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政策評価第三者委員会委員による意見の概要と対応・対応方向 

 
 平成 28 年度実施政策の評価書 
政策 
分野 指標等 委員意見の概要 対応・対応方向 

 

 

政策評価全般について 

 

○ 目標設定のパターンとして、目標値を①増加させて行く指標、②
維持していく指標、③減少させていく指標等がある。 
また、指標の達成度合いの算出方法のパターンとして、①基準

値との差分を取っているもの、②絶対値で比較しているもの、③そ
の他等に分類されている。 
それぞれの測定指標の評価をどういうポリシーで行っていくのか

整理するとともに、パターンを分類し、評価書等に記号等で表すと
わかりやすいのではないか。 

○ アウトカム指標を基本とする場合、必要に応じて KPI をセットにす
ることで、原因を説明することができるのではないか。 

（岸本委員） 

○ 目標値を設定する際、また達成度の判定基準を設定する
際に、達成できているか分析し改善に繋げることが大事。見
やすい資料にしていくことも含め、どういった工夫ができるか
来年度に向けて検討したい。（広報評価課） 

３ 
 

 

１中央卸売市場当たりの取
扱金額 
 

【施策（２）－目標②－（ア）】 

○ 加工・業務用需要などが増えている中、大ロットの食品メーカーで
は直接取引が進んでいるが、一方、中小の飲食業など小ロットで
は、高度化という点においては、まだまだ改善の余地がある。今
後、指標を見直されるのであれば、その視点での検討をお願いした
い。（松田委員） 

○ ご指摘のように、大ロットや小ロットなど多様な流通形態が
ある。卸売市場法のゼロベースでの見直しを含めて流通全
体の構造改革を推進していく必要があることから、その検討
結果や本委員会でのご指摘を踏まえて指標の見直しについ
て検討してまいりたい。（食料産業局） 

７ 担い手が利用する農地面
積の割合 
 
【施策（１）－目標①－（ア）】 
 

○ 農地の集積に対して、数字だけで評価するとＣ判定ということだ
が、農地中間管理機構のシステムができて、農地の集約に向けて
大きな一歩を踏みだしたということで、高く評価したい。今後、農地
中間管理機構の活動が認知されれば、爆発的に集約が進むので
はないか。（山﨑委員） 

○ 農地中間管理機構の取組について、各地域での理解が
深まるよう引き続きしっかり PR 活動を行っていきたい。（経営
局） 

８ 良好な営農条件を備えた農
地の確保 
 
【施策（１）】 

○ 広島県は瀬戸内海と山に囲まれて、平野部が少なく山間地域に
農地が集中しており、とても良好な営農条件を備えているとはいえ
ない状況であるが、このような地域に対する対策は今後どのように
進められていくのか。（篠原委員） 

 

○ 営農条件については地域多様性がある。29年度予算にお
いて、中山間地域の特色を活かした多様な取り組みを支援
するため、中山間地域に一定程度の配慮ができるような枠
組みを、基盤整備も含めて措置したところであり、引き続き推
進して参りたい。（農村振興局） 

９ 

 

 

飼料用米・米粉用米の生産
量 
 
【施策（１）－目標①－（ア）】 

○ 子実用のトウモロコシについて、新たな動きが出てきているが、施
設整備や流通面など、足りていないところも多い。今後、どういった
施策を検討しているか。（山﨑委員） 

○ 子実用トウモロコシは、水田活用の直接支払交付金の対
象になっており、そのことについて新たにパンフレットにも明
記したところ。畜産クラスター事業においては機械や保管庫
などについて支援をしている。（生産局） 
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○ 水田活用の直接支払交付金により支援を続けた結果、生産量が
伸びてきたと考えているが、この施策はいつまで続けるのか。また、
畜産家のニーズは本当にあるのか。（藤原委員（外部有識者）） 

