を目標値とする方向で検討する必要がある。 

№ 

４ 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

評価結果を踏まえ、検討した結果、「食事バランスガイド」を参考に食生活を送ってい
る国民の割合の増加を目標とすることとした。 
  国民各層の理解と実践を促進させ、望ましい食生活の実現を図るためには、「食事バ
ランスガイド」の普及・活用等について重点的に取り組むことが必要であり、地方や中小
規模の店舗での外食産業や小売業等における「食事バランスガイド」を活用した「日本
型食生活」の実践活動、農林漁業者、食品関連事業者等と連携した「食育月間」（６月）
を中心としたシンポジウムやイベントの開催等の取組を推進する。 

施策名 国産農畜産物の競争力の強化 

施策の概要 消費者や食品製造業、外食産業などの実需者の多様なニーズに応じた農畜産物を効
率的・安定的に生産できる体制を確立する。 

№ 
５ 

施策に関する目 ① 米生産コスト 25％低減（27 年度） 
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標  17 年度目標値：16.7 千円/60kg 
② 大豆生産コスト 3 割程度低減（27 年度） 
 17 年度目標値：22.3 千円/60kg 

③ 生乳生産コスト（生乳 100kg あたり労働費）2 割程度低減（27 年） 
 17 年目標値：2,041 円/100kg 

④ 肉用牛生産コスト（肉用牛生体 100kg あたり労働費）2 割程度低減（27 年） 
 17 年目標値：11,351 円/100kg 

⑤ 飼料作物生産コスト３割程度低減（27 年） 
 17 年目標値：45.0 円/TDNkg 

⑥ 都府県の麦の新品種の作付面積シェア 30％（22 年度） 
 17 年度目標値：15.1％ 

⑦ 指定野菜（ばれいしょを除く）の加工向け出荷数量が対前年 100％を超えること 
 17 年度目標値：前年（655,987ｔ）を超えること 

（17 年度実績） 
①：16.7 千円/60kg （達成ランクＡ） 
②：21.9 千円/60kg （達成ランクＡ） 
③：1,975 円/100kg （達成ランクＡ） 
④：11,339 円/100kg（達成ランクＡ） 
⑤：46.0 円/TDNkg（達成ランクＢ） 
⑥：14.9％（達成ランクＡ） 
⑦：101％（達成ランクＡ） 

政策評価の結果
の概要 

生産コスト低減では、米、大豆、生乳、肉用牛については目標を達成し、今後、より一
層のコスト縮減を図るため、規模拡大による効率化、生産現場のニーズに直結した新技
術の開発・普及、農業生産資材費（肥料、農薬、農業機械等）を低減させる低廉な生産
資材の普及等を推進する必要がある。 
飼料作物については、目標を達成するに至らなかった。今後は、飼料基盤の拡大や

高生産性草地への転換、飼料生産作業の効率化を推進するとともに、水田や耕作放棄
地等における放牧利用の拡大、耕畜連携の強化による水田における飼料作物の作付け
拡大や国産稲わらの飼料利用拡大等飼料増産運動を一層推進し、自給飼料の生産コ
ストの引き下げを図る必要がある。 
  麦の新品種作付けシェアについては、目標を達成した。需要に応じた生産を推進す
るため、引き続き、麦種、用途ごとの計画的な生産に取り組んでいく必要がある。 
平成17年度の加工向け野菜の出荷数量について、前年と比較したところ、対前年比

101％と近年の減少傾向に歯止めをかけることができた。今後、品目別・用途別ガイドラ
インの対象品目数の拡大や情報交換会等を通じて産地における加工・業務用向けの供
給体制を強化していく必要がある。 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

米、麦、大豆については、引き続き担い手を中心とした効率的な生産体制を構築する
ための産地における取組を支援するとともに、米についてはカントリーエレベータ（ＣＥ）
施設が設置されている産地において、ＣＥ施設の適切な利用体制づくりの取組に関する
計画の策定及び計画に基づく取組において、また、麦、大豆については、各産地にお
いて、担い手への集積、生産コストの低減、品質の向上等への取組みの方向を定めた
「産地強化計画」の取組において、定期的に評価・点検を行っていくこととする。 
また、生乳、肉用牛については、引き続き、飼養規模や飼養管理方式に応じた新しい

飼養管理技術の普及推進、経営管理の高度化、家畜の改良など生産段階における低
コスト化の推進等による経営体質の強化を進める。 
 飼料作物については、水田における耕畜連携による地域の創意工夫を活かした飼料
作物の生産振興、不作付地を対象とした飼料基盤整備や生産性が高く作業効率にも優
れた牧草地への転換を図る草地再生改良の推進等を図る。 
麦の新品種作付シェアについては、関係者（都府県、生産者団体、実需者、研究機

関等）によるブロック会議を開催し、産地強化計画に基づく、実需者と連携した計画的な
新品種の導入に向けた取組の実施の推進等を図ることとする。 
指定野菜の加工向け出荷数量については、加工・業務用に求められる品質、規格等

をまとめたガイドラインを用いた説明会等により、産地に必要な情報を浸透させることとす
る。 

施策名 環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換 

施策の概要 我が国農業生産全体のあり方を環境保全を重視したものに転換することを推進し、環境
と調和のとれた持続的な農業生産体制を構築する。 

№ 

６ 

施策に関する目
標 

① エコファーマー認定件数 10 万件（21 年度） 
 17 年度目標値：65,177 件 
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② 全国市町村数に占める地域環境保全型農業推進方針の策定市町村率63％（22年度） 
 17 年度目標値：52％ 

（17 年度実績） 
①：98,875 件（達成ランクＡ） 
②：52.8％（達成ランク－） 

政策評価の結果
の概要 

エコファーマーについては、強い農業づくり交付金等による支援を通じて、生産者に
おいて環境に配慮した生産に対する意識が高まったこと等から、目標を達成した。 
地域環境保全型農業推進方針の策定市町村率については、市町村合併の影響を受

けているため、ランク付けを行わなかった。 
平成19年度から新たに導入する農地・水・環境保全向上対策における営農活動への

支援については、支援に当たってエコファーマーの認定を受けることを求めることとして
おり、施策の普及・啓発にあたり、より一層エコファーマーの認定を推進する必要があ
る。 
19 年度から新たに導入する農地・水・環境保全向上対策における営農活動への支援

において、①地域の環境保全の課題、②その課題の解決に向けた農業生産活動に伴う
環境負荷低減を図る推進方策・取組目標が明記された計画の策定を市町村に求めるこ
ととしており、この一環として、地域環境保全型農業推進方針の策定等を推進する必要
がある。 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

エコファーマーについては、19 年度から新たに導入する農地・水・環境保全向上対策
の営農活動支援において、エコファーマーを支援の要件としており、同対策の普及・推
進を通じて、より一層のエコファーマー認定の促進を図る。 
地域環境保全型農業推進方針の策定市町村率については、上記の営農活動への支

援において、農業生産活動に伴う環境負荷低減を図る推進方策・取組目標が明記され
た方針の策定を市町村に求めることとしており、この一環として、地域環境保全型農業推
進方針の策定等の推進を図る。 

施策名 意欲と能力のある担い手の育成・確保 

施策の概要 効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造を確立
する。 

施策に関する目
標 

①  担い手の育成・確保 
 17 年度目標値：農業経営改善計画の認定数 24.4 万経営体 

② 担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積の促進 
 17 年度目標値：担い手への農地利用集積面積 233.1 万 ha 

③ 人材の育成・確保 
 17 年度目標値：新規就農青年数の確保者数 12.0 千人／年 

（17 年度実績） 
①：24.6 万経営体（速報値）（達成ランクＡ） 
②：231.5 万 ha（推計値）（達成ランクＢ） 
③：12.1千人／年（推計値）（達成ランクＡ） 

