
分野別評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 食品産業の競争力の強化

政策分野主管課 政策分野主管課：流通課、食品産業企画課
及び関係課 関 係 課：食料企画課、食品産業振興課

政策分野の全体 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
の目指すべき姿 力の強化を図る。

当面重点的に取り組むべき課 目 標 判断に用いる指標
題（目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

輸入食品との競合が激化す ①食品製造業者と農業との連携の促進 食品製造業者に対
る中で、国内食品産業の競争 指 標：国内農業者等と契約による するアンケート調
力を強化することにより、食 原料調達を行っている食品 査
料の安定供給や地域経済の活 製造業者（事業所）の割合
性化、国産農産物の供給先と 目標年次：平成２２年度
しての機能の向上を図る。 目 標 値：６０％

（基準：平成16年度 48.9%
→ 目標：平成22年度 60%）

②食品流通の効率化 飲食料品卸売業・
卸売市場の整備や、ユビキタス・コ 小売業の労働生産

ンピューティング、電子商取引の活用 性に関する統計等
など先進モデルの提示等を通じた食品
流通の効率化

労働生産性の向上等に関する指標値
が過去の実績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。

【用語解説】
「ユビキタス・コンピューティング」
いつでも、どこでもコンピュータが使

える情報技術のこと。
この技術を活用し、身の回りの様々な

物に電子タグを埋め込み、その情報を読
み取ることにより、必要な情報を入手す
ることが可能となる。



分野別評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画
第３の１の(５) 食品産業の競争力の強化に向けた取組

(関係箇所)

目標年度 －

目標値 －

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕
食品産業は、農水産業と消費者の間に位置し、食料の生産から消費までの段階において食

品の品質と安全性を保ちつつ、安定的かつ効率的に消費者に供給するとともに、消費者ニー
ズを生産者に伝達する重要な役割を担っている。また、地場産業として、雇用の場を提供す
るなど、地域経済において大きなウェイトを占めている。
輸入食品との競合が激化する中で、食品産業の「食」と「農」の架け橋としての機能が十

分発揮されるよう、農水産物生産から消費に至るコスト削減、健康や食の安全に対する消費
者ニーズに応えた新技術の開発・導入等により、競争力の強化を図ることが重要である。
一方で、時代の要請として、食品産業の事業活動に伴う環境への負荷の低減及び資源の有

効利用に対する配慮が求められている。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
食品産業は、生産サイドと消費サイドの間に立って食料の安定供給という国民生活にとっ

て欠くことのできない役割を果たしている。その役割が引き続き十全に果たされるよう、食
品産業の競争力の強化を通じ、食料の安定供給や供給コストの削減、地域経済の活性化、国
産農産物の供給先としての機能の向上、消費者利益の増進を図ることが課題となっている。
このため、政策分野の目標として、「食品製造業者と農業との連携の促進」及び「食品流通
の効率化」を設定する。

目標① 食品製造業者と農業との連携の促進
食品産業サイドは、消費者の求める商品を消費者が納得する価格で提供するための安定的

なパートナーとしての役割を農水産業に期待している。また、農水産業は、食品産業に対し
て大口需要者として国産農水産物の利用拡大を期待している。このため、食品産業と農業を
結び付けるコーディネーターの育成・確保や加工・外食用需要に応じた農水産業の取組の推
進等を通じて、食品産業と農業との連携を促進し、国産農産物を活用した健康や食の安全に
対する消費者ニーズに応える商品等を安定的に供給することにより、競争力の強化を図るこ
とが重要である。

目標② 食品流通の効率化
国民生活を営む上で最も基礎的な物資である食品を安定的かつ効率的に消費者に供給する

ため、卸売市場の整備、集出荷・流通システムの高度化等や食品小売業の物流に係る共同化
等の活性化対策を推進し、食品流通の効率化を図ることが重要である。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① 食品製造業者と農業との連携の促進
〔基準値及び算出方法〕
基準値：４８．９％（平成１６年度）
算出方法：食品製造業者に対するアンケート調査を実施し、次の方法により達成率を算出

する。
達成率＝当該年度実績値÷目標値（６０％）×１００

（参考資料）
「食品流通構造調査」
青果物・水産物・畜産物（各品目について３年に一度調査）の業種別における仕入量・流
通経路に関する調査



目標② 食品流通の効率化
〔達成状況の判定方法〕
労働生産性の向上等に関する指標値が過去の実績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。

（主な参考指標）
・ 飲食料品卸売業の労働生産性の向上

「飲食料品卸売業の労働生産性」、「卸売市場施設の資本ストック当たりの市場流通量」、
「卸売業者従業員１人当たりの取扱量の対前年比」、「卸・仲卸業者従業員１人当たりの取
扱金額の対前年比」、「飲食料品卸売業の商業販売額の対前年比」、「食品流通段階別価格形
成調査の活用」
以上については、「国民経済計算（内閣府）」、「商業統計、商業販売統計（経済産業省）」、

「毎月勤労統計（厚生労働省）」等により判断

・ 飲食料品小売業の労働生産性の向上
「飲食料品小売業の労働生産性」、「飲食料品小売業の商業販売額の対前年比」
以上については、「国民経済計算（内閣府）」、「商業統計、商業販売統計（経済産業省）」、

「毎月勤労統計（厚生労働省）」等により判断

・ 飲食料品のモーダルシフト化率
「貨物・旅客地域流動調査分析資料（国土交通省）」等により判断

【用語解説】
「飲食料品のモーダルシフト化率」・・・輸送距離５００ｋｍ以上の飲食料品輸送のうち、

鉄道又は海運により運ばれている輸送量の割合

・ ＥＤＩ（オンライン・データ交換システム）の普及率
取引ＥＤＩシステム普及定着に関する調査等により判断

・ 通い容器普及率
レンタル業者等への聞き取り調査等により判断

【用語解説】
「通い容器」・・・生産から小売まで、流通の各段階を通じて繰り返し利用可能なプラス

チック製の容器のこと。ダンボールと比べ、堅牢性、耐水性、予冷効
果等に優れているとともに、繰り返し利用可能なことから、環境にも
優しい。



分野別評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】

目標① 食品製造業者と農業との連携の促進

目標② 食品流通の効率化

【参考データ】
○ 飲食料品卸売業者１人・１時間当たり販売額の推移

（単位：円）

資料：「商業統計、商業販売統計（経済産業省）」、「毎月勤労統計（厚生労働省）」を基に算出
注：統計データは、暦年値を使用している。
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○ 飲食料品小売業者１人・１時間当たり販売額の推移
（単位：円）

資料：「商業統計、商業販売統計（経済産業省）」、「毎月勤労統計（厚生労働省）」を基に算出
注：統計データは、暦年値を使用している。
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（評価結果と分析・改善の考え方）

評価結果 政策目標を達成するための政策手段の有効性 改善・見直しの方向

目標① ・評価結果の分析を記述する。 左の分析を受けた施
食品製造業者と ・達成状況が良くない場合は、当該分野の 策の改善・見直しの
農業との連携の 政策手段に何がかけていたのか、どのよ 方向について記述す
促進 うな政策手段が有効に機能していなかっ る。
・本年度の目標値 たのか等について記述する。

６０％
・本年度の実績値
・達成状況
・達成ランク
（ＡＢＣ）

目標②
食品流通の効率
化

総合的な所見 ・各目標の重要度、優先度も踏まえて全体分野としての所見を記述する。
（各局政策評価 ・他の分野との関わりの中で所見もあれば記述する。
担当課長）

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

食料産業クラスター推進
事業費

国内農業者等と契約に
よる原料調達を行ってい
る食品製造業(事業所)
の割合：６０％以上

494

食品産業原料安定確保
対策調査費

食品製造業に係る原料
の安定確保・利用（本事
業調査等成果物の活用
度：100％）

8

地域食料産業等再生の
ための研究開発等支援
事業のうち
食品産業と生産者の連
携強化のための技術開
発

研究終了時に行う事後
評価において「当初の
計画を達成している」と
評価された課題の割合：
６割以上

375

食品流通改善資金のう
ち
食品生産製造提携事業

－ －

分野別評価（政策手段シート）

分野の目標等

食品産業の競争力の強化

実績及び実績に対する所見

食品製造業者が求める安全で安心な
原料食材の安定確保・利用を図るとと
もに、食品産業の経営基盤の強化等
に資するための各種調査・検討等を
実施

競争力のある高付加価値食品の供給
を図るため、地域における食料産業ク
ラスターの形成(食品産業・農業・関係
業種による連携構築(ネットワークづく
り))を推進し、地域食材を活用した新
商品開発や需要の創出、市場開拓の
支援等を実施

食品製造業と農林漁業との連携に対
する金融措置（農林漁業金融公庫）

政策手段の内容

(関連する目標）

① 食品製造業者と
農業との連携の
促進

ブランド力の強化、安心・安全の確保
のための技術開発、国民の健康増進
のための食品の機能性利用等、食品
産業が直面している課題を解決して
競争力を強化するため、食品産業の
研究開発の支援を実施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

強い農業づくり交付金の
うち
卸売市場施設整備対策

47,009百万
円の内数

卸売市場整備新基本方
針実施状況実態調査事
業

18

物流管理効率化新技術
確立事業
（ユビキタス食の安全・安
心システムの確立）

我が国の生鮮食品等流
通の大宗を占める卸売
市場について、電子タグ
活用の作業体系を実証
実験において確立・普
及し、これを導入した市
場における物流作業コ
ストを４分の１程度削減
可能とする。

100

② 食品流通の効率
化

①　卸売市場施設の資
本ストック当たりの市場
流通量
②　卸売業者従業員１
人当たりの取扱量の対
前年比
③　卸・仲売業者従業員
１人当たりの取扱金の対
前年比の向上

効率的な流通システムへの転換等に
関して取組の遅れている中央卸売市
場に対し、取組の進んでいる他市場
や市場外流通における実態を示すこ
とにより、同様の取組を促し、市場関
係業者の経営強化を推進

・　中央卸売市場の計画的な施設の
整備
・　地域の特性を活かした中央卸売市
場の再編に係る施設の整備
・　ＰＦＩ法の適用を受けて行う卸売市
場の施設の整備や市場機能の強化
等に資する施設の整備
・　地方卸売市場が地域拠点市場とし
て取り組む他の卸売市場との統合又
は連携に必要な施設の整備
に対し支援

生鮮食品物流業務の実態調査・分析
及び電子タグを活用した効率的作業
プロセスの作成



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

地方卸売市場連携物流
最適化推進事業

①　卸売市場施設の資
本ストック当たりの市場
流通量
②　卸売業者従業員１
人当たりの取扱量の対
前年比
③　卸・仲売業者従業員
１人当たりの取扱金の対
前年比の向上

68

食品専門小売等構造改
善推進事業

食品流通業者の労働生
産性の向上

76

通い容器循環システム
実証事業費

食品流通業者の労働生
産性の向上

25

食品流通高付加価値モ
デル推進事業

食品流通業者の労働生
産性の向上

30

地方の卸売市場の集荷力向上を図る
とともに、出荷者の出荷コストの軽減
や消費者に対する鮮度の高い地域農
産物の供給機能の向上等を図るた
め、産地、卸売市場、実需者等地域
の流通関係者による物流最適化のた
めの連携手法と共同集荷等の連携し
た取引システムに基づく最適な物流シ
ステムのための実証試験を実施

食品専門小売店等に対して、経営相
談、教育研修等の実施、構造改善計
画の検討会等の支援、人材育成マス
ターバンクの実施

食品小売業者が生産者、卸売業者等
と連携し、地域農水産物のブランド化
や商品開発等付加価値の向上を図る
モデル的取組を支援

繰り返し利用が可能な通いコンテナの
効率的な管理回収システムを構築す
るための実証等を実施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

生鮮食料品等小売業近
代化貸付制度

－ －

食品流通構造改善貸付
金

－ －

日本政策投資銀行融資
地域経済振興枠

－ －

卸売市場法 － －

食品流通構造改善促進
法

－ －

流通業務の総合化及び
効率化の促進に関する
法律

－ －

食品流通部門の構造改善を促進し、
食品に係る流通機構を合理化すると
ともに、流通機能を高度化

立地上最適な物流拠点施設の活用に
よる効率的で環境負荷の小さい物流
の実現

・　卸共同流通ターミナル、食品商業
基盤施設及び輸入促進高度化施設と
その関連施設の整備
・　食品の流通機能の高度化及び高
品位流通設備の整備
（日本政策投資銀行）

生産者と食品販売業者の連携に必要
な施設、卸売市場・食品販売業者の
近代化に必要な施設等の整備（農林
漁業金融公庫等）

卸売市場の整備を促進するとともに、
卸売市場の適正かつ健全な運営を確
保

食品小売業の近代化等に必要な施設
の整備（国民生活金融公庫）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

中心市街地における市
街地の整備改善及び商
業等の活性化の一体的
推進に関する法律

－ －

所得税・法人税 － －

登録免許税 － －

固定資産税・都市計画
税

－ －

特別土地保有税 － －

事業所税 － －

不動産取得税 － －

中心市街地の整備改善及び商業等
の活性化を一体的に推進

食品流通改善資金の貸付に係る施設
の整備に係る軽減措置

・　都道府県地方卸売市場整備計画
に基づき地方卸売市場の整備を行う
場合の事業用資産の買換・交換の譲
渡所得の課税の特例
・　食品流通構造改善促進法に基づく
食品商業集積施設整備事業のための
土地を譲渡した場合の譲渡所得の特
別控除

食品流通構造改善促進法の構造改
善事業を行う地方卸売市場の業務用
家屋及び償却資産の課税標準の特
例

卸売業者等が合併等を行った場合の
登記税率の軽減措置

卸売市場の土地及び附帯集団売場
等、食品販売業近代化事業等の事業
の用に供される土地に係る非課税の
特例

卸売市場関係業者に係る軽減措置、
民活法の特定施設に係る軽減措置



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

食料安定供給対策基本
調査等事業費

－ 31

地域伝統食品地理的呼
称制度調査費

地域伝統食品を適切に
保護・振興

17

食品産業技術対策推進
事業費

技術開発事業における
外部評価がＡ及びＢで
ある割合が100％

90

食品産業経営基盤整備
事業費

食品産業の健全な発展
(食品企業における行動
規範策定状況100％)

17

外食産業総合調査研究
事業費

－ 14

緊急事態等対応事業費

緊急時における外食事
業者の経営安定（緊急
時においてマニュアル
等の活用度：100％）

20

大豆備蓄対策費補助金 － 1,375

その他

・　消費者対応推進指導員の設置、地
域における消費者団体等とのセミ
ナーの開催等
・　調査研究体制の整備、ＣＳＲ経営
の優良事例についての調査分析、食
品企業活動に係る調査研究

食品産業分野全体にわたる生産・出
荷等の基礎的データの調査やPOS情
報等の活用による食品産業需給動向
の把握、海外の穀物等の需給動向の
把握・分析

食品産業の事業
基盤の強化

外食産業の経営環境、産業構造等基
礎的データの調査、分析及び公表

緊急時対応実態調査、緊急時対応マ
ニュアル策定、緊急時対応の円滑化
を図るため施設整備等に係るコスト及
び経費構造の解析を実施した上で事
業者へ普及

食品の地理的呼称について適切な保
護を行い、産地ブランドの形成を通じ
た食品製造業の振興を行うための各
種事例の把握や経済面での影響等を
分析

「食の安全・安心の確保技術の開発」
を目的とした技術研究組合の技術開
発に対する支援

一定数量の備蓄大豆の保管寄託及
び第三者機関による定期的な確認、
不測事態発生時の供給体制について
の周知の徹底



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

特定農産加工資金 － －

新規用途事業等資金 － －

食品安定供給施設整備
資金

－ －

日本政策投資銀行融資
  産業活力再生支援

－ －

日本政策投資銀行融資
  地域産業立地促進

－ －

日本政策投資銀行融資
  新産業創出・活性化

－ －

中小企業新事業活動促
進法に係る経営革新資
金、異分野連携新事業
分野開拓資金

－ －

特定農産加工業経営改
善臨時措置法

－ －

中小企業新事業活動促
進法

－ －

産業活力再生特別措置
法

－ －

特定農産加工業者等の経営の改善
の促進

事業再構築等に必要な施設整備、設
備廃棄等への金融措置（日本政策投
資銀行）

創業、新規事業分野開拓に関する事
業への金融措置（日本政策投資銀
行）

中小企業の行う経営革新、異分野連
携新事業分野開拓に関する事業への
金融措置（中小企業金融公庫等）

特定農産加工業者等の行う経営改善
に対する金融措置（農林漁業金融公
庫）

経営資源の有効活用による産業活力
の再生

中小企業の経営革新、異分野連携新
事業分野開拓等による事業活動の促
進

地域産業の体質強化に必要な施設の
整備への金融措置（日本政策投資銀
行）

特定農林畜水産物の新規用途の採
用等の事業に対する金融措置（農林
漁業金融公庫）

食料の安定供給の確保に資する事業
への金融措置（農林漁業金融公庫）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

所得税・法人税（共通） － －

登録免許税 － －

不動産取得税 － －

固定資産税・都市計画
税

－ －

特別土地保有税 － －
特定農産加工法に基づく経営改善計
画の事業の用に供する土地に係る非
課税の特例

・　食品産業の試験研究費が増加した
場合の特別控除
・　穀物サイロ、冷蔵倉庫等原材料の
安定供給に資する設備投資に係る割
増償却
・　特定農産加工法に基づき事業基
盤強化設備を取得した場合等の特別
償却又は税額控除
・　産業活力再生法に基づき事業革
新設備を取得した場合の特別償却
・　中小企業新事業活動促進法に基
づき事業基盤強化設備（機械・装置
等）を取得した場合等の特別償却又
は税額控除
・　産業活力再生法に基づく設備廃棄
等に伴う欠損金の繰戻しによる税の還
付

産業活力再生法に基づき行う会社設
立・分割の登記に係る税率の軽減措
置

・ 産業活力再生法に基づく事業再構
築等のための営業譲渡に係る軽減措
置
・ 食品流通構造改善促進法に基づく
食品製造業と農林水産業との連携に
よる共同利用施設の取得に係る軽減
措置

倉庫等原材料の安定供給に資する施
設投資に係る軽減措置



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

事業所税 － －

食品産業環境対策支援
事業費

食品関連事業者による
食品循環資源の再生利
用等の実施率を５１％に
向上

55

食品循環資源再生利用
等促進法定着推進調査
費

食品関連事業者による
食品循環資源の再生利
用等の実施率を５１％に
向上

6

家庭系廃食用油地区回
収支援事業費

家庭系廃食用油の回収
システムに対する理解の
増進（認知度１００％）

9

外食産業店舗残渣高度
利用推進事業費

外食産業（店舗）からの
食品廃棄物の再生利用
等の実施率を向上（再
生利用等率２０％）

8

日本政策投資銀行融資
  廃棄物・リサイクル
  事業支援

－ －

事業活動に伴う
環境への負荷の
低減

廃棄物・リサイクル施設整備への金融
措置（日本政策投資銀行）

食品関連事業者に対するセミナー開
催、リーフレット配布等を通じた食品リ
サイクル法の趣旨の徹底等

消費者・地方自治体に対する意識調
査及び地区別回収を行い、廃食用油
回収のためのデータや問題点を収集
し、回収のモデル手順を検討等

・　特定農産加工法に基づく経営改善
計画の事業に供する事業所に係る軽
減措置
・　中小企業新事業活動促進法に基
づく経営基盤強化に供する事業所に
係る軽減措置

外食事業者や学識経験者、処理業者
等からなる検討会を開催し、外食店舗
からの残渣の特性を踏まえた炭化機
器等の効果、経済的な利活用方策を
検討等

食品廃棄物等の再生利用、減量の手
法について、普及状況、品質・コスト
面等の技術の確立状況、リサイクル製
品の需要見込み等の実態把握のため
の調査等



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

容器包装に係る分別収
集及び再商品化の促進
等に関する法律

－ －

食品循環資源の再生利
用等の促進に関する法
律

－ －

所得税・法人税（共通） － －

固定資産税・都市計画
税

－ －

事業所税 － －

公害防止施設、廃棄物再生処理施設
の整備(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ再生）に係る課税
標準の特例措置

公害防止用施設の課税標準の特例
措置

・　公害防止設備に係る特別償却
・　特定フロン等を使用しない代替設
備への転換の推進に係る特別償却
・　再商品化設備等に係る特別償却
(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ再生)
・　公害関係における特定の事業用資
産の買換・交換の場合の譲渡所得の
課税の特例

食品廃棄物の排出抑制と食品循環資
源の再生利用の推進

容器包装廃棄物の減量及びリサイク
ルの推進



分野別評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 主要食糧の需給の安定の確保

政策分野主管課 政策分野主管課：総合食料局計画課、食糧貿易課
及び関係課 関 係 課：総合食料局食料企画課、消費流通課、生産局農産振興課

政策分野の全体 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
の目指すべき姿 経済の安定に資する。

当面重点的に取り組むべき課 目 標 判断に用いる指標
題（目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

１．消費者への米の安定的供 ①備蓄運営等消費者への米の安定的供給 「米穀の需給及び
給の確保を図るとともに、 不作時においては消費者への主食用等 価格の安定に関す
米政策改革を着実に進める 供給量（平成17／18年の需要量854万ト る基本指針」で策
ことにより、需要に応じた ン）の確保 定する平成17／18
売れる米づくりを推進す 平常時においては市場のニーズに応じ 年（17年７月から1
る。 た買入、売渡を通じた備蓄運営 8年６月）の主食用

等の需給見通し

②需要に応じた売れる米づくり 都道府県、生産者
農業者や産地が、需給・価格情報等の 団体、（社）米穀

市場のニーズを踏まえ、自らの販売戦略 安定供給確保支援
に即して行う需要に応じた売れる米づく 機構に対する聞き
りへの取組の進展や意識改革の状況 取り調査等
ａ 都道府県、地域段階における生産
目標数量の配分要素

・都道府県、地域段階における生産目
標数量の配分について、一律的配分
から販売戦略要素を用いた設定の割
合が前年より増加すること

ｂ 情報提供の体制
・ＪＡ等による地域レベルでの情報提
供の実施率が、前年より高くなると
ともに、その伝達頻度も増加するこ
と

ｃ 需要に応じた米づくりの取組状況
・地域水田農業ビジョン(”分野別評価
（目標値と実績値の推移）”シート
に用語解説）において、需要に応じ
た米づくりの取組が前年より増加す
ること

ｄ 流通の多様化
・生産者からの出荷先の内訳の割合が
前年に比べて多様化すること

ｅ 豊作の場合、過剰米の適切な区分出
荷

・無利子短期融資の仕組みを活用し
て、出来秋時に過剰米が適切に区分
出荷されること

２．国内産麦について需要に ③民間流通を通じた需要に応じた良品質 生産者団体等に対
応じた良品質麦生産を推進 麦生産の推進 する民間流通麦の
する。 指標：小麦の需要と生産のミスマッチ率 契約状況の聞き取

を基準値より低減する。 り調査
（基準：直近３ケ年（１４～１６年度）
の平均１３．６％）



分野別評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画

(関係箇所) 第３の１の(６) 食料の安定輸入の確保と不測時における食料安全保障
２の(５)のア 多様な経営発展の取組の推進

目標年度 －

目標値 －

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕
米は、国民食生活においては、国民の主食として日本型食生活の根幹を担い、国民の供給熱

量全体のうち約4分の１（平成15年）を占めている。また、生産面においては、基幹的な土地
利用型作物として水田営農体系を構成している。
麦は、米に次ぐ国民の主要食糧として、日常生活において、パン・めん・菓子・味噌・押麦

など多様な用途で使用され、国民が摂取するカロリーの約１２％を供給するなど食生活におい
て大きな役割を果たしている。また、生産面においては、水田作地帯における転作作物、北関
東・北九州等の水田営農における裏作作物、北海道の大規模畑作経営における輪作作物となっ
ており、わが国の土地利用型農業の基幹作物として位置付けられている。
以上のように米麦は、主要食糧として、国民生活及び農業生産上重要な位置付けを有してい

ることから、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成6年法律第113号。以下「食糧
法」という。）に基づく措置及び関連施策を適切に実施することを通じて、米麦の需給の安定
の確保に努めている。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
米については、平成14年12月に米政策改革大綱を決定し、米を取り巻く環境の変化に対応し

