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平成20年度実績評価書要旨

評価実施時期：平成21年３月、６月 担当部局名：生産局総務課
評価書公表時期：平成21年７月

政策体系上の位置付け
施策名 国産農畜産物の競争力の強化

（実績評価書⑤） Ⅲ－⑤

施策の概 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
要 定的に生産できる体制を確立するため、以下の施策等を実施する。

① 米、大豆、生乳、肉用牛及び飼料作物の生産コストの低減
② 麦の新品種の作付面積のシェアの拡大
③ 指定野菜の加工向け野菜の出荷数量の増大
④ 植物新品種の品種登録に係る平均審査期間の短縮
⑤ 効果的・効率的な普及事業の推進

【評価結果の概要】

（総合的評価）
政策に関 国産農畜産物の競争力の強化を図るため、多様なニーズに応じた農畜産物を効率的・安定的
する評価 に生産し、競争力の高い生産体制の確立に向け、農畜産物の生産コストの低減、品質の改善、
結果の概 加工・業務用向け用途の拡大、知的財産の利活用等の大きな施策の視点に重点を移しながら、
要と達成 かつ各施策を有機的に連携し、推進していくことが重要である。
すべき目 ・ 生産コストの低減については、概ね目標を達成しているが、今回評価に使用したデータの
標等 大宗は19年度であり、20年度については、燃油・肥料、飼料の価格の急騰など生産コストを

押し上げる要因があり、その影響が予想される。今後は、このような経済社会環境の変化に
も柔軟に対応できるよう、更なる生産体制構築の強化、例えば、未利用資源の有効活用、省
資源・省エネルギー型農業の推進等が大きな課題である。

・ 農畜産物の品質の改善、加工・業務用向け用途の拡大については、実需者ニーズに応じ得
る生産体制の確立が遅れており、輸入にシフトした需要を国産に転換するため、実需者側と
の連携や、流通加工用向けの生産体制の確立など産地側の体制改革の推進が重要な課題であ
る。

・ 知的財産の利活用については、農畜産物の価値向上のための有効な政策ツールであり、こ
のことが現場段階でも認識されつつあるところ。このため、育成者権に関する取組だけでな
く、農畜産物全体について、知的財産権の取得・保護・活用を促す政策推進が重要な課題と
なる。

なお、育成者権の保護に資する「植物新品種の品種登録に係る平均審査期間の短縮」につ
いては、達成ランクがＣランクとなったことから、政策手段別評価における評価結果等を踏
まえ、目標達成に向けて施策を見直す必要がある。

・ 新技術や知識の普及については、市町村合併、JAの統廃合等により、指導力の脆弱化が懸
念される中で、普及指導員の役割は重要であり、関係機関との連携も図りながら、効率的で
効果的な普及事業の推進が重要な課題である。

（必要性）
① 「米、大豆、生乳、肉用牛及び飼料作物の生産コストの低減」については、価格競争力を
高めるため、低コスト・省力化技術の導入、担い手の育成等に向けた施策を推進することに
より、労働費や生産資材費を低減する必要がある。

② 「麦の新品種の作付面積のシェアの拡大」については、実需者が望む品質に応じた生産が
十分に行われていないことから、良品質の新品種への作付転換を推進する必要がある。

③ 「指定野菜の加工向け野菜の出荷数量の増大」については、近年、輸入野菜が増加傾向に
ある中、輸入品に対抗するため、加工向け国内産野菜の出荷数量を増大させる必要がある。

④ 「植物新品種の品種登録に係る平均審査期間」については、育成者権の保護・活用を早期
に図るため、短縮する必要がある。

⑤ 「効果的・効率的な普及事業の推進」については、高度な技術と高い経営能力をもった担
い手を育成・確保することにより、農業の持続的な発展を図るため、農業者に対して地域の
特性に応じた新技術や当該技術に関する知識を効果的・効率的に普及指導する必要がある。

（効率性）
① 「米、大豆、生乳、肉用牛及び飼料作物の生産コストの低減」については、各地域の産地
強化計画等に基づいて関係者が一体となって地域の主体的な取組を進めるとともに、効果の
高いものや先進的なモデル性を有するものを優先して支援する等効率的に推進している。

② 「麦の新品種の作付面積のシェアの拡大」については、各地域の産地強化計画に基づいて
関係者が一体となって取り組むとともに、同計画の実施に当たり、新品種の導入に対応した
施設整備や技術導入等が必要となる場合には、強い農業づくり交付金により効果の高い取組
に対して優先して支援すること等が可能となっており、効率的に推進している。