○ 食料・農業・農村基本計画では平成 37 年度に 110 万トン
まで増やす目標を掲げており、そこまでは増やしていく考
え。また、飼料業界主要４団体からは既に 120 万トン程度の
ニーズがあると公表されている。（生産局） 

小麦の生産量

【施策（１）－目標①－（イ）】 

○ 判定方法について、生産量が減っている一方で、生産面積は増
えている。表記の仕方については工夫が必要ではないか。（山﨑委
員） 

○ ご指摘の表記方法については、来年度以降、参考にさせ
て頂きたい。（生産局） 

１６ 

 

 

 

 

 

 

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 
 
【施策（１）－目標①－（ア）】 

 

 

 

 

 

 

○ グリーン・ツーリズムについては、数字上はＣ判定ではないのでは
ないか。全体を通して、実績値を増やしたい測定指標の判定方法
については、もう少し整理の必要があるのではないか。（長田委員） 

○ 本指標は、観光に関する政府全体の方針に基づく野心的
な目標設定としており、達成度合の判定については、単純
に（当該年度実績値）／（当該年度目標値）とせず、（当該年
度実績値－基準値）／（当該年度目標値－基準値）といっ
た 27年度の実績からどの程度実績が伸びたかといった観点
で判定することとしている。あえて自分たちに高く厳しい判定
方法としているが、目標達成に向け努力して参りたい。な
お、目標及び基準値の見直しは現時点では考えていない。
（農村振興局） 

○ 農村のイメージは全国どこでもそんなにかわらないのではないか
と思うが、農村の差別化について、どのように考えているのか。（篠
原委員） 

○ ディスカバー農山漁村（むら）の宝では、地域資源を活かし
た具体的な取り組みを一つ一つ取り上げ、全国へ紹介する
といった取り組みを政府あげて取り組んでいる。また、Web
サイト「農山漁村ナビ」を開設し、農林水産省等から表彰を
受けた取り組みを一つ一つ大切にしたいということで、表彰
して終わりにするのではなく、全国の優良事例を体系化して
発信しているところである。さらに、農泊では、全国の農泊の
プロをファシリテーターのような位置づけで派遣する取り組
みを行っている。 
農村地域で行われる取り組みは様々であることから、これ

らの情報のより一層の普及に努めて参りたい。（農村振興
局） 

○ グリーン・ツーリズムに関して、アクセスの改善が必要ではないか。
（二村委員（外部有識者）） 

○ アクセスの改善については、交通面等の物理的な面と情
報発信の面があると考える。物理的な面については、農泊
等を進めていく上で、政府全体で関係省庁が一体となって
対応しており、地域ごとの課題であるので、課題を乗り越え
た事例なども把握して情報共有に努めて参りたい。また、情
報発信の面については、例えば外国の著名なタレントに日
本での体験を外国のテレビ番組で放送してもらったり、また
外国の著名なブロガーの方へ情報発信を依頼するなど戦略
的な取り組みを行って参りたい。（農村振興局） 
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○ グリーン・ツーリズムについて、都市と農村の交流はいいが、厳し
い環境にある農村への移住、定住に係る指標を入れるべきではな
いか。（藤原委員（外部有識者）） 

○ 移住、定住については、今の農村をめぐる重要な課題だと
認識しており、関係省庁、特に地域運営組織を担当してい
る総務省や内閣官房まち・ひと・しごと創生本部等政府全体
で考えていかなければいけないテーマである。農林水産省
においても、本指標とは別に、農村の人口低減を抑制して
いくという指標を設定しており、28 年度の目標を概ね達成し
ているところである。（農村振興局）、 

１７～
１９ 

林業全般について ○ 森林整備事業などの必要性、重要性についての周知活動をもっ
と広く国民に発信していただきたい。（山﨑委員） 

○ 国民への発信に向けては、農林水産省だけではなく企業
や NPO などと連携して国民へ林業の素晴らしさを発信して
いきたい。（林野庁） 

○ 土壌が良くないところにスギを植林することで、ますます土砂災害
が起こりやすくなると聞いたことがあるが、そのようなことに配慮した
植林は行われているのか。（篠原委員） 