て、消費者重視・市場重視の考え方に立った需要に応じた米づくりの推進を通じた水田農業経
営の安定と発展を図るとともに、米の需給の安定を図っているところである。今次改革は生産
のみならず流通等にわたるものであることから、政策分野の目標として、生産・流通及び備蓄
の各項目について目標を設定する。

目標① 備蓄運営等消費者への米の安定的供給

米は国民の主食としての位置付けを有していることから、政府は、食糧法に基づき、米の生
産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米を在庫として保有すること
とされ、備蓄の円滑な運営を図るため、買入れ・売渡しを行うこととされている。
このため、不作等により供給が不足するような事態において消費者への安定的供給の確保が

図られるよう、政府は食糧法に基づく「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」で策定
する主食用等の需給見通しを踏まえた備蓄運営の基本方針に即して、市場のニーズに応じた銘
柄の買入れ・売渡しを通じ、回転備蓄を基本とした適切な備蓄運営に努めることが重要である。

目標② 需要に応じた売れる米づくり

米については、価格・食味・栽培方法などに対する消費者ニーズが多様化し、これにきめ細
やかに対応した安定的供給の必要性が高まっている。このような米を取り巻く環境の変化に対
応し、水田農業経営の安定と発展を図っていくためには、多様なニーズを起点とし、需要ごと
に求められる価格条件等を満たしながら、安定的供給が行われる消費者重視・市場重視の考え
方に立った、需要に応じた米づくりに取り組んでいく必要がある。
このような考え方を基に16年度からは、需給調整対策、生産構造対策、流通改革等が本格的

にスタートし、地域水田農業ビジョンの実現や需要に応じた米づくりの体制整備に向け、地域
関係者が一体となって取り組んでいるところである。「米づくりの本来あるべき姿」の実現に
向けた中間目標として、早ければ19年度から農業者・農業者団体が地域の販売戦略に基づき、
主体的経営判断により需要に応じた生産に取り組む姿である「農業者・農業者団体が主役とな
る需給調整システム」を国と連携して構築することとしており、この目標に向けて、今後、更
なる意識改革、取組の徹底を図る必要がある。
具体的には、担い手への重点化、有機・特別栽培米の取組、一等米比率等、戦略的な要素の

入った生産目標数量の配分手法や、農業者に対する販売状況や価格動向等の情報提供体制の確



立等を目指す必要がある。

目標③ 民間流通を通じた需要に応じた良品質麦生産の推進

国内産麦については、現在全量の民間流通への移行が見込まれており、生産量も増加した一
方、依然として実需者が求める品質や生産性に十分に応えられる状況とはなっておらず、食料
・農業・農村基本計画の中でも、品質・生産性の向上を図ることが課題とされている。このた
め、国内産麦については以下の考えで目標を設定する。
国内産麦については、民間流通制度の下、流通面から良品質麦生産が推進されるよう、生産

者と実需者の連携・協力を通じ、需要に応じた良品質麦の生産・流通を計画的に推進すること
が重要である。
このため、民間流通の指標として、小麦について現状値よりミスマッチ率を低減することを

目標値として設定する。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① 備蓄運営等消費者への米の安定的供給
達成状況の判定方法
○不作時においては消費者への主食用等供給量（平成17／18年の需要量854万トン）を確
保すること

○平常時においては、市場のニーズに応じた買入、売渡を通じた備蓄運営

目標② 需要に応じた売れる米づくり
達成状況の判定方法
ａ都道府県、地域段階における生産目標数量の配分要素
都道府県、地域段階における生産目標数量の配分について、一律的配分から販売戦略要
素を用いた設定の割合が前年より増加すること

ｂ情報提供の体制
ＪＡ等による地域レベルでの情報提供の実施率が、前年より高くなるとともに、その伝
達頻度も増加すること

ｃ需要に応じた米づくりの取組状況
地域水田農業ビジョンにおいて、需要に応じた米づくりの取組が前年より増加すること

ｄ流通の多様化が進むこと
生産者からの出荷先の内訳の割合が前年に比べてより多様化すること

ｅ豊作の場合、過剰米が出来秋に適切に区分出荷されること
無利子短期融資の仕組みを活用して、出来秋時における過剰米の区分出荷を促し、国内
主食用米等の需給に影響を与えることなく適切に処理すること

※ 評価にあたっては上記のａ～ｄの視点を基本とし、豊作時においてはｅの取組状況を
加味して、総合的に評価を実施する。

目標③ 民間流通を通じた需要に応じた良品質麦生産の推進

ア 基準値及び算出方法
基準値：１３．６％（直近３ケ年（１４～１６年度）の平均）
算出方法：
ミスマッチ数量＝販売予定数量が購入予定数量を超過している数量（産地別銘柄別）

＋購入予定数量が販売予定数量を超過している数量（産地別銘柄別）

ミスマッチ率＝ミスマッチ数量 ÷ 販売予定数量

イ 達成状況の判定方法
実績値が基準値を下回ればＡ、実績値が基準値を上回ればＣとする。



分野別評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】

目標① 備蓄運営等消費者への米の安定的供給

○「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」で策定する主食用等の需給見通し
・平成17／18年（17年７月から18年６月）の主食用等の需給見通し（17年７月策定）

資料：農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」

目標② 需要に応じた売れる米づくり

○都道府県、地域段階における生産目標数量の配分要素
・ 需要に応じた米づくりに向けた全国での取組状況（17年２月現在）
（都道府県から市町村への生産目標数量の設定要素）

資料：農林水産省調べ

・ 需要に応じた米づくりに向けた地域段階での取組状況（17年２月現在）
（農業者別の生産目標数量の設定要素）

設定要素 １６年産米 １７年産米
（予定を含む）

工夫をこらした要素 ３％ １１％
（需要に応じた米づくり等） （９６市町村） （３１０市町村）

一律的配分 ８５％ ７９％
（２,４２４市町村）（２,２６４市町村）

資料：農林水産省調べ

（ 単 位 ： 万 ト ン ）

　

う ち 政 府 米

平 成 1 7 年 ６ 月 末 在 庫 量 　 　 　  　 Ａ 2 5 6 8 4

平 成 1 7 年 産 米 生 産 量 　 　        Ｂ 8 5 1 4 0

供 給 量 計 Ｃ ＝ Ａ ＋ Ｂ 1 , 1 0 7 1 2 4

需 要 量          Ｄ 8 5 4 4 0

平 成 1 8 年 ６ 月 末 在 庫 量  Ｅ ＝ Ｃ － Ｄ 2 5 3 8 4

全 体 需 給

６

需
要
に
応
じ
た
米
づ
く
り

一 等 米 比 率

需 要 先 と の
結 び つ き

有 機 等 特 別
栽 培

１ ６ 年 産 米

１３

２

１

（ 都 道 府 県 数 ）

１７

一 律 的 配 分 （１００％）
１７ ６

１ ７ 年 産 米

２２

５

１０

担 い 手 育 成
（ 大 規 模 農 家 配 慮 等 ）



○情報提供の体制
・ 各ＪＡから農業者への情報伝達の割合(17年２月現在)

資料：農林水産省調べ

・ 出荷先からの販売状況及び価格動向等の情報提供について(17年１月現在)

資料：農林水産省調べ

○需要に応じた売れる米づくりの取組状況
・ 地域水田農業推進協議会の需要に応じた米づくりへの取組状況

Ａ 16年度と同様の取組 1,325
Ｂ 17年度で取組の拡充（発展的な取組） 576
Ｃ 17年度に新に取組むこととした 105
Ｄ 16年度の取組内容を削減（限定的な取組） 67
Ｅ 17年度取組まない意向 168
Ｆ 不明 239
全国 2,480

＊ 数字は地域協議会数

資料：農林水産省調べ
注：取組状況については17年２月現在の予定である。
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・地域水田農業ビジョンに位置づけた需要に応じた米づくりへの具体的な取組内容
（17年２月現在）

資料：農林水産省調べ
注：数字は地域協議会の数（複数回答）である。

【用語解説】
「地域水田農業ビジョン」・・ 米政策改革大綱で示された改革の方向を実現するため、

各地域において、今後の作物戦略・販売、水田の利活用、
担い手の育成等の将来方向をとりまとめた計画。

○流通の多様化が進むこと
・生産者からの出荷先の内訳の比較について流通制度改革前（Ｈ１５）と流通制度
改革後（Ｈ１６）を比較

資料：農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」（Ｈ17.7）を改変
注：Ｈ16のグラフは５月末現在

取 　組 　内 　容 １ ６年 度 １７年 度 増 減

Ａ Ｂ Ｂ－ Ａ

有 機 ・特 別 栽 培 米 1 ,1 5 1 1 ,2 3 7 8 6

低 タ ン パ ク米 147 1 7 5 2 8

新 品 種 の 導 入 99 1 1 5 1 6

生 産 履 歴 作 成 1 ,5 1 9 1 ,5 6 1 4 2

低 コ ス ト化 （直 播 栽 培 含 む ） 57 4 5 8 0 6

担 い 手 育 成 727 7 6 7 4 0

需 要 先 との 結 び つ き 45 5 4 9 1 3 6

消 費 者 へ の 直 接 販 売 829 8 6 0 3 1

地 産 地 消 ・学 校 給 食 616 7 0 9 9 3

そ の 他 95 1 1 6 2 1

Ｈ１５

59%22%

11%

8% 0%

Ｈ１６

61%18%

9%

7%
5%

単位農協等

単位農協等以外

農家消費

無償譲渡

政府米



目標③ 民間流通を通じた需要に応じた良品質麦生産の推進

○小麦の需要と生産のミスマッチ率（目標値と実績値）の推移

資料：民間流通連絡協議会資料のデータを加工
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（評価結果と分析・改善の考え方）

評価結果 政策目標を達成するための政策手段の有効性 改善・見直しの方向

目標① ・評価結果の分析を記述する。 左の分析を受けた施
・備蓄運営等消 ・達成状況が良くない場合は、当該分野の 策の改善・見直しの
費者への米の安 政策手段に何がかけていたのか、どのよ 方向について記述す
定的供給 うな政策手段が有効に機能していなかっ る。

たのか等について記述する。

目標②
・需要に応じた
売れる米づくり

目標③
・民間流通を通
じた需要に応じ
た良品質麦生産
の推進
・指標：小麦の
需要と生産のミ
スマッチ率を基
準値より低減す
る。
基準値：１３．
６％（直近３ケ
年（１４～１６
年度）の平均）

総合的な所見 ・各目標の重要度、優先度も踏まえて全体分野としての所見を記述する。
（各局政策評価 ・他の分野との関わりの中で所見もあれば記述する。
担当課長）

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政府米の保管・運送・管
理 － 45,589

米流通安心確保対策事
業費補助金

－ 757

政府米の買入・販売

－ －

② 需要に応じた売
れる米づくり

米穀価格形成安定化補
助金

－ 162

米需給調整総合対策事
業推進補助金（うち）数
量調整円滑化推進事業

－ 2,599

分野別評価（政策手段シート）

カドミウム含有米の生産抑制、流通防
止を図るため、民間団体がカドミウム
含有米の買上げ及び非食用処理事
業を実施するために助成。

米穀の取引の指標とすべき価格の形
成に必要な売買取引を行うための施
設や業務を的確かつ安定的に運営す
るために必要な経費について補助金
を交付。

米飯学校給食の推進及び政府備蓄
の適切な運営を図るため、学校給食
用等に政府備蓄米の無償交付を実
施。

分野の目標等

① 備蓄運営等消費
者への米の安定
的供給

学校給食用備蓄米導入
事業４千トン無償交付数
量枠

主要食糧の需給の安定の確保

－

実績及び実績に対する所見

政府所有米穀の適切な保管・運送・管
理。

－

政策手段の内容

(関連する目標）

米穀の備蓄の円滑な運営を図るた
め、政府買入・販売を行うとともに、輸
入を実施。

生産調整方針の作成及びその適切な
運用に関する助言・指導、市町村を通
じた生産目標数量の通知や生産調整
実施者の確認等の取組に対して補助
金を交付。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

集荷円滑化対策 平成１７年産における集
荷円滑化対策の区分保
管を行った過剰米の適
切な処理割合　１００％ 7,500

米穀安定供給円滑化補
助金

－ 110

　　②
需要に応じた売
れる米づくり応じ
た売れる米づくり

水田農業構造改革対策 地域水田農業ビジョンを
作成した地域水田農業
推進協議会のうち、自己
点検の結果、目標の達
成度合いが「達成」として
いる協議会数が全協議
会となること。

168,432

稲作所得基盤確保対策 当年産の稲作所得基盤
確保対策の加入者のう
ち、生産調整実施者等
の要件を満たした者の
割合100%

53,750

農産物検査民営化移行
円滑化事業

－ 315

地域自らの発想の下に作成する地域
水田農業ビジョンの実現を支援すると
ともに、生産調整メリット措置として助
成金を交付。

食糧法の規定に基づく、①集荷円滑
化、②債務保証のほか、生産から消費
にわたる様々な情報提供等、米穀の
需給及び価格の安定に資する幅広い
取組を実施するために必要な経費を
助成。

登録検査機関が実施した農産物検査
の産地品種銘柄証明について、ＤＮＡ
分析による品種判別調査の実施及び
登録検査機関への指導・監督。

需要に応じた米づくりを促進するととも
に、出来秋の段階で市場から隔離す
ることにより米価の下落を防止するた
め、豊作による過剰米に対して、その
販売可能価格に見合った短期融資を
実施 。

生産者の拠出と国の交付金により資
金を造成し、当該資金から米穀の価
格の下落に応じた補てん金を交付。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

　　②
需要に応じた売
れる米づくり

米加工品新規需要開発
推進委託費

－ 90

米穀の需給及び価格の
安定に関する基本指針 － －

③

民間流通を通じ
た需要に応じた
良品質麦生産の
推進

麦作経営安定資金助成
金

－ 100,979

その他

需要動向に応じ
た安定供給の確
保

米穀安定供給確保支援
対策事業

年間販売計画のうち、生
産年の翌年４月～10月
の販売割合が取扱数量
の40％

3,962

政府麦の保管・管理
－ 8,514

麦類等の買入・販売

－ －

政府が輸入する
米麦の安全性の
確保

輸入米麦の安全性確保 食品、添加物等の規格
基準を上回る外国産米
麦の輸入量ゼロ

4,944

外国産麦の安定
供給とその効率
化

食糧法の規定に基づき、年３回（７月、
11月、３月）米穀の需給及び価格の安
定に関する基本指針を策定・公表。

民間流通麦の生産者の経営安定等を
図るため、民間流通麦の数量に応じ
資金を交付。

政府所有麦の適切な保管、管理。

国内の需給動向、国際需給事情を考
慮し、計画的に外国産麦を輸入。ま
た、需要に応じた販売を実施。

米加工品の新製品の研究開発や普
及・啓発について支援。

生産年の翌年４月～10月に販売され
た米穀のうち、安定的な長期契約によ
り県間流通された米穀及び米穀価格
形成センターに上場販売された米穀
について、金利・保管料の一部を助
成。

政府が輸入する外国産米麦につい
て、残留農薬等の検査を実施。



分野別評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 食の安全及び消費者の信頼の確保

政策分野主管課 政策分野主管課：政策分野主管課：消費・安全局消費・安全政策課
及び関係課 関 係 課：消費・安全局表示・規格課、農産安全管理課、畜水産安

全管理課、植物防疫課、動物衛生課、総合食料局食品産業
企画課、消費流通課 生産局畜産振興課 、牛乳乳製品課、
水産庁加工流通課、漁場資源課

政策分野の全体 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
の目指すべき姿 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。

当面重点的に取り組むべ 目 標 判断に用いる指標
き課題（目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

１．農業生産現場等にお ①食品の安全性の確保 厚生労働省や農林水産省に
けるリスク管理措置に 指標（目標）： おいて実施する各種汚染実
より、国産農産物等を 国産農産物等を汚染するおそれ 態調査結果データに基づい
汚染するおそれのある のある特定の危害要因について、 た摂取量（推定値）
危害要因の摂取を、国 科学的評価に基づき設定された摂
民の健康に影響のない 取許容量を超えないレベルに抑制
程度に抑制する。 する。

２．家畜伝染病等の発生 ②家畜伝染病等の対策 国内における家畜伝染病及
の予防と侵入の防止を 指標（目標）： び養殖水産動物の特定疾病
図り、発生した場合に 国内における家畜伝染病・養殖 の発生数
は、まん延防止措置を 水産動物の特定疾病の発生予防・ 家畜伝染病及び特定疾病が
適切に講じる。 まん延防止及び海外伝染病の侵入 発生した際の法令等に基づ

防止。 くまん延防止措置の状況
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：平成１６年度

３．安全な農作物の安定 ③植物防疫対策 植物検疫（水際対策）の実
供給に支障を来たすお 指標（目標）： 施状況
それのある病害虫の侵 我が国未発生又は一部に存在す
入防止を確実に図ると る病害虫の侵入防止。 国内における新たな病害虫
ともに、発生した場合 発生があった場合に法令等に基 の発生件数
には、駆除・まん延防 づくまん延防止措置が適切にでき
止措置を適切に講じ ていない事例の件数を０件とする。 当該病害虫が発生した際の
る。 目標年次：各年 法令等に基づくまん延防止

基準：平成１６年度 措置の状況

４．遺伝子組換え農作物 ④遺伝子組換え農作物の環境リスク カルタヘナ法に基づく緊急
の使用が我が国の生物 管理 措置の発動件数：０件
多様性（野生動植物の 指標：（目標）
生態系等）に影響を及 遺伝子組換え農作物等の使用に
ぼさないよう未然に防 よって生物多様性に影響が生じる
止する。 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しない状態を
維持する。



目標年次：各年
基準：平成１６年度

（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。）

５．消費者の信頼の確保 ⑤消費者の信頼の確保 一般調査（地方農政局等が
のために食品表示の適 指標：食品表示の遵守状況の確 実施する食品表示の実施状
正化を推進する。 実な改善 況の確認及び不適正な表示

：１０年後に適正表示率を８５％に に対する指導のうち、臨時
するために５年（平成２０年度）で に特定の品目を対象に行う
不適正表示率（現状値平成１５年度 調査を除いた恒常的かつ継
：２５．３％）を２割削減する。 続的に実施する調査）にお
目標年次：平成２０年度 ける数値
（基準：平成15年度25.3% →
目標：平成20年度20.0%）



分野別評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画
第３の１の（１）食の安全及び消費者の信頼の確保

(関係箇所)

目標年度 －

目標値 －

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕
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

の安全及び消費者の信頼を確保するために
１ 農場から食卓までのリスク管理の徹底を通じた食品の安全性の確保
２ 家畜や農作物の病気や害虫のまん延防止による食料の安定供給
３ 食品表示の適正化による消費者への的確な情報の伝達・提供
などの施策を講じていく必要がある。
このため、食品の安全性の確保、家畜伝染病・養殖水産動物の特定疾病対策、植物防疫対

策、遺伝子組換え農作物の環境リスク管理、食品等の表示の適正化等の施策を「食の安全及
び消費者の信頼の確保」という政策分野として設け、政策を推進する。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
１．食品の安全性の確保

農業生産現場等において農産物等を汚染し、国民の健康に影響を及ぼすおそれのある危害
要因については、サーベイランスによって実態を把握した上で、その結果に基づき、必要に
応じて適切なリスク管理措置を講じることにより、国民の健康への影響を未然に防止するこ
とが重要である。
過去に実施したサーベイランスの結果等により、国産農産物等の汚染の実態が明らかにさ

れた危害要因としては、米に含まれるカドミウム（重金属）、小麦に含まれるデオキシニバ
レノール（かび毒）、残留農薬及び醤油中のクロロプロパノール（調味液の化学的な製造過
程で生成される不純物）等があるが、食品の安全の確保に係る施策の効果を把握・評価する
ため、各種実態調査の結果から推計したこれら代表的な危害要因の摂取量を指標として用い
ることとする。
またその際、国民の健康への影響を未然に防止するためには、摂取量を、科学的評価に基

づき設定された摂取許容量（ＰＴＤ(Ｗ)ＩやＡＤＩ等（（注）参照））を超えないレベルに
抑制する必要があることから、それぞれの危害要因毎に設定されている摂取許容量と推定さ
れる摂取量との比較によって、施策の効果を評価することとし、当面は、推定摂取量が摂取
許容量を超えていないことを目標とする。
ただし、これら危害要因の農産物等中の含有量は、気象条件等によって大きく左右される

ため、単年度毎のデータの比較によって施策の効果を把握・評価することは困難である。
（注）・ＰＴＷＩ（provisional tolerable weekly intake：暫定１週間耐容摂取量、毎週

食べ続けても健康に影響が出ない量：体重１ｋｇ当たりで示される。）
・ＰＴＤＩ（provisional tolerable daily intake：暫定１日耐容摂取量、毎日一生

食べ続けても健康に影響が出ない量：体重１ｋｇ当たりで示される。）
・ＡＤＩ （acceptable daily intake：１日許容摂取量、毎日一生食べ続けても健康

に影響が出ない量：体重１ｋｇ当たりで示される。意図的に使用される物
資に設定される。）

２．家畜伝染病等の対策
家畜及び養殖水産動物の衛生対策の推進により畜水産物の生産段階における安全性を確保

し消費者に対する信頼を確保するとともに、生産性の向上及び生産コストの低減を図り、安
定的な畜水産物の供給を図ることが必要である。このため、家畜伝染病及び養殖水産動物の
特定疾病の発生の予防、万一の発生があった際のまん延防止措置を適切に実施することが重
要となる。このため、国内での未発生の家畜伝染病及び養殖水産動物の特定疾病について、
その侵入防止に万全を期するとともに、国内に既に存在する家畜伝染病及び養殖水産動物の
特定疾病については、発生の予防を図ることが重要であり、侵入防止及び発生予防が図られ
ていることを重点において目標を設定する。
また、万が一発生があった場合には国内で未発生の家畜伝染病及び養殖水産動物の特定疾



病については、我が国での常在化を防止することが重要であり、法令等に基づき適切なまん
延防止措置が図られているかを重点において目標を設定する。また、既に、我が国で発生が
確認されている伝染性疾病については、発生の際に法令等に基づきまん延の防止等の適切な
措置が講じられるとともに、清浄化の推進が図られていることを重点において目標を設定す
る。

３．植物防疫対策
病害虫の発生・まん延を防止するためには、海外からの病害虫侵入対策として、水際にお

ける植物検疫及び侵入警戒調査の適切な実施、国内の病害虫まん延防止対策として、適期適
切な防除の指導といった課題がある。これらの課題が解消されない場合は、病害虫に対応す
るための防除コストの増大、収量・品質の低下といった農業生産性の低下が引き起こされ、
安全な農作物の安定供給に支障を来たすおそれがある。
このため、国としては、植物防疫所を設置して検疫体制を整備し、各都道府県に病害虫防

除所を設置して防疫体制を整備するとともに、防除技術等の開発に係る施策を講じることで、
効率的な植物防疫を実施し、病害虫の発生・まん延を防止する必要がある。
したがって、施策の効果としては、植物防疫が適切に実施されたことを評価する観点から、

法令等に基づき適切なまん延防止措置が図られているかを重点において目標を設定する。ま
た、万一病害虫の侵入があった場合に、法令等に基づいて執ることとされているまん延防止
措置が適切に図られることを目標として設定する。

４．遺伝子組換え農作物の環境リスク管理
カルタヘナ法では、遺伝子組換え農作物等による我が国の生物多様性（野生動植物の生態

系等）への影響を防止するために、生物多様性影響を科学的に評価し、その結果問題がない
と認められたもののみ国内での使用を承認するとともに、使用者に対する立入検査等によっ
て不適切な使用の抑制等を図ることとされているところである。また、同法では、国内にお
ける遺伝子組換え農作物等の不適切な使用等により、わが国の生物多様性への影響のおそれ
があると認められる場合には、使用中止等の緊急措置を講じることとされているところであ
る。
現時点では、使用の承認に先立つ厳格な生物多様性影響評価や、的確な立入検査等の未然