№ 
７ 

政策評価の結果
の概要 

担い手の育成・確保については、施策全体として有効であったが、今後は、品目横断
的経営安定対策と一体的に、担い手の育成・確保の取組を強化するため、引き続き、担
い手となり得ることが見込まれる者に対して認定農業者や特定農業団体等への発展を
促すとともに、経営改善を図るための各種支援を集中的・重点的に実施する必要があ
る。特に、認定農業者に対しては、効率的かつ安定的な農業経営を目指して農業経営
改善計画を着実に達成できるよう、また、土地利用型農業においては、集落営農の組織
化・法人化を加速的に進めるため、集落リーダーの育成や集落営農の確実な法人化等
による基礎的な経営条件の整備に対する支援を実施する必要がある。 
担い手への農地利用集積の促進については、有効性の向上を図る必要があることか

ら、今後は、農業委員会によるあっせん・調整活動、農地保有合理化事業による農地の
中間保有と再配分機能の活用など、従来の取組を引き続き行うほか、農業経営基盤強
化促進法（一部改正）の施行を踏まえ、①集落における土地利用調整等に関する合意
形成、②認定農業者への要活用農地の利用集積、③農外からの企業の新規参入など
を促進するとともに、有効性に問題がある事業については見直しを行う必要がある。 
人材の育成・確保については、施策全体として有効であったが、今後は、新たな担い

手を確保するとともに、女性の認定農業者や集落営農のリーダーの育成、高齢者の経
営・知識の活用等を推進することが必要であることから、①深刻化する若年者の雇用問
題や「団塊の世代」の問題等就農支援に対する新たなニーズの出現、②若年労働人口
の減少、③女性の農業経営者としての位置づけが不明確等の問題など、多様化する就
農ルートごとの課題に対応した支援等の体系的な整備を行う必要がある。 
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政策評価の結果
の政策への反映
状況 

担い手の育成・確保については、品目横断的経営安定対策と一体的に、担い手の育
成・確保の取組を強化し、経営改善を図るための各種支援を集中的・重点的に実施する
ため、担い手（認定農業者・集落営農組織）支援のためのワンストップ窓口を設置し、経
営相談・技術指導・法人化支援・農地の利用調整活動・担い手の組織化支援、再スター
ト支援など、あらゆる担い手向けのサポート活動を一元的に実施する。 
担い手への農地利用集積の促進については、担い手に対して集団化・団地化した形

での農地の利用集積を促進する必要があることから、担い手のニーズに即し、貸借を中
心とした介入に重点化するよう、新規に担い手支援農地保有合理化事業を創設し、農
地保有の合理化のための資金を統合・メニュー化して、小作料一括前払に要する資金
等の無利子貸付けを実施するとともに、地域の視点に立った活動が展開できるよう、担
い手の農地集積情報の収集や利用調整を行う農地保有合理化法人の機能強化を図
る。  
人材の育成・確保については、多様化する就農ルートごとの課題に対応した就業支
援を効率的に行うため、既存の就業支援施策を①情報提供・相談段階、②体験・研修
段階、③参入準備段階、④定着段階の各ステージに対応しつつ、団塊世代、若者、女
性等の体系的な就農支援体制を整備する。 

施策名 担い手への経営支援の条件整備 

施策の概要 効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造を確立

する。 

施策に関する目
標 

① 効果的・効率的な普及事業の推進 
 17 年度目標値：ａ.担い手の育成に係る普及指導ｾﾝﾀｰの目標達成割合 100％ 

  ｂ.技術の普及に係る普及指導ｾﾝﾀｰの目標達成割合 100％ 
② 農業協同組合系統組織の適切な運営に対する指導・助言 
 17 年度目標： 
ａ．組合員に充分なメリットを還元する事業運営の推進 

    ・生産資材コストが現状より低下すること 
    ・営農指導機能が現状より強化されること 
ｂ．農協合併の促進及び組織運営体制整備 

    ・合併構想の早期実現と経営管理体制の強化 
ｃ．信用事業の健全性の確保 

    ・自己資本比率 4％(農林中央金庫は 8％)以上を確保すること 
    ・破たん時において迅速に貯金者の保護を図ること 
ｄ．共済事業の健全性の確保 

    ・支払余力比率 200％以上を確保すること 
③ 被災農家の経営の安定を図るための農業災害補償制度の適切な運用 
 17 年度目標：災害発生時において、早期に共済金の支払いをすること 

（17 年度実績） 
①：95.0％（ａ.95.0％ ｂ.95.2％）（達成ランクＡ） 
②：概ね目標を達成（達成ランクＡ） 
③：概ね目標を達成（達成ランクＡ） 

№ 

８ 

政策評価の結果
の概要 

効果的・効率的な普及事業の推進については、施策全体として概ね有効であった
が、今後は、地域の実態に即した革新的技術・経営方式を普及し、担い手の育成・確保
を更に推進するため、引き続き、革新的技術導入による経営発展を支援するとともに、集
落営農の育成・発展に資する支援を実施する必要がある。また、革新的技術と地域農業
のコーディネート等については、地域の実情に即してきめ細かく普及・指導するため、普
及指導員の資質向上や調査研究を支援する必要がある。 
農業協同組合系統組織の適切な運営に対する指導・助言については、施策は有効

であったが、今後、引き続き、信用・共済事業の健全性の確保及び組織運営体制の整
備を着実に実施していくとともに、業務改善命令に基づき全農が提出した改善計画の実
施を強力に推進していく必要がある。 
被災農家の経営の安定を図るための農業災害補償制度の適切な運用については、

施策は概ね有効であったが、今後、品目横断的政策の導入等を踏まえ、制度が望まし
い農業構造の確立に資するため有効かどうかという点も考慮しつつ、一層適切な運用を
推進する必要がある。 
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政策評価の結果
の政策への反映
状況 

効果的・効率的な普及事業の推進については、普及組織を中核とした産学官連携に
よる取り組みを通じて、新技術を先んじて導入する先進的な農業経営者の育成を図ると
ともに、その新技術を広く地域に波及させ、競争力のある農業の実現を図る。 
農業協同組合系統組織の適切な運営に対する指導・助言については、業務改善命

令に基づき全農が提出した改善計画について、３ヶ月毎に報告される進捗状況を厳しく
監視し、必要な指導・助言を行う。 

施策名 農地、農業用水等の整備・保全 

施策の概要 農業生産基盤の整備・保全等の施策を、環境との調和に配慮しつつ講ずることにより、
良好な営農条件を備えた農地及び農業用水等を確保するとともに、農業の生産性の向
上を促進し、望ましい農業構造の確立に資する。 

施策に関する目
標 

① 優良農地の確保・保全 
17 年度目標値：優良農地の減少傾向、被害の発生する恐れのある農用地に関する

各指標の達成率の平均 100％ 
② 基盤整備による担い手への農地利用集積の促進 
 17 年度目標値：20 ポイント以上 

③ 農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保 
 17 年度目標値：9,488km 

④ 農地海岸の保全・海辺の再生 
 17 年度目標値：①津波・高潮、②地震、③海辺の再生に関する各指標の達成率の

平均 100％ 

（17 年度実績） 
①：100.5％（達成ランクＡ） 
②：19 ポイント（達成ランクＡ） 
③：9,158km（達成ランクＡ） 
④：104.6％（達成ランクＡ） 

政策評価の結果
の概要 

平成 17 年度については全ての指標の達成状況が良好であることから、講じた政策手
段はおおむね良好であったものと考えられる。 
一方、各指標ともその政策手段の有効性を検証する過程で、課題や懸念材料も明ら

かになったところである。 
このため、顕在化した諸課題の解決に向け必要な措置を講じるとともに、既存制度の

より一層の適切な運用や限られた予算の重点化・効率化を図りながら効果的な施策の推
進に努めていく必要がある。 

№ 
９ 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

優良農地の確保・保全については、優良農地の減少傾向に歯止めをかけるため、県
市町村担当者会議等を通じ、農業振興地域制度の一層適切な運用について助言する
とともに、耕作放棄が増加している市町村に対し、適切な指導・助言等を行う必要があ
る。また、ハード整備・ソフト対策が一体となった防災対策により災害に強い地域の構築
を図る必要があり、平成 19 年度は以下の事項について重点的に取り組む。 
・ 優良農地の確保・保全を図るため、手段の一部調査を廃止し、農用地区域への編
入を促進するための調査を行う。 
・ 事業実施主体に農業委員会、NPO 法人等を追加し、市町村と連携し遊休農地を
活用した農業上の利用及び地域の活性化に寄与する取組を行う。 
・ 災害に強い地域を構築するため、引き続きハード整備とソフト対策が一体となった
防災対策を推進する。 
基盤整備による担い手への農地利用集積の促進については、今後とも、農地利用集

