
参考資料

１．達成目標の設定理由等

施策（１） 農業者の加工・販売分野の進出等の取組促進

目標① （目標設定の考え方）
人口減少や高齢化の進行、兼業機会の減少等により、農村が疲弊の一途をたどっ農村地域における雇用と

ている中、その活力の再生・活性化を図るために、「農業・農村の６次産業化」により、所得の確保
付加価値を向上させ、雇用と所得を確保することが有効な施策である。このため、「農
村地域における雇用と所得の確保」を目標として設定した。

（各年度の目標値の考え方）
（ア-１） 農業者の経営の多角化による雇用数

農業者の６次産業化の取組の効果を図るものとして、６次産業化に取り組む農
業者の雇用者数が前年度に比べて増加したかを指標とする。
（統計調査は、23年度から開始予定）

（ア-２） 農業者の経営の多角化による事業収入
農業者の６次産業化の取組の効果を図るものとして、６次産業化に取り組む農業

者の年間事業収入が前年度に比べて増加したかを指標とする。
（統計調査は、23年度から開始予定）

（イ） 六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定数
六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定数については、農林漁業者の所

得の向上と地域の雇用の確保の観点から、効果が高い取組である４形態（①加工、
②加工・直売、③加工・直売・レストラン、④直売）について、主な５種の作目（①野
菜、②果物、③穀類、④畜産物、⑤水産物・林産物）で実施することで、６次産業化
に取り組む農業者にとって身近な取組として６次産業化に対する認知度が増し、結
果として、自ら取組が進んでいくという考えから、５年間で1,000件と設定（４形態×５
作物×４７都道府県＋その他の形態・作目の取組）。

また、第１回認定件数が244件であったことを踏まえ、今後２回の認定において、
１回あたり各都道府県１件の設定は見込めるため、23年度の認定件数の目標を350
件と設定。24年度以降の目標については、23年度の目標値と最終年度の目標値の
差（年間約163件）を各年度に上乗せして設定。

（ウ） 農商工等連携事業の計画認定数
中小企業者と農林漁業者が連携し行う事業活動を促進し、中小企業の経営の

向上･農林漁業経営の改善を図ることを目的として、農商工等連携促進法が成立
（平成20年５月）した際に、「５年間で500件の優良事例（農商工等連携事業計画）
を創出すること」としたところである。500件については、一都道府県で10件程度を
目安として数字を設定したところである。21年度までに認定した370件と最終年度
の目標である500件の差の130件（年間約44件）を各年度に上乗せし、22年度の
目標値を設定したところである。

農商工等連携事業計画認定数 単位：件
21年度 22年度 23年度 24年度

目標値 ― 414 457 500
実績値 370 434

資料：農林水産省調べ

（エ） 地域農商工等連携促進対対策事業に参画し、商品開発に取り組んだ食品製造企業の
製品出荷額

地域農商工等連携促進対策事業を活用して新商品開発に取り組んだ事業者の
製品出荷額が前年に比べて増加したかを指標とすることにより、当該予算の活用に
よる事業者の売上高等の変化を把握するものである。
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（オ） 地域ブランドの取組主体数
地域ブランドの取組主体数は、「食と農林水産業の地域ブランド協議会」（平成

19年11月設置）の会員数のうち地域ブランド取組主体・生産者団体の数により把
握することとし、協議会設置から10年目となる28年度末までに、21年度末現在の
市町村数1,727の16％（※）にあたる276団体とすることを目標とする。

目標値を達成するため、毎年一定割合で、取組主体数を増加させることとし、
22年度末の目標値は、155とする。
（※）イノベーションの普及過程において、普及率は、16％を超えると急激に上昇

するとされている（ロジャースの理論より）。

（カ） 農林水産物・食品の輸出額
「新成長戦略」（平成22年６月18日閣議決定）において、農林水産物・食品の

輸出額を29年までに１兆円水準を目指すとの目標を設定しており、これをもって
目標値とする。

長期にわたる戦略的な取組が求められるため、必ずしも短期間で効果が現れ
るものではない。

○ 農林水産物・食品の輸出額の国・地域別内訳（22年）

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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○ 農林水産物・食品の輸出額の品目別内訳（22年）

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

22年の農林水産物・食品の輸出額については、前年比10.5％増加の4,920億円
であり、目標の達成状況は、「概ね有効」と考えられる。

品目別に輸出額の内訳を見ると、農産物は8.6%増加、林産物は13.6%増加、水

国・地域別では、アジア向けの輸出が15.2%増加と好産物は13.1%増加した他、

調であり、中でも、香港は22.1%増加、中国は19.2%増加した。
これらの輸出額の増加に関しては、生産、加工、販売の一体化、地域ビジネス

の展開等を促す農林水産業の６次産業化の一環として、
(1) 輸出先国・地域への販売促進活動、産地のＰＲ、国内商談会の開催、海外

市場開拓調査等を通じて、生産者の取組の支援
(2) 海外の主要国で開催される国際見本市にジャパンパビリオンを設置するな

ど、国内外において商談会等の開催
(3) 22年度経済危機対応・地域活性化予備費により、支援措置を拡充
等の農林水産物・食品の輸出促進施策を推進したこと及び地方自治体による農林
水産物・食品の輸出促進施策が行われたこと等によるものと考えられる。