○ 樹種によって深根性と浅根性があり、スギは深根性であるこ
とから、土壌を保持する力は高いと考えられている。また、植
栽樹種の選定については、適地適木の考えから、現場地に
応じて森林総合監理士等が指導を行っている。（林野庁） 

１７ 市町村森林整備計画等にお
いて水源涵養機能維持増進
森林及び山地災害防止機能
／土壌保全機能維持増進森
林に区分された育成林のう
ち、機能が良好に保たれて
いる森林の割合 
 
【施策（３）－目標①－（ア）】 

 

○ 要因分析において、「労務単価の上昇により間伐等の事業費単
価が増加した」とあるが、具体的にどの事業体の労務単価を調べた
ものなのか。（原委員） 

 
 
 

○ 森林組合や林業事業体などの労務単価の実態を調べたも
のではなく、毎年、国土交通省が公表している公共労務単価
を使用している。この労務単価により補助金の算出を行って
いるが、平成 27 年度から平成 28 年度において上昇したた
め、目標達成できなかった要因の一つであると考えられる。
（林野庁） 

○ 要因分析において、「労務単価の上昇」が要因としているが、今
後、労務費は上昇、労働者は減少が考えられる中で、平成 30年度
の目標値の達成に向けてどのように考えているのか。（山﨑委員） 

 
○ 労務単価の上昇といった、これまでのトレンドからある程度の想定
がつくものと、自然災害といった予測がつかないものが要因分析に
挙げられている。労務単価の上昇などある程度、想定されるものに
ついては、それを踏まえた上で、目標をどうするか、対策をどうする
かといったことを検討していただきたい。（松田委員） 

○ 労務単価の上昇や人材確保が困難になることは認識してい
る。効率の良い作業ができる人材の育成や施業集約化など
限られた予算の中で効率的に実施していくことで、目標達成
に向けて取り組んでいく考えである 
また、目標値は森林の有する多面的機能の発揮の状況

を適切に測定するために設定したものであり、労務単価の
上昇によって見直すものではないが、工夫しながら目標達
成できるよう事業を実施していく。（林野庁） 

 

全国の振興山村地域の中
から抽出した市町村に対
し、(1)新規定住者数、(2)交
流人口、(3)地域産物等販
売額の指標のうちいずれか
を満たす市町村の割合（前
年比） 
 
【施策（６）－目標①－（ア）】 

○ 全国の振興山村地域の中から抽出した市町村へのアンケートで
(1)新規定住者数を満たす割合が 55%となっているが高く感じる。こ
の割合や抽出方法はどのように行っているのか。（林委員） 

○ 全国の振興山村市町村数は約 700 あり、この中から無作為
に過半を超える市町村を抽出しアンケート調査を実施してい
る。 
平成 28年度の有効回答数 259 で、測定指標に設定して

いるいずれか満たすものは 204 となっている。中でも新規定
住者数を満たしたものは平成 28年度は 55%であった。 
当指標(1)～(3)について、前年度と比べ維持・向上してい

れば当指標を満たすことしている。（林野庁） 
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１８ 
 

人材の育成・確保等 
 
【施策（２）】 

 

○ 林業に従事する者を集めるために、学生などに対してどのように
周知しているのか。（篠原委員） 

○ 林業に興味を持ってもらうためのガイダンスを全国各地及び
首都圏で開催し、林業に関する情報提供や就業相談を行っ
ている。（林野庁） 

○ 林業において、女性が活躍できる場があるのか。（篠原委員） ○ 森林に関心を持っている女性が増えており、現場での作業
員に限らず、女性の活躍が目立ってきている。（林野庁） 

