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平成20年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成21年３月、６月 担当部局名：消費・安全局消費・安全政策課

評価書公表時期：平成21年７月

【施策名】
食の安全及び消費者の信頼の確保 政策体系上の位置付け Ⅱ－③

【施策の概要＜目指す姿＞】
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。

【施策に関する目標】
（１）農業生産現場等におけるリスク管理注１措置により、国産農産物等を汚染するおそれのある危害要因の摂取

を、国民の健康に影響のない程度に抑制する。
目標 ① 食品の安全性の確保

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
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 おおむね有効
容量を超えないレベルに抑制する。

＜目標達成のための主な政策手段＞
【食品安全確保調査・試験委託費 961(979)百万円】

食品に起因する健康への悪影響を未然に防止するため、科学的・統一的な枠組みの下での有害化学物質、
有害微生物による食品等の汚染実態や生産資材の使用基準等の策定・見直しのための調査・試験を実施し、
食品の安全確保を推進。

＜目標に関する分析結果＞
「食品の安全性の確保」については、目標の達成状況は「おおむね有効」となった。
平成20年度は、国産農産物等を汚染するおそれのある危害要因16種類（有害化学物質13種類、有害微生物３

種類）を選定し、サーベイランス注2・モニタリング注3年次計画に示し、科学的枠組に則った実態調査を実施し
た。このうち、一定以上のデータの蓄積のある①カドミウム、②デオキシニバレノール注4（かび毒）及び③ダ
イオキシン類注5について食品からの摂取量を推定し、摂取許容量と比較した。以下に示すように、いずれの試
算結果も科学的評価に基づき設定された摂取許容量注6を下回る結果となった。
① カドミウムについては、食品からの推定摂取量が１人１週間当たり176 µg（摂取許容量373 µgの約５割）
となった。

② デオキシニバレノールについては、主たる摂取源である小麦からの推定摂取量（輸入小麦は平成19年度調
査結果とりまとめ中のため、平成14-18年度の間で最も高い平均濃度を用いて試算）が、1人１日当たり23.4
µg（摂取許容量53.3 µgの約４割）となった。

③ ダイオキシン類については、主たる摂取源である魚介類からの推定摂取量が１人１日当たり88.2 pg-TEQ
（摂取許容量213 pg-TEQの約４割）となった。
得られた調査結果を解析した結果、人の健康への悪影響が懸念される場合には、汚染低減対策等のリスク管

理措置を講じることとされているが、②のデオキシニバレノールについては、経年の調査結果から、ただちに
健康への悪影響が起こる可能性は低いものの、国産麦類で汚染実態が確認され、気象条件によっては汚染の程
度が大きくなる可能性があることが明らかになった。このため、生産段階におけるかび毒汚染低減のための取
組を取りまとめた「麦類のデオキシニバレノール・ニバレノール注4汚染低減の指針」（平成20年12月17日公表）
を策定してリスク管理措置を推進している。
なお、問題、事故への事後対応ではなく、食品安全に関する科学的情報に基づき危害要因を選定し、優先順

位を考慮して実態調査等を実施しており、これにより、効率的かつ経済的に健康への悪影響を未然防止できる
こととなる。

＜改善・見直しの方向性＞
「食品の安全性の確保」については、目標の達成状況は「おおむね有効」となったことから、引き続き有害

化学物質、有害微生物による食品等の汚染実態の調査や必要な試験を実施するとともに、その結果、必要と考
えられる場合には、農業生産現場等におけるリスク管理措置を検討、実施する。
その際、科学的知見を含む最新の情勢を踏まえて的確にリスク管理を行っていくために、必要なデータを効

果的、効率的に収集し、調査対象を厳選・吟味した上で、毎年度計画的に実態調査を実施することが重要であ
る。
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（２）家畜伝染病等の発生の予防と侵入の防止を図り、発生した場合には、まん延防止措置を適切に講じる。
目標 ② 家畜伝染病等の対策