③ 「指定野菜の加工向け野菜の出荷数量の拡大」については、輸入品が増加し定着しつつあ
る品目（寒玉系キャベツ、府県産たまねぎ、冬レタス、パプリカ、さといも、かぼちゃ、ご
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ぼう）を中心に実需者ニーズに対応した品種や栽培方法の実証試験を支援しており、効率的
に推進している。

④ 「植物新品種の品種登録に係る平均審査期間の短縮」については、新しい品種登録システ
ムの導入が、データの移行・移行後の確認に予想以上に手間取り、本格稼働が約半年遅くな
ったことから、20年度の事業の効率性に問題があった。

⑤ 「効果的・効率的な普及事業の推進」については、地域の実情に踏まえた取組課題の重点
化、農業協同組合が行う営農指導との適切な連携、試験研究機関との一体的な取組推進等を
図ることにより、効率的に推進している。

（有効性）
① 「米、大豆、生乳、肉用牛及び飼料作物の生産コストの低減」については、各品目とも概
ね目標水準が達成された。これは、新品種・新技術やコスト低減に資する機械・施設の導入、
規模拡大等を推進したことによるものである。

② 「麦の新品種の作付シェアの拡大」については、目標の達成状況はＡランクとなった。こ
れは、品質や収量性の優れた新品種の導入に向けた取組等を前年度に引き続き推進したこと
によるものである。

③ 「指定野菜の加工向け野菜出荷数量の増大」については、目標の達成状況はＡランクとな
った。これは、加工・業務用野菜の出荷推進のため、各地域における実需者ニーズに合った
品目別、用途別規格の周知や産地と実需者との交流会の実施による取引機会の創出等を推進
したことによるものである。

④ 「植物新品種の品種登録に係る平均審査期間の短縮」については、20年度から導入した新
たな品種登録システムが、データの移行・確認に予想以上に手間取り、本格稼働が遅れたた
め、平均審査期間が2.6年（2.589年）となり、目標の達成状況はＣランクとなった。このた
め政策手段別評価を実施した結果、品種登録システムの本格稼働後は、審査期間の短縮（2.5
2年）が図られており、一定の有効性が認められた。

⑤ 「効果的・効率的な普及事業の推進」については、目標の達成状況はＢランクとなった。
これは、技術の普及に関する課題においては、天候不順による所得低下等に起因する農業者
の新技術導入意欲の低下、担い手の育成に関する課題においては、燃油・肥料をはじめとす
る資材価格の高騰等経営環境の悪化による認定農業者の育成・確保の遅れ等によるものと考
えられる。

（反映の方向性）
① 「米、大豆、生乳、肉用牛及び飼料作物の生産コストの低減」については、今後、更なる
低減を図るため、
(ⅰ) 米については、カントリーエレベーター等の共同乾燥施設の利用率向上による利用料

金の低下の促進、及び同施設を拠点とした担い手育成等の取組に関する計画の着実な実
施とより高い効果の発揮に向けた計画内容の見直し、

(ⅱ) 大豆については、地方農政局ブロックごとに設定した大豆300A技術等新技術の普及目
標の達成に向けた地方農政局、都府県、産地の各段階における現地検討会や栽培技術講
習会の開催、パンフレットの作成、

(ⅲ) 生乳及び肉用牛については、搾乳・ほ乳ロボットの導入やコントラクターの活用、
(ⅳ) 飼料作物については、青刈りとうもろこしの生産拡大や生産性の低下した草地への優

良品種の導入による高位生産性草地への転換促進
等を実施する。

② 「麦の新品種の作付シェアの拡大」については、ブロック協議会における新品種の評価活
動等を通じた、実需者と連携した計画的な新品種の導入に向けた取組等を実施する。

③ 「指定野菜の加工向け野菜の出荷数量の増大」については、加工食品や外食の原材料とし
て、国産野菜の安定供給・利用拡大を担う生産者、流通業者（中間事業者）、食品製造業者、
外食事業者等が連携した国産原材料の安定的な供給連鎖（サプライチェーン）の構築等を実
施する。

④ 「植物新品種の品種登録に係る平均審査期間の短縮」については、審査官の効率的配置、1
9年度に開発した品種登録システムの本格活用、海外審査データの活用を図るため審査基準の
国際標準化に向けた取組を実施する。

⑤ 「効果的・効率的な普及事業の推進」については、引き続き、協同農業普及事業交付金を
維持し、全国的な普及事業の推進体制の整備を図ることに加え、担い手のニーズに応じた普
及事業の効果的・効率的な推進を図るため、
(ⅰ) 普及組織を中心とした産学官連携を含む地域の関係機関の連携の強化
(ⅱ) 普及指導員の資質向上（技術指導力及びマーケティング等の販売・流通面の指導力等）
(ⅲ) 普及指導員の指導力を補完し合う広域的な連携システムの構築
等の取組を実施する。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】