積の加速化を推進するとともに、担い手の育成・確保の契機となるほ場の大区画化等の
基盤整備の推進が必要であり、平成19年度は以下の事項について重点的に取り組む。
・ 望ましい農業構造の確立及び農村社会の持続的な発展に資する経営者としての
能力を身につけた農業生産法人等を育成するため、農業生産の基盤の整備と所要
の関連支援施策を一体的に実施する。 
・ 米政策改革の一層の推進のため、地域の主体性を活かした営農展開に資する緊
急的な条件整備を実施する。 
農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保については、今後とも、施

設の機能を的確に把握する機能診断や施設の長寿命化に資する予防保全対策等を行
うとともに、更新適期における計画的・機動的な更新整備や適切な保全管理に取り組む
必要があり、平成 19 年度は以下の事項について重点的に取り組む。 
・ 更新適期となった農業用用排水施設の更新整備等を行う。 
・ 施設の長寿命化を目的とした予防保全対策を実施する。 

農地海岸の保全・海辺の再生については、今後は、ハード対策と併せてハザードマップ
作成支援等のソフト対策を重点的に整備する必要がある。また、事業実施に当たって

10



 

  

は、環境保全や景観形成に十分に考慮する必要があり、平成 19 年度は以下の事項に
ついて重点的に取り組む。 
・ 海外での津波・高潮による被災事例を踏まえ、津波・高潮被害防止対策として高潮
対策の重点化を図る。 
・ 人命優先の観点からゼロメートル地帯等においてハード対策に併せてハザードマ
ップ作成支援等のソフト対策等の取組を着実に推進する。 

施策名 都市との共生・対流等による農村の振興 

施策の概要 都市と農村の共生・対流、農村経済の活性化、農村における地域資源の保全・活用や
生産条件及び生活環境の総合的な整備等によるむらづくりの推進等により、農村地域
の振興を図る。 

施策に関する目
標 

① 都市と農村の交流の促進、都市農業の振興 
17年度目標値：①農家民宿及び都市農村交流を目的とした公設の宿泊施設におけ

る宿泊者数、②都市的地域における市民農園の区画数に関する各
指標の達成率の平均 100％ 

② 中山間地域等における経済活性化に向けた条件整備の促進 
 17 年度目標値：中山間地域の一戸当たり農家総所得の維持 485 万円 

③ 景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現 
 17 年度目標値：①景観農業振興地域整備計画の策定数、②農業集落排水事業に

よる生活排水の処理人口普及率、③事業・対策を実施した地域に
おける総合的な生活環境の質の向上に関する住民満足度の各指
標の達成率の平均 100％ 

（17 年度実績） 
①：49％（達成ランクＣ） 
②：485 万円（暫定値）（達成ランクＡ） 
③：80.9％（達成ランクＢ） 

政策評価の結果
の概要 

都市農村交流に関しては、交流拠点や受け入れ体制の整備については、所要の制
度の見直し等が図られており、今後は、これらの施策の活用を促進するとともに、潜在的
なニーズを具体的な人の動きに結びつけるための民間との連携を含めた効果的な情報
発信が重要である。また、国内観光旅行全体の動向等を踏まえつつ、より適切な指標を
検討する必要がある。 
都市農業の振興については、市民農園開設主体の規制緩和や予算措置の充実を具

体的な開設数の増加につなげるため、今後、開設主体となりうる者への情報提供等の取
り組みが重要である。 
景観に優れ、豊かで住みよい農村の実現については、景観法等の住民への定着・浸

透を促進する活動のほか、より住民の意見やニーズを反映した生活環境整備等への一
層の取組が必要である。 
一方、中山間地域等対策については、中山間地域等直接支払制度をはじめ各種施

策が一定の効果を果たしているものと考えられ、達成状況は良好であるが、平地地域等
との諸格差是正を図る一層の改善努力が必要である。 

№ 
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政策評価の結果
の政策への反映
状況 

都市農村交流については、多様な主体が参加して、都市と農村が協働で都市と農村
の共生・対流の一層の推進に取組む広域連携プロジェクトを支援する事業を創設すると
ともに、都市住民のグリーン・ツーリズムに対する潜在的ニーズを実際の行動に結びつけ
るため、各種メディアを活用した農山漁村情報に接する機会の拡大等に対する支援を
実施する。また、政策目標について、泊数単位から人数単位へと見直し、都市農村交流
に対する潜在需要を勘案して、「グリーン・ツーリズム施設の年間延べ宿泊者数を５年間
で 110 万人拡大し、770 万人（平成 16 年度）を 880 万人（21 年度）にすること」へと見直
した。 
 都市農業の振興については、農業体験農園の全国的な普及など、身近な農業を活か
した都市住民の生活向上に資する先導的取組や施設整備等を支援する事業を創設す
る。                     
景観に優れ、豊かで住みよい農村の実現については、農業集落排水施設の整備に

当たって、新たなコスト縮減工法の一層の推進やＰＦＩの活用が図られるよう、新技術の
導入や関係府省と連携を強化した汚水処理交付金の一層の活用を図るとともに、事業
計画の策定にあたって、住民参加をより一層促進するよう、村づくり交付金等の事業実
施要綱等に沿って事業主体に対し指導を行う。 

施策名 森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮 № 
11 施策の概要 森林の適切な整備・保全により、地球温暖化防止等森林の有する多面的機能の発揮を

図る。 
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施策に関する目
標 

① 重視すべき機能に応じた森林整備の計画的な推進 
 17 年度目標値：①水土保全機能、②森林の多様性、③森林資源の循環利用の各

指標の達成率の平均 100％ 
② 国際的な協調の下での森林の有する多面的機能の発揮に向けた取組の推進（海外
における持続可能な森林経営への寄与度） 
 17 年度目標値：100％ 

③ 山地災害等の防止（周辺の森林の山地災害防止機能等が確保された集落の数） 
 17 年度目標値：49.6 千集落 

④ 森林病害虫等の被害の防止（保全すべき松林を有する都府県のうち、保全すべき
松林が適正に保全されていると認められる（被害率が 1％未満の「微害」に抑えられて
いる）都府県の割合） 
 17 年度目標値：100％ 

⑤ 国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進（森林内での自発的な活動への
参加団体数（ボランティア団体数）） 
 17 年度目標値：1,455 団体 

⑥ 山村地域の活性化 
 17 年度目標：山村地域の活性化（新規定住者、交流人口等の維持・向上等） 

（17 年度実績） 
①：104％（見込値）（達成ランクＡ） 
②：90％（達成ランクＡ） 
③：49.6 千集落（達成ランクＡ） 
④：67％（見込値）（達成ランクＢ） 
⑤：1,451 団体（達成ランクＢ） 
⑥：一定の有効性が認められる（達成ランクＢ） 

政策評価の結果
の概要 

森林の適切な整備・保全により、地球温暖化防止等の森林の有する多面的機能の発
揮を図るためには、森林の整備の推進、森林の保全の確保等が重要である。 
このような中、水土保全機能等の森林の重視すべき機能に応じた森林整備の計画的

な推進及び山地災害等の防止等における達成状況については、一定の成果が見られ
るものの、 地球温暖化防止のための森林吸収源について見た場合、現状程度の水準
で森林整備量が推移した場合、確保できる吸収量は目標を大幅に下回ると見込まれて
いるため、森林整備を一層推進することが重要である。 
また、山地災害等の防止についても、台風や集中豪雨等により依然として山地災害が

発生しており、効果的な治山対策を推進していくことが重要である。 
森林病害虫等被害の防止については、松くい虫被害量は減少傾向で推移しているも

のの、必ずしも良好とは言えない状況であることから、被害が新たに発生し被害の拡散
が懸念される地域においては、効率的に松くい虫防除対策を実施し被害を終息させて
いく必要がある。 
山村地域の活性化については、山村地域の魅力を向上させ活性化を図るために、従