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
国内における家畜伝染病・養殖水産動物の特定疾病
の発生予防及び海外伝染病の侵入防止。 おおむね有効
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。

目標年次：各年
基準：各年

＜目標達成のための主な政策手段＞
【家畜伝染病予防費 3,590(3,590)百万円】

家畜伝染病予防法に基づく家畜の伝染病の発生予防及びまん延防止措置を実施し、家畜伝染病対策を推進。
【動物検疫所注7（検疫事業費） 1,047(1,133)百万円】

高病原性鳥インフルエンザ注8等の我が国への侵入防止対策の充実強化を図り、全国の空海港における検疫
を実施し、海外伝染病の侵入防止対策を推進。

＜目標に関する分析結果＞
「家畜伝染病等の対策」については、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及び海

外伝染病の侵入防止が的確になされ、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
い事例の件数は０件となり、目標の達成状況は「おおむね有効」となった。
これは、動物検疫所における検疫体制を整備するとともに農場における飼養衛生管理の徹底を指導、家畜伝

染病の発生が確認された際には、家畜伝染病予防法に基づき殺処分や消毒等の防疫措置を適切に実施、養殖水
産動物の特定疾病が発生した際には、持続的養殖生産確保法に基づき感染魚の焼却・埋却等を適切に実施した
ことによるものである。

高病原性鳥インフルエンザについては、日本でも野鳥から本病ウイルスが確認されるなど、我が国において
発生するリスクが高まってきていることから、家畜伝染病予防法施行令の一部改正(平成20年11月19日）を行
い、高病原性鳥インフルエンザの対象家畜に本病に感受性を有する「きじ、だちょう及びほろほろ鳥」を追加
し、国内防疫体制を強化した。

なお、「家畜伝染病等の対策」については、国内で重大な家畜伝染病等の発生及びまん延があった場合、深
刻な被害をもたらし、その疾病の清浄化等には多額の資金と長い年月を要することとなるため、侵入防止や発
生予防、まん延防止措置を的確に講ずることが、家畜伝染病等の被害とその影響を小さくさせる効率的な手段
である。

＜改善・見直しの方向性＞
「家畜伝染病等の対策」については、目標の達成状況は「おおむね有効」となったものの、

① 家畜伝染病については、高病原性鳥インフルエンザの発生が世界的に続いていること等から、引き続き、
海外伝染病の水際における検疫体制の整備、家畜伝染病予防法に基づく伝染性疾病の発生の監視と発生時の
迅速な防疫措置、生産現場における疾病の清浄化及び防疫演習の実施などによる危機管理体制の構築等の防
疫体制の強化

② 養殖水産動物の特定疾病については、コイヘルペスウイルス病注9などの発生が続いていることから、引き
続き、都道府県が実施するまん延防止措置の支援等を講ずるとともに、コイ春ウイルス血症注10など国内未侵
入の疾病についても調査・研究を進め、水産防疫制度の強化

を図ることとする。
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（３）安全な農作物の安定供給に支障を来たすおそれのある病害虫の侵入防止を確実に図るとともに、発生した
場合には、駆除・まん延防止措置を適切に講じる。
目標 ③ 植物防疫対策

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
我が国未発生又は一部に存在する病害虫の侵入防
止。 おおむね有効
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。

目標年次：各年
基準：各年

＜目標達成のための主な政策手段＞
【植物防疫所注11（検疫事業費） 1,662(1,796)百万円】

全国の空海港における検疫、侵入警戒調査注12、移動規制等を実施し、植物検疫対策を推進。
【植物防疫事業交付金 325(332)百万円】

都道府県が行う病害虫防除所の運営及び指定有害動植物の発生予察事業を行う経費について支援し、病害
虫防除対策を推進。

＜目標に関する分析結果＞
「植物防疫対策」については、我が国未発生又は一部に存在する病害虫の侵入防止が的確になされ、発生が

あった場合に法令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が０件となり、目標の達成状況は
「おおむね有効」となった。
また、これは、植物防疫所の検疫体制の整備、都道府県による防除指導等を講じたことによるものと考えて