達成目標 指標名 単位 基準値 実績値（達成状況） 目標値 達成目標・指標の
（年度） 18年度 19年度 20年度 （年度） 設定根拠・考え方

米の生産 米60㎏当た 千円／ 17.4 16.3 15.9 － 13.0 食料・農業・農村基本計画の生産努
コスト り生産量を 60㎏ (15年度) （Ａ） （Ａ） (27年度) 力目標を目標値として設定する。

25％低減
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大豆の生 大豆60㎏当 千円／ 23.3 21.3 19.5 － 17.2 食料・農業・農村基本計画の生産努
産コスト たり生産コ 60㎏ (15年度) （Ａ） （Ａ） (27年度) 力目標を目標値として設定する。

ストを３割

程度低減

生乳生産 生乳100㎏ 円／ 2,018 1,911 1,865 － 1,614 食料・農業・農村基本計画の生産努
コスト 当たり労働 100㎏ (15年度) （Ａ） （Ａ） (27年度) 力目標を目標値として設定する。

費を２割程

度低減

肉用牛生 生体100㎏ 円／ 11,323 10,490 10,295 － 9,058 食料・農業・農村基本計画の生産努
産コスト 当たり労働 100㎏ (15年度) （Ａ） （Ａ） (27年度) 力目標を目標値として設定する。

費を２割程

度低減

飼料作物 １ＴＤＮ㎏ 円／ 48.2 44.6 44.3 － 33.7 食料・農業・農村基本計画の生産努
生産コス 当たり労働 ＴＤＮkg (15年度) （Ａ） （暫定値） (27年度) 力目標を目標値として設定する。
ト 費を３割程 （Ｂ）

度低減

麦の新品 加工適正が ％ 12.1 18.4 23.1 26.8 45.0 食料・農業・農村基本計画の生産努
種作付シ 高い等良品 (16年度) （Ａ） （Ａ） （Ａ） (27年度) 力目標を目標値として設定する。
ェア 質な麦の新

品種の作付

け面積のシ

ェア(都道

府県)

指定野菜 指定野菜の 万トン 65.9 68.6 71.2 － 71.0 食料・農業・農村基本計画の生産努
(ばれいし 加工向け出 (17年度) （Ａ） （Ａ） (20年度) 力目標を目標値として設定する。
ょを除く) 荷数量 ※ 平成18年度までの目標は、前年度
の加工向 の実績値を超えること。
け野菜の

出荷数量

植物新品 植物新品種 年 3.2 2.9 2.9 2.6 2.5 21世紀新農政2006の目標を目標値と
種の品種 の品種登録 (17年度) （Ａ） （Ａ） (2.589） (20年度) して設定する。
登録に係 に係る平均 (Ｃ)
る平均審 審査期間

査期間

効果的・ 普及指導セ ％ － 96.8 90.0 89.9 100 高度な技術と高い経営能力を身につけた

効率的な ンターが普 (Ａ) (Ａ) (Ｂ) （21年度ま 農業経営に発展させるため、地域の特性に

普及事業 及課題ごと での各年度）応じた農業に関する技術の普及や農業者の

の推進 に設定した 農業技術及び経営管理能力の向上等を通じ

目標の達成 た担い手の育成を推進することは、普及事

率が100％ 業の基本的な課題であり、また、これらは、

となること 「食料・農業・農村基本計画」においても、

ａ．技術の a.97.7 a.90.9 a.92.4 普及事業が貢献すべき分野として位置付け

普及に関す られている。

る課題 また、「協同農業普及事業の運営に関する

ｂ．担い手 a.96.0 b.89.0 b.87.4 指針」（平成16年11月30日農林水産省告示）

の育成に関 の第１の１においては、普及指導活動の基

する課題 本的な課題として、「農業の担い手に対し、

地域の特性に応じて、試験研究機関等で開

発された高度な農業の技術及び当該技術に

関する知識の普及指導を行う」こと等が位

置付けられていることから、達成目標を、

普及センターが技術の普及及び担い手の育

成に関する課題ごとに設定した目標の達成

率として、以下のとおり設定する。

ａ. 技術の普及に関する課題：100％

ｂ．担い手の育成に関する課題：100％

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）
関係する
施政方針 食料・農業・農村 平成17年 第１の１の(２) 多様化・高度化する消費者・実需者ニーズへ
演説等内 基本計画 ３月25日 の対応
閣の重要 第２の４の(２) 生産努力目標
政策（主 第３の２の(１) 望ましい農業構造の確立に向けた担い手の育
なもの） 成・確保

第３の２の(５)のイ 農業と食品産業との連携の促進
２の(６)のア 生産現場のニーズに直結した新技術開発・普及
２の(６)のウ 農業生産資材の生産・流通及び利用の合理化