防止に重点を置いたリスク管理の実施によって、遺伝子組換え農作物等の適切な使用が確保
され、緊急措置を発動するような生物多様性に悪影響が及ぶ事態には至っていない。
今後とも、未然防止に重点を置いたリスク管理の適切な実施により、緊急措置を発動する

必要がない状態を維持していくことが望ましいことから、こうした望ましい状態の維持、す
なわち緊急措置の発動件数０件の維持を目標とする。

５．消費者の信頼の確保
食品等の表示・規格制度の改善・強化を図り、食品表示に対する消費者の信頼を回復す

るためには、表示の遵守状況の向上、消費者に分かりやすく信頼される表示制度の実現、
不正表示への摘発への取組が必要である。
そのため、本政策分野の目標として、１０年後に適正表示率が１０％向上することを目

指し、まず、平成２０年度までに恒常的な調査（一般調査）における不適正表示率を２０
％削減することを目標とする。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標①食品の安全性の確保
現在、厚生労働省や農林水産省等が実施している実態調査等のデータを用いて、各危害要

因の摂取量を推計し、摂取許容量との比較によって施策の効果を把握・評価する。ただし、
気象条件等による年次変動を考慮し、統計的に処理したデータを用いる。

目標②家畜伝染病等の対策
家畜伝染病及び養殖水産動物の特定疾病の発生数のデータを用いて、既に我が国で発生が

確認されている家畜伝染病及び養殖水産動物の特定疾病の発生の予防、我が国で未発生の家
畜伝染病及び養殖水産動物の特定疾病の侵入防止対策の施策の効果を把握・評価する。また、
発生があった家畜伝染病及び養殖水産動物の特定疾病に対する措置状況については、殺処分、



焼埋却等のまん延防止の実施状況により評価する。

目標③植物防疫対策
我が国に新規に発生した病害虫のデータを用いて、侵入防止対策の効果を把握・評価する。
また、発生した病害虫に対する措置状況については、駆除・まん延防止等の実施状況によ

り評価する。

目標④遺伝子組換え農作物の環境リスク管理
緊急措置という施策の発動件数を目標値としていることから、特別な調査等は行わず、施

策の実施状況で判定する。

目標⑤消費者の信頼の確保
国が実施する一般調査（地方農政局等が実施する食品表示の実施状況の確認及び不適正な

表示に対する指導のうち、臨時に特定の品目を対象に行う調査を除いた恒常的かつ継続的に
実施する調査）における数値をもとに達成状況を判定する。



分野別評価（目標値と実績値の推移）

判断に用いる指標・データの推移
目標① 食品の安全性の確保

摂取推定量が摂取許容量を超えていないこと。

（１）米のカドミウム



（２）かび毒（デオキシニバレノール）
デオキシニバレノール（DON）に係る国産小麦実態調査及び輸入小麦検査の結果並びに摂取
量等の推移

年 度 １４ １５ １６
試料点数 国 産 199 213 226

輸 入 157 284 282
国 産 6 0 0

暫定基準値超過点数 (3) (0) (0)
（※１） 輸 入 0 0 0

（0) （0） （0）
平均濃度（μg/g） 国 産 0.19 0.099 0.076
（※２） 輸 入 0.094 0.11 0.14
１人１日当たりの小麦経由のDON 国 産 3.2 1.5 1.2
摂取量（μｇ） 輸 入 9.4 11.1 14.1
（※２、※３） 合 計 12.6 12.6 15.3

※１：暫定基準値（1.1μｇ/ｇ）を超過したものの点数。
※２：定量限界以下のものを、定量限界の数量として算出。
※３：計算式＝DON平均濃度×１人１日当たりの平均小麦消費量×生産量（＊輸入の場合

は「輸入量」）÷（生産量＋輸入量）。
（データの出典：生産量及び輸入量は：農林水産省総合食料局「食料需給表」、平均
小麦消費量は国民栄養調査の結果）
暫定１日耐容摂取量（JECFA）＝１μｇ/kg体重/日。従って、大人１人１日当たりに換
算すると53．3μｇ/人/日に相当。

（３）３－クロロプロパンジオール（3-MCPD）
しょうゆの製造法別の3-MCPD実態調査と摂取量の推定

平成16年度クロロプロパノール類（※１）に係るしょうゆ実態調査結果
本醸造 アミノ酸液使用

しょうゆ
試 料 点 数 104 120

平均濃度（mg/kg） 0.004 0.21
（※２）
平成16年度のしょうゆ 805,644 175,256

生産量（推定）（kl）
１人１日当たりのしょう 0.7
ゆ経由の3-MCPD摂取量
（μｇ）（※３）
※１：3-MCPDはクロロプロパノール類の一種。
※２：定量限界以下の数量を定量限界の数量として算出。
※３：計算式＝本醸造しょうゆ平均濃度（0.004mg/kg）×同平均摂取量
（15.4ｇ/日）＋アミノ酸液使用しょうゆ平均濃度（0.21mg/kg）×同平均摂取
量（3.34ｇ/日）

※４：暫定１日耐容摂取量＝2μｇ/kg体重/日。従って、大人１人１日当たりに換
算すると106.6μｇ/人/日。
ただし、アミノ酸液使用しょうゆの3-MCPD最大値の製品を摂り続けている

場合は、3-MCPDの摂取量は146μｇ/人/日となり暫定１日耐容摂取量を超える
ことになる（計算式＝平均しょうゆ摂取量×最大濃度）ので、リスク管理措
置を検討中である。

※ これら（①～③）危害要因の農産物等中の含有量は、気象条件等によって大きく左右さ
れるため、単年度毎のデータの比較によって施策の効果を把握・評価することは困難であ
る。



目標② 家畜伝染病等の対策
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０件
（各年）

・現状値 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０件（16年度）

・海外伝染病の発生件数（近年発生のあったもの）

１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

発生件数 ０ ０ ４ ０ ０ ４ ０
※口蹄疫 ※高病原性

鳥インフル

エンザ

※ 平成１２年における口蹄疫の発生の際には、周辺農場の移動制限、疑似患畜の殺
処分等の実施によりまん延防止措置を講じ、４例の発生で終息。発生後６か月でＯ
ＩＥの清浄国認定がされた。
平成１６年における高病原性鳥インフルエンザの発生の際には、山口県及び大分

県の事例においては、周辺農場への拡がりはなかったが、京都府の事例においては、
養鶏業者からの通報がなかったことから、影響が拡大。周辺１農場での続発があっ
たものの、発生後１か月余りで移動制限は解除。

・国内で発生が確認されている主な家畜伝染病の発生件数（牛、豚、馬、羊、鶏）

１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

日本脳炎（豚） ２ １ ４ １ ４ ２ ２

日本脳炎（馬） ０ ０ ０ ０ ０ １ ０

炭疽 ０ ０ １ ０ ０ ０ ０

ブルセラ病 ０ ０ ０ １ １ ０ ０

結核病 １７ ４ ３ ０ ２ １ １

ヨーネ病（牛） ３７３ ４７５ ３８９ ４００ ４２０ ４２７ ６２１

ヨーネ病（羊） ０ ０ ０ １ ０ １ １

ＢＳＥ ０ ０ ０ ３ ４ ４ ５

スクレイピー ０ １ ０ １ ０ １ ０

ﾆｭｰｶｯｽﾙ病 １ １１ ５ ７ ５ ０ ２

家きんｻﾙﾓﾈﾗ感染症 ０ ０ ０ ５ ２ ０ ０

※ 国内で発生が既に確認されている家畜の伝染性疾病については、発生の際に殺処分等
の防疫措置を講じることにより、まん延の防止を図っているところ。感染から発症まで
の潜伏期間の長いヨーネ病については、全国的な定期検査により発症前の摘発・摘発時
の殺処分等まん延防止措置を行っているところであるが、発生件数は増加しており、早
期摘発によるまん延の防止に向けた取組の強化をすすめているところ。

※家畜伝染病等の概要は、参考データの（注）を参照



・特定疾病発生件数

１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

コイヘルペス － － － － － ７０ ３２
ウイルス病

※ １コイヘルペスウイルス病以外の発生件数は０件
２コイヘルペスウイルス病の発生件数は経営体数

（注）平成１５年１１月に我が国で初めてコイヘルペスウイルス病が確認されて以降、国内
各地でコイヘルペスウイルス病が確認されたが、コイの処分、施設の消毒等再発及びま
ん延防止のための確実な措置を講じることにより、感染コイの早期発見とまん延防止措
置の確実な実施を図ってきた結果、発生件数は平成１６年度には３２件に減少している。

目標③ 植物防疫対策
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。（各年）
・基準値：０件（１６年度実績）

（１）植物検疫（水際対策）の実施状況

（２）国内における新たな病害虫の発生件数（特殊報の発出件数）

Ｈ１２年 Ｈ１３年 Ｈ１４年 Ｈ１５年 Ｈ１６年

発生件数 ５４ ５２ ５８ ４３ ５３

※ 特殊報は、新奇な病害虫を発見した場合及び重要な病害虫の発生動向に特異な現
象が認められた場合に発出され、年間５０件前後発出されている。しかし、過去５
年間に特殊報が発出された病害虫は、全てが慣行防除、食の安全・安心確保交付金
等により防除が行われており、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件となっている。

目標④ 遺伝子組換え農作物の環境リスク管理

カルタヘナ法に基づく緊急措置発動件数：０件（各年）
・基準年：平成１６年度
※ カルタへナ法（平成１６年２月１９日施行）では、国内における遺伝子組換え農
作物等の不適切な使用等により、わが国の生物多様性への影響のおそれがあると認
められる場合には、当該農作物の回収、使用中止等の緊急措置を講じることとされ
ている。
現時点では、使用の承認に先立つ厳格な生物多様性影響評価や、的確な立入検

輸入植物検査件数の実績
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査等の未然防止に重点を置いたリスク管理の実施によって、遺伝子組換え農作物
等の適切な使用が確保され、緊急措置を発動するような生物多様性に悪影響が及
ぶ事態には至っていない。

目標⑤ 表示の適正化
一般調査（地方農政局等が実施する食品表示の実施状況の確認及び不適正な表示に対

する指導のうち、臨時に特定の品目を対象に行う調査を除いた恒常的かつ継続的に実施
する調査）における数値

・目標年度 平成２０年度：２０％削減
・現状値 不適正表示率：２５．３％（平成１５年度）

年 度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度

実績値 ２０．０％ ％ ％ ％

【参考データ】

①食品の安全性の確保
○食品製造事業者のＨＡＣＣＰ手法（Hazard Analysis and Critical Control Point
製造における重要な工程を連続的に監視することによって、ひとつひとつの製品の安全性
を保証しようとする食品の衛生管理手法）の導入推進。

（１） ＨＡＣＣＰ手法支援法に基づく高度化計画の認定件数

年 度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度

実績値 ２００件

（２） 一定規模以上の水産加工場におけるＨＡＣＣＰ導入率

年 度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

実績値 １２．５％

（３） 一定規模以上の飲用牛乳工場におけるＨＡＣＣＰ導入率

年 度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

実績値 67%

⑤消費者の信頼の確保
○トレーサビリティの導入・普及状況
参考データ：生鮮食品及び加工度が低い加工品を対象として、主要な購買先において、

２４時間以内に生産流通履歴の追跡・遡及を可能とするシステムの品目の導
入状況。

・統計部が実施する食品産業動向調査（食品製造業、食品小売業等を対象としたトレー
サビリティシステムの導入・実施状況等の実態調査）

年 度 １７年度 １８年度 １９年度

実績値



（注）
目標②家畜伝染病等の対策の対象となる家畜伝染病等の概要
（ ）内は家畜伝染病予防法の対象家畜

口蹄疫（牛、めん羊、山羊、豚、水牛、しか、いのしし）

口蹄疫ウイルスを原因とし、感染動物やその汚染物によって直接、間接の接触によって伝播
する。さらに地域が濃厚汚染地帯になると空気伝播もおこり、陸上で６０km、海上では２５０
kmも風によって運ばれたとの報告もある。潜伏期間は１～２週間である。発病動物には口の周
囲、舌、蹄部に水疱（みずぶくれ）が見られる。致死率は幼畜では５０％をこえるが、成畜で
は数％である。しかし、成畜でも採食障害や歩行障害によって著しく生産性が低下する。英国、
アルゼンチン、日本への侵入にみられるように近年、口蹄疫の常在地以外での発生が頻繁に起
こっている。

高病原性鳥インフルエンザ（鶏、あひる、うずら、七面鳥）

Ａ型インフルエンザウイルス（Ｈ５、Ｈ７亜型及び高病原性のもの）を原因とし、神経症状
（首曲がり、沈うつ等）、呼吸器症状、消化器症状（下痢、食欲減退等）が主な症状である。

流行性脳炎（うち日本脳炎）（牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、しか、いのしし）

日本脳炎ウイルスを原因とし、主にコガタアカイエカによって牛、水牛、しか、馬、めん羊、
山羊、豚、いのししに伝播され、ヒトも感染する人畜感染症である。馬、ヒトは感受性が高い
がそれでも発病率は０．３％といわれている。妊娠豚が感染すると、死産流産等の異常産が起
こる。また、種雄豚では造精機能障害が起こることもある。治療法はないが、馬では不活化ワ
クチンが予防に使用されている。豚の異常産予防にも生ワクチンと不活化ワクチンが使われて
いる。

炭疽（牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、しか、いのしし）

炭疽菌を原因とし、草食動物に感染して、炭疽と呼ばれる激烈な急性敗血症死を引き起こす。
まれに雑食獣、肉食獣、ヒトにも感染する人畜共通感染症である。我が国での発生は、明治か
ら昭和の初期にかけて多数の発生がみられたが、戦後は飼養形態の変化や衛生管理技術の向上
により散発的にみられる。諸外国ではアメリカやイギリスをはじめとしてかなりの発生があり、
特に東南アジア諸国では頻発している。

ブルセラ病（牛、めん羊、山羊、豚、水牛、しか、いのしし）

ブルセラ菌を原因とし、本来は牛、豚、羊、などの動物に感染して、伝染性の流産を引き起
こす。その他に、牛では乳汁中にブルセラ菌が排菌され、公衆衛生上からも問題となる。ヒト
には動物を介して感染する人畜共通感染症であり、１～２週毎に発熱と平熱をくりかえす。

結核病（牛、山羊、水牛、しか）

結核菌を原因とし、ヒト及び哺乳動物にいわゆる結核を引き起こす。我が国では昭和５０年
代までは牛の結核病は多数の発生がみられたが、ツベルクリンを用いた検査による結核牛の淘
汰が進められ、最近は日本での牛の結核の発生は散発的である。 ヒトではＢＣＧワクチンが
用いられているが、乳牛は定期的にツベルクリン検査がおこなわれ、陽性牛の淘汰により牛結
核病の拡散防止が図られている。



ヨーネ病（牛、めん洋、山羊、水牛、しか）

ヨ－ネ菌を原因とし、反すう動物に慢性の頑固な下痢、乳量の低下、削痩、貧血を引き起こ
す。治療法はなく、患畜及び保菌牛の殺処分及び汚染物の徹底した消毒が有効である。

伝達性海綿状脳症（うちＢＳＥ）（牛、めん羊、山羊、水牛、しか）

異常プリオン蛋白質を含む飼料等を食べることによって感染する。ＢＳＥにかかった牛の脳
組織は空胞化し、海綿状（スポンジ状）となることから、牛海綿状脳症と名付けられた。牛が
この病気に感染すると、２～８年（通常２～５年）の潜伏期間の後、発病し、行動異常、運動
失調などの症状を示すようになり、発病後２週間から６ヶ月の経過を経て死に至る。

スクレイピー（めん羊）

異常プリオン蛋白質を含む飼料等を食べることによって感染する。本病に罹患した動物の脳
組織は空胞化し、海綿状（スポンジ状）となることから、海綿状脳症と名付けられた。めん羊
がこの病気に感染すると、２年以上の長い潜伏期間のあと、行動異常、運動失調などの神経症
状を呈し、発病後２週間から６ヶ月の経過で死に至る。ヒツジやヤギのスクレイピーは250年
ほど前から知られており、オーストラリア、ニュージーランド等の少数の国を除いて、全世界
的に発生している｡

ニューカッスル病（鶏、あひる、うずら、七面鳥）

ニューカッスル病ウイルスを原因とし、感染鶏から鼻水、涙、排泄物に多量のウイルスが排
泄されて、鶏群内で伝播する。ウイルス保有鶏の導入、感染野鳥の侵入、汚染物あるいは人に
よる持込によって他の鶏群に伝播する。発症鳥は、緑色下痢便、奇声や開口呼吸などの呼吸器
症状、脚麻痺や頚部捻転などの神経症状を示す。

家きんサルモネラ感染症（鶏、あひる、うずら、七面鳥）

ひな白痢とも呼ばれ、サルモネラ菌の一種（サルモネラ プローラム）を原因とする。本菌
は卵黄に菌が含まれる介卵感染で広がり、雛が白色下痢を伴い、敗血症死する急性疾患である。
成鶏では菌が臓器や組織に潜み、無症状な保菌鶏となることが多い。

コイヘルペスウイルス病（コイ）

マゴイとニシキゴイに発生する病気。コイ以外の魚や人への感染はない。発病すると行動が
緩慢になったり餌を食べなくなるが、目立った外部症状は少なく、鰓の退色やびらん（ただれ）
などが見られる。幼魚から成魚までに発生し、死亡率が高い。現在、有効な治療法はない。19
98年ごろから、イスラエル、英国、ドイツ、オランダ、ベルギー、米国、インドネシア、台湾
などで発生していた。我が国では、2003年11月6日にはじめて本病の発生を確認した。



（評価結果と分析・改善の考え方）

評価結果 政策目標を達成するための政策手段の有効性 改善・見直しの方向

目標①
国産農産物等 ・評価結果の分析を記述する。 左の分析を受けた施策の

を汚染するおそ ・達成状況が良くない場合は、当該分野の 改善・見直しの方向につ
れ のある特定 政策手段に何が欠けていたのか、どのよ いて記述する。
の危害要因につ うな政策手段が有効に機能していなかっ
いて、科学的評 たのか等について記述する。
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。

目標②
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。

目標③
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。

目標④
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
ヘナ法に基づく
緊急措置を発動
しない状態を維
持する。



目標⑤
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％にする
ために５年（平
成２０年度）
で不適正表示
率（現状値平
成１５年度
：２５．３％）
を２割削減す
る。

総合的な所見
（各局政策評価 ・各目標の重要度、優先度も踏まえて分野全体としての所見を記述する。
担当課長） ・他の分野との関わりの中での所見もあれば記述する。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】



政策分野

政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） （百万円）

① 農産安全管理対策事務
費のうち
農産物安全性確認等事
務費

農産物の安全性を確保するため、残留
農薬、重金属等を調査分析。

国内産米麦の安全性を
確保するため、残留農
薬、重金属等を調査分
析

200

有害物質リスク管理等委
託事業（農産物生産段
階）

ダイオキシン類等の有害物質につい
て、農作物等における含有実態の把握
のための調査を実施。

食の安全の関点から懸
念されている有害物質に
ついて、その国産農林
産物における含有状況
の実態を把握

130

有害物質リスク管理等委
託事業（食品加工・流通
段階）

アクリルアミド等の食品の加工流通段
階で発生する危害要因の食品中の残
留実態を把握するための調査を実施。

食の安全の観点から懸
念されている有害物質に
ついて、加工食品にお
ける含有状況の実態を
把握

17

生鮮農産物安全性確保
対策事業

農業生産段階において、農産物の安
全性確保のためのリスク管理の手法で
あるGAPの確立・普及を推進。

主要農作物別のＧＡＰ策
定・普及マニュアルの作
成・普及

7

魚介類の規制有害物質
対策事業委託費

有害化学物質に関する継続的な監視
調査及び漁獲の自主規制等の指導。

有害物質が暫定的規制
値を超えて蓄積された魚
介類の流通防止

4

貝毒安全対策事業（貝
毒安全対策事業費、貝
毒安全対策事業委託
費）

有害プランクトンの分子レベルでの識
別法の検討・貝毒等の毒化機構の解
明・貝毒分析技術の向上。

機器分析による貝毒検
査技術の開発

18

食の安全及び消費者の信頼の確保

分野別評価（政策手段シート）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

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
れた摂取許容値
を超えないレベ
ルに抑制する。



政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

①
先端技術を活用した農
林水産研究高度化事業
のうち「リスク管理型」

産学官による共同研究グループ等から
研究課題を公募し、採択された案件に
対し委託研究を実施。

事業終了時評価におい
て採択課題の大宗であ
る８０％以上が概ね当初
計画を達成していること

400

食の安全・安心確保交付
金のうち
農畜水産物の安全性の
確保

地域が自主性・独創性を発揮しながら
推進する農畜水産物の安全性の確保
を目的とした取り組みを支援し、我が国
の食の安全と消費者の信頼の確保。

-
2,742
の内数

漁場環境の化学物質リス
ク対策推進事業

漁場環境における化学物質や重金属
等の魚介類への蓄積実態や影響をよ
り詳細に把握するための調査・研究を
実施し、消費者及び生産者にわかりや
すい情報を提供。

有害物質の魚介類への
蓄積状況の把握

232
の内数

土壌有害物質リスク管理
対策推進事業

小規模（10ha未満）の農用地の汚染除
去のための客土等を実施。

農用地土壌汚染防止法
に基づき策定された対
策計画に基づく土壌汚
染の改善

90

埋設農薬最終処理事業

埋設処理された残留性有機塩素系農
薬を掘り出し、最終的な無害化処理を
行うとともに、埋設地点周辺の環境（土
壌、水質）の状況を確認。

3,680トンの埋設農薬処
理

388

農薬的資材リスク情報収
集事業

登録を受けていない農薬的資材の安
全性等を確認するとともに関連の情報
を収集・整理し、その結果を特定農薬
の指定の可否の判断材料とするととも
に、消費者、生産者等に対して情報提
供。

農薬的資材の安全性の
確認及び情報提供に資
するためのデータを収集

134

国際規格対応強化・体
制整備事業

規格案検討委員会開催
分析法確立に係るデータ作成
Codex部会及びISO専門家会合出席。

我が国の実情を的確に
反映した国際規格を策
定

11



政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

① 独立行政法人農林水産
消費技術センター運営
費交付金うち人件費除
く、施設整備費補助金

農産物等の農薬等の残留状況に係る
調査分析を実施。

-
1,259
の内数

独立行政法人肥飼料検
査所(人件費除く）

独立行政法人肥飼料検査所の運営、
施設整備。

-
489

の内数

独立行政法人農薬検査
所（人件費除く）

独立行政法人農薬検査所の運営、施
設整備。

-
251

の内数

肥料取締法

肥料の品質等を保全し、その公正な取
引と安全な施用を確保するため、規格
の公定、登録、検査等を行い、農業生
産力の維持増進及び国民の健康の保
護に資する。

- -

農薬取締法

農薬登録に際して、関係府省と協力し
て安全性の評価を行うとともに、農薬の
使用基準を策定し、登録農薬の適正
使用の確保、無登録農薬の取締を行
う。

- -



政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

その他 ①　ＨＡＣＣＰ手
法支援法に基づ
く高度化計画の
認定件数

食品製造工程管理高度
化促進事業

中小食品事業所等のＨＡＣＣＰ導入促
進のための人材育成及び技術データ
ベース構築による環境の整備。

HACCP手法支援法に基
づく高度化計画認定件
数　２８４件（これまでの
すう勢に対し、30％増加
させた件数（平成19年
度））

150

②　一定規模以
上の水産加工場
におけるＨＡＣＣ
Ｐ導入率

水産物安全・安心推進
強化事業

水産加工場及び産地市場での品質・
衛生管理の向上並びにＨＡＣＣＰ方式
導入促進のための取組の支援及び諸
外国における安全・衛生基準に関する
調査等。

・水産食料品製造業のＨ
ＡＣＣＰ方式の導入率
　 目標値　１８．３％（平
成１８年度）
・一般的衛生管理講習
会の受講者数
　 目標値　１，０００人／
年（平成１８年度）