来の居住環境の整備や都市との交流基盤の整備等に加え、新たなビジネスを創出する
といった多様な施策を講じていく必要がある。 
なお、森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるためには、森林の整備・保全

を社会全体で支える取り組みが重要であり、さらなる国民の森づくり活動への参加を促
進する必要がある。 
違法伐採の発生など、森林の減少・劣化に関連する課題は、開発途上地域だけでな

く、我が国自身にとっても重要な課題であることから、世界の持続可能な森林経営の推
進に向け、引き続き積極的な役割を果たす必要がある。 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

重視すべき機能に応じた森林整備の計画的な推進について、平成 19 年度において
は、100 年先を見据え、森林整備事業やその条件整備を推進する施策を総合的に展開
する。具体的には、引き続き効率的な間伐の実施や間伐材の利用促進など総合的な間
伐の推進を図るとともに、人工林における抜き伐りなどによる長伐期林・複層林・広葉樹
林等への誘導や、抜き伐り推進のための低コスト・高効率な作業システムの開発・普及の
取り組みを推進すること等により、国民のニーズに応えた多様で健全な森林整備の実現
を図り、併せて森林吸収源対策の推進に貢献する。 
国際的な協調の下での森林の有する多面的機能の発揮に向けた取組の推進につい

て、19 年度においては、違法伐採など持続的な森林経営を阻害する問題について国際
協調の下での対策を促進する。 
山地災害等の防止について、19年度においては、国民の安全で安心できる豊かな暮

らしの実現に向け、国有林と民有林を一体とした計画的な事業展開や地域における避
難体制との連携による減災に向けた事業実施などの効果的な治山対策を推進する。 
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森林病害虫等の被害の防止について、19 年度においては、新たな被害拡大を未然
に防止するため、年々変化する被害状況等について適切なモニタリングを行い、被害の
状況を正確に把握する手法の活用を進め、現地の状況等に応じた計画的かつ効果的
な防除対策を推進する。 
国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進について、19 年度においては、各

地域における企業やＮＰＯ等の森林整備・保全活動への参加を促進するため、森づくり
活動のサポート体制の整備、森づくり活動の評価手法の開発などの環境整備を行う。 
山村地域の活性化について、19 年度においては、山村と都市住民の対話の場として

山村塾を設定し、森林・山村の特長を活かした地域おこしのプラン策定、研修等を通じ
て人材の育成を行う。 

施策名 林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進 

施策の概要 林業・木材産業の健全な発展と木材利用の推進による林産物の供給及び利用の確保を
図る。 

施策に関する目
標 

① 望ましい林業構造の確立（効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体・
事業体数） 
17 年度目標値：2,600 

② 木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進（地域材の供給・利用量拡大） 
17 年度目標値：20,831 千 m3 

（17 年度実績） 
①：2,500（推計値）（達成ランクＢ） 
②：18,238千m3 （見込値）（達成ランクＢ） 

政策評価の結果
の概要 

林業・木材産業の健全な発展と木材利用の推進による林産物の供給及び利用の確
保を図るためには、効率的かつ安定的に林業を営む林業経営体及び事業体が林業生
産の相当部分を担う林業構造を確立することと、消費者のニーズに即した林産物が供給
されるとともに、その消費が増進されることが不可欠である。 
このような中、望ましい林業構造の確立については、素材生産量、造林・保育実施面

積全体に占める林業経営体・林業事業体の割合と素材生産の労働生産性が増加傾向
で推移しているものの、林業経営体・林業事業体をさらに育成・確保していく必要があ
る。 
また、地域材の供給・利用量を見ると、近年、堅調な伸びを示しているものの、目標値

に達していない状況にあることから、更なる地域材の供給・利用の拡大を図ることが必要
である。そのためには、加工・流通の低コスト化等といった木材産業の構造改革を進める
とともに、実需拡大に向けた地域材に対する国民への普及啓発や木材の多角的利用を
進めていく必要がある。 

№ 
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政策評価の結果
の政策への反映
状況 

望ましい林業構造の確立について、19 年度においては、施業の集約化の促進、路網
整備と一体となった高性能林業機械の活用による低コスト作業システムの普及、原木供
給可能量情報の集積・提供等により、需要者のニーズに対応した木材の安定供給体制
を整備し、林業生産活動に必要な経費の削減と事業量の確保等林業経営体・林業事業
体の育成・確保に取り組む。 
木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進について、19 年度においては、

木質バイオマス関連事業とも連携しつつ、木材を余すところなく利用する観点から、これ
まで利用が低位であった曲がり材や間伐材に加え、チップ用材を原料として、集成材、
各種ボード類、製紙原料等を大ロットかつ低コストで安定的に供給するシステムをモデ
ル的に構築する。  
また、消費者や企業の間伐材をはじめとする地域材に対するこだわりをより一層高め

ていくとともに、こだわりを持った消費者や企業を間伐材等地域材の需要に結びつけて
いく。 

施策名 水産物の安定供給の確保 

施策の概要 国民に対し、新鮮で良質な水産物を安定的に供給するため、限りある水産資源の適切
な管理と持続的な利用を確保する。 
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施策に関する目
標 

① 主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の確保 
 17 年度目標値：1,994 千㌧ 

② 資源回復計画の着実な実施（漁獲努力量削減実施計画の早期策定） 
 17 年度目標値：100％ 

③ 国際機関による管理対象魚種及び漁業協定数の維持・増大 
 17 年度目標値：70 魚種、47 協定 
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（17 年度実績） 
①：1,935 千㌧（速報値）（達成ランク－） 
②：67％（達成ランクＢ） 
③：75 魚種、49 協定（達成ランクＡ） 

政策評価の結果
の概要 

水産物の安定供給のためには、計画的生産と、適切な資源管理が不可欠である。 
計画的生産については、都道府県等における「つくり育てる漁業」の推進等に関する

支援措置を地域の自主性に委ねることとして税源移譲したことを踏まえ、国として、海域
レベルでの種苗放流体制の構築等の各都道府県間の連携強化の取組に着手したとこ
ろであり、このような取組については、今後より一層の充実を図る必要がある。 
水産資源の管理については、漁業者自身による漁獲努力量削減実施計画への取組

が進んでおり、今後は多魚種に対する包括的な資源回復計画の作成についても推進す
る必要がある。 
国際的な資源管理の枠組み構築については、我が国及び関係国の努力により構築さ

れた管理体制の下、より一層の資源管理の推進を図ることが重要である。 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

事業費配分の重点化・効率性を高めるため、資源回復等推進支援事業の支援対象
を複数の都道府県が参画する広域資源等の資源回復計画への重点化、対象魚種への
依存が高い漁業者等への助成に重点化するなどの見直しを行うことにより、水産物の持
続的利用や水産物の安定供給の確保を図る。 
国際的な資源管理措置に引き続き協力していくとともに、国際的な信頼回復を図るた

め、マグロロンダリング事件やみなみまぐろ過剰漁獲問題等の対策を強化する。 

施策名 水産業の健全な発展 

施策の概要 国民に対する水産物の安定供給の観点から、水産業全体を食料供給産業としてとらえ、
その健全な発展を総合的に図っていく。 

施策に関する目
標 

① 新規漁業就業者数の確保 
 17 年度目標値：1,500 人 

② 漁業経営改善計画の認定者数の確保 
 17 年度目標値：累計 298 経営体 

③ 消費地と産地の価格差の縮減 
 17 年度目標値：4.00 倍以内 

④ 汚水処理人口普及率 
 17 年度目標値：37％ 

⑤ 津波・高潮等による災害から一定水準以上の安全性が確保されていない漁村の面
積の削減 
  17 年度目標値：5.4 千 ha に削減 

（17 年度実績） 
①：1,256 人（達成ランクＢ） 
②：累計 218 経営体（達成ランクＢ） 
③：4.41 倍（達成ランクＣ） 
④：37％（推計値）（達成ランクＡ） 
⑤：5.405 千 ha（達成ランクＡ） 