いる。平成19年度から開始されたカンキツグリーニング病注13の緊急防除（喜界島）においては、感染樹の伐採
・焼却や媒介虫であるミカンキジラミ注14の薬剤防除等の取組が適切に行われた結果、平成19年11月以降、新た
な感染樹の発生は確認されていない。
なお、「植物防疫対策」については、新たな病害虫の発生があった場合に深刻な被害をもたらし、多額の資

金と長い年月を要することとなるため、全国的に発生予防・まん延防止措置を講じることが効率的な手段であ
る。

＜改善・見直しの方向性＞
「植物防疫対策」については、目標の達成状況は「おおむね有効」となったものの、今後とも病害虫の侵入

・まん延を防止する必要があることから、引き続き
① 病害虫の危険度解析に基づいた輸入検疫及び国内の一部に発生する病害虫の移動規制
② 発生予察情報等に基づく適時適切な防除指導
を講じることとする。
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（４）遺伝子組換え農作物の使用が我が国の生物多様性（野生動植物の生態系等）に影響を及ぼさないよう未然
に防止する。
目標 ④ 遺伝子組換え農作物の環境リスク管理

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
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（（注）参照）に基づく緊急措置を発動 おおむね有効
しない状態を維持する。

目標年次：各年
基準：各年

（注）カルタヘナ法：カルタヘナ議定書を遵守する
ために制定された国内法（６省共管で、国際的
に協力して生物の多様性を確保。
具体的には、遺伝子組換え農作物等の使用等

の規制により野生動植物の種の多様性への影響
を防止。）

＜目標達成のための主な政策手段＞
【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】

リスク評価により特定された遺伝子組換え生物等による環境リスク管理を推進。

＜目標に関する分析結果＞
「遺伝子組換え農作物の環境リスク管理」については、カルタヘナ法に基づく緊急発動件数は、０件となり、

目標の達成状況は「おおむね有効」となった。
これは、使用の承認に先立つ厳格な生物多様性影響（我が国の野生動植物への影響）評価を実施したこと、

生物多様性影響の未然防止に重点を置いた立入検査等のリスク管理を実施し、未承認の遺伝子組換え農作物の
我が国への流入を防止したことに加え、平成20年11月に食品衛生法に基づく水際検査で未承認の遺伝子組換え
農作物が検出された際に、厚生労働省と連携して生物多様性影響を未然に防止したことによるものである。
なお、未承認の遺伝子組換え農作物の栽培・流通により生物多様性影響が生じ、カルタヘナ法に基づく緊急

措置を講じることとなった場合、当該農産物の拡散を防止するための措置や生物多様性を復元するための措置
等には多大なコストと時間がかかることから、生物多様性影響を未然に防止することは効率的な手段である。

＜改善・見直しの方向性＞
「遺伝子組換え農作物の環境リスク管理」については、目標の達成状況は「おおむね有効」となったもの

の、
① 遺伝子組換え農作物の海外での栽培面積は、大豆、トウモロコシ、ナタネ等を中心に毎年増加しており、
最新の調査結果（2008年）でも昨年に比べ9.4％の割合で増加していること

② 近年、開発途上国で遺伝子組換え農作物の開発・実用化が活発化していることから、我が国へ未承認の遺
伝子組換え農作物が非意図的に輸入され、その農作物が国内で栽培されることや、輸入港及びその周辺の幹
線道路等におけるこぼれ落ちを通じて我が国の生態系に悪影響を及ぼす危険性が非常に高まっていること