150

③　一定規模以
上の飲用牛乳工
場におけるＨＡＣ
ＣＰ導入率

乳業再編整備等対策事
業交付金

高度な衛生水準による牛乳・乳製品の
製造・供給を行う体制整備等。

- 500

①　ＨＡＣＣＰ手
法支援法に基づ
く高度化計画の
認定件数

食品産業品質管理高度
化促進資金
（農林漁業金融公庫資
金）

食品製造業におけるＨＡＣＣＰ手法に
対応した高度な衛生・品質管理施設の
導入支援。

- 6,700

③　一定規模以
上の飲用牛乳工
場におけるＨＡＣ
ＣＰ導入率

農林漁業金融公庫資金
のうち乳業施設資金

乳業施設資金の融資枠。 - 1,530

食品の製造過程の管理
の高度化に関する法律

食品の製造過程の管理の高度化の促
進、食品の適正な品質の確保。

- -



政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

②

家畜衛生対策事業

・飼養衛生管理基準等の家畜衛生対
策に必要なマニュアル等の作成、普及
推進するためのパンフレット等の作成
・動物由来感染症等についての調査、
集計、解析
・動物用医薬品の国際的なガイドライン
等の設定に必要な調査、試験の実施、
情報の収集、会議等の開催
・死亡牛の検査・処理の円滑な実施、
ヨーネ病及びオーエスキー病の清浄化
等のためのワクチン接種等への助成の
実施。

口蹄疫等の広範囲な地
域に影響を及ぼす家畜
伝染病が発生した場合、
確実・迅速な防疫措置
が実施されること

3,517

家畜伝染病予防費
家畜伝染病予防法に基づく家畜の伝
染性疾病の発生予防及びまん延防止
措置の実施。

①家畜の伝染性疾病の
発生予防
②家畜伝染病のまん延
防止

1,934

薬事監視事務委託費
薬事法等に基づき動物用医薬品の製
造販売業者等に立入検査等を実施。

薬事法に基づく法定受
託事務の遂行により被害
の発生や社会的混乱を
未然に防ぐ。

7

動物検疫所

・輸出入動物及び畜産物の検疫業務
の実施
・輸出入検疫業務の実施の円滑化（技
術改善・平準化、使用済み薬品の処
理、家畜防疫官研修等）
・悪性伝染病の危機管理体制整備（鳥
類及び犬等の検疫の充実強化等）
・動物検疫犬による検査態勢整備費
・動物由来感染症検疫体制整備
・動物検疫検査手続電算処理システム
（ＡＮＩＰＡＳ）高度利用・最適化事業。

-
      4,255
の内数

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
合には、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。



政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

②

人畜共通感染症等危機
管理体制整備調査等委
託費

発生状況等を監視するためのサーベ
イランス計画の策定、実施及び専門家
チームによる結果の評価に加え、新た
な診断手法や病原体の不活化手法の
検証・実用化及び既存の診断手法の
再評価等を実施。

①海外伝染病の侵入防
止、②国内に存在する
家畜伝染病のうち公衆
衛生上問題となる疾病の
清浄化の推進等、③国
内に存在する家畜伝染
病の清浄性の維持、④
動物用医薬品等の安全
性の確保・品質の改善
率

69

承認された水産用医薬
品の承認対象目間の残
留検証事業委託費

養殖魚に水産用医薬品を投与し、休
薬期間を過ぎた魚に薬が残留している
か分析。

５年間で約４０養殖魚種
について可能な限り残留
の有無を確認し、ガイド
ラインの妥当性を検討す
る。

10

動物医薬品検査所

①改正薬事法による承認申請に係るＧ
ＭＰ調査の実施、②改正薬事法による
原薬等登録原簿への登録の実施、③
海外悪性伝染病ワクチンの検査の実
施。

-
      981
の内数

養殖衛生管理体制整備
事業

①総合推進対策（養殖衛生対策体制
の推進）②養殖衛生管理指導（医薬品
適正指導、養殖衛生管理技術普及・啓
発③養殖場の調査監視（医薬品残留
検査等）④養殖衛生管理機器整備（魚
病診断機器等）⑤疾病対策（監視・発
生対策、特定疾病まん延防止措置）

特定疾病発生時には、
養殖場等においてまん
延が拡大し常在化するこ
とのないようまん延防止
措置が図られること。

0

魚類防疫技術対策事業
委託費

コイヘルペスウイルス病の発生対応を
行う。OIEリファレンスラボラトリー活動を
行う。海外における疾病の発生状況や
診断について情報収集を行う。ワクチ
ンの開発・改良。

国内及び国際的に求め
られる魚類防疫対応が
実施される。

36



政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

②

養殖衛生対策センター
事業委託費

①養殖現場指導を行う衛生管理技術
者等人材の育成（魚類防疫研修の強
化）②魚類防疫知識等の普及・啓発
（技術者派遣・パンフレット作成等）③
養殖衛生管理技術開発（マニュアル作
成、調査研究等）④輸入種苗モニタリ
ング（モニターの現地派遣等）の強化
など。

早期に国内未侵入疾病
を確認した場合は、国内
に発生が継続する等常
在化することのないよう
魚類防疫体制が強化さ
れること。

106

薬剤耐性菌等安全性評
価情報整備委託費、動
物用医薬品等安全性及
び有用性確認調査委託
費

残留試験。

対象となる動物用医薬
品の使用基準の見直し、
設定のための資料を得
る。

134

動物用医薬品承認・許
可基準普及委託費

平成１７年４月に施行される改正薬事
法により新たに導入される製造販売業
者の許可基準等についての解説書の
作成等を行う。

許可基準の円滑な導入
及び運用の周知徹底を
行い、動物用医薬品が
適切に製造・販売される
ことにより、被害の発生
や社会的混乱を未然に
防ぐ。

9

小動物獣医療実態調査
委託費

①小動物保健衛生情報の作成と提供
（平成１８年度以降）
②小動物臨床獣医師等を対象とする
研修（平成１８年度以降）

①検討会において重点
分野とされた調査事項
（例：動物由来感染症の
発生状況、高度診療技
術の利用状況）に関する
実態の把握②小動物臨
床獣医師の知識・技術
の向上（調査・解析結果
の提供、研修の実施）

12

独立行政法人肥飼料検
査所(人件費除く）

独立行政法人肥飼料検査所の運営、
施設整備。

-
489

の内数

飼料の有害物質等残留
基準設定等委託費

有害化学物質に関する継続的な監視
調査及び漁獲の自主規制等の指導。

有害物質が暫定的規制
値を超えて蓄積された魚
介類の流通防止

293



政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

②

流通飼料対策事業
組換え体利用飼料の安全性確認試験
等の実施、抗菌性物質の適正使用マ
ニュアル等の作成。

飼料製造業者等の自主
管理体制整備等による
食品の安全性の確保

203

養魚用飼料の安全性向
上対策事業

水産生物の増養殖技術に関する基礎
的研究等。

養魚用飼料中の有害物
質の許容基準に係る評
価の実施

17

食の安全・安心確保交付
金のうち
伝染性疾病・病害虫の発
生予防・まん延防止のう
ち家畜衛生の推進、養
殖衛生管理体制の整備

地域が自主性・独創性を発揮しながら
推進する伝染性疾病の発生予防・まん
延防止等を目的とした取り組みを支援
し、我が国の食の安全と消費者の信頼
の確保を図る。

-
2,742
の内数

家畜伝染病予防法
国内防疫及び動物検疫を実施すること
により、家畜伝染病の発生予防及びま
ん延防止を図る。

- -

家畜保健衛生所法
都道府県が家畜衛生対策を講じる実
施機関として、家畜保健衛生所を設置
する根拠を規定。

- -

飼料の安全性の確保及
び品質の改善に関する
法律

飼料及び飼料添加物の製造等に関す
る規制、飼料の公定規格の設定等によ
り飼料の安全性の確保及び品質の改
善を図る。

- -

③ 我が国未発生又
は一部に存在す
る病害虫の侵入
防止。

植物防疫所
・全国の空海港における検疫の実施
・侵入警戒調査の実施
・移動規制の実施。

- 9,516

植物防疫事業交付金

国が行う発生予察事業への協力する
のに要する経費及び病害虫防除所の
運営に要する経費の財源として、都道
府県に交付される資金。

- 346



政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

③

植物防疫対策費補助金

我が国未発生又は一部に存在する病
害虫の侵入防止を図るために行われる
事業に対する補助金のうち、都道府県
以外に交付されるもの。

- 155

食の安全・安心確保交付
金のうち伝染性疾病・病
害虫の発生予防・まん延
防止のうち病害虫の防除
の推進及び重要病害虫
の特別防除等

我が国未発生又は一部に存在する病
害虫の侵入防止を図るために行われる
事業に対する補助金のうち、都道府県
に交付されるもの。

- 2,742の内数

特殊病害虫特別防除費
補助金（内閣府沖縄振
興局計上）

沖縄県において、我が国未発生又は
一部に存在する病害虫の侵入防止を
図るために行われる事業に対する補助
金。

- 994

植物防疫法
植物に有害な動植物による農作物の
被害を防止するための規制

- -

④ 遺伝子組換え農
作物等の使用に
よって生物多様
性（野生動植物
の生態系等）影
響が生じるおそ
れがあると認めら
れる場合に、カル
タへナ法に基づく
緊急措置を発動
しない状態を維
持する。

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

遺伝子組換え農作物等による生物多
様性影響を防止するための規制

- -



政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

⑤
総合食料対策調査等民
間団体委託費のうち食品
等の表示・規格関係分

・パンフレット作成
・研修会、説明会等の開催
・各種加工食品の生産履歴情報の実
態調査等。

・生産情報公表ＪＡＳ規格
・有機畜産物ＪＡＳ規格の
普及・啓発による制度の
円滑な実施等

69

食品表示適正化推進事
業費、特別栽培農産物
新表示ガイドライン消費
者普及事業

・国民各層からの意見の集約
・製造業者向け普及・啓発
・流通業者向け普及・啓発
・食品表示ウオッチャーの配置
　等。

表示の遵守状況の確実
な改善（一般調査におけ
る調査店舗の不適正表
示率を２割削減（平成２０
年度目標））

124

食品表示適正化対策推
進事業

食品表示適正化のための総合的な取
組。

- 57

独立行政法人農林水産
消費技術センター運営
費交付金及び施設整備
費補助金

独立行政法人農林水産消費技術セン
ターが、ＪＡＳ規格の遵守状況等の適切
な確認を実施。

-
1,259
の内数

総合食料対策調査等委
託費のうちJAS規格等検
査・分析手法妥当性確
認事業

・ＪＡＳ規格に規定されている分析手法
の科学的検証
・ＪＡＳ格付におけるサンプリング頻度及
び判定手法についての科学的な調査・
検討。

ＪＡＳ格付を行うに当たっ
ての分析手法の妥当性
確認とサンプリング手法
の確立

20

総合食料対策調査等委
託費のうち
内外食料品価格形成要
因調査・分析事業

内外の食料品小売価格の実態調査及
びそのコスト要因の構造分析。

- 3

農林物資の規格化及び
品質表示の適正化に関
する法律

日本農林規格（ＪＡＳ規格）の制定、普
及により、農林物資の品質の改善、生
産の合理化、取引の単純公正化及び
使用又は消費の合理化を図るととも
に、農林物資の品質に関する適正な
表示を行わせることによって一般消費
者の選択に資する

- -

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％
にするために５年
（平成２０年度）で
不適正表示率
（現状値：２５．
３％）を２割削減
することを目標と
する。



政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

その他
トレーサビリティの
導入・普及

独立行政法人家畜改良
センター運営交付金のう
ち家畜個体識別システム
の運営

家畜個体識別システムの適切な運営
を行う。

ー 127

牛肉トレーサビリティ業務
委託費

牛と牛肉の同一性を確認するための
DNA鑑定の実施。

ー 747

食の安全・安心確保交付
金のうち
消費者の信頼の確保のう
ち
トレーサビリティシステム
の導入の促進

すべての食品（牛の個体識別のための
情報の管理及び伝達に関する特別措
置法の対象を除く。）を対象に、各食品
の特性を踏まえたトレーサビリティシス
テム導入のために必要なデータベース
の構築、情報関連機器や分析機器の
整備等を支援。

ー 2,742の内数

ユビキタス食の安全・安
心システム開発事業

ユビキタス・コンピューティング技術を
活用した先進的な食の安全・安心シス
テムを、公募方式により開発。

1,200

ユビキタス食の安全・安
心システムモデル地区整
備事業

各地域においてモデル地区の総合的
な整備を進めるため、ユビキタス・コン
ピューティング技術を活用した生産自
動制御システム、生産資材自動識別管
理システム、情報関連施設、分析・検
査施設等の整備に対して助成。

600

米生産流通履歴情報シ
ステム導入支援事業

米のトレーサビリティーシステム導入に
必要な条件整備。

- 58

牛の個体識別のための
情報の管理及び伝達に
関する特別措置法

ＢＳＥのまん延防止措置の的確な実施
や牛肉の安全性に対する信頼確保を
図るため、牛を個体識別番号により一
元管理するとともに、生産から流通・消
費の各段階において当該個体識別番
号を正確に伝達するための制度を構
築する。

- -

生鮮食品及び加工度が
低い加工品を対象とし
て、主要な購買先にお
いて、２４時間以内に生
産流通履歴の追跡・遡
及を可能とするシステム
を５０％程度の品目につ
いて導入

生鮮食品及び加
工度が低い加工
品を対象として、
主要な購買先に
おいて、２４時間
以内に生産流通
履歴の追跡・遡
及を可能とするシ
ステムの品目の
導入状況



分野別評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

政策分野主管課 政策分野主管課：消費・安全局消費者情報官
及び関係課 関 係 課：総合食料局消費流通課、生産局野菜課、果樹花き課、牛乳

乳製品課、食肉鶏卵課、水産庁加工流通課

政策分野の全体 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
の目指すべき姿 食生活の実現を図る。

当面重点的に取り組むべき課 目 標 判断に用いる指標
題（目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

国民が、自らの食生活を見 ①指 標：食事バランスガイドの認知度 食生活指針・食育
直し、栄養バランスの改善等 目標年次：平成２２年度 に関する認知度調
に主体的に取り組むことがで 目 標：一般消費者の「食事バラン 査（(財）食生活情
きるよう、平成17年6月に決定 スガイド」の認知度について、 報サービスセンタ
された「食事バランスガイド」 平成17年度は２０％、平成22 ー）
の普及・活用に積極的に取り 年度は５０％を目標値とす
組む。 る。
また、地方における食育を （基準：平成17年度○○% →

着実に推進していくため、地 平成22年度50％)
域単位・草の根レベルで食育 ※平成１７年度実績値は、平成18年
を推進する食育推進ボランテ ４月確定見込
ィアの資質向上と、その活動 (参考指標）
の拡充・強化に取り組む。 「食事バランスガイド」を認知している

人のうち、「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につい
て、平成17年度は１０％、平成22年度は
６０％を目標とする。

②指 標：食育推進ボランティアの延べ
活動日数

目標年次：平成２２年度
目 標：食育推進ボランティアの延

べ活動日数について、平成22 食の安全・安心確
年度は16年度実績の２倍増 保交付金の実績報
（40,000人日/年） 告から、食育推進
を目標値とする。 ボランティアの延

（基準：平成16年度20,000人 → べ活動日数を集計
平成22年度40,000人



分野別評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画

(関係箇所) 第３の１の（２）望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

目標年度 －

目標値 －

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕
最近の我が国における食生活については、健康・栄養についての適正な情報の不足、食習

慣の乱れ、食料の海外依存、食べ残しや食品の廃棄の増加等により、栄養バランスの偏り、
生活習慣病の増加、食料自給率の低下、食料資源の浪費等の様々な問題が生じており、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。
平成17年6月に「食育基本法」が制定され、今後、この法律に基づき、内閣府、厚生労働

省、文部科学省など関係府省と連携しながら食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
ることとしており、農林水産省においては、食生活の改善、食や農に関する正しい理解の促
進、地域の優れた食文化の継承、食品の安全性に関する情報提供の強化等の観点から、生産
・流通・消費の各段階において食育を推進する。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
食生活は、基本的には個人の嗜好によるものであり、食生活の見直しは、強制されるもの

ではなく、国民一人一人が主体的に毎日の食生活の見直しに取り組むことが重要である。
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、食生活指針を

実際の行動に結びつけるものとして、食事の望ましい組合せやおおよその量を分かりやすく
イラストで示した「食事バランスガイド」の普及・活用や、地方における食育を推進するた
めの食育推進ボランティア(栄養士、食生活改善推進員、食品衛生関係者、指導農業士等「食」
に関する見識を持つ方々）の活動の充実・強化等に重点的に取り組むことが必要である。
「食事バランスガイド」は平成17年の6月に策定・公表されたものであり、その普及によ

り、その認知度を高めることが必要であることから、一般消費者の「食事バランスガイド」
の認知度を目標とする。また、参考指標として、「食事バランスガイド」を認知している人
のうち、「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について、平成17年
度は１０％、平成22年度は６０％を目標値とする。なお、「食事バランスガイド」は平成17
年の6月に策定されたところであり、現在は、その認知度の向上を主要な目標に掲げている
が、将来的には、本参考指標を、本指標として扱う可能性についても検討する必要があると
考えている。
食育推進ボランティアの資質向上とその活動の拡充・強化を図ることが必要であるため、

その延べ活動日数を目標とする。

〔目標値の算出方法〕

目標① 食事バランスガイドの認知度
現状値及び算出方法
(財）食生活情報サービスセンターが毎年度実施している「食生活指針・食育に関する認

知度調査」において、平成17年度から「食事バランスガイド」の認知度調査を実施し、その
数値を用いて施策の効果を把握・評価する。

達成状況の判定方法
当該年度の目標と現状値とのかい離を比較する。

※過去の実績値がないため、18年度から21年度までの各年度の目標値は、17年度の実績値を踏
まえて検討する。

（参考指標）「食事バランスガイド」を認知している人のうち、「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



ア 現状値及び算出方法
（財）食生活情報サービスセンターが毎年度実施している「食生活指針・食育に関する認

知度調査」において、「食事バランスガイド」を認知している人のうち、「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の調査を実施し、その数値を用いて施策の効果
を把握・評価する。

イ 達成状況の判定方法
当該年度お目標と現状値とのかい離を比較する。

※ 過去の実績値がないため、18年度から21年度までの各年度の目標値は、17年度の実績値も
踏まえて検討する。

目標② 食育推進ボランティアの延べ活動日数
現状値及び算出方法
食の安全・安心確保交付金の実績報告から、食育推進ボランティアによる延べ活動日数を

集計し、その数値を用いて施策の効果を把握・評価する。

達成状況の判定方法
当該年度の目標と現状値とのかい離を比較する。

※16年度の実績値しかないため、18年度から21年度までの各年度の目標値は、17年度の実績値
も踏まえて検討する。



分野別評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】

目標① 食事バランスガイドの認知度 ５０％（平成２２年度）
・現状値 平成１７年度調査実績
※過去の実績値がないため、18年度から21年度までの各年度の目標値は、17年度の
実績値を踏まえて検討する。

（参考指標）
「食事バランスガイド」を認知している人のうち、「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（目標） ６０％（平成２２年度）
・現状値 平成１７年度調査実績
※過去の実績値がないため、18年度から21年度までの各年度の目標値は、17年度
の実績値を踏まえて検討する。

目標② 食育推進ボランティアの延べ活動日数 40,000人日/年（平成２２年度）
・現状値 20,000人日/年（平成１６年度）
※16年度の実績値しかないため、18年度から21年度までの各年度の目標値は、17年
度の実績値も踏まえて検討する。



（評価結果と分析・改善の考え方）

評価結果 政策目標を達成するための政策手段の有効性 改善・見直しの方向

目標①
食事バランスガ ・評価結果の分析を記述する。 左の分析を受けた施策の
イドの認知度 ・達成状況が良くない場合は、当該分野の 改善・見直しの方向につ

政策手段に何が欠けていたのか、どのよ いて記述する。
うな政策手段が有効に機能していなか
ったのか等について記述する。

目標②
食育推進ボラン
ティアの延べ活
動日数

総合的な所見 ・各目標の重要度、優先度も踏まえて分野全体としての所見を記述する。
（各局政策評価 ・他の分野との関わりの中での所見もあれば記述する。
担当課長）

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

①

食の安全・安心確保交
付金のうち
食育の推進

- 2,742の内数

にっぽん食育推進事業 - 588

果実等消費拡大特別対
策事業

- 474

野菜消費拡大特別対策
事業

- 207

地域が自主性・独創性を発揮しながら
推進する食育の推進を目的とした取り
組みを支援し、我が国の食の安全と
消費者の信頼の確保を図る。(②、そ
の他）

・全国各地でのシンポジウムの開催
・ニッポン食育フェアの開催
・民間団体等による食育活動への支
援
・研究者による食育の推進方策に関
する研究への支援
・その他リーフレットの印刷、コンクー
ルの開催、マスメディアによる普及・啓
発活動の実施等。(②、その他）

・「果実の機能性」等を訴求ポイントと
した国産果実の消費拡大活動の推進
・学校給食への地場産果実の利用促
進。(②、その他）

・産地における野菜の栄養成分・機能
性に係る情報提供
・外食・中食における野菜利用増大及
び普及啓発活動の取組推進等。(②、
その他）

望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

分野別評価（政策手段シート）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

一般消費者の
「食事バランスガ
イド」の認知度に
ついて、平成17
年度は２０％、平
成22年度は５０％
を目標値とする。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

①

学校給食用牛乳供給事
業交付金

- 3,167

国産生乳需要基盤確保
対策事業

- 10,989

国産食肉等消費拡大総
合対策事業

- 896

米穀消費拡大宣伝事業 - 1,770

米消費拡大対策事業 - 1,889

・NPO等の独自のごはん食推進取組
提案を公募し、その活動を支援
・生産者団体等が行うお米・ごはん食
体験事業等への支援
・学校給食用パン製造業者等に対す
る米飯学校給食促進のための炊飯設
備等設置の支援。(②、その他）

・保護者も含めた普及啓発教材の配
布
・研修会等の開催、未実施校に対す
る説明会等の開催
・上記取組等を通じた牛乳等の栄養
価値についての啓発・普及
・学校における牛乳の衛生管理の確
保を図るための機器整備。(②、その
他）

・食肉に関する知識の普及・啓発、情
報提供、ＰＲ活動等

・テレビ等の対象に応じた広報媒体の
有効活用等によるごはん食健康情報
の提供
・医療関係者等との連携による、米を
中心とする日本型食生活の再認識・
普及の促進。(②、その他）

国産生乳の需要を維持・拡大させるた
めの調査及び情報提供、栄養的価値
のＰＲ等



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

②
食の安全・安心確保交
付金のうち
食育の推進

- 2,742の内数

にっぽん食育推進事業 - 588

果実等消費拡大特別対
策事業

- 474

野菜消費拡大特別対策
事業

- 207

学校給食用牛乳供給事
業交付金

- 3,167

国産生乳需要基盤確保
対策事業

- 10,989

・産地における野菜の栄養成分・機能
性に係る情報提供
・外食・中食における野菜利用増大及
び普及啓発活動の取組推進等。(①、
その他）

・保護者も含めた普及啓発教材の配
布
・研修会等の開催、未実施校に対す
る説明会等の開催
・上記取組等を通じた牛乳等の栄養

国産生乳の需要を維持・拡大させるた
めの調査及び情報提供、栄養的価値
のＰＲ等

地域が自主性・独創性を発揮しながら
推進する食育の推進を目的とした取り
組みを支援し、我が国の食の安全と
消費者の信頼の確保を図る。

・全国各地でのシンポジウムの開催
・ニッポン食育フェアの開催
・民間団体等による食育活動への支
援
・研究者による食育の推進方策に関
する研究への支援
・その他リーフレットの印刷、コンクー
ルの開催、マスメディアによる普及・啓
発活動の実施等。(①、その他）

・「果実の機能性」等を訴求ポイントと
した国産果実の消費拡大活動の推進
・学校給食への地場産果実の利用促
進。(①、その他）

食育推進ボラン
ティアの延べ活
動日数につい
て、平成22年度
は16年度実績の
２倍増（40,000人
日/年）を目標値
とする。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