政策評価の結果
の概要 

水産業の健全な発展にとっては、主に漁業の健全な発展と漁村の振興が重要であ
る。このうち、漁業の健全な発展に資するものとしては、効率的かつ安定的な漁業経営
の育成や担い手の確保、適正な魚価の確保、漁村の振興に資するものとして生活環境
等の確保が重要課題である。 
担い手確保については、新たな研修事業を立ち上げたところであり、今後事業の効率

的な実施や漁村の意識改革等により、目標の達成に向けて努力する必要がある。 
漁業経営の育成については、17 年度から新たな事業を立ち上げたところであり、今後

効率的な実施を図ることによって、効果が発揮されるよう努める必要がある。国際競争力
を有する経営体育成の問題については、水産基本計画の見直しの結果を踏まえて対応
する必要がある。  
適正な魚価の確保については、多段階流通を見直すことも必要であり、産地市場のあ

り方も含めて検討する必要がある。 
漁村の生活環境等の確保については、順調に目標を達成しており、引き続き事業の

推進を図る。 

№ 
14 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

新規就業者対策として、学生やサラリーマン等が漁業に円滑に就業・転職できるよう
漁業チャレンジ準備講習の開設を支援する。 
 多段階流通の見直しについて、産地市場のあり方も含めて検討した結果、次のとおり
対策を実施することとした。 
・  水産物流通の起点となる産地市場の統廃合など、より低コストな水産物流通の仕組
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みを構築するための新たなルートでの輸送の実証などを行う。 
・  また、産地と消費地の小売業者等の間の安定供給契約の締結を促し、直接取引に
よる流通コストの低減に努める。 

施策名 食料・農業・農村に関する国際協力の推進 

施策の概要 食料・農業・農村に関する国際協力の推進を通じて、世界の食料需給の安定に貢献す
る。 

施策に関する目
標 

① 飢餓・貧困の削減への貢献（アンケート） 
 17 年度目標値：100％ 

② 地球環境保全への貢献（アンケート） 
 17 年度目標値：100％ 

③ 我が国の農業政策への理解の促進（アンケート） 
 17 年度目標値：100％ 

④ 突発的・大規模な問題への適切な対応（アンケート） 
 17 年度目標値：100％ 

（17 年度実績） 
①：80％（達成ランクＢ） 
②：80％（達成ランクＢ） 
③：78％（達成ランクＢ） 
④：83％（達成ランクＢ） 

政策評価の結果
の概要 

事業効果をより大きくする観点から、我が国が比較優位性を有する分野や食料安全
保障と環境問題・水問題の同時解決を目指す分野等への取組を一層強めていくことが
必要である。 
また、近年、ＷＴＯ（世界貿易機関）、ＥＰＡ（経済連携協定）交渉等の国際交渉におい

て、開発途上国が重要なプレーヤーとなってきていることから、我が国の立場を反映した
合意形成を目指す中で、国際交渉全体の牽引・加速に資する協力として協力ニーズの
高い分野への対応強化等に重点化を図る等ＯＤＡを戦略的に活用することも必要であ
る。 
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政策評価の結果
の政策への反映
状況 

平成19年度においては、評価結果を踏まえつつ、我が国農林水産行政推進上からも
取り組む必要が高い下記の３項目を重点分野として、人づくりを中心に支援する。 
① 国際交渉（ＷＴＯ、ＥＰＡ等）におけるイニシアティブ発揮に資する協力 
② 我が国も含めた食料安全保障の確保に資する協力 
③ 我が国への影響が顕在化してきている地球規模の環境問題等への対応に資する協
力 

施策名 農林水産物・食品の輸出の促進 

施策の概要 農林水産業・食品産業の活性化に資するため、民間の取組に対し総合的な支援策を実
施し、国産農林水産物・食品の輸出を促進する。 

施策に関する目
標 

農林水産物・食品の輸出額を倍増：6,000 億円（21 年） 

（17 年度実績） 
3,310億円（前年比＋12.1％）（達成ランクA） 

政策評価の結果
の概要 

平成17年は、政策目標である輸出拡大目標の設定期間の初年であった。輸出額の伸び率が12.1％
と達成状況は概ね良好であったものの、水産物輸出の伸長に支えられたことが大きい。今後、農林水
産物も含め輸出実績を安定的に拡大させていくためには、アジアのみならず欧米にも目を向ける生産
者等の増加を踏まえつつ、国別・地域別の特徴に沿った情報や販路拡大の機会の提供等を通じ、輸出
促進のための環境整備を継続していく必要がある。 
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政策評価の結果
の政策への反映
状況 

農林水産物・食品の輸出額を５年間で倍増するという輸出拡大目標を達成するため、
今後、新たな輸出促進事業を行いながら、販路創出･拡大のための輸出機会の提供や
輸出志向のある生産者等に対する情報の提供、輸出に取り組む事業体への進展段階
に応じた支援等を一層推進することとする。 

（注） 「施策に関する目標」欄の（ ）内の年度は、目標達成年度を表す。 

 
また、政策分野ごとに行う「実績評価」を補完するものとして、政策分野に含まれる個々の予

算事業等（政策手段）を対象に行う評価として「政策手段別評価」を実施しており、平成 18 年度

には、21 の政策手段を対象に評価を行った結果、21 の政策手段全てについて、何らかの見直

しが必要との評価となった。これらの政策手段については、19年度予算要求等において必要な
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見直しを行い、評価結果を 19 年度の政策手段に反映させた。 

 
 (２)  事業採択後10年を経過して未了である公共事業、又は対象となる事業が10年を超えて継続

する場合にあっては直近に期中の評価を実施した年度から起算して５年の時点にある公共事業

の実施地区を対象として事業評価（期中の評価）を実施し、その結果を公表 

 

 ① 国営土地改良事業等に係る期中の評価（平成18年８月31日に公表） 

事業名 ① 国営かんがい排水事業（直轄） 
② 国営干拓事業（直轄） 
③ 国営総合農地防災事業（直轄） 
④ 水資源機構事業（機構） 

政策評価の結果の概要 評価に当たっては、関係団体の意見を聴取するとともに、必要性の観点として
農業情勢その他社会経済情勢の変化や地域農業の振興の方向性等に照らして
当該事業の内容が妥当か、有効性の観点として当初想定した政策効果が引き続
き見込まれることを確認するため費用対効果分析の基礎となる要因の変化や関
連事業の進捗状況、効率性の観点として費用対効果分析の基礎となる要因の変
化や事業コスト縮減の可能性などについて点検し、総合的に評価した。 
対象となる13地区について評価を実施したところ、事業計画の変更を行う必要

がある地区が３地区、引き続き現計画で事業を推進する地区が10地区となって
いる。 

① 国営かんがい排水事業 
・２地区を計画変更する。 
・６地区を継続する。 
② 国営干拓事業 
  １地区を継続する。 
③ 国営総合農地防災事業 
  ３地区を継続する。 
④ 水資源機構事業 
  １地区を計画変更する。 

№ 
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政策評価の結果の政策
への反映状況 

 計13地区のうち、３地区を計画変更、10地区を継続する。 

（注） 事業実施地区ごとの評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－⑧
参照。 

 
 ② 国有林直轄治山事業等に係る期中の評価（平成18年８月31日に公表） 

事業名 ① 国有林直轄治山事業（直轄） 
② 水源林造成事業（緑資源機構事業）（機構） 
③ 緑資源幹線林道事業（緑資源機構事業）（機構） 

政策評価の結果の概要 評価においては、費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化、森林・林
業情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化、事業の進捗状況等に
ついて、必要性、効率性、有効性の観点等から総合的かつ客観的に評価を行っ
た。 
対象となる57地区について評価を実施したところ、事業計画の変更を行う必要

があるとされた地区が16地区、引き続き現計画で事業を推進することとされた地
区が41地区となった。 

① 国有林直轄治山事業 
   ３地区を継続する。 
② 水源林造成事業（緑資源機構事業） 
   ・14地区を計画変更する。 
   ・34地区を継続する。 
③ 緑資源幹線林道事業（緑資源機構事業） 
  ・２地区を計画変更する。 
  ・４地区を継続する。 

№ 
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政策評価の結果の政策
への反映状況 

 計57地区のうち、16地区を計画変更、41地区を継続する。 

（注） 事業実施地区ごとの評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－⑨

16



 

  