③ 遺伝子組換え農作物等の承認申請の量的な増大に加え、申請内容が質的にも多様化することが予想される
こと

から、遺伝子組換え農作物のこぼれ落ちや生育等の実態調査について調査範囲及び調査対象作物の拡大、精度
管理の国際基準を満たす検査機関へ検査を依頼することによる分析精度の向上等の拡充、また、海外における
遺伝子組換え農作物の開発・栽培状況の的確な把握や水際検査に必要な検出手法の開発等を行うとともに、審
査体制の充実・強化を図ることによりリスク管理を強化し、施策の推進を図っていくこととする。
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（５）消費者の信頼の確保のために食品表示の適正化を推進する。
目標 ⑤ 消費者の信頼の確保

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
食品表示の遵守状況の確実な改善：10年後に適正表 20.0％ 9.7％ 206％（Ａ）
示率を85％にするために５年（平成20年度）で不適 （中間値）
正表示率（現状値平成15年度：25.3％）を２割削減
する。
（基準：平成15年度25.3%

→ 目標：平成20年度20.0%）

＜目標達成のための主な政策手段＞
【食品表示適正化対策事業委託費 108(96)百万円】

国民各層からの意見集約、製造流通業向け普及・啓発等を実施し、消費者の信頼の確保を推進。
【特定JAS規格検討・普及推進事業委託費 44(47)百万円】

特定JAS規格に関し、消費者ニーズ等に対応した規格制定の調査検討、規格の普及啓発等を実施し、消費
者の信頼の確保を推進。

＜目標に関する分析結果＞
「消費者の信頼の確保」については、平成20年度上半期において食品表示の遵守状況を調査した店舗につい

て、適正表示率の改善が見られ、中間値で9.7％となったことから、目標の達成状況は「Ａランク」となった。
これは、

① 食品表示特別Ｇメン（広域、重大案件に対して機動的に調査を実施する専門チーム）を新設し、東京、大
阪、福岡の農政事務所に計２０人を配置するとともに、本省表示・規格課に監視専門官及び監視専門職を計
５名増員し、監視体制を強化したこと

② 食品表示ウォッチャーなどによる監視を実施したこと
③ 事業者に対する表示制度についての更なる周知を図るとともに、食品表示Ｇメンの日常的な巡回点検によ
る監視を実施したこと

④ 都道府県との情報交換や、警察との連携協定に基づく連携により、罰則適用等の対応につなげていること
⑤ 改善指示と事業者名の公表が大きく報道され社会的に厳しいペナルティとなっていることが、食品表示偽
装の抑止につながったこと

によるものと考えている。

平成16年度から平成20年度（中間値）までの不適正表示は、以下のとおり低下傾向にあり、平成20年度の中
間値でも不適正表示率が改善している。
また、本調査は、平成25年度までの約10年ですべての店舗を網羅することとしており、単純に前年度と比較

して評価することは不適切であるが、平成17年度以降は、調査対象となった店舗等の不適正表示率が15％未満
と平成20年度の目標20.0％を下回っていることから、これまでの取組が一定の成果を上げていると考えられる。

平成16年度 20.0％
平成17年度 14.8％
平成18年度 10.9％
平成19年度 10.5％
平成20年度 9.7％（中間値）

＜改善・見直しの方向性＞
「消費者の信頼確保」については、目標の達成状況は「Ａランク」となったことから、平成21年度は、食品

表示Ｇメン等による監視等を引き続き行うとともに、表示制度の周知に代え、加工食品の原料供給者を含めた
食品事業者が適正表示を行う上での必要な事項等を学習する機会を設けるなど、食品事業者向けの新たな取組
を実施することとする。
なお、本達成目標には関係ないものの平成19年度評価書の＜改善・見直しの方向性＞に明記した、原料供給

者間の表示に係る業者間取引における表示を義務化（平成20年4月）した。うなぎやたけのこ水煮などの業者
間の産地偽装等について指示・公表を行うこと等を通じ消費者の信頼を確保するための取組を行っている。
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【施策に関する評価結果】
安全な食料の安定供給や国民の健康保護には、有害化学物質・微生物等に汚染された食品による健康被害を