② 国産食肉等消費拡大総
合対策事業

- 896

米穀消費拡大宣伝事業 - 1,770

米消費拡大対策事業 - 1,889

・テレビ等の対象に応じた広報媒体の
有効活用等によるごはん食健康情報
の提供
・医療関係者等との連携による、米を
中心とする日本型食生活の再認識・
普及の促進。(①、その他）

・NPO等の独自のごはん食推進取組
提案を公募し、その活動を支援
・生産者団体等が行うお米・ごはん食
体験事業等への支援
・学校給食用パン製造業者等に対す
る米飯学校給食促進のための炊飯設
備等設置の支援。(①、その他）

・食肉に関する知識の普及・啓発、情
報提供、ＰＲ活動等



分野別評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 国産農畜産物の競争力の強化

政策分野主管課 政策分野主管課：生産局農産振興課、野菜課、畜産企画課、畜産振興課
及び関係課 関 係 課：生産局特産振興課、果樹花き課、種苗課、牛乳乳製品課、

食肉鶏卵課

政策分野の全体 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
の目指すべき姿 物を効率的・安定的に生産できる体制を確立する。

当面重点的に取り組むべき課 目 標 判断に用いる指標
題（目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

１．価格競争力を高めるため、 ①名称：米の生産コスト 農林水産省「米及
低コスト・省力化技術の導 指 標：米60kg当たり生産コスト び麦類の生産費」
入、担い手の育成等に向け 目標年次：平成２７年度
た施策を推進することによ 目 標 値：２５％低減
り、労働費や生産資材費の （基準：17.4千円/60kg(平成15年度)
低減を図る。 →目標：13.0千円/60kg(平成27年度)）
我が国の代表的な品目で ②名称：大豆の生産コスト 農林水産省「工芸

ある米、大豆、生乳、肉用 指 標：大豆60kg当たり生産コスト 農作物等の生産費」
牛の生産コスト及び畜産物 目標年次：平成２７年度
生産の重要な資材である飼 目 標 値：３割程度低減
料作物の生産コストについ （基準：23.3千円/60kg(平成15年度)
ては、２～３割程度低減さ →目標：17.2千円/60kg(平成27年度)）
せる。 ③名称：生乳生産コスト 農林水産省「畜産

指 標：生乳100kg当たり労働費 物生産費」
目標年次：平成２７年
目 標 値：２割程度低減

（基準：2,111円/100kg(平成15年)
→目標：1,689円/100kg(平成27年)）

④名称：肉用牛生産コスト 農林水産省「畜産
指 標：生体100kgあたり労働費 物生産費」
目標年次：平成２７年
目 標 値：２割程度低減

（基準：11,742円/100kg(平成15年)
→目標：9,394円/100kg(平成27年)）

⑤名称：飼料作物生産コスト 農林水産省「畜産
指 標：１TDNkg当たり生産費用価 物生産費」
目標年次：平成２７年
目 標 値：３割程度低減

（基準：47円/TDNkg(平成15年)
→目標：33円/TDNkg(平成27年)）

※ ｢ＴＤＮｋｇ｣については、参考デー
タを参照。

２．実需者の意向を踏まえた ⑥名称：麦の新品種作付シェア 都府県を通じた調
品質の改善を進める。 指 標：加工適性が高い等良品質な 査により把握
麦については、実需者が 麦の新品種の作付面積のシ

望む品質に応じた生産が十 ェア（都府県）
分に行われていないことか 目標年次：平成２２年度
ら、良品質の新品種への作 目 標 値：３０％
付け転換を推進することに （基準：12.1％(平成16年度)
より、品質の改善を図る。 →目標：30.0％(平成22年度)）

３．需給事情を踏まえた加工 ⑦名称：指定野菜の加工向け野菜の出荷 農林水産省「野菜
用、業務用等の用途につい 数量 生産出荷統計」
て、国産農畜産物の供給量 指 標：指定野菜の加工用向け出荷



の増加を図る。 数量
野菜については、近年、 目 標 値：前年の指定野菜の加工用向

輸入野菜が増加傾向にある け出荷数量を超えること
中、輸入品に対抗するため、 （基準：集計中(平成16年度)
加工向け国内産野菜の出荷 →目標：前年を超えること
数量を向上させる。 (平成17年度)）

※ ｢指定野菜｣については、参考データ
を参照。



分野別評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画

(関係箇所) 第１の１の(２) 多様化・高度化する消費者・実需者ニーズへの対応
第２の４の(２) 生産努力目標
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)のウ 農業生産資材の生産・流通及び利用の合理化

目標年度 ２７年度

目標値 ①米の生産コスト ２５％低減
②大豆の生産コスト ３割程度低減
③生乳生産コスト ２割程度低減
④肉用牛生産コスト ２割程度低減
⑤飼料作物生産コスト ３割程度低減
⑥都府県の麦の新品種の作付面積シェア ３０％
⑦ －

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕

農畜産物の安定供給については、国内の農業生産の増大を図ることを基本として、多様化・
高度化している消費者・実需者ニーズに即して生産されることが重要である。しかしながら、
国内の農業生産は、地理的条件により生産条件が不利であり、諸外国との生産コストの格差が
存在し、また、消費者が加工食品や外食への依存度を高めるとともに、品質に特色のある農産
物への指向を強めているなどの変化に十分に対応できていない状況にある。
これらに応え得る国産農畜産物を消費者が納得できる価格で供給するためには、国産農畜産

物の競争力の強化を政策分野として掲げ、生産コストの削減、消費者・実需者ニーズに応じた
生産体制の確立に向けた施策を積極的に講じていく必要がある。

〔政策分野の目標設定の考え方〕

国産農畜産物の競争力の強化を図るためには、国際化の進展に対応し得る産業構造の確立の
ため、生産段階におけるコスト低減や省力化を推進するとともに、消費者・実需者の二ーズに
的確に対応した、新鮮で高品質かつ安全な国産農畜産物を安定的に供給できる生産体制を構築
するための施策を講じていくことが不可欠である。

生産コストの低減については、基本計画の目標年次である平成２７年度に向けて、我が国の
代表的な品目である米、大豆、生乳、肉用牛の生産コスト及び畜産物生産の重要な資材である
飼料作物の生産コストについて２～３割程度低減させることを目標値として設定する。
具体的には、米の生産コストについては、「農業経営の展望」において、水田作における効

率的かつ安定的な農業経営の姿として、生産コストは、現況の約６～８割の水準になると見込
むとともに、「農業構造の展望」において、このような農業経営が経営耕地面積に占めるシェ
アは、約７～９割に拡大することを見込んでいることから、これらを合成し、生産コスト２５
％低減を目標値として設定する。その他については、基本計画の生産努力目標を目標値として
設定する。
ただし、生乳、肉用牛生産コストのうち、飼料費は飼料穀物の国際相場、為替レート等によ

り大きく変動する費目であり、その影響を排除するため、飼料費の次に大きな費目である労働
費を目標値として設定する。
※ ｢農業経営の展望｣及び｢農業構造の展望｣とは、食料・農業・農村基本法第２１条に定めら
れている望ましい農業構造の具体的な姿を例示的に示したもの。

麦については、平成２２年度を目標年次とする前基本計画の生産努力目標に近い水準まで生
産量は拡大してきたところであるが、品質の向上については、平成１１年度から「麦新品種緊
急開発プロジェクト」を立ち上げ、新品種の開発・普及を推進しているものの、加工適性の高
い新品種への作付転換が十分進んでいないこと等から、依然として不十分な状況にある。
このため、新たな基本計画において、加工適性の高い品種の普及の加速化や産地単位での品

質管理強化等による品質の向上等を農業者その他の関係者が積極的に取り組むべき課題として
位置付けていることから、新品種の作付面積のシェアを目標値として設定する。



目標値の設定に当たっては、当面（22年度に向けて）新品種への作付転換の加速化が特に必
要な都府県について目標値を設定する。具体的には、基本計画における目標値の設定に当たり、
27年度に向けて見込んだ新品種の作付面積シェア（都府県で45％）をもとに、毎年一定のペー
スで増加させることとして、22年度の目標値（30％）を設定する。
※ 基本計画で見込んだ新品種の作付面積シェアは、各地域における実需者、産地の意向、今
後の推進方針等を踏まえて算出。

野菜については、基本計画において生産努力目標の達成に向けて、「消費者や実需者等の視
点にたった加工・業務用需要への対応やより新鮮、安心で高品質な野菜の供給等に向けた取組」
に積極的に取り組むこととしている。近年、加工向け国産野菜の出荷数量が減少傾向にあるこ
とから、この傾向に歯止めをかけ、大口需要者である食品加工業者等への出荷数量を向上させ
ることを目標とし、「加工向け出荷数量が前年よりも増加すること」を具体的な目標として設
定する。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① 米の生産コストを２５％低減（平成２７年度）
基準値及び算出方法
基準値：17.4千円/60kg（１５年度）
目標値の算出方法：農林水産省「米及び麦類の生産費」
目標達成率の算出方法

米の生産コストにおける達成度合については、当該年度の目標値に対する当該年度
の実績値で達成状況を評価することとする。
具体的な算出方法は、
(基準年度の値－当該度実績値)／(基準年度の値－17年度目標値)×１００

とし、この考え方に基づき、平成１７年度の達成度合を算出すると、
(17.4－１７年度実績値)／(17.4－16.7)×１００＝○○％

目標② 大豆の生産コストを３割程度低減（平成２７年度）
基準及び算出方法
基準値：23.3千円/60kg（平成１５年度）
目標値の算出方法：農林水産省「工芸農作物等の生産費」

大豆の生産コストにおける達成度合については、当該年度の目標値に対する当該年
度の実績値で達成状況を評価することとする。
具体的な算出方法は、
(基準年度の値－当該度実績値)／(基準年度の値－17年度目標値)×１００

とし、この考え方に基づき、平成１７年度の達成度合を算出すると、
(23.3－１７年度実績値)／(23.3－22.3)×１００＝○○％

目標③生乳100kg当たり労働費を２割程度低減（平成２７年度）
基準及び算出方法
基準値：2,111円/100kg（平成１５年）
目標値の算出方法：農林水産省「畜産物生産費」
目標達成率の算出方法

生乳生産コストにおける達成度合については、当該年度の目標値に対する当該年度

の実績値で達成状況を評価することとする。

具体的な算出方法は、

(当該年度実績値－基準年度の値)／(当該年度目標値－基準年度の値)×１００
とし、この考え方に基づき、平成１７年度の達成度合を算出すると、

(１７年実績値－2,111)／(2,041－2,111)×１００＝○○％

目標④肉用牛生体100kg当たり労働費を２割程度低減（平成２７年度）
基準及び算出方法
基準値：11,742円/100kg（平成１５年）
目標値の算出方法：農林水産省「畜産物生産費」
目標達成率の算出方法

肉用牛生産コストにおける達成度合については、当該年の目標値に対する当該年の

実績値で達成状況を評価することとする。



具体的な算出方法は、
(当該年度実績値－基準年度の値)／(当該年度目標値－基準年度の値)×１００

とし、この考え方に基づき、平成１７年度の達成度合を算出すると、
(１７年実績値－11,742)／(11,351－11,742)×１００＝○○％

目標⑤飼料作物生産コストを３割程度低減（平成２７年度）
基準及び算出方法
基準値：47円／TDNkg（平成１５年）
目標値の算出方法：農林水産省「畜産物生産費」
目標達成率の算出方法

飼料作物生産コストにおける達成度合については、当該年度の目標値に対する当該
年度の実績値で達成状況を評価することとする。
具体的な算出方法は、
(当該年度実績値－基準年度の値)／(当該年度目標値－基準年度の値)×１００

とし、この考え方に基づき、平成１７年度の達成度合を算出すると、
(１７年実績値－47.0)／(45.0－47.0)×１００＝○○％

目標⑥ 都府県の麦の新品種の作付面積のシェアを３０％（平成２２年度）
基準及び算出方法
基準値： １２．１％（平成１６年度）
目標値の算出方法：都府県を通じた調査により把握
目標達成率の算出方法

麦の新品種作付け面積シェアにおける達成度合については、当該年度の目標値に対
する当該年度の実績値で達成状況を評価することとする。
具体的な算出方法は、
(当該年度実績値－基準年度の値)／(当該年度目標値－基準年度の値)×１００

とし、この考え方に基づき、平成１７年度の達成度合を算出すると、
(１７年度実績値－12.1)／(15.1－12.1)×１００＝○○％

目標⑦ 指定野菜の加工向け出荷数量が対前年１００％超えていること
基準及び算出方法
基準値：集計中[平成１８年３月公表]（平成１６年度）

[参考：687,422ｔ（平成１５年度）]
目標値の算出方法：農林水産省「野菜生産出荷統計」

達成状況の判定方法
当該年度の加工向け出荷数量の対前年割合。達成ランクについては、前年の加工向け

出荷数量を超えた場合はＡ、下回った場合はＣとする。
（参考資料）農林水産省「野菜政策に関する研究会」報告書

目標達成率の算出方法
指定野菜の加工向け出荷数量の達成度合については、当該年度の加工向け出荷数量

の前年に対する割合で達成状況を評価することとする。
具体的な算出方法は、
(平成17年度実績値)／(平成16年度実績値)×１００



分野別評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】

目標①米の生産コスト

【参考データ】
１ 米の生産量 （単位：万トン）

12年産 13年産 14年産 15年産 16年産 17年産 18年産 19年産 20年産
947 905 888 778 872
資料：農林水産省「作物統計」

２ 米の単収 （単位：kg/10a）

12年産 13年産 14年産 15年産 16年産 17年産 18年産 19年産 20年産
537 532 527 469 514
資料：農林水産省「作物統計」
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目標②大豆の生産コスト

【参考データ】

１ 大豆の生産量 （単位：万トン）

12年産 13年産 14年産 15年産 16年産 17年産 18年産 19年産 20年産
23.5 27.1 27.0 23.2 16.3
資料：農林水産省「作物統計」

２ 大豆の単収 （単位：kg/10a）

12年産 13年産 14年産 15年産 16年産 17年産 18年産 19年産 20年産
192 189 180 153 119
資料：農林水産省「作物統計」
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目標③生乳の生産コスト

【参考データ】

搾乳牛１頭あたりの労働時間の推移 （時間／頭）

区 分 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
労働時間 108.5 107.6 106.5 105.7 104.6

資料：農林水産省「畜産物生産費」（各年とも前年４月から当年３月）
※H11以前については調査期間が異なることから、前年４月から当年３月の値となるよう調整

生乳100kgあたり労働費
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目標④肉用牛の生産コスト

【参考データ】

肉用牛１頭あたりの労働時間の推移（肉専用種肥育） （時間／頭）

区 分 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
労働時間 54.7 53.1 52.3 51.9 51.5

資料：農林水産省「畜産物生産費」（各年とも前年４月から当年３月）
※H11以前については調査期間が異なることから、前年４月から当年３月の値となるよう調整

肉用牛生体100kgあたり労働費
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目標⑤飼料作物生産コスト

【参考データ】

※ ＴＤＮは、Ｔotal Ｄigestible Ｎutrients（可消化養分総量）の略。飼料の含
有する栄養価を示す単位で、家畜が消化し、エネルギーとして利用できる養分の総
量を示すもの。｢ＴＤＮｋｇ｣とは、ｋｇ単位で現したもの。

自給飼料生産費用価
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目標⑥麦の新品種作付け面積シェア

【参考データ】

○ 新品種の育成・普及状況
麦の新品種については、平成11年度から「麦新品種緊急開発プロジェクト」を立ち上げ、実需

者等のニーズを踏まえた品種開発を推進しているところである。また、その育成・普及に当たっ
ては、生産者団体、実需者、試験研究機関、行政等から構成される「麦類良質品種実用化・普
及促進協議会」において、試験研究機関における育成段階から、実需者による品質評価を実
施すること等により、加工適性の高い品種等の育成・普及を推進しているところである。

11年産 12年産 13年産 14年産 15年産 16年産

麦 育成品種数 5 6 3 4 4 3

作付面積（ha） － 51 641 4,295 10,599 18,118

資料 麦：総合食料局「麦の品種別作付面積」
（注）作付面積は11年以降に育成された品種における作付面積の合計。

30.0

27.0

24.0

21.0

18.1

15.1

12.1

10

15

20

25

30

35

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

(％)

目標値

実績値



目標⑦加工向け野菜の出荷数量

【参考データ】

主要野菜の用途別需要における輸入割合（％）

平成２年 平成１２年

家計消費需要 ０．５ ２

加工・業務用需要 １２ ２６

資料：「野菜政策に関する研究会」報告書

指定野菜（ばれいしょ除く）加工向け出荷数量の推移（千トン）

資料：大臣官房統計部「野菜生産出荷統計」

※ ｢指定野菜｣とは、「消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜で
あって、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するもの」。現
在14種類が指定されている（キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、
なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ピーマン、レタス、たまねぎ、ばれいしょ、ほ
うれんそう）。
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700

725

750

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５



（評価結果と分析・改善の考え方）

評価結果 政策目標を達成するための政策手段の有効性 改善・見直しの方向

目標① ・評価結果の分析を記述する。 左の分析を受けた施
米の生産コスト ・達成状況が良くない場合は、当該分野の 策の改善・見直しの
２５％低減 政策手段に何がかけていたのか、どのよ 方向について記述す

うな政策手段が有効に機能していなかっ る。
・本年度の目標値 たのか等について記述する。
16.7千円/60kg

目標②
大豆の生産コス
ト3割程度削減
・本年度の目標値
22.3千円/60kg

目標③
生乳生産コスト
（労働費）2割
程度低減

・本年度の目標値
2,041円/100kg

目標④
肉用牛生産コス
ト(労働費)2割
程度低減
・本年度の目標値
11,351円/100kg

目標⑤
飼料作物生産コ
スト3割程度
・本年度の目標値

45円/TDNkg

目標⑥
加工適正が高い
等良品質な麦の
新品種の作付面
積シェア（都府
県）３０％
・本年度の目標値

15.1％

目標⑦
前年の加工用向
け野菜の出荷数
量を超えること
・本年度の目標値

前年の加工
用向け出荷
数量を超え
ること

総合的な所見 ・各目標の重要度、優先度も踏まえて分野全体としての所見を記述する。
（各局政策評価 ・他の分野との関わりの中での所見もあれば記述する。



担当課長）

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

強い農業づくり交付金のうち
・産地競争力の強化に向けた
総合的推進（土地利用型作
物）

生産性向上
(生産コストの削減等)

47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

生産性向上
(生産コストの削減等)

5,166
の内数

農業競争力強化対策民間団
体事業

生産性向上
1,620
の内数

水田農業構造改革対策

地域水田農業ビジョンを作成
した地域水田農業推進協議会
のうち、自己点検の結果、目標
の達成度合いが「達成」とされ
る協議会数が全協議会となる
こと

168,432

高生産性地域輪作システム構
築事業

水田輪作体系について、労働
時間を現状の30％低減、生産
費を現状の15％低減（19年度
末）

147

主要農産物種子法 － －

強い農業づくり交付金のうち
・産地競争力の強化に向けた
総合的推進（土地利用型作
物）

生産性向上
(生産コストの削減等)

47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

生産性向上
(生産コストの削減等)

5,166
の内数

② 大豆の生産コスト３割
程度低減
（平成２７年度）

交付金により、機械化適正の高い品種の育成・
普及等、生産性向上のための取組を推進

都道府県域を越える広域的な取組や特に先進
的で全国のモデルとなる取組等に必要な施設・
機械の整備等

① 米の生産コスト２５％
低減
（平成２７年度）

交付金により、水稲直播栽培の導入や高性能
農業機械の効率利用等、生産性向上のための
取組を推進

都道府県域を越える広域的な取組や特に先進
的で全国のモデルとなる取組等に必要な施設・
機械の整備等

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力
強化に向けた取組に対する支援を、全国的視
点から民間団体において推進

地域水田農業ビジョンの実現に向けた産地づく
りに対する助成
等

水田作における高生産性地域輪作システム確
立のための技術開発、啓発・普及の一体的な
取組を支援

主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促
進するため、種子の生産について、ほ場審査そ
の他の措置を実施

分野別評価（政策手段シート）

　国産農畜産物の競争力の強化

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

農業競争力強化対策民間団
体事業 生産性向上

1,620
の内数

高生産性地域輪作システム構
築事業

水田輪作体系について、労働
時間を現状の30％低減、生産
費を現状の15％低減（19年度
末）

147

大豆生産団体等交付金 国産大豆の安定生産の確保 24,052

大豆作経営安定対策 国産大豆の安定生産の確保 2,522

大豆交付金暫定措置法 － －

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進
　（畜産生産基盤育成強化、家
畜改良増殖、畜産新技術、生
乳乳製品流通）

生産性向上
（労働時間または生産コス
　トの削減、家畜の能力向上、
畜産新技術の普及等）

47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

生産性向上
（労働時間または生産コス
トの削減等）

5,166
の内数

農業競争力強化対策民間団
体事業 －

1,620
の内数

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち
畜産物の生産対策

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

86,905
の内数

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含む）

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

8,866

③ 生乳生産コスト
（労働費）２割程度低
減
（平成２７年度）

経営・生産技術の高度化の推進、家畜の改
良、飼養管理技術の改善、畜産新技術の開
発・実用化の推進等、協業法人経営体の育成
等

都道府県域を越える広域的な取組や特に先進
的で全国のモデルとなる取組等に必要な施設・
機械の整備等

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力
強化に向けた取組に対する支援を、全国的視
点から民間団体において推進

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力
強化に向けた取組に対する支援を、全国的視
点から民間団体において推進

高生産性地域輪作システム確立のための技術
開発、啓発・普及の一体的な取組を支援

国内大豆の生産確保と農家所得の安定を目的
に、交付金を交付

価格低下が大豆作経営に及ぼす影響を緩和
するための措置を交付金制度と一体的に推進

国内大豆の生産確保と農家所得の安定を目的
に、交付金を交付



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

家畜改良増殖法 － －

酪農および肉用牛生産の振興
に関する法律

－ －

不動産取得税の特例措置 － －

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進
　（畜産生産基盤育成強化、家
畜改良増殖、畜産新技術、食
肉等流通体制整備）

生産性向上
（労働時間または生産コス
　トの削減、家畜の能力向上、
畜産新技術の普及等）

47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

生産性向上
（労働時間または生産コス
トの削減等）

5,166
の内数

農業競争力強化対策民間団
体事業

－
1,620
の内数

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち
畜産物の生産対策

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

86,905
の内数

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含む）

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

8,866

④ 肉用牛生産コスト
（労働費）２割程度低
減
（平成２７年度）

経営・生産技術の高度化の推進、家畜の改
良、飼養管理技術の改善、畜産新技術の開
発・実用化の推進等、協業法人経営体の育成
等

都道府県域を越える広域的な取組や特に先進
的で全国のモデルとなる取組等に必要な施設・
機械の整備等

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力
強化に向けた取組に対する支援を、全国的視
点から民間団体において推進

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

家畜の改良増殖を計画に行うための措置並び
にこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜
の登録に関する制度、家畜人工授精及び家畜
受精卵移植に関する規定

・酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ
計画的に推進するための措置
・酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成する
ための集約酪農地域の制度
・上記に関連して生乳等の取引の公正、牛乳
及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の
価格の安定及び牛肉の流通の合理化を図るた
めの措置

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

国の補助を受けて農協等が取得した共同利用
施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措
置



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

家畜改良増殖法 － －

酪農および肉用牛生産の振興
に関する法律

－ －

不動産取得税の特例措置 － －

強い農業づくり交付金のうち
・産地競争力の強化に向けた
総合的推進
  （飼料増産、草地流動化促
進、耕種作物活用型飼料増
産、多角的農作業コントラク
ター育成）
・飼料基盤活用の促進

生産性向上
（労働時間または生産コス
　トの削減等）

47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

生産性向上
（生産コスト削減、飼料作付面
積の増加）

5,166
の内数

農業競争力強化対策民間団
体事業 －

1,620
の内数

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち
畜産物の生産対策

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

86,905
の内数

水田飼料作物生産振興事業 － 7,400

⑤ 飼料作物生産コスト３
割程度低減
（平成２７年度）

生産技術の高度化の推進、協業経営体等の育
成、地域の実情に合わせた総合的な飼料生産
条件整備の推進等

国の補助を受けて農協等が取得した共同利用
施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措
置

都道府県域を越える広域的な取組や特に先進
的で全国のモデルとなる取組等に必要な施設・
機械の整備等

家畜の改良増殖を計画に行うための措置並び
にこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜
の登録に関する制度、家畜人工授精及び家畜
受精卵移植に関する規定