安全かつ効率的な技術を
有する新規就業者数（林業
技士（フォレストワーカー）１
年目研修生の育成人数） 
 
【施策（２）－目標①－（エ）】 

 

○ 要因分析において、「助成方法が柔軟ではなかった」とは、具体
的にどのようなことが問題だったのか。また、「途中で退職」した理
由はなにか。（天野委員、長田委員） 

○ １年目、２年目、３年目それぞれの研修区分ごとに、研修人
数に応じて指導費や研修業務管理費を助成していたが、予
算を効率的に使用するため、研修生トータルの人数に応じた
助成方法に見直しを行った。 
また、退職した理由については、自然の中での作業に希

望を抱いて就業したが、実際に作業をやってみると、想像と
違った、また、肉体労働であり体力が続かないなどが理由と
考えている。（林野庁） 

○ 「緑の雇用」事業の３年間の研修のうち、２年目、３年目の定着率
はどの程度なのか。（長田委員） 

○ ２年目、３年目のいずれも８割程度の定着率となっている。
（林野庁） 

○ 就業者数に関して、林業従事者の平均所得はどのくらいか。（日
吉委員） 

○ 網羅的なものではないが、平成 25年度の林野庁によるアン
ケート調査によると、林業従事者の平均所得は 305万円程度
である。（林野庁） 

○ フォレストワーカーなど人を集めることよりも人を育てることが必要
であり、成功事例の広報活動や、経営者として独立していくための
支援体制づくりが必要ではないか。（山﨑委員） 

 
○ 研修を終了した者が定着して経営していく、あるいは従事していく
ためにどういった林業資源が必要なのか。また、地域がどのような
支援ができるのか。それに対して行政としてどのような支援をしてい
るのか。（松田委員） 

○ 農業とは違い、林業事業体に雇用されて従事する者がほと
んどである。また、森林所有者から依頼を受けて作業するた
め、作業するフィールドを確保する必要もあり、独立して経営
を行うことはほとんどない。「緑の雇用」では、林業事業体へ
労災保険や住宅手当など、新規就業者の定着を図るための
支援をしている。 
定着に向けては、地域との連携機能は重要であると理解

はしている。情報発信も含め、人材育成の取組や、山村で
働く魅力など山村振興全体の中で考えていく必要がある。
（林野庁） 

林業労働災害被害者数 
 
【施策（２）－目標②－（ア）】 
 

○ 全産業の労働災害のうち、林業災害はどの程度を占めているの
か。また、他の産業と比べて林業の災害発生率はどのくらいなの
か。その割合について検証はされているのか。（林委員） 

 
 
 
 
 

○ 平成 28 年の死亡災害及び休業４日以上の災害について、
林業は 1,561人で、全産業 117,910人の 1.3%を占めている。 
平成 27年と比較すると全産業は 1.4%上昇しているが、林

業は 3.6%減少している。 
業種別千人率でみると、全産業 2.2 人に対して林業は

31.2 人で林業労働災害は全産業の 14 倍と高いので、極め
て重要な政策課題となっている。（林野庁） 
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２２ 

 

魚介類（食用）の消費量 
 

【施策（２）－目標①－（ア）】 

○ 魚介類の消費について、平成 28年度評価結果一覧の要因分析 
において「生鮮魚介類の世帯当たりの年間支出額も横ばい～漸増傾
向」とあるが、このデータはどこからとってどう分析しているのか。 

 （松田委員） 

○ 魚介類の消費量のデータは、総務省の家計調査によるも
の。なお、これは生鮮魚介類の統計であることから、外食等と
の関連は把握できていない。水産物の価格は上昇傾向にあ
る中で世帯購入量は減っているが、購入金額は横ばい～漸
増傾向にあることから 購入意欲が減っている訳ではないと
推測しているところ。（水産庁） 

（※ 平成 29 年農林水産省政策評価第三者委員会には、農林水産省行政事業レビュー外部有識者の金子委員、藤原委員、二村委員も参加） 