○ 農林水産物・食品の輸出額のデータ

＜データ＞ 19年 20年 21年 22年

① 輸出総額の推移 89兆9,314億円 81兆0,181億円 54兆1,706億円 67兆3,996億円

② 農林水産物等 5,160億円 5,078億円 4,454億円 4,920億円
輸出額の推移

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（キ） 植物新品種の品種登録に係る平均審査期間
農業・農村における６次産業化の推進に当たっては、加工適性が高い等特色の

ある新品種の開発を促進することが重要。植物新品種の品種登録に係る平均審
査期間を短縮することは、優れた新品種を早期に利用することにつながることか
ら、指標として設定した。目標値は、「新たな農林水産省知的財産戦略」（平成
22年３月１日農林水産省策定）に基づき、26年度末までに2.3年とした。

目標値を達成するため、毎年一定割合で審査期間を短縮することとし、22年度
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の目標値は、2.62年とする。

（把握の方法）
（ア-１） 農業者の経営の多角化による雇用数

23年度より実施する「農業・農村６次産業化総合調査」（農林水産省統計部）に
より把握する。

（ア-２） 農業者の経営の多角化による事業収入
23年度より実施する「農業・農村６次産業化総合調査」（農林水産省統計部）に

より把握する。

（イ） 六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定数
地方農政局等からの聞き取りにより把握する。

（ウ） 農商工等連携事業の計画認定数
地方農政局等からの聞き取りにより把握する。

（エ） 地域農商工等連携促進対策事業に参画し、商品開発に取り組んだ食品製造企業の
製品出荷額

地域農商工等連携促進対策事業を活用して新商品開発に取り組んだ事業者
へのアンケート調査を実施することにより把握する。

（オ） 地域ブランドの取組主体数
「食と農林水産業の地域ブランド協議会」の会員数のうち、地域ブランド取組主

体・生産者団体の数（当該年度末現在）により把握する。

（カ） 農林水産物・食品の輸出額
財務省公表の貿易統計による農林水産物・食品の輸出額（確定値）で、達成

度合を把握する。

（キ） 植物新品種の品種登録に係る平均審査期間
当該年度中に処理（登録、拒絶、取下等）された品種の申請から処理までに要

した審査期間の平均により把握する。

（達成度合の判定方法）
（ア-１） 農業者の経営の多角化による雇用数

評価にあたっては、前年を上回るかどうかを基本としつつ、景気等の動向を踏
まえ総合的に判断する。

（ア-２） 農業者の経営の多角化による事業収入
評価にあたっては、前年を上回るかどうかを基本としつつ、景気等の動向を踏
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まえ総合的に判断する。

（イ） 六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定数
達成度合＝（当該年度実績値）÷（当該年度目標値）×100
Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、 Ｃランク：50％未満

（ウ） 農商工等連携事業の計画認定数
達成度合＝（当該年度実績値－基準値）÷（当該年度目標値－基準値）×100
Ａランク：90％以上（410件以上）、Ｂランク：50％以上90％未満（392件以上～410

件未満）、Ｃランク：50％未満（392件未満）

（エ） 地域農商工等連携促進対策事業に参画し、商品開発に取り組んだ食品製造
企業の製品出荷額

評価にあたっては、前年を上回るかどうかを基本としつつ、景気や需給等の動
向を踏まえ総合的に判断する。

（オ） 地域ブランドの取組主体数
達成度合（％）＝（当該年度の実績値－基準値）／

（当該年度の目標値－基準値）×100
Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

（カ） 農林水産物・食品の輸出額
農林水産物等の輸出品目中の主な品目の輸出額増減の要因分析、輸出実績

が増加している国・地域の傾向分析から、輸出環境の整備、品目別の戦略的な
取組、農林水産物等の輸出に取り組む意欲ある農林漁業者に対する支援が、輸
出の促進に寄与しているかを総合的に分析し、判定する。

（キ） 植物新品種の品種登録に係る平均審査期間
達成度合（％）＝（当該年度の実績値－基準値）／

（当該年度の目標値－基準値）×100
Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

施策（２） 農村に由来する資源の活用促進

目標① （目標設定の考え方）
新たな成長産業の育成の場として農村に雇用と所得を生み出すとともに、環境面で農村に由来する資源を

も温室効果ガスの排出抑制等に積極的な役割を果たすため、農村に由来する資源で活用した新産業の創出
ある未利用バイオマスや再生可能エネルギー等の利活用の推進が重要であることか
ら、「農村に由来する資源を活用した新産業の創出」とした。