助成対象水田に対する耕畜連携推進よる取組
について助成

・酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ
計画的に推進するための措置
・酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成する
ための集約酪農地域の制度
・上記に関連して生乳等の取引の公正、牛乳
及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の
価格の安定及び牛肉の流通の合理化を図るた
めの措置

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力
強化に向けた取組に対する支援を、全国的視
点から民間団体において推進

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

国産粗飼料増産対策事業 － 1,861

草地畜産基盤整備事業 － 10,992

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含む）

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

8,866

担い手育成農地集積資金のう
ち
担い手育成草地集積事業

－ －

酪農および肉用牛生産の振興
に関する法律

－ －

特定の買換資産の買換・交換
の場合の課税の特例措置

－ －

農業用動力源に供する軽油の
免税措置

－ －

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進（土地利用型作物）

品質向上
（品質分析実施生産者の割合
の増加等）

47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

品質向上
（品質分析実施生産者の割合
の増加等）

5,166
の内数

・酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ
計画的に推進するための措置
・酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成する
ための集約酪農地域の制度
・上記に関連して生乳等の取引の公正、牛乳
及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の
価格の安定及び牛肉の流通の合理化を図るた
めの措置

⑥ 加工適性が高い等良
品質な麦の新品種の
作付面積のシェア（都
府県）３０％
（平成２２年度）

交付金により、多様な実需者ニーズに対応した
きめ細かな品質管理等、品質の向上のための
取組を推進

都道府県域を越える広域的な取組や特に先進
的で全国のモデルとなる取組等に必要な施設・
機械の整備等

道路に損害を与えない動力として利用される農
業用の動力源用の軽油についての免税

収入金額が取得金額以下の場合、収入金額の
８割に相当する分を超える分に課税

草地整備を契機とした担い手への農地の利用
集積を促進

草地及び飼料畑の造成・整備改良、担い手へ
の土地利用集積、畜産主産地の総合的な整
備、放牧林地等の整備、公共牧場等の整備

・畜産農家による稲発酵粗飼料の給与実証の
支援
・国産稲わら等の安定的な供給体制の確立の
支援

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

強い農業づくり交付金のうち
・輸入急増農産物における産
地構造改革の推進
・産地競争力強化に向けた総
合的推進（野菜）

・需要に応じた生産量の確保
・輸入急増農産物における国
産シェアの奪還
（加工・業務用向け出荷数量
の増等）

47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

・需要に応じた生産量の確保
・輸入急増農産物における国
産シェアの奪還
（加工・業務用向け出荷数量
の増等）

5,166
の内数

野菜需給均衡総合推進対策
事業

－ 386

野菜生産出荷安定資金造成 － 9,146

野菜生産出荷安定法 － －

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進（農業生産資材費低
減、多角的農作業コントラク
ター育成）

生産性向上
(生産コストの削減等)

47,009
の内数

農業競争力強化対策民間団
体事業

生産性向上
1,620
の内数

独立行政法人農業・生物系特
定産業施術研究機構農業機
械化促進業務勘定運営費交
付金等

農林水産独立行政法人評価
委員会において、当該事業年
度における業務の実績を評価

1,125

農業機械化促進法 － －
農業機械の改良等に関する試験研究、農機具
の型式検査

その他 米生産費における３
資材（肥料、農薬及
び農業機械）費の
６．８％低減
（平成１７年度）

交付金により、高性能農業機械の効率利用等、
生産性向上のための取組を推進

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力
強化に向けた取組に対する支援を、全国的視
点から民間団体において推進

⑦ 前年の加工用向け野
菜の出荷数量を超え
ること
（平成１７年度）

・低コスト化等に向けた栽培技術の実証・普及
等
・生産・加工・流通・販売のための共同利用施
設・機械の整備　等

主要な野菜について、その価格が著しく低落し
た場合の生産者補給金の交付等の措置を定め
ることによって、主要な野菜についての当該生
産産地における野菜生産及び出荷の安定と価
格の安定を図る。

価格低落時における生産者補給交付金等の交
付

都道府県域を越える広域的な取組や特に先進
的で全国のモデルとなる取組に対する支援
・生産・加工・流通・販売のための共同利用施
設・機械の整備　等

開発農業機械の普及
台数（平成６年度から
の累積17万8千台）
（平成21年度）

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

野菜の計画的生産出荷の推進及び緊急需給
調整への助成



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

農作業死亡事故件数
が前年度を上回らな
いこと
（平成１７年度）

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進（生産体制保安）

地域の実態に基づいた、農作
業安全のための体制整備

47,009
の内数

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進（畑作物・地域特産
物）

－
47,009
の内数

国内産糖調整交付金 －
10,626
の内数

農業競争力強化対策民間団
体事業のうち
地域特産農業指導推進事業

－
51
の内数

独立行政法人農畜産業振興
機構砂糖勘定運営費交付金

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

1,402
の内数

砂糖の価格調整に関する法律 － －

甘味資源特別措置法 － －

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進（畑作物・地域特産
物）

－
47,009
の内数

国内産糖調整交付金 －
10,626
の内数

さとうきびの10a当たり
生産コスト２割程度低
減
（平成２７年度）

・機械化一貫体系の確立等に向けた技術の実
証・普及、条件整備等を実施

国からの交付金と輸入糖及び異性化糖から徴
収される調整金を財源として、（独）農畜産業振
興機構が国内産糖交付金を交付し、甘味資源
作物の最低生産者価格を保証

てん菜の10a当たり生
産コスト１割程度低減
（平成２７年度）

・高性能機械化体系の確立、直播栽培技術の
改善等に向けた技術の実証・普及
・生産コスト低減に向けた高性能機械の導入
等を実施

国からの交付金と輸入糖及び異性化糖から徴
収される調整金を財源として、（独）農畜産業振
興機構が国内産糖交付金を交付し、甘味資源
作物の最低生産者価格を保証

海外育成種との交配等を通じた収穫・加工適
性に優れた品種の開発等の実施

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

・輸入糖と国産糖との価格調整に関する措置
・異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置
等を実施

・生産振興地域の指定
等を実施

交付金により、地域の実態に基づいた、農作業
安全のための体制整備を推進



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

独立行政法人農畜産業振興
機構砂糖勘定運営費交付金

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

1,402
の内数

砂糖の価格調整に関する法律 － －

甘味資源特別措置法 － －

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進（畑作物・地域特産
物）

－
47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

採択全地区において掲げた目
標が事業目標年度に達成され
ていること

5,166
の内数

農業競争力強化対策民間団
体事業のうち
地域特産農業指導推進事業

－
51
の内数

高生産性地域輪作システム構
築事業

（北海道畑輪作体系）
ばれいしょの単位面積当たり
労働時間を慣行技術から40％
削減、単位数量当たり生産費
を10％削減（19年度末）

147
の内数

特定畑作物等緊急対策事業 －
252
の内数

ばれいしょの10a当た
り労働時間２割程度
低減
（平成２７年度）

・大規模機械化体系の実現を可能とする省力
化技術の確立に向けた技術の実証・普及
・新品種の特性等に応じた栽培技術の普及な
ど実需者の求める品質・価格等のニーズに対
応可能な生産体制の確立
・省力機械化体系の普及のための共同利用施
設・機械の整備     等

　ばれいしょについて加工食品用を中心とした
生産の増大を図るため、実需者や産地等との
連携により、加工適性が高い新品種について、
情報提供体制の整備、加工適性の評価、栽培
技術の検討、供給体制の検討を行う

・ばれいしょの収穫作業の効率化を可能とする
ソイルコンディショニング技術を核としたバランス
のとれた効率的な畑輪作システムを確立

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

・輸入糖と国産糖との価格調整に関する措置
・異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置
等を実施

・生産振興地域の指定
等を実施

　いも類に係る消費動向調査、いも類のもつ機
能性等の啓発・普及、新規用途・新商品の開
発・普及等の対策を実施

　都道府県域を越える広域的な取組や特に先
進的で全国のモデルとなる取組等に必要な施
設・機械の整備等



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

農産物価格安定法 － －

強い農業づくり交付金のうち
・産地競争力の強化に向けた
総合的推進（畑作物・地域特
産物）
・輸入急増農産物における産
地構造改革の推進（いくさ、畳
表）

－
47,009
の内数

農業競争力強化対策民間団
体事業のうち
地域特産農業指導推進事業

－
51
の内数

農業生産振興調査等地方公
共団体委託費

－ 2

農業生産振興調査等民間団
体委託費

－ 2

農畜産業振興対策交付金 － 2,095

農業生産振興事業推進費補
助金

－ 107

特定畑作物等緊急対策事業 － 252

独立行政法人農畜産業振興
機構生糸勘定運営費交付金

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

105

かんしょ生切干、かんしょでん粉、ばれいしょで
ん粉等の適正な価格水準が低落することを防
止

養蚕農家への交付金交付により経営安定及び
国産繭・生糸の安定供給を図る

なたね作農家への助成措置による経営安定及
び国産なたねの安定供給を図る

いも類、雑豆・落花生の消費拡大や新規用途
の開発・普及、こんにゃくいもの計画生産の推
進等を図る

・大規模機械化体系の実現を可能とする省力
化技術の確立に向けた技術の実証・普及
・新品種の特性等に応じた栽培技術の普及な
ど実儒者の求める品質・価格等のニーズに対
応可能な生産体制の確立
・生産コスト削減等のための共同利用施設・機
械の導入
等を実施

作物の特性に応じた生産及び加工技術の向
上、需給動向の調査、需要拡大を図るための
啓発活動、品質の向上と新需要の開発のため
の実証及び試験等の実施

生糸の生産費や需給動向、繭・生糸の価格等
について地方公共団体に対する調査委託

生糸の需給動向、繭・生糸の価格等について
民間団体に対する調査委託

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

地域特産物の生産振
興



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

生糸の輸入に係る調整等に関
する法律

－ －

農産物価格安定法 － －

強い農業づくり交付金のうち
・輸入急増農産物における産
地構造改革の推進
・産地競争力強化に向けた総
合的推進（野菜）

・需要に応じた生産量の確保
・輸入急増農産物における国
産シェアの奪還
（加工・業務用向け出荷数量
の増等）

47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

・需要に応じた生産量の確保
・輸入急増農産物における国
産シェアの奪還
（加工・業務用向け出荷数量
の増等）

5,166
の内数

強い農業づくり交付金のうち
・輸入急増農産物における産
地構造改革の推進
・産地競争力強化に向けた総
合的推進（野菜）

・生産性向上
・輸入急増農産物における国
産シェアの奪回
（生産・流通コスト又は労働時
間の削減等）

47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

・生産性向上
・輸入急増農産物における国
産シェアの奪回
（生産・流通コスト又は労働時
間の削減等）

5,166
の内数

事業導入産地の生産
経費の５％以上低減
（平成１７年度）

・低コスト化等に向けた栽培技術の実証・普及
・生産・加工・流通・販売のための共同利用施
設・機械の整備　等

都道府県域を越える広域的な取組や特に先進
的で全国のモデルとなる取組等に必要な施設・
機械の整備等

前年の業務用向け野
菜の出荷数量を超え
ること
（平成１７年度）

・低コスト化等に向けた栽培技術の実証・普及
等
・生産・加工・流通・販売のための共同利用施
設・機械の整備　等

都道府県域を越える広域的な取組や特に先進
的で全国のモデルとなる取組に対する支援
・生産・加工・流通・販売のための共同利用施
設・機械の整備　等

生糸の輸入に係る調整等に関する措置

かんしょ生切干、かんしょでん粉、ばれいしょで
ん粉及び大豆の適正な価格水準が低落するこ
とを防止



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進（果樹）

・生産性向上
（生産コストもしくは労働時間を
５％以上削減）

・品質向上
（全出荷量に占める秀品率割
合を５％以上増加）
（高品質品種の栽培面積を
５％以上増加）

・需要に応じた生産量の確保
（全出荷量又は全栽培面積の
うち５％以上を契約取引）
（販売単価を５％以上増加）
（全出荷量のうち内部品質に
応じて出荷する割合が50%以
上）

47,009
の内数

果実生産出荷安定基金造成
補助金のうち
果実需給安定対策事業

－ 3,663

果実生産出荷安定基金造成
補助金のうち
果実のある食生活推進事業

－ 474

果実生産出荷安定基金造成
補助金のうち
国際対応果樹特別対策事業

－ 783

果樹農業振興特別措置法 － －

産地計画の策定に向
け取り組んでいる産
地のうんしゅうみかん
の栽培面積シェア
２割

・優良品種への改植
・園内道の整備
・園地改良等の園地基盤の整備
・低コスト耐候性ハウス・産地管理施設の整備
等

計画的な生産や出荷量の調整等により需給調
整を行った生産者を対象に経営安定対策を実
施

食育と連携し、栄養成分や機能性に優れた果
実を食生活に定着させるなど、消費の拡大を図
る取組を支援

産地構造改革計画に基づくみかん等から優良
晩かん類への転換等の取組について支援

果樹農業の健全な発展に資するため
・果実の需給の動向に即応した計画的な果樹
農業の振興
・合理的な果樹園経営に基盤の確立
・果実の生産及び出荷の安定
・果実の流通及び加工の合理化　等



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進（花き）

・品質向上
（全出荷量（又は全作付け面
積）のうち高品質化に取り組む
割合の向上等）
・需要に応じた生産量の確保
（全出荷量に占めるオリジナル
品種の割合の向上）　　　等

47,009
の内数

花き産業振興総合調査委託事
業

次期花き産業振興方針等の見
直し検討の判断資料として活
用

6

種苗特性分類調査委託事業
品種登録に係る出願から登録
までの平均処理期間を3.0年と
する。(平成17年度末)

8

審査基準国際統一委託事業
新品種登録に係る我が国から
海外への登録件数の増加(年
間20件増加)

10

育成者権戦略的取得・活用支
援事業

新品種登録に係る我が国から
海外への登録件数の増加(年
間20件増加)

11

独立行政法人種苗管理セン
ター運営費

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

3,142

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進(育成者権保護・活
用)

―
47,009
の内数

農業競争力強化対策民間団
体事業

-
1,620
の内数

品種登録に係る出願
から登録までの平均
処理期間を3.0年とす
る。(平成17年度末)

新規植物の審査基準を作成するための基準調
査

審査の迅速化を図るため、我が国の審査基準
をＵＰＯＶＴＧに準拠した審査基準に改定

・海外における権利取得、権利行使等に必要
な事例収集調査
・上記調査結果を反映した権利侵害対策マ
ニュアルの作成

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

育成者権侵害に関する情報収集・交換、種苗
利用者に対する普及・啓発活動の支援等。

健全・無病かつ低コスト種苗を安定的に供給す
るための技術開発を促進する。

切り花主要品目の国
産品種栽培面積の割
合を維持・向上（91％
以上）

・種子種苗生産供給施設の整備など産地オリジ
ナル品種の育成・開発体制の整備等の取組
・高度環境制御栽培施設の整備など高品質生
産技術の導入等による姿・形が優れている高級
花き供給体制の構築のための取組　等

・花きの生産・流通・消費に関する基礎データ
整備
・輸出国における花きの生産・流通等の実態調
査



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

種苗法 － －

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進
　（畜産生産基盤育成強化、家
畜改良増殖、畜産新技術、生
乳乳製品流通）

生産性向上
（労働時間または生産コストの
削減、家畜の能力向上、畜産
新技術の普及等）

需要に応じた生産量の確保
（家畜の能力向上、飼養頭数
の増加、生産量の増加等）

47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

生産性向上
（労働時間または生産コス
トの削減等）

5,166
の内数

農業競争力強化対策民間団
体事業 －

1,620
の内数

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち畜産物の生産対
策

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

86,905
の内数

指定生乳生産者団体補給交
付金

－ 19,297

加工原料乳生産者経営安定
対策事業

－ 1,523

牛乳乳製品流通価格調査分
析委託費

－ 4

生乳生産量828万トン
（平成17年度）

経営・生産技術の高度化の推進、家畜の改
良、飼養管理技術の改善、畜産新技術の開
発・実用化の推進等、協業法人経営体の育成
等

都道府県域を越える広域的な取組や特に先進
的で全国のモデルとなる取組等に必要な施設・
機械の整備等

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力
強化に向けた取組に対する支援を、全国的視
点から民間団体において推進

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基
づき、生乳生産者への加工原料乳にかかる生
産者補給金に充てるため、指定生乳生産者団
体に対し、生産者補給交付金を交付

加工原料乳が補てん基準価格を下回った場合
に、加工原料乳の生産者に補てん金を交付

指定生乳乳製品価格の騰貴時における指定乳
製品の輸入・売渡及び指定乳製品価格の低落
時における調整保管の発動基準である大口需
要者等における乳製品価格の調査・分析

新品種の保護のための品種登録に関する制
度、指定種苗の表示に関する規制等について
定めることにより、品種の育成の振興と種苗の
流通の適正化を図る。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

配合飼料価格安定対策事業
費

－ 100

飼料穀物備蓄対策事業 － 4,536

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含む）

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

8,866

家畜改良増殖法 － －

畜産物の価格安定に関する法
律

－ －

加工原料乳生産者補給金等
暫定措置法

－ －

飼料需給安定法 － －

酪農および肉用牛生産の振興
に関する法律

－ －

不動産取得税の特例措置 － －
国の補助を受けて農協等が取得した共同利用
施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措
置

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

・酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ
計画的に推進するための措置
・酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成する
ための集約酪農地域の制度
・上記に関連して生乳等の取引の公正、牛乳
及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の
価格の安定及び牛肉の流通の合理化を図るた
めの措置

輸入飼料の買入、保管、売渡を実施。

家畜の改良増殖を計画に行うための措置並び
にこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜
の登録に関する制度、家畜人工授精及び家畜
受精卵移植に関する規定

指定乳製品の価格が著しく低落し、または低落
するおそれがあると認められる場合に乳業者が
行う調整保管の計画の農林水産大臣による認
定

指定乳製品の価格が著しく騰貴し、または騰貴
するおそれがあると認められる場合に農畜産業
振興機構が行う指定乳製品等の輸入の農林水
産大臣による承認及び農畜産業振興機構によ
る保管する指定乳製品等の売渡

飼料用穀物の輸入の途絶等に備えるための備
蓄

配合飼料価格の上昇に伴う畜産農家への影響
緩和



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

強い農業づくり交付金のうち
・産地競争力の強化に向けた
総合的推進
　（畜産生産基盤育成強化、
　 家畜改良増殖、畜産新技
術、
   食肉等流通体制整備）

生産性向上
（労働時間または生産コス
　トの削減、家畜の能力向上、
畜産新技術の普及等）

需要に応じた生産量の確保
（家畜の能力向上、飼養頭数

47,009
の内数

広域連携産地競争力強化支
援事業

生産性向上
（労働時間または生産コス
トの削減等）

5,166
の内数

農業競争力強化対策民間団
体事業 －

1,620
の内数

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち畜産物の生産対
策

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

86,905
の内数

配合飼料価格安定対策事業
費

－ 100

飼料穀物備蓄対策事業 － 4,536

肉用子牛生産安定等特別措
置法に基づく肉用子牛の生産
者補給金制度

－ －

畜産物の価格安定に関する法
律に基づく生産者団体等によ
る調整保管

－ －

畜産物の価格安定に関する法
律に基づく農畜産業振興機構
による指定食肉の買入・売渡

－ －

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含む）

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

8,866
中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

配合飼料価格の上昇に伴う畜産農家への影響
緩和

指定肉用子牛の平均売買価格が保証基準価
格を下回った場合に、生産者に対し生産者補
給金を交付

　指定食肉の価格が著しく低落し、又は低落す
ると見込まれる場合に、農業協同組合等が実施
する指定食肉の保管・売渡に係る計画に対す
る農林水産大臣の認定等

料用穀物の輸入の途絶等に備えるための備蓄

　指定食肉の買入・交換・売渡

経営・生産技術の高度化の推進、家畜の改
良、飼養管理技術の改善、畜産新技術の開
発・実用化の推進等、協業法人経営体の育成
等

都道府県域を越える広域的な取組や特に先進
的で全国のモデルとなる取組等に必要な施設・
機械の整備等

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力
強化に向けた取組に対する支援を、全国的視
点から民間団体において推進

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

肉類生産量３１６万ト
ン
（平成２７年度）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

鶏卵価格安定対策事業 － 1,379

家畜改良増殖法 － －

肉用子牛生産安定等特別措
置法

－ －

畜産物の価格安定に関する法
律

－ －

牧野法 － －

養鶏振興法 － －

家畜商法 － －

家畜取引法 － －

飼料需給安定法 － －

鶏卵価格が低落した額の一部を補てん

地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、
その他牧野の荒廃を防止するための措置

・優良な資質を備える鶏の普及
・養鶏経営の改善のための措置
等

家畜商について免許、営業保証金の供託等の
制度を実施

輸入飼料の買入、保管、売渡

家畜市場についての登録制度、地域家畜市場
の再編整備を促進するための整備地域の指定
等を実施

家畜の改良増殖を計画に行うための措置並び
にこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜
の登録に関する制度、家畜人工授精及び家畜
受精卵移植に関する規定

指定肉用子牛の平均売買価格が保証基準価
格を下回った場合に、生産者に対し生産者補
給金を交付

・指定食肉の価格が著しく低落し、又は低落す
ると見込まれる場合に、農業協同組合等が実施
する指定食肉の保管・売渡に係る計画に対す
る農林水産大臣の認定
・指定食肉の買入・交換・売渡
等



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

酪農および肉用牛生産の振興
に関する法律

－ －

不動産取得税の特例措置 － －
国の補助を受けて農協等が取得した共同利用
施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措
置

・酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ
計画的に推進するための措置
・酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成する
ための集約酪農地域の制度
・上記に関連して生乳等の取引の公正、牛乳
及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の
価格の安定及び牛肉の流通の合理化を図るた
めの措置



分野別評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換

政策分野主管課 政策分野主管課：生産局農産振興課、畜産企画課
及び関係課 関 係 課：生産局畜産部畜産振興課、農村振興局整備部地域整備課

政策分野の全体 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
の目指すべき姿 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。

当面重点的に取り組むべき課 目 標 判断に用いる指標
題（目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

たい肥等の土づくりを基本 ①名称 持続性の高い農業生産方式を導 都道府県を通じた
として化学肥料等の使用量を 入した認定件数（エコファーマ 調査
低減するための生産方式を取 ー）
り入れる農業者であるエコフ 指 標：エコファーマー認定件数
ァーマーの認定件数を増やす 目標年次：平成２１年度
ことにより、意欲的な生産者 目 標 値：エコファーマー認定件数の
から環境保全への意識を高め、 増加100,000件
環境保全を重視した農業生産 （基準：47,766件(平成15年度)
への転換を図る。 →目標：100,000件(平成21年度)）

※ ｢エコファーマー｣とは、持続性の高
い農業生産方式の導入の促進に関する
法律に基づき、土づくり技術、化学肥
料使用低減技術、化学合成農薬使用低
減技術を一体的に導入する計画を立
て、都道府県知事の認定を受けた農業
者。

また、家畜排せつ物から作 ②名称 家畜排せつ物の地域内利用の計 都道府県を通じた
られるたい肥の地域内におけ 画的な推進 調査
る需給アンバランスを軽減し、 指 標：地域環境保全型農業推進方
家畜排せつ物の資源としての 針策定市町村率
有効利用を進める。 目標年次：平成２２年度

目 標 値：６３％
このように、自然循環機能 （基準：47％(平成15年度)

を高めつつ、環境保全を重視 →目標：63％(平成22年度)）
した農業生産への転換を進め
ることにより、消費者の国内
産農畜産物への支持を高める。



分野別評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画
第１の２の(４) 環境保全を重視した施策の展開

(関係箇所) 第３の２の(８)のア 環境規範の実践と先進的取組への支援
イ バイオマスの利活用の促進

食料・農業・農村基本計画工程表（平成１７年農林水産省）

目標年度 ①２１年度
② －

目標値 ①エコファーマー認定件数100,000件
② －

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕
将来的に地球規模での化石資源・水資源の枯渇や地球温暖化による影響等が危惧される中