参照。 

 
③ 農業農村整備事業等に係る期中の評価（平成19年３月30日に公表） 

事業名 ① かんがい排水事業（補助） 
② 経営体育成基盤整備事業（補助） 
③ 畑地帯総合整備事業（補助） 
④ 農道整備事業（補助） 
⑤ 農業集落排水事業（補助） 
⑥ 農村総合整備事業（補助） 
⑦ 農村振興総合整備事業（補助） 
⑧ 地域用水環境整備事業（補助） 
⑨ 中山間総合整備事業（補助） 
⑩ 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業（補助） 
⑪ 農地防災事業（補助） 
⑫ 農地保全事業（補助） 
⑬ 農村環境保全対策事業（補助） 
⑭ 海岸保全施設整備事業（農地）（補助） 
⑮ 海岸環境整備事業（農地）（補助） 

政策評価の結果の概要 評価においては、必要性、効率性、有効性、公平性等の観点から評価を行っ
た。具体的には、費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化や農業情勢、
農村の状況その他の社会経済情勢の変化、事業の進捗状況等について点検
し、事業主体の主体性を尊重しつつ、事業実施の妥当性について、総合的な評
価を行った。 
対象となる130地区について評価を実施したところ、中止とした地区が２地区、

休止とした地区が１地区、計画変更（手続中や予定を含む。）を行い継続とした
地区が14地区、現計画に即し継続とした地区が113地区となった。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

① かんがい排水事業 
  ・３地区を計画変更する。 
  ・13地区を継続する。 
② 経営体育成基盤整備事業 
  ・１地区を中止する。 
  ・１地区を計画変更する。 
  ・16地区を継続する。 
③ 畑地帯総合整備事業 
  ・１地区を休止する。 
  ・４地区を計画変更する。 
  ・12地区を継続する。 
④ 農道整備事業 
  ・１地区を計画変更する。 
  ・20地区を継続する。 
⑤ 農業集落排水事業 
  １地区を中止する。 
⑥ 農村総合整備事業 
  ・１地区を計画変更する。 
  ・１地区を継続する。 
⑦ 農村振興総合整備事業 
  ２地区を継続する。 
⑧ 地域用水環境整備事業 
  ２地区を継続する。 
⑨ 中山間総合整備事業 
  ２地区を継続する。 
⑩ 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 
  ９地区を継続する。 
⑪ 農地防災事業 
  ・１地区を計画変更する。 
  ・７地区を継続する。 
⑫ 農地保全事業 
  ・２地区を計画変更する。 
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  ・８地区を継続する。 
⑬ 農村環境保全対策事業 
  ・１地区を計画変更する。 
  ・４地区を継続する。 
⑭ 海岸保全施設整備事業（農地） 
  14地区を継続する。 
⑮ 海岸環境整備事業（農地） 
  ３地区を継続する。 

 計130地区のうち、２地区を中止、１地区を休止、14地区を計画変更、113地区を継続する。

（注） 事業実施地区ごとの評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－⑩
参照。 

 
④ 民有林補助治山事業に係る期中の評価（平成19年３月30日に公表） 

事業名 民有林補助治山事業（補助） 

政策評価の結果の概要 評価においては、費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化、森林・林
業情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化、事業の進捗状況等の
項目を点検し、必要性、効率性、有効性の観点等から総合的かつ客観的に評価
を行った。 
対象となる７地区について評価を実施したところ、事業の必要性、効率性、有

効性が認められ、すべて継続すべきとなった。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

７地区を継続する。 

（注） 事業実施地区ごとの評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－⑪
参照。 

 
⑤ 水産基盤整備事業等に係る期中の評価（平成19年３月30日に公表） 

事業名 ① 漁業集落環境整備事業（補助） 
② 漁港関連道整備事業（補助） 
③ 海岸環境整備事業（補助） 

政策評価の結果の概要 評価においては、必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行っ
た。 
対象とした３地区において評価を実施したところ、すべての地区が継続となっ

た。 

① 漁業集落環境整備事業（補助） 
  １地区を継続する。 
② 漁港関連道整備事業（補助） 
  １地区を継続する。 
③ 海岸環境整備事業（補助） 
  １地区を継続する。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

計３地区を継続する。 

（注） 事業実施地区ごとの評価結果は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－⑫
参照。 

 

(３)  事業完了後、原則としておおむね５年を経過した地区を対象として完了後の評価を実施し、

その結果を公表 

 

 ① 国営土地改良事業等に係る完了後の評価（平成18年８月31日に公表） 

事業名 ① 国営かんがい排水事業（直轄） 
② 国営農用地再編整備事業（直轄） 
③ 国営総合農地防災事業（直轄） 
④ 緑資源機構事業（機構） 

№ 
１ 

政策評価の結果の概要 評価に当たっては、必要性、効率性及び有効性の観点から、事業の目的や内容が妥当
であったか、事業の実施により費用に見合った事業効果の発現が認められたか、事業計画
に対する達成状況はどうか等を点検し総合的に評価を実施した。 
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対象となる21地区について評価を実施した結果、各地区とも事業の内容が妥当であり一
定の効果の発現が認められた。 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

 評価結果を踏まえた取組状況は、次のとおりである。 
【国営かんがい排水事業・国営農用地再編整備事業・緑資源機構事業】 
・  農業の安定的・継続的な発展を図るため、関係機関が連携し産地づくり及
び担い手が安定的・継続的に営農に取り組めるよう支援に努めている。 

・  費用対効果分析に当たっては、事前評価結果との比較検証を行うとともに、
事業完了後において新たに発現している効果について、引き続き、客観的、
定量的な評価手法の検討を進める。 

【国営かんがい排水事業・国営農用地再編整備事業】 
造成された施設の機能を維持するため、農業者だけではなく、地域ぐるみで維持管理す
る取組の推進及び長寿命化を図るための予防保全対策に努めている。 
【国営かんがい排水事業】 
関連事業の未着手地区については、関係機関や地元農家との連携を強化

し、より一層の事業推進に努めている。 

（注） 評価実施地区名は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－⑬参照。 

 
② 農業農村整備事業等に係る完了後の評価（平成19年３月30日に公表） 

事業名 ① かんがい排水事業（補助） 
② ほ場整備事業（補助） 
③ 土地改良総合整備事業（補助） 
④ 畑地帯総合整備事業（補助） 
⑤ 畑地帯開発整備事業（補助） 
⑥ 農道整備事業（補助） 
⑦ 農業集落排水事業（補助） 
⑧ 農村総合整備事業（補助） 
⑨ 農村振興総合整備事業（補助） 
⑩ 農村環境整備事業（補助） 
⑪ 中山間総合整備事業（補助） 
⑫ 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業（補助） 
⑬ 農地防災事業（補助） 
⑭ 農地保全事業（補助） 
⑮ 農村環境保全対策事業（補助） 
⑯ 海岸保全施設整備事業（農地）（補助） 
⑰ 海岸環境整備事業（農地）（補助） 
⑱ 草地畜産基盤整備事業（補助） 
⑲ 畜産環境総合整備事業（補助） 

政策評価の結果の概要 評価に当たっては、必要性、効率性及び有効性の観点から、事業の目的や内容が妥当
であったか、事業の実施により費用に見合った事業効果の発現が認められたか、事業計画
に対する達成状況はどうか等を点検し総合的に評価を実施した。 
対象となる183地区について評価したところ、各地区とも事業の内容がおおむね妥当で
あるとともに、事業目的に応じた効果の発現が認められた。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

― 

（注） 評価実施地区名は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－⑭参照。 

 
③ 直轄地すべり防止事業等に係る完了後の評価（平成19年３月30日に公表） 

事業名 ① 直轄地すべり防止事業（直轄） 
② 民有林補助治山事業（補助） 
③ 森林環境保全整備事業（補助） 
④ 森林居住環境整備事業（補助） 
⑤ 農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業（補助） 

№ 
１ 

政策評価の結果の概要 評価においては、費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化、事業効果
の発現状況、事業により整備された施設の管理状況等の項目を点検することに
より、必要性、効率性、有効性の観点等から総合的かつ客観的に評価を行った。
対象となる65地区について評価したところ、各地区とも事業の内容が妥当であ
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り、一定の効果の発現が認められた。 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