※バイオマスの利活用に係る22年度の目標については、「バイオマス活用推進基本計
画」の閣議決定が12月であったことから、バイオマス・ニッポン総合戦略（平成18年３月
31日策定）に位置づけられたものとした。

（各年度の目標値の考え方）

（ア） バイオマスタウン構想を公表した市町村数
バイオマス・ニッポン総合戦略に基づき、平成22年度末に300地区の構想策定

を目標に設定。
（地区数）

資料：大臣官房環境バイオマス政策課公表値

（イ） 国産バイオ燃料の生産量
国産バイオ燃料の大幅な生産拡大について、実現に向けた工程表をとりまと

め、19年２月に農林水産大臣から内閣総理大臣に報告。2011年度に、規格外農
産物等の安価な原料を用いて、単年度５万キロリットルの生産を目指すこととして

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度
目標値 90 142 195 247 300
実績値 90 136 196 268 303



6９参考－

いることから目標に設定。
（kL）

資料：事業実施主体からの実績報告等

（ウ） 農村における再生可能エネルギー利活用施設の事業化規模
エネルギー基本計画（平成22年６月閣議決定）において、2020年までに一次エ

ネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合10％を目標としている。農村
における再生可能エネルギー利活用を促進するため、農業用に使用されている
電力（農事用電力約8.8億kWh/年、2008年度）の約10％である１億kWh/年を再
生可能エネルギーに転換することとすると、2013年度までに４千万kWh/年の供給
施設の事業化が必要であり、これを目標とする。

この目標の達成のため、初年度の目標設定を980万kWh/年とし、以降は対前
年度比10％減程度として設定。これにより22年度の目標値（累積）は、1,862万kWh/年
となる。

資料：事業実施主体からの実績報告等

（エ） 素材・エネルギー・医薬品等の分野における事業化共同体（コンソーシアム）
の組成数

新産業の創出については、民間企業、公的研究機関、大学、農林漁業者等の
推進プレーヤーの連携による有望技術の事業化に向けた可能性調査や実用化
に向けた試行・施策、実証等の支援を戦略的かつ集中的に実施し、事業化共同
体（コンソーシアム）の組織化を加速させることが重要であることから、事業化共同
体の組成数を前年度より確実に増加させていくことを目標とする。

22年度の内訳
未利用バイオマスのエネルギー・製品利用関係 ４件
藻類等の新規資源作物の利用関係 ２件

（把握の方法）

（ア） バイオマスタウン構想を公表した市町村数
バイオマス・ニッポン総合戦略推進事務局（大臣官房環境バイオマス政策課バ

イオマス推進室）把握実績値による。

（イ） 国産バイオ燃料の生産量
事業実施主体からの実績報告等から聴取して実績値を把握。

（ウ） 農村における再生可能エネルギー利活用施設の事業化規模
農村における再生可能エネルギー利活用を促進する施策の実績報告等により

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
目標値 100 2,000 15,000 30,000 50,000
実績値 463 2,244 18,363 33,006



把握。

（エ） 素材・エネルギー・医薬品等の分野における事業化共同体（コンソーシアム）
の組成数

緑と水の環境技術革命関連事業における実績報告により把握。

（達成度合の判定方法）

（ア） バイオマスタウン構想を公表した市町村数
達成度合（％）＝（当該年度実績値－基準値）÷（当該年度目標値－基準値）

×100
Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

（イ） 国産バイオ燃料の生産量
達成度合（％）＝当該年度実績値÷当該年度目標値×100
Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

（ウ） 農村における再生可能エネルギー利活用施設の事業化規模
達成度合（％）＝（当該年度実績値）÷（当該年度目標値）×100
Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

（エ） 素材・エネルギー・医薬品等の分野における事業化共同体 （コンソーシアム）
の組成数

達成度合＝当該年度実績値
Aランク：2以上、Bランク：1、Cランク：０

２．用語解説

農業者による生産・加工・販売の一体化や、農業と第２次・第３次産業の融合等によ注１ 農業・農村の６次産
り、農村に由来する農産物、バイオマスや農村の風景、そこに住む人の経験・知恵に業化
至るあらゆる「資源」と、食品産業の産業を結びつけ、地域ビジネスの展開と新たな業
態の創出を促すもの。

「再生可能エネルギー源」とは、太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エ注２ 再生可能エネルギー
ネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの（エネルギー供給構
造高度化法第二条第３号より）。

例）小水力発電：ため池や用水路の高低差を利用し、発電を行うもの。
太陽光発電：太陽光を受け、発電を行うもの。
風 力 発 電：風力により翼を回転させ、発電を行うもの。

7９参考－