で、我が国経済社会を環境に配慮した持続可能なものに転換していくことが重要な課題とな
っている。こうした中で、農業が本来有する自然循環機能を発揮することにより、我が国農
業生産全体の在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確立する必要がある。
このため、農業環境規範（環境との調和した農業生産活動を行っていく上での基本的な取

組で、農業者の営農活動の自己点検に用いるもの）の普及・定着や持続性の高い農業生産方式
の導入施策を引き続き行い、たい肥等による土づくりや化学肥料等の使用低減に資する農業
生産方式の普及・定着や家畜排せつ物の有効利用の推進を図り、農業生産活動に伴う環境へ
の負荷の低減を図る取組が必要である。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
農業環境規範と併せ、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、

たい肥等の土づくりを基本として化学肥料、化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農
業者（エコファーマー）の認定件数の増加を目標として設定する。具体的には、食料・農業
・農村基本計画工程表（平成１７年農林水産省）において掲げられた、エコファーマー認定件
数100,000件を目標値として設定する。
家畜排せつ物については、農業の自然循環機能の維持増進を図る観点から、可能な限り有効

に農地還元することが重要であるが、家畜排せつ物の供給側と需要側との間でアンバランスが
生じている地域も多くみられるため、地域環境保全型農業推進方針（環境保全の観点から家畜
排せつ物の農業利用の方針を地域として示すもの）を策定する市町村の割合を、今後増加させ
ることを目標として設定する。具体的には、推進方針が未だ策定されておらず、家畜が一定頭
羽数以上飼養されている市町村に該当する867市町村にて平成27年度までに推進方針が策定さ
れると考えると、平成27年度時点の指標値は74％となるが、平成27年度まで増加が直線的と考
えて算出される、本指標の目標年次の平成22年度時点の63％を目標値として設定する。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① エコファーマー認定件数100,000件（平成21年度）
基準及び算出方法
基準値：47,766件 （平成16年3月末）
目標値の算出方法：都道府県を通じた調査により把握
目標達成率の算出方法

エコファーマー認定件数における達成度合については、当該年度の目標値に対する
当該年度の実績値で達成状況を評価することとする。
具体的な算出方法は、

当該年度の実績値／当該年度目標値×１００＝当該年達成率

目標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数 63％（平成22年度）
基準及び算出方法
基準値：47%（平成15年度）
目標値の算出方法：都道府県を通じた調査により把握
目標達成率の算出方法

具体的な算出方法は、



当該年度の実績値／当該年度目標値×１００＝当該年度達成率



分野別評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】

目標①エコファーマーの認定件数

目標②全国市長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数（％）

47,766

65,177
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（評価結果と分析・改善の考え方）

評価結果 政策目標を達成するための政策手段の有効性 改善・見直しの方向

目標① ・評価結果の分析を記述する。 左の分析を受けた施
エコファーマー ・達成状況が良くない場合は、当該分野の 策の改善・見直しの
認定件数 政策手段に何がかけていたのか、どのよ 方向について記述す

100,000件 うな政策手段が有効に機能していなかっ る。
たのか等について記述する。

・本年度の目標値
65,177件

目標②
地域環境保全型
農業推進方針策
定市町村率６３
％

・本年度の目標値
52％

総合的な所見 ・各目標の重要度、優先度も踏まえて全体分野としての所見を記述する。
（各局政策評価 ・他の分野との関わりの中で所見もあれば記述する。
担当課長）

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進（環境保全）

環境保全型農業への取組農
業者の増加等

47,009
の内数

独立行政法人農業・生物系特
定産業技術研究機構農業機
械化促進業務勘定運営費交
付金等

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める「中期目標」の
達成

1,125

元気な地域づくり交付金のうち
農業生産の基盤の整備

環境保全型農業の拡大・定着
を図るための基盤整備の実施

46,607
の内数

新たな農業生産環境施策確立
調査事業

農業生産活動に伴う環境への
負荷の大幅な低減を図る取組
に対する支援の導入に向けた
環境負荷の低減効果に関する
評価・検証手法等の確立

30

地力増進法 － －

持続性の高い農業生産方式の
導入の促進に関する法律

－ －

① エコファーマー認定
件数100,000件

交付金により、地域全体で取り組む環境保全型
農業技術の導入や、有機農産物等の生産体制
の確立、緑肥作物を導入した合理的な輪作体
系の確立等を推進

中期目標を達成するための「中期計画」及び毎
事業年度ごとに定める「年度計画」に即した業
務を実施

地域一体となった環境保全型農業を推進する
ための土づくり施設、水質保全施設、生態系保
全施設、効果検証・情報発信体制等の整備

・国内外の農業生産における環境重視の取り
組みについての実態調査等
・地域ごとの環境負荷の程度を表す指標の検
討
等

地力の増進を図るための基本的な指針の策定
及び地力増進地域の制度について定めるとと
もに土壌改良資材の品質に関する表示の適正
化のための措置を講ずる。

たい肥による土づくりと化学肥料・化学合成農
薬の使用低減に一体的に取組む農業者（エコ
ファーマー）に対し、金融・税制上の特例措置
を講ずる。

分野別評価（政策手段シート）

環境と調和のとれた持続的な農業生産体制の確立　

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

所得税・法人税の特例 － －

バイオマスの環づくり交付金
・バイオマスの利活用の推進
（家畜排せつ物の適正管理量
の増加等）

14,381
の内数

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち
家畜排せつ物の管理・利用対
策

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

12,779

畜産環境総合整備事業
家畜排せつ物のたい肥化等に
よる年間処理量の増加量

7,246

農林漁業金融公庫資金のうち
畜産経営環境調和推進資金

－ －

家畜排せつ物の管理の適正化
及び利用の促進に関する法律

－ －

家畜排せつ物法に基づく家畜
排せつ物処理施設の整備に対
する所得税・法人税等及び固
定資産税の特例

－ －

② 地域環境保全型農業
推進方針策定市町村
率６３％

・家畜排せつ物利活用施設の整備、たい肥化
施設等の共同利用施設の整備等

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

家畜排せつ物処理施設及びたい肥の還元用
草地の整備等畜産環境の総合的な整備

畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に
関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ
物の処理の高度化を図るための施設の整備を
計画的に促進する措置を講ずることにより、家
畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進
を図る。

家畜排せつ物法に基づく家畜排せつ物処理施
設の整備

家畜排せつ物法に基づく家畜排せつ物処理施
設の整備

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に
関する法律に基づく特定の農業機械の整備



分野別評価（目指すべき姿と目標設定の考え方）

政策分野 意欲と能力のある担い手の育成・確保

政策分野主管課 政策分野主管課：経営政策課
及び関係課 関 係 課：経営政策課、構造改善課、金融調整課、普及・女性課

政策分野の全体 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
の目指すべき姿 造を確立する

当面重点的に取組むべき 目 標
課題(目指すべき姿) （政策の有効性に関する指標 判断に用いる指標・データ

／政策の有効性を判断する視点）

農業従事者の減少と高 ①担い手の育成・確保 各都道府県及び市町村が各年
齢化、規模拡大の遅れな 度６、９、１２及び３月末段
ど、現状の農業構造のま 指 標：農業経営改善計画の認 階の農業経営改善計画の認定

注１

までは、国内農業生産の 定数 数を調査し、これを国で集計
維持が困難になることか 目標年度：平成２１年度
ら、認定農業者の育成、 目 標 値：農業経営改善計画の認
担い手に対する農地の利 定数３０.８万経営体
用集積及び、新規就農の （毎年度１.６万経営体）
促進を推進することによ 基 準 値：１６年度末で２２.８万
り、効率的かつ安定的な 経営体
農業経営が農業生産の相
当部分を担う、強靱な農 （注については、”分野別評価（目標値と

業構造を確立する。 実績値の推移）”シートの用語解説参照）

②担い手（家族農業経営及び法人 各都道府県が各年末時点の担
経営）への農地利用集積の促進 い手（家族農業経営及び法人

経営）への農地利用集積面積
指 標：※担い手（家族農業経 を調査し、これを国で集計

営及び法人経営）への
農地利用集積面積

目標年度：平成２１年度
目 標 値：※担い手（家族農業経

営及び法人経営）への
農地利用集積面積
２５０万ha
（毎年度４．２万ha）

基 準 値：１６年度末で
２２８．９万ha

※ 担い手(家族農業経営及び
法人経営)の定義
効率的かつ安定的な家族農

業経営及び法人経営並びにこ
れらを目指して経営改善に取
り組む農業経営。
具体的には次のとおり。

ａ特定農業法人を除く認定農
注２

業者
ｂ市町村基本構想の水準到達



者
ｃ今後育成すべき農業者（集
落営農除く）

③人材の育成・確保 統計部の各年度の調査に基づ
く３９歳以下の新規就農者数

指 標：新規就農青年数の確 の値を調査・集計
保者数

目標年度：平成２１年度
目 標 値：１２千人／年
基 準 値：１２千人／年



分野別評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画

(関係箇所) 第３の２農業の持続的な発展に関する施策

目標年度 －

目 標 値 －

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕

農業の持続的な発展のためには、※効率的かつ安定的な農業経営を育成し、このような農
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ことが必要である。
しかしながら、我が国の農業生産構造については、農業従事者の減少・高齢化が急速に進

展するとともに、土地利用型農業を中心に農業経営の規模拡大が遅れるなど、脆弱化が進行
注３

している。
これに対し、これまでも認定農業者の育成・確保、農地の利用集積、新規就農の促進等に

取り組んできたが、その効果は限定的なものにとどまっており、従来の取組のままでは、食
料の安定供給の確保や多面的機能の発揮、地域の経済社会の維持・発展に支障が生じるおそ
れがある。
このため、地域の農業に関わる多様な主体が存在する中で、農業生産を中心的に担う経営

と兼業農家、高齢農家等との役割分担についての合意形成を図りながら、担い手（※「効率
的かつ安定的な農業経営」及びこれを目指して経営改善に取り組む農業経営）の育成・確保
やこれらへの農地の利用集積に向けた動きを加速化させていく必要があることから、本政策
分野を位置付ける。

※ 「効率的かつ安定的な農業経営」とは、主たる従事者が他産業従事者と同等の労働時間で地域における他産業従事者

とそん色ない水準の生涯所得を確保し得る経営のこと。

〔政策分野の目標設定の考え方〕

目標① 担い手の育成・確保

平成１７年３月に「食料・農業・農村基本計画」と併せて策定した「農業構造の展望」
において、平成２７年の「効率的かつ安定的な家族農業経営」を３３～３７万と掲げてい
ることを踏まえ、「効率的かつ安定的な農業経営を目指して経営改善に取り組む認定農業
者」を育成することによって、この構造展望の実現を図ることとし、「農業経営改善計画
の認定数」を目標として設定する。
また、政策分野の目標年度については、目標が、「食料・農業・農村基本計画」と併せ

て平成２７年を見通して策定した「農業構造の展望」を基礎に設定されていることから、
その中間年である平成２１年度としたところである。（目標②と目標③も同じ）

目標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

「農業構造の展望」において、効率的かつ安定的な家族農業経営及び法人経営に農地利
用の６割程度が集積されるとしていることを踏まえ、これらの農業経営への農地の利用集
積を促進することとし、「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」
を目標として設定する。

目標③ 人材の育成・確保

「農業構造の展望」の農業労働力の見通しにおいて、新規就農青年（３９歳以下）数
が毎年１万２千人程度で継続すると見込んでいることを踏まえ、「新規就農青年の確保者



数」を目標として設定する。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① 担い手の育成・確保

平成２６年度末の農業経営改善計画の認定目標数は、「農業構造の展望」が示す平成
２７年の「効率的かつ安定的な家族農業経営」３３～３７万の中間値３５万に、農業経営
改善計画の認定数と認定農業者の実数に概ね４万の差が生じていることを踏まえ、概ね３
９万とする。
このことから、平成２１年度末の目標値については、平成１６年度末の農業経営改善の

認定数２２．８万を起点として、平成２６年度末の農業経営改善計画の認定目標数を年均
等ペースで達成し得る単年度の増加目標である１．６万／年を向こう５年を積み上げた
３０．８万経営体とする。

基準値及び算出方法
農業経営改善計画の認定数
・ 目標年度：平成２１年度
・ 目 標 値：農業経営改善計画の認定数 ３０.８万経営体(毎年度１.６万経営体)
・ 基 準 値：１６年度末 ２２.８万経営体

達成率の計算方法
・達成率 = (当該年度実績値－基準値)÷(当該年度目標値-基準値)×１００(％)

目標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

新たな食料・農業・農村基本計画で示された平成２７年の総農地面積４５０万ｈａに、
「農業の構造展望」において、効率的かつ安定的な家族農業経営及び法人経営に利用集
積されるとされた割合（６割程度）を乗じて得た農地面積２７０万ｈａと、平成１６年
度末の集積面積２２９万ｈａとの差４１万ｈａを今後１０年で計画的に増加させていく
こととし、毎年度の増加目標面積を４．２万ｈａ、５年後の平成２１年度の集積目標面
積を約２５０万ｈａとした。

基準値及び算出方法
担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積面積
・ 目標年度：平成２１年度
・ 目 標 値：担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積

約２５０万ha（毎年度約４．２万ha）
・ 基 準 値：１６年度末で約２２９万ha

達成率の計算方法
・達成率 =（当該年度実績値－基準値)÷(当該年度目標値-基準値)×１００(％)

目標③ 人材の育成・確保

新規就農青年数は、近年、１．２万人弱で推移しており、さらに少子化の影響から
３９歳以下の労働力人口が急速に減少していくことが想定されるが、これを政策的な努
力により維持することとし、平成２１年の目標年度までの間、毎年の新規就農青年の確
保者数を１万２千人とする。

基準値及び算出方法
新規就農青年数
・ 目標年度：平成２１年度



・ 目 標 値：新規就農青年の確保者数 １万２千人／年
・ 基 準 値：１万２千人／年

達成率の計算方法
・ 達成率 =（当該年度新規就農青年数）÷１万２千人×１００(％)



分野別評価（目標値と実績値の推移）

目標① 担い手の育成・確保

【目標値と実績値の推移】（農業経営改善計画数） （単位：万経営体、％）

（単位：万経営体、％）

１６年度(基準) １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

目標値 - 24.4 26.0 27.6 29.2 30.8

実績値 22.8

達成率 -

【参考データ】

(1) 農業経営改善計画の認定数の推移
（単位：万経営体）

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

16.6 18.5 19.8 21.3 22.8

(15.0) (16.3) (17.2) (18.2) (19.2)

資料：経営局経営政策課調べ。

(注1) 上段は延べ数、下段は実数で少数点以下第２位で四捨五入。

(注2) 各年度末現在の数値。各数値の関係は以下のとおり。

① 実数＝延べ数－再認定を受けなかった計画数－死亡・離農等に係る計画数

② 当該年度３月末の数値（実数）＝前年度末の数値（実数）＋当該年度の新規認定数

－当該年度中に再認定を受けなかった計画数－当該年度の死亡・離農等に係る計画数

③ 当該年度３月末の数値（延べ数）＝前年度末の数値（延べ数）＋当該度中の新規認定数
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(2) 青色申告者数の推移
（単位：千人）

12年度 13年度 14年度

350 365 371

資料：国税庁調べ（各年度３月現在）

(注)数値は、事業所得が農業所得のみの青色申告者数（納税額がない者を含む）

(3) 農業生産法人数の推移
注４

（単位：法人）

12年 13年 14年 15年 16年

5,889 6,213 6,547 6,953 7,383

資料：経営局構造改善課調べ。

(注）各年１月１日現在の数値

(4) 集落営農数の推移
注５

（単位：集落）

12年 17年

9,961 10,063

資料：農林水産省「2000年世界農林業センサス」

農林水産省「集落営農実態調査（Ｈ１７．５．１現在）」

(5) 特定農業法人数の推移
注２

（単位：法人）

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

73 97 149 210 278

資料：経営局経営政策課調べ。

(注）各年度末現在の数値

(6) 特定農業団体数の推移
注６

（単位：団体）

15年度 16年度

22 142

資料：経営局経営政策課調べ。

(注）各年度末現在の数値



目標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

【目標値と実績値の推移】（担い手〔家族農業経営及び法人経営〕への農地利用集積面積）
（単位：万ｈａ、％）

１６年度(基準) １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

目標値 - 233.1 237.3 241.5 245.7 249.9

実績値 228.9

達成率 -

【参考データ】

(1) 認定農業者への農地利用集積面積の推移
（単位：万ha）

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

担い手への農地利用集積面積 215 218 221 225 229

うち認定農業者 100 113 121 131 143

資料：経営局構造改善課調べ。

（注）各年度とも年度末現在の数値。

(2) 集積主体別、権利設定別の農地利用集積面積の推移
（単位：万ha、％）

自己所有地 借入地 作業受託 合計

認定農業者 91(63.2) 39(27.2) 14( 9.5) 143(100.0)

市町村基本構想の水準到達者 16(77.2) 4(19.9) 1( 3.0) 21(100.0)

今後育成すべき農業者等 44(66.8) 13(20.6) 8(12.6) 66(100.0)

資料：経営局構造改善課調べ。

（注）平成16年度末現在。
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(3) 集積形態別の利用集積状況
（単位：万ha、％）

自己所有地 借入地 作業受託 合計

１２年度 150(69.8) 44(20.5) 21( 9.8) 215(100.0)

１３年度 151(69.3) 46(21.1) 21( 9.6) 218(100.0)

１４年度 149(67.4) 50(22.6) 22(10.0) 221(100.0)

１５年度 150(66.7) 53(23.6) 22( 9.8) 225(100.0)

１６年度 150(65.7) 56(24.5) 22( 9.8) 229(100.0)

資料：経営局構造改善課調べ。

（注）各年度末現在の数値。

目標③ 人材の育成・確保

【目標値と実績値の推移】(新規就農青年数)
（単位：人、％）

（単位：人、％）

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

目標値 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

実績値

達成率

【参考データ】

(1) 新規就農青年数と新規就農者数の推移
(単位：千人)

暦 年 12年 13年 14年 15年 16年

新規就農青年数 11.6 11.7 11.9 11.9 12.3(推計)

新規就農者合計 77.1 79.5 79.8 80.2 -

資料：農業構造動態調査、農業センサス。

（注）各年1月1日現在の数値。
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《用語解説》

注１ 農業経営改善計画

農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者になるために市町村に提出する計画。
注７

農業経営の現状、５年後に実現を目指す農業経営の改善に関する目標、目標を達成するためにとるべき措置

を記載する。

市町村から農業経営改善計画の認定を受けた者が認定農業者である。

注２ 特定農業法人

農業経営基盤強化促進法に基づいて、地域の農地の過半を農作業受託や借入などにより集積する相手方とし

て、地域の地権者の合意を得た農業生産法人。

地域の地権者から依頼があったときは、農作業の受託や農地を借り受ける義務を負う。

注３ 土地利用型農業

農地に米、麦、大豆、飼料作物などを作付け、栽培管理、収穫などを行う農業。

一方で、酪農、施設園芸等、施設を使った農業を施設農業という。我が国の場合は、国土条件等から、土地

利用型農業についての諸外国との採算格差を是正することが農政上の大きな課題となっている。

注４ 農業生産法人

農地等の権利を取得できる法人のこと。

農地法では、農地等の権利を取得できる法人は、原則として、農業生産法人の要件を満たすものに限られて

いる。

注５ 集落営農

集落など地縁的にまとまりのある一定の地域内の農家が農業生産工程の全部又は一部を共同して行う営農活

動、又はそのような営農活動を行う組織の総称。（任意組織の形態をとっているものが多い。）

①共同購入した機械・施設の共同利用、②転作田の団地化など農地の利用調整、③中心的な担い手に主な作

業を委託し、生産から販売まで共同化するなど、地域の実情に応じてその取組内容は多様である。

農業政策上も、①生産の効率化、②コストの低減、③農地の保全、管理等それぞれの集落営農の機能・役割

に応じ、支援策を講じている。

注６ 特定農業団体

農業経営基盤強化促進法に基づいて、地域の農地の３分の２以上を農作業受託により集積する相手方として、

地域の地権者の合意を得た任意組織。

地域の地権者から依頼があったときは、農作業を引き受ける義務を負う。

要件として、①代表者等の定めがある定款又は規約を有していること、②５年以内に農業生産法人となること

等を内容とする計画を有していること、③耕作又は養畜について構成員全てで費用の共同負担・利益の配分を

していること等を満たす必要がある。

なお、②の計画に基づいて法人化した場合には、特定農業法人になることが想定される。

注７ 農業経営基盤強化促進法（基盤強化法）

効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、育成すべき農業経営の目標を明らかにし、その目標に向

けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対して、農用地の利用の集積及びこれらの農業者の経

営管理の合理化、農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを定めた法律。

①認定農業者制度、②市町村による農用地利用集積計画の作成、③農用地利用改善事業（特定農業法人制度及

び特定農業団体制度を含む。）、④農地保有合理化法人等を内容とする。



（評価結果と分析・改善の考え方）

評価結果 政策目標を達成するための政策手段の有効性 改善・見直しの方向

目標①
・評価結果の分析を記述する。 左の分析を受けた施策の

担い手の育成・ ・達成状況が良くない場合は、当該分野の政策 改善・見直しの方向につ
確保 手段に何が欠けていたのか、どのような政策 いて記述する。

手段が有効に機能していなかったのか等につ
いて記述する。

1.6万経営体/年

目標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

4.2万ha/年

目標③

人材の育成・確
保

12千人/年

総合的な所見 ・各目標の重要度、優先度も踏まえて分野全体としての所見を記述する。
（各局政策評価 ・他の分野との関わりの中での所見もあれば記述する。
担当課長）

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】



政策分野

目標 目標の内容

① 農業経営改善計
画の認定数：
３０．８万経営体
（平成２１年度） 農業経営強化対策事業

推進費補助金のうち
　担い手総合支援事業
  費

全国段階に設置される
協議会が設定した担い
手育成の数値目標の達
成(平成21年度）

718

農業経営強化対策事業
推進費補助金のうち
　経営構造対策推進事
  業費

・経営アグリビジネスス
クールの受講者のうち満
足した者の割合80％以
上
・ロジックモデル活用評
価手法説明会の出席者
200名以上（年間）

191

農業経営強化対策事業
推進費補助金のうち
　経営情報総合調査分
　析事業費

認定農業者等育成すべ
き農業経営に対する効
果的な施策の検討に資
すること

13

分野別評価（政策手段シート）

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等

　全国段階の関係農業団体を構成員
とする「全国担い手育成総合支援協
議会」を設置し、①担い手の育成・確
保や集落営農の組織化・法人化に向
けた各地域の取り組みに対する支
援、②担い手や一定の要件を満たす
集落営農等の規模拡大に必要となる
農業機械・施設の導入支援を実施

政策手段の内容
（関連する目標）

　経営構造対策等の適正かつ円滑な
推進及びアグリビジネスの一層の推進
を通じた地域農業の構造改革を積極
的に支援するため、全国的な見地か
らの普及宣伝活動、調査研究及び情
報提供活動等を実施

意欲と能力のある担い手の育成・確保

実績及び実績に対する所見

　育成すべき農業経営の個別・具体
的な継続的な経営実態の分析を行う
とともに、これらの農業経営が抱える
基礎的な経営課題についての調査・
分析



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農業経営強化対策事業
推進費補助金のうち
　農業経営ＩＴ活用支援
　推進事業費

・情報化指導人材の育
成数　300人(平成17年
度)
・次世代通信技術の農
業分野での活用の提案
３種類(平成17年度)
・栽培技術のモデル化
に必要なデータ数
3,100項目(平成17年度)
・メーリングシステム参加
者の割合　就農準備校
(全国)修了生の50％(平
成17年度)