【直轄地すべり防止事業】 
地すべり挙動の監視を踏まえ、地域防災対策との連携に努めていく。 

（注） 評価実施地区名は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－⑮参照。 

 
④ 水産基盤整備事業等に係る完了後の評価（平成19年３月30日に公表） 

事業名 ① 漁港修築事業（補助） 
② 漁港改修事業（補助） 
③ 魚礁設置事業（補助） 
④ 漁港環境整備事業（補助） 
⑤ 漁業集落環境整備事業（補助） 
⑥ 漁港漁村総合整備事業（補助） 
⑦ 海岸保全施設整備事業（高潮対策事業）（補助） 
⑧ 海岸環境整備事業（補助） 

政策評価の結果の概要 評価においては、必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行っ
た。 
対象となる37地区について評価したところ、全ての地区において、想定した事

業効果の発現が見受けられた。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

― 

（注） 評価実施地区名は、総務省ホームページ「関係個表に係る評価結果一覧」の表 13－３－⑯参照。 
 
(４)   平成 18 年度をもって５年を経過する１つの研究制度を対象に期中評価を実施するとともに、

同年度をもって３年を経過する１つのプロジェクト研究課題を対象に期中評価を実施し、それら

の結果をそれぞれ 19年３月 30日に「研究制度の期中評価書」、「プロジェクト研究課題の期中

評価書」として公表。 

      また、18年度をもって終了する４つのプロジェクト研究課題について、有効性（研究目標の達

成度、研究成果の実績・インパクト、研究の波及可能性）、効率性（投入した研究資源の妥当性、

研究計画・実施体制の妥当性）及び必要性（成果の科学的、社会・経済的意義）の各観点から

終了時評価を実施し、その結果を 19 年３月 30 日に「プロジェクト研究課題の終了時評価」とし

て公表。 

 

① 研究制度評価（期中評価） 

事業名 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 

総括評価基準：１．高く評価できる。   ２．妥当である。 
       ３．見直しが必要である。 ４．中止すべき。 

政策評価の結果の概要 

有効性、効率性、必要性の観点から総合的に評価を行った結果、本研究制度
は高く評価できると判断される。 
なお、より一層効率的な制度運用を図るための見直し及び研究成果の普及を

一層促進させるための取組が必要である。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

本研究制度を継続する。 

 

② 研究課題評価（期中評価） 

事業名（研究課題名） プロジェクト研究（アグリバイオ実用化・産業化研究） № 
１ 政策評価の結果の概要 総括評価基準：１．高く評価できる。   ２．妥当である。 

       ３．見直しが必要である。 ４．中止すべき。 
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有効性、効率性、必要性の観点から総合的に評価を行った結果、本研究につ
いては、研究課題の重点化等の見直しを行い、推進することが妥当と判断され
る。 
なお、残る課題について事業化に向けたロードマップを明確にし、研究を進め

ることが必要である。 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

研究課題の重点化を行い、本プロジェクト研究を継続する。 

 
③ 研究課題評価（終了時評価） 

事業名（研究課題名） プロジェクト研究 
① ＤＮＡマーカーによる効率的な新品種育成システムの開発 
② 21世紀最大の未利用資源活用のための「昆虫・テクノロジー」研究 
③ 農林水産バイオリサイクル研究 
④ 流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生型管理技術の開発 
総括評価基準：１．予想以上の成果を上げた。 

２．当初の目的をほぼ達成した。 
       ３．目的の達成は不十分であった。 

政策評価の結果の概要 

評価を行った４つの研究課題について、有効性、効率性、必要性の観点から
総合的に評価を行った結果、「ＤＮＡマーカーによる効率的な新品種育成システムの
開発」については、予想以上の成果を上げており、「21世紀最大の未利用資源活用のため
の「昆虫・テクノロジー」研究」、「農林水産バイオリサイクル研究」及び「流域圏における水
循環・農林水産生態系の自然共生型管理技術の開発」についても、当初の目的をほぼ達成
した。 

№ 
１ 

政策評価の結果の政策
への反映状況 

評価結果は、農林水産研究基本計画の進捗管理、成果の普及、今後の研究
開発の企画立案、独立行政法人評価等に活用する。 

 
（５）  平成17年度及び18年度農林水産省政策評価実施計画に基づき、総合評価方式を用いて、

次のテーマについて評価を実施し、その結果を平成18年7月14日に「総合評価書」として公表。

なお、「資源管理の進捗状況の検証」については、総合評価の実施方法等の見直しに伴い、

評価を実施しないこととした。 

テーマ名 森林整備目標の進捗状況の検証 № 
１ 政策評価の結果

の概要 
１ 評価内容  
新たに策定する森林・林業基本計画の検討に活用するため、現行の森林・林業基

本計画策定の基準年である平成12年度から 16年度までを評価対象期間として、現行
の森林・林業基本計画に掲げる 22 年の目標達成に向けた主要な施策や課題等につ
いて「森林の整備」及び「森林の保全」の観点から、その取組状況の有効性等について
検証した。 
２ 評価結果と今後の対応方向 
 ①  森林の整備の推進 
 （ア）  多様な森林整備への誘導に向けた方策が浸透していないことなどから、育成

複層林への誘導の取組が低位。従って、多様な森林整備を行う対象地につい
ての考え方の提示や普及等の取組を進めることが必要。 

  （イ）  緊急的に間伐が必要な森林における取り組みが順調に進められたものの、多
面的な機能の高度発揮が期待できない森林の増加が依然として懸念。従って、
立地条件等に応じ、路網の整備や高性能林業機械の導入等により効率的に間
伐を実施していくことが必要。 

 （ウ）  間伐や育成複層林施業（※）に対応できる効率的な作業システムの導入・普
及や低コストな作業システムに対応する路網整備が低調。従って、立地条件等
に応じ、間伐や育成複層林施業に対応できる路網と高性能林業機械を組み合
わせた低コスト作業システムの開発・普及や、これらの作業システムに対応する
路網の整備を推進することが必要。 

     ※ 育成複層林施業とは、人為によって保育などがなされた森林のうち、樹齢や樹高の
異なる樹木によって構成された森林の造成、保育等の森林施業のこと。 

 ②  森林の保全の推進 
  （ア）  森林の保全に一定の成果がみられるものの、流域全体に及ぶものを含む山地
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災害が依然として発生。従って、国有林と民有林を通じた保安林の適切な管理
や総合的な流域保全対策等を推進することが必要。 

  （イ）  松くい虫被害は全国的に減少傾向にあるものの、東北地方の高緯度地域や寒
冷な高標高地域等では被害地域が拡大。従って、松くい虫被害拡大の先端地
域における防除対策を重点的に実施することが必要。 

  （ウ）  シカなどの野生鳥獣による森林被害は依然として深刻な状況。従って、野生鳥
獣による被害及び野生鳥獣の生息の状況に応じた効果的な防除対策を進める
ことが必要。 

  （エ）  保護林や緑の回廊の設定により、優れた自然環境を有する森林が適切に保
全。従って、今後も引き続き、森林生態系からなる自然環境の維持、種の保全等
の観点から優れた自然環境を有する森林を適切に維持・保全していくことが必
要。 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

森林・林業基本計画の見直しに活用し、森林の有する多面的機能の発揮に関して講
ずべき施策について明らかにした。 
【施策の具体例】 
①  森林の整備の推進 

多様な森林に向けた整備を推進するため、森林所有者等が施業を選択する際の
目安となるよう、施業方法の提示や効率的な施業技術の体系的な普及、多様な森林
整備への取組を加速するためのコンセンサスの醸成や対象適地の選定等の取組の
推進とその全国的な普及を図る。 

②  森林の保全の推進 
保安林の現況や規制に関する情報を効率的に管理する体制を整備することによ

り、国有林と民有林を通じた保安林の適切な管理を一層推進する。また、山地災害の
発生の危険性が高い地区の的確な把握、流域保全の観点から、国有林と民有林を通
じた計画的な事業の実施とともに、流木災害の防止対策等における砂防事業等との
連携を図る。 

 