未然に防止するための「食品の安全」を確保する取組のほか、動植物検疫等に関する施策を含めた「食の安全」
を確保する取組が重要である。これに加えて、食品表示の適正化等消費者の信頼を確保するための取組を実施
することにより、消費者にとって安心できる食生活の実現につながっていくこととなる。
食の安全に関する目標については、このような考え方にたてば、おおむね達成していると考えられ、目標が

達成された状態を維持し、未然に健康への悪影響を防止することが重要であることから、今後とも、科学的な
根拠に基づいたリスク分析の考え方に従い、着実に施策を推進していくことが必要である。
消費者の信頼確保に関する目標については、達成状況は「Ａランク」となったものの、一部の事業者が引き

起こした、うなぎやたけのこ水煮等における悪質性のある産地偽装等が食品Ｇメンの働きによって明らかにな
り、食品表示に対する消費者の信頼を揺るがす事案が発生したことから、消費者が正確な情報に基づいて食品
の選択ができるよう、食品関連事業者に対する監視・指導を強化する必要がある。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
食料・農業・農村基本計画 H17.3.25 第３の１の（１）食の安全及び消費者の信頼の確保

【政策評価総括組織（情報評価課長）の所見】
安全な食料の安定供給や国民の健康保護には、有害化学物質・微生物等に汚染された食品による健康被害を

未然に防止するための「食品の安全」を確保する取組のほか、動植物検疫に関する施策等を含めた「食の安全」
を確保する取組が重要である。これに加えて、食品表示の適正化等消費者の信頼を確保するための取組を実施
することも重要がある。
20年度に設定した食の安全及び消費者の信頼の確保を評価するための目標に関しては、すべて「おおむね有

効」となっていることから、施策については一定の効果があったと判断される。
一方、20年９月に発生した事故米穀の不正規流通問題や、19年末から20年初にかけて発生した輸入食品によ

る薬物中毒事案により、消費者の間に食の安全に関する不安が高まっており、原因究明と再発防止が急務とな
っている。
行政を含む「食」に携わる関係者は、国民の生命にかかわる「食」を担っているという自覚のもと、このよ

うな消費者の不安・不信を真摯に受け止め、信頼の回復に向けて万全の取組を重ねていくことが求められてい
る。 特に、当省は、事故米穀の不正規流通問題を契機として、職員一人ひとりが消費者のことを真剣に考え、
食の安全を守るとの強い意識をもち、国民から納得してもらえるまで省の改革を実行していくことが求められ
ている。
このような中、消費・安全局は、当省の職員が食の安全の確保の重要性に対する意識の向上を図るため、全

職員を対象として食の安全に関する知識の向上に向けた研修等を大臣官房秘書課と協力して実施したところで
あり、今後とも引き続き、職員の食の安全の確保の重要性に対する意識の向上を図っていく必要がある。また、
消費者安全情報を総括する立場から、消費者の生命又は身体に生ずる被害に関する情報の集約、共有体制や緊
急時の即応体制の強化を推進する必要がある。
さらに、目標「消費者の信頼確保」については、生鮮食品の表示を適正化することのみをもって判断してい

るが、食品の業者間取引の表示のあり方検討会の指摘（「消費者の食品表示に対する信頼を回復するためには、
全ての加工食品に生鮮食品と同様、原料供給者との取引について表示義務を課し、抑止力を高めることが適当
である。」）を踏まえ、加工食品の原材料供給者と製造業者との業者間取引についても表示義務を課したことか
ら、加工食品の表示も含めて達成目標や指標を設定することを検討されたい。

【政策評価会委員の意見】
・ 「食品の安全性の確保」については、科学的評価に基づけば「おおむね有効」となるのかもしれないが、消
費者の信頼も含め食品に対する安全性が保たれたのか、総合評価でしか評価できないとは思わないので、政策
分野や目標レベルでもロジカルに目標設定し、評価して欲しい。（長谷川委員（第１回））