（６）  総合評価方式を用いて、次のテーマについて評価を実施した結果を平成18年３月29日に公

表し、「平成17年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報

告」に掲載したものであるが、今回、当該評価結果の政策への反映状況として新たに報告すべ

きものとして、次のとおり掲載。 

テーマ名 農林水産省におけるバイオマス利活用の推進状況の検証 № 
１ 

政策評価の結果
の概要 

１ 評価内容 
(１) バイオマス・ニッポン総合戦略の基準年である平成14年度から17年度までの、農林水産政
策としてのバイオマス利活用の推進状況を有効性の観点から検証。 
(２) このため、次の総合戦略に掲げる、平成22年度の目標値の達成に向けた17年度までの取組
の進捗状況を中心に検証。 
① 全国的観点（廃棄物系バイオマスの活用80％以上、未利用バイオマスの活用25％以上、
資源作物の活用10万トン程度） 
② 地域的観点（廃棄物系バイオマス・未利用バイオマスの活用システムを持つバイオマスタ
ウンを500市町村程度構築） 
③ 技術的観点（バイオマスプラスチックの原料価格を200円/kgに引下げ等） 

２ 評価結果と今後の対応方向 
(１) 平成14年度から17年度までのバイオマス利活用状況、取組の進捗状況は以下のとおり。 
① 全国的観点 
ア．廃棄物系バイオマス全体の利活用割合は、炭素換算で68％から72％に向上。 
・家畜排せつ物はたい肥等としての利用割合は80％から90％に向上 
・食品廃棄物は10％から約20％に向上。残り約80％は家庭系一般廃棄物が大宗 
・製材工場残材は90％程度が木材チップ、家畜敷料、燃料等として使用 
イ．未利用バイオマスの利活用割合は約20％で、戦略策定時から変化なし。 
・稲わら、もみ殻等は、３割程度がたい肥、飼料、畜舎敷料等として利用 
・間伐材、被害木を含む林地残材は、ほとんど利用されていない状況 
ウ．資源作物の利活用は、実用レベルの利活用は現時点ではほとんど認められず。 

   ② 地域的観点 
      平成18年２月末現在35市町村でバイオマスタウン構想を公表。 
   ③ 技術的観点 
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バイオマス利活用技術は、バイオマスプラスチックの生産効率が対前年比1.2倍となり、目
標（対前年比1.1倍）を上回る達成状況（平成16年現在400円/kg） 

(２) 以上のことから、廃棄物系バイオマスを中心に着実な成果が認められるものの、未利用バイ
オマスや資源作物はほとんど利用されておらず、利活用向上が急務。地域的観点や技術的観
点についても目標を達成するには取組の強化が必要。 
(３) 検証の結果、バイオマス・ニッポンの実現に向け、以下の積極的な取組が重要。 
ア．廃棄物系バイオマスのうち食品廃棄物について、減量・分別の促進 
イ．未利用バイオマスのうち林地残材について、製品・エネルギー利用の拡大 
ウ．資源作物について、耕作放棄地等での生産、安定的で低コストな生産の実現 
エ．バイオマスタウン構想の取組拡大のため、関係省庁の支援や地域の人材育成 
オ．バイオマスプラスチックについて、石油プラスチック並みの機能とコストで生産
できる体制の確立 

(４) 検証結果は、現在見直しを進めているバイオマス・ニッポン総合戦略への反映の
ほか、総合戦略に基づく施策の具体化にも反映させることが必要。 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

評価結果の内容も踏まえつつ、平成18年３月に新たなバイオマス・ニッポン総合戦略
を閣議決定し、①バイオマス輸送用燃料の利用の促進、②未利用バイオマス活用等に
よるバイオマスタウン構築の加速化等を図ることとしたところである。また、19 年度におい
ては、総合戦略に基づく施策の具体化を図るため、特に、バイオ燃料の推進、バイオマ
スタウン構築の加速化、未利用バイオマスの利活用推進に係る施策を重点的に進める
こととしたところである。 
【施策の具体例】 
①  バイオマス輸送用燃料の利用の促進 
・  バイオ燃料の地域利用モデルの整備と地域実証に対する支援を実施。 
・  中長期的な視野に立ち、資源作物の導入等に向けたバイオ燃料の低コスト高効
率生産技術の開発等を実施。  

②  未利用バイオマス活用等によるバイオマスタウン構築の加速化 
・  バイオマスタウンの実現に向け、農村地域に豊富に賦存するバイオマス資源を製
品やエネルギーに変換して利用する総合的な利活用システムの構築に向けた取組
を支援。 
・  木質バイオマスの一層の利用推進を図るため、バイオマス利用に関する技術を有
する民間企業等から提案された新たな取組の実践による木質バイオマスを総合的
に利用するモデルの構築や、木質ペレットの規格化等を推進。 

テーマ名 公益法人が行う検査等の事務・事業の検証 № 
2 政策評価の結果

の概要 
１ 評価内容 
(１) 公益法人が国から委託等を受けて行っている検査等の事務・事業のそれぞれに
ついて、検査関連制度の事業者による自己確認への移行の可否を含め、改善す
べき点がないか見直し、当該事務・事業の必要性について検証。 
(２) 評価の対象とした事務・事業 
① ＪＡＳ規格に関する製造業者等の認定（登録認定機関） 
② 規格設定飼料の公定規格による検定 
③ 家畜登録規程に基づく家畜の登録 
④ 農林漁業体験民宿業者の登録 

２ 評価結果と今後の対応方向 
(１) 対象となる事務・事業について、概ねそれぞれの社会的必要性の観点から今後
ともなお必要であり、また、その目的を達成するため一定の国の関与を要するもの
であると判断されるが、実績が減少しているものについては、今後必要な検討を行
う。 
(２) なお、国からの当該事務・事業の委託等については、今日までに登録等の要件
が法令等に明示され、国に裁量の余地のない登録機関により実施され、その実施
主体も公益法人に限定されない仕組みに移行したところ。 
(３) 各事務・事業についての検証結果の概要は以下のとおり。 
①  ＪＡＳ規格に関する製造業者等の認定（登録認定機関） 

ＪＡＳ制度は、農林物資の品質の改善、使用又は消費の合理化を図るととも
に、一般消費者の選択に寄与していることから必要。 
登録認定機関については、平成１７年に法改正を行い、登録基準を法律に明

記するとともに、国の関与は事後監視とし、行政代行型から民間の第三者機関
への移行を図ったところ。 

②  規格設定飼料の公定規格による検定 
公定規格は、飼料業者の飼料設計の際の指標、農家の優良飼料購入時の判

23



 

  

断目安となっているなど、健全な畜産業の発展のため必要であるが、検定実績
の減少を踏まえ、検定制度のあり方について今後必要な検討を行う。 
検定機関の公益法人への限定等については、平成１５年に見直しを行い、自

己確認制度の導入及び検定機関の登録制への移行を行い、現在は、公益法人
だけでなく株式会社も登録検定機関となっているところ。 

③  家畜登録規程に基づく家畜の登録 
家畜登録制度は、乳用牛の生乳生産量、肉用牛の産肉性等、畜産物の生産

性の向上を図る上で不可欠なものであり、その適正な実施が確保されるために
は、登録規程について、農林水産大臣が承認を行うことが必要。 
家畜登録事業の実施者については、組織の形態や構成等について制限はな

く、また、審査については、平成１５年に国の裁量の余地をなくした審査基準を
規定したところ。 

④  農林漁業体験民宿業者の登録 
都市住民が一定の安心感をもって農林漁業体験民宿を利用でき、地域の農

林漁業と調和して農林漁業体験民宿が営めるよう、国が統一的な観点から設定
した基準を満たした業者を登録する仕組みは必要。 
業者の登録については、平成１７年に全国で一つに限って国が指定した公益

法人が業務を独占的に行うものから、国の登録を受けた者が行う仕組みに見直
したところ。 

政策評価の結果
の政策への反映
状況 

飼料の公定規格については、ニーズの高い規格の設定等を含め、検定制度のあり方
について必要な検討を行うため、「飼料の公定規格の見直し検討委員会」を設置し、平
成19年３月５日に第１回の検討会を開催したところである。 
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