108

強い農業づくり交付金の
うち
　認定農業者等担い手
　育成の推進のうち
　　担い手総合支援

各地区における新たな
認定農業者の育成目標
の達成（平成21年度）

交付金
47,009の内

数

強い農業づくり交付金の
うち
　認定農業者等担い手
　育成の推進のうち
　　経営構造対策推進

－
交付金
47,009の
内数

強い農業づくり交付金の
うち
　認定農業者等担い手
　育成の推進のうち
　　経営構造対策

・担い手の育成
・担い手への農地の利
　用集積
事業を実施した全ての
地区において、設定した
目標値を達成（平成21
年度）

交付金
47,009の
内数

　認定農業者等の担い手の育成・確
保及び担い手への農地の利用集積
等の地域農業の構造改革の加速化に
資する生産施設、加工施設、流通販
売施設及び土地基盤等の整備を実
施

　農業経営の高度化･効率化等に資
する情報利活用システムの研究開発
等を実施

　都道府県・地域の各段階において、
関係農業団体及び地方公共団体等
を構成員とする「担い手育成総合支
援協議会」を設置し、①地域リーダー
の育成、経営能力向上研修、②認定
農業者のフォローアップ、③集落営農
の組織化・法人化等の支援を集中的・
重点的に実施

　都道府県段階において指導助言体
制の整備及び評価活動等の支援等を
実施するとともに、地域段階において
事前評価活動及び成果目標の達成
阻害要因の分析活動等を実施



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

強い農業づくり交付金の
うち
　認定農業者等担い手
　育成の推進のうち
　　アグリチャレンジャー
　　支援

・所得の向上
・農畜産物等の売上額
・雇用の拡大
事業を実施した全ての
経営体において、設定
した目標値を達成（平成
21年度）

交付金
47,009の
内数

広域連携アグリビジネス
モデル支援事業費

・連携作物の取扱量の
　増加
・農家所得の向上
事業を実施した全ての
事業実施主体におい
て、設定した目標値を
100％達成(事業承認年
度から３年後)

1,200

農業者年金給付費等負
担金

149,422

農地売渡業務等円滑化
対策補給金

196

独立行政法人農業者年
金基金旧年金勘定運営
費交付金

2,368

独立行政法人農業者年
金基金農地売買貸借等
勘定運営費交付金

96

独立行政法人農業者年
金基金特例付加年金勘
定運営費交付金

454

農業者年金監査等委託
費

13

　農業生産を核に加工・流通・販売・
交流等のアグリビジネスに挑戦する上
で必要となる生産施設、加工施設、流
通販売施設及び土地基盤等の整備
を実施

　生産者と食品産業等の実需者が連
携して農産物を安定供給・確保する
取組や、複数の都道府県にわたる生
産者が連携して生産・販売施設等を
整備する取組を支援

農業者の老後において
必要な年金等の給付に
関する業務の適切な運
営

　（独）農業者年金基金等に対し、年
金給付に要する経費等の事業費、業
務実施に必要な運営費等を交付



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

独立行政法人農業者年
金基金農業者老齢年金
等勘定運営費交付金

1,174

特例付加年金助成補助
金

農業者の老後において
必要な年金等の給付に
関する業務の適切な運
営

2,022

担い手農業者資金借入
動向等調査委託費

次期担い手農業者資金
制度の見直し検討の判
断資料として活用

6

担い手経営安定対策交
付金

効率的かつ安定的な水
田作経営体の育成
　9万経営体程度（平成
22年度）

11,500

農業信用保険事業交付
金

農業者等が必要とする
資金の円滑な融通の確
保

1,046

農林漁業金融公庫出資
金

支援を受けた農業者の
５年以内の経常黒字化

4,800

農林漁業金融公庫資金
のうち

－
融資枠
430,000

　担い手の育成を図るため、一般金融
機関では対応し難い長期・低利資金
を融通

　担い手農業者の資金借入の実態・
借入動向等を調査・分析し、資金制
度の運営改善等金融行政に必要な情
報・基礎資料を整備

　経営困難農業者の有する農地等の
優良経営資源を承継する受皿農業者
等に対し、その円滑な承継等を支援
する農業再生ファンド組成のための原
資等

　認定農業者等の一定の要件を満た
す米穀の生産者と国により資金を造
成し、稲作所得基盤確保対策に上乗
せして稲作収入の下落に応じて、資
金から補てん金を交付

　農業信用保険事業の財務基盤を強
化することにより、担い手農業者に対
する資金供給の円滑化を支援

　農業者年金制度による意欲ある担
い手に対する政策支援（保険料の一
部助成）を実施



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

　農業経営基盤強化資
　金

－
融資枠
95,000

　経営体育成強化資
　金

－
融資枠
39,700

　農業経営維持安定資
　金

－
融資枠
32,800

農林漁業金融公庫補給
金

－
49,016の
内数

農業近代化資金 －
融資枠
10,000

農業近代化資金利子補
給事業

農業経営の近代化に資
するため、農業者等の
経営展開に必要な長期
かつ低利の施設資金等
の円滑な融通

30

農山漁村振興緊急対策
利子助成金等交付事業

－ -

農業改良資金 －
貸付金
38,000

農業改良資金政府貸付
金

－ 7,982

農業経営改善促進資金 －
融資枠
200,000

農業経営負担軽減支援
資金

－
融資枠
25,000

　農山漁村振興基金の運用益及び取
り崩しにより、認定農業者を対象とした
農業経営基盤強化資金等の借入者
に対し、金利負担を軽減させ、経営改
善を促進するための利子助成金等を
交付

　農業経営の改善を目的として農業
の担い手がチャレンジする取組に必
要な無利子資金の貸付を行う都道府
県に必要な資金を貸付

　農業者の償還負担軽減に必要な資
金を融通

　農業経営の維持安定に必要な資金
を融通

　前向き投資資金と併せて償還負担
の軽減に必要な資金を融通

　認定農業者の農地や機械施設取得
等の長期資金の融通

　長期・低利資金の融通に伴って生
ずる調達・貸付の金利差等を補てん
することにより、公庫資金の円滑な融
通を確保

　農業者等に対し、農協等民間金融
機関が行う長期かつ低利の施設資金
等の融通を円滑にするため、利子補
給を実施

　認定農業者の肥料や飼料購入等の
ための運転資金の融通



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

被害農家営農資金利子
補給等補助金（天災資
金）

被害農林漁業者の経営
安定（天災による被害を
受けた農業者等の経営
の維持安定に必要な資
金の円滑な融通）

410

農業経営基盤強化促進
法

－ -

独立行政法人農業者年
金基金法

－ -

農業改良助長法 － -

農業改良資金助成法 － -

農林漁業金融公庫法 － -

農業近代化資金融通法 － -

天災融資法 － -

　天災による被害を受けた農業者等
の経営の維持安定に必要な資金を融
通

　効率的・安定的な農業経営を育成
し、農業の健全な発展に寄与（②）

　食料・農業・農村基本法の理念に即
した、担い手の確保を目的とする政策
年金制度

　担い手の育成や環境保全型農業の
推進等に資するため、農業に関する
普及事業を実施

　農業経営の改善を目的として農業
の担い手がチャレンジする取組に必
要な無利子資金の貸付を行う都道府
県に必要な資金を貸付

　農林漁業の生産力の維持増進に必
要な長期かつ低利の資金であって、
民間金融機関が融通することを困難と
するものを融通することを目的に、認
定農業者等担い手の経営改善を支援
する資金等を融通する制度

　農業者等に対し、農協等民間金融
機関が行う長期かつ低利の施設資金
等の融通を円滑にするため、利子補
給を実施

　天災による被害農林漁業者等に対
する資金の融通に関する暫定措置法



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

所得税・法人税共通の
特例措置

－ -

法人税の特例措置 － -

②
農地保有合理化促進事
業費

本事業による担い手へ
の集積面積：1.7万ha/年

14,310

農地保有合理化担い手
育成地域推進事業費

－ 156

担い手育成農作業受委
託促進事業費

－ 76

農地保有合理化緊急加
速事業費

－ 276

農業生産法人経営支援
出資事業費

本事業による担い手へ
の集積面積：180ha/年

700

担い手（家族農
業経営及び法人
経営）への農地
利用集積面積：
２５０万ha
（平成２１年度）

　租税特別措置法第13条の３、第46
条の３、第68条の32
　認定農業者が一定以上の経営規模
拡大をし、機械体系等の変更が必然
的に伴うような場合に、その直後の一
定期間は経営が不安定となりやすい
ため、機械・施設等の減価償却を割
増

　租税特別措置法第61条の２、第61
条の３、第68条の64、第68条の65
　特定農業法人が農用地の取得等を
するために積み立てた農用地利用集
積準備金の金額を損金算入、及び当
該準備金を取り崩して農用地等を取
得した場合に圧縮記帳の特例措置

　農地保有合理化法人の有する機能
を効率的に活用して担い手への農地
の利用集積を促進

　農地保有合理化法人が水田農業地
帯の土地利用を明確にし、利用調整
に対する支援等を集中的・総合的に
行い認定農業者等の利用集積を促進

　農作業の受委託による作業規模の
拡大を推進

　担い手の農地の取得及びそれに伴
い必要となる近代化施設の整備に要
する負担の軽減

　農業生産法人に対して、現物出資
及び農用地等を仲介する際に併せて
金銭出資することにより、効率的かつ
安定的な経営基盤の確立を図る



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

強い農業づくり交付金の
うち
　農地利用集積の推進
　のうち
　　優良農地確保支援対
　　策

担い手への農地利用集
積の促進（担い手への
農地利用集積率）とし、
都道府県が作成する利
用集積率の増加計画を
達成した都道府県の割
合を100％とする

交付金
47,009の
内数

強い農業づくり交付金の
うち
　農地利用集積の推進
　のうち
　　連携強化推進体制整
　　備

担い手への農地利用集
積の促進（担い手への
農地利用集積率）とし、
都道府県が作成する利
用集積率の増加計画を
達成した都道府県の割
合を100％とする

交付金
47,009の
内数

強い農業づくり交付金の
うち
　農地利用集積の推進
　のうち
　　認定農業者利用調整
　　推進

－
交付金
47,009の
内数

強い農業づくり交付金の
うち
　農地利用集積の推進
　のうち
　　都道府県農業改善推
　　進支援

－
交付金
47,009の
内数

強い農業づくり交付金の
うち
　農地利用集積の推進
　のうち
　　水田農業経営構造確
　　立緊急対策

－
交付金
47,009の
内数

　改正農業経営基盤強化促進法に基
づき、農業委員会が実施する要活用
農地とそれ以外の農地を振り分けるた
めの現地調査等を支援
　また、農業委員会の重点地区にお
ける活動を踏まえ、普及組織が栽培
技術・経営管理等について、技術的
側面から重点的に支援

　都道府県農業会議による関係農業
団体との農地等情報の共有化等を支
援

　認定農業者から、農用地について
利用権の設定等を受けたい旨の申し
出があった場合に農業委員会が行う
利用調整活動を支援

　農業委員会法の規定に基づき、都
道府県農業会議が農地法等によりそ
の所掌に属せられた事項を処理する
ために必要な会議員の会議出席旅費
を支援し業務の円滑な遂行を支援

　米政策改革を促進し、望ましい生産
構造を実現するため、担い手への農
地の利用集積に関するより高い目標
を立てた地域が目標を実現するため
に必要とする機械及び施設等の整備
等を実施



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農地利用調整等円滑化
総合支援事業費

－ 85

担い手農地情報活用集
積促進事業費

本事業による平成17年
度の担い手への集積目
標面積（2，350ha）

1,354

経営構造改革緊急加速
リース支援事業費

全ての借受者におい
て、各認定年度から5年
間について、各年度毎
の目標達成プログラムを
設定し、原則として設定
した目標値を達成

1,037

中山間農地保全対策事
業費

－ 12

農地調整費交付金

農地法その他農地の利
用関係の調整に関する
法令等に基づき都道府
県が農地法等の目的に
照らし適正かつ円滑に
事務処理を実施

149

都道府県農業会議会議
員手当等負担金

都道府県農業会議にお
ける法令業務の適正な
処理と、組織の健全な運
営

608

農業委員会交付金 － 10,059

　担い手への農地の利用集積に資す
るための農地の確保及びその有効利
用を促進

　農地情報を公開し、地域外から広範
に農地の引き受け希望者を募集でき
る仕組みを構築すること等により、担
い手への農地の利用集積を促進

　農地保有合理化法人が行う機械施
設等のリース事業の促進により、担い
手への農地の利用集積を促進

　農地保有合理化法人が行う農地の
買い入れ及び保全活動により国土保
全機能等を維持

　担い手への農地の利用集積に資す
るため、農地の利用をめぐる紛争解決
等の調整を実施

　担い手への農地の利用集積に資す
るための農地等の利用関係の適正な
調整等を実施

　担い手への農地の利用集積に資す
るための農地の確保及びその有効利
用を促進



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農業委員会費補助金 － 137

事務取扱交付金 － 1,955

農地制度資料編さん委
託費

今後の農地制度・農業
構造政策の基礎資料と
して農業情勢等に対応
した農地制度・施策の企
画・立案への活用

3

土地管理情報収集分析
調査委託費

農地流動化施策等にお
ける施策の的確な企画・
立案の実施

24

農地の権利移動・転用
規制の合理的な調整方
策等に関する調査研究
委託費

今後の農地制度・農業
構造政策の基礎資料と
して活用することにより、
農業情勢等に対応した
農地制度・施策の企画・
立案に資すること

3

農業経営基盤強化措置
状況調査委託費

今後の農地の利用集積
等に関する制度及び施
策の推進方策の基礎資
料として農業情勢等に
対応した農地制度・施策
の企画・立案への活用

4

農地保有合理化支援資
金

－ 200

　農業委員会が、農地等の利用関係
をめぐる紛争についての和解の仲介
等を実施、及び、小作料の標準となる
べき額の設定・改訂

　担い手への農地の利用集積を促進
するための国有農地等の買収・売渡、
管理

　担い手への農地の利用集積の促進
に資するための農地制度資料の編さ
ん

　担い手への農地の利用集積の促進
に資するために農地の権利移動の実
績等を把握する調査

　農地の権利移動・転用規制制度の
運営に関する調査研究

　農地保有合理化措置の農村現場に
おける取組の実態、制度・施策の運用
の状況、問題点等に関する調査研究

　農地保有合理化法人が農業生産法
人に農用地等を現物出資、又は農地
の売渡信託の引き受けにより、担い手
の規模拡大を促進



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農業経営基盤強化促進
法

－ -

農業委員会等に関する
法律

－ -

農地法 － -

③ 新規就農青年数
の確保：１２千人
／年

農業経営強化対策事業
推進費のうち
　新規就農等促進総合
　支援事業

・農業・農村体験活動を
継続的に行うために設
置した全国組織に加入
し体験活動へ参加する
延べ人数：８万人（平成
19年度）
・新規就農相談センター
における就農相談件数：
14千件／年

338

農村青少年研修教育団
体事業費

本事業における各種研
修修了生のうち、70％の
新規就農者数を確保
（平成18年度）

245

強い農業づくり交付金の
うち
　新規就農の促進のうち
　 新規就農等促進総合
　 支援

・農業・農村体験活動を
継続的に行うために設
定した全国組織に登録
し、体験活動への参加
する延べ人数：80,000人
（平成19年）
・本事業を実施した都道
府県の新規就農青年の
確保に係る目標達成割
合

交付金
47,009の
内数

　効率的・安定的な農業経営を育成
し、農業の健全な発展に寄与（①）

　農業生産力の発展及び農業経営の
合理化を図り、農業者の地位の向上
に寄与

　土地の農業上の効率的な利用を図
るための利用関係を調整すること等に
より、耕作者の地位の安定と農業生産
力の増進を図る

　農業・農村体験活動を継続的に行う
ための全国的な組織づくりへの支援
及び農業・農村体験活動の受入体制
の整備等を実施
　農内外からの新規就農を円滑に進
めるため、全国新規就農相談セン
ター等において就農啓発や技術習得
のための研修、資金に係る情報等、
就農に必要な情報の提供・相談活動
を実施

　民間研修教育施設の運営、指導農
業士等を活用した国内先進地留学研
修により、青年農業者等の農業を担う
べき者の確保・育成に寄与

・農業・農村体験活動を継続的に行う
ための全国的な組織づくりへの支援
及び農業・農村体験活動の受入体制
の整備等を実施
・農内外からの新規就農を円滑に進
めるため、都道府県新規就農相談セ
ンター等において就農啓発や技術習
得のための研修、資金に係る情報
等、就農に必要な情報の提供・相談
活動を実施



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

強い農業づくり交付金の
うち
　新規就農の促進のうち
　　農業研修教育・農業
　　総合支援センター施
　　設整備

－
交付金

47,009の内
数

農業経営強化対策事業
推進費のうち
　シニア能力活用促進
　事業

高齢者グループ数のう
ち、担い手育成・支援活
動を行ったグループ数
の割合を2割に増加（平
成21年）

5

強い農業づくり交付金の
うち
　高齢農業者能力活用
　の推進のうち
　　シニア能力活用促進

高齢者グループ数のう
ち、担い手育成・支援活
動を行ったグループ数
の割合を2割に増加（平
成21年）

交付金
47,009の内

数

独立行政法人農業者大
学校運営費交付金

独立行政法人農業者大
学校施設整備費

就農支援資金
貸付枠
14,000

就農支援資金政府貸付
金

5,911

青年等の就農促進のた
めの資金の貸付等に関
する特別措置法

－ -

586

－

農林水産大臣が独立行
政法人ごとに定める「中
期目標」の達成

　農業に関する研修教育の中核機関
である道府県農業大学校等の研修教
育施設、調査研究用施設及び地域段
階における実績的個別技術の研修施
設の整備の実施

　担い手支援等に向けた活動の促進
のため、各地域における高齢者活動
優良事例について、収集及び表彰事
業を行うとともに、高齢者の能力を活
用した担い手支援等への活動の取り
組みを促進するため、小冊子、パンフ
レットの作成・配布を実施

　地域の牽引役としての高齢者の活
動を土台として、高齢者の持つ能力を
担い手支援・育成のためにより積極的
に活用していくため、担い手の支援・
育成のための高齢者能力を活用する
環境づくり、地域活性化のための高齢
者自立活動への支援等の実施

　現に農業に従事している青年を対
象に、講義、演習、派遣実習等によ
り、近代的な農業経営に必要な学理と
応用能力を付与し、青年農業者等の
農業を担うべき者の確保・育成に寄与

　新規就農者の就農準備、経営開始
等に必要な資金の手当てにより、青年
農業者等の農業を担うべき者の確保・
育成に寄与

　新規就農者の就農準備、経営開始
等に必要な資金の手当てにより、青年
農業者等の農業を担うべき者の確保・
育成に寄与



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等 政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

女性認定農業者
数の増加 農業改良資金のうち

　女性起業向け優先枠
－

融資枠
3,000

農業経営強化対策事業
推進費のうち
　農業・農村男女共同参
　画チャレンジ総合推進
　事業費

女性認定農業者の数の
増加　　9.6千人（平成21
年度）

144

強い農業づくり交付金の
うち
　農業・農村男女共同参
　画の推進のうち
　　農業・農村男女共同
　　参画チャレンジ総合
　　推進

女性認定農業者の数の
増加　　9.6千人（平成21
年度）

交付金
47,009の
内数

農村生活総合調査研究
事業委託費

農村における女性の経
営参画、社会参画を加
速するため、農村女性
の能力活用促進に関す
る調査研究結果が各都
道府県の普及部局等に
おいて活用され、当該
施策の的確な実施に資
すること

51
　企画会議、課題ごとに推進委員会、
配票・現地調査、報告書作成（各地方
農政局及び各都道府県等へ配布）等
の実施

　女性による農産加工等の活動の支
援、女性が新たに部門経営を開始す
る際の貸付

　女性農業者の農業経営及び起業活
動の高度化等に向けた普及啓発、研
修、シンポジウム、情報提供等を実施

　女性の社会参画・経営参画を促進
し、女性の活動しやすい環境づくりを
推進するため、女性の参画目標設定
や普及啓発、研修、交流会、検討会
等を実施



分野別評価（目指すべき姿と目標設定の考え方）

政策分野 担い手への経営支援の条件整備

政策分野主管課 政策分野主管課：経営政策課
及び関係課 関 係 課：普及・女性課、協同組織課、金融調整課、保険課、保険監

理官

政策分野全体の 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
目指すべき姿 を確立する

当面重点的に取組むべき 目 標
課題(目指すべき姿) （政策の有効性に関する指標 判断に用いる指標・データ

／政策の有効性を判断する視点）

① 担い手に対して、地 ①効果的・効率的な普及事業の推進 各都道府県を通じて普及指
注１

域の特性に応じた新技 導センターの目標を調査し、
術や当該技術に関する 指 標：担い手に対する技術等の これを国で集計
知識を効率的・効果的 普及に係る普及指導センタ
に普及指導することに ーの目標達成割合
よって、高度な技術と ａ．担い手の育成に係る普及
高い経営能力を身につ 指導センターの目標達成
けた農業経営へ発展が 割合１００％
図られる。 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％

目標年度：平成２１年度
目 標 値：１００％
基 準 値：１００％

（注については、”分野別評価（目標値と

実績値の推移）”シートの用語解説参照）

② 農協系統組織への国 ②農業協同組合系統組織の適切な運
の指導・助言の強化に 営に対する指導・助言
よって、営農指導の強
化、生産資材のコスト 指標: ａ．組合員に充分なﾒﾘｯﾄを還 ・生産資材コスト引下げの取
引き下げなど、農協系 元する事業運営の推進 組状況
統組織の果たすべき役 ・ 生産資材コストが現状 ・営農指導機能の強化の推進
割の充実が図られ、担 より低下すること 状況
い手を中心とした農業 ・ 営農指導機能が現状よ
者の経営発展が図られ り強化されること
る。 ｂ．農協合併の促進及び組織 ・合併等の進捗状況

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 ・早期是正措置の発動状況
・ 自己資本比率４％（農 ・破たん時における迅速な処
林中央金庫は８％）以 理状況（休業日処理）
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 ・早期是正措置の発動状況
・ 支払余力比率200%以上
を確保すること

③ 災害によって農業の ③被災農家の経営の安定を図るため
再生産が阻害されるこ の農業災害補償制度の適切な運用
とを防止し、セーフテ
ィーネットとしての農 指標：災害発生時において、早期に ・再保険金の支払い状況
業災害補償制度の適切 共済金の支払いをすること ・損害の認定から再保険金の
な運用が図られること 決定までの事務処理を30日
によって、担い手が被 以内で行った率
災した場合の経営の安
定が図られる。



分野別評価（目標設定のと判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画

(関係箇所) 第３の２農業の持続的な発展に関する施策

目標年度 －

目 標 値 －

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕

農業の持続的な発展のためには、※効率的かつ安定的な農業経営を育成し、このような農
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ことが必要である。
しかしながら、我が国の農業生産構造については、農業従事者の減少・高齢化が急速に進

展するとともに、土地利用型農業を中心に農業経営の規模拡大が遅れるなど、脆弱化が進行
している。
このため、国だけではなく、地方公共団体、農業者・農業団体等の適切な役割分担の下で、

担い手の明確化とその育成・確保を図るとともに、
１．担い手に対する地域の特性に応じた新技術及び当該技術に関する知識の普及指導、
２．農協系統組織の担い手に対する営農指導の強化や安価で良質な生産資材の提供等果た
すべき役割の充実、

３．農業災害の発生時における損失の合理的な補てんによるセーフティネットの充実、
などにより担い手の経営を支援する各種条件を整備する必要があることから、本政策分野を
位置付ける。

※ 「効率的かつ安定的な農業経営」とは、主たる従事者が他産業従事者と同等の年間労働時間で

地域における他産業従事者とそん色ない水準の生涯所得を確保し得る経営のこと。

〔政策分野の目標設定の考え方〕

目標① 効果的・効率的な普及事業の推進

地域の特性に応じた農業に関する技術の普及や農業者の農業技術及び経営管理能力の向上
等を通じた担い手の育成は、普及事業の基本的な課題であり、また、これらは、「食料・農
業・農村基本計画」においても、普及事業が貢献すべき分野として位置付けられている。
また、「協同農業普及事業の運営に関する指針」（平成16.11.30農林水産省告示）の第１

の１においては、普及指導活動の基本的な課題として、「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」ことが位置付けられており、普及事業が担い手の経営発展を支援する条件とし
て重要であることから、「担い手に対する技術等の普及」に係る目標として
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％

を設定することとした。
なお、政策分野の目標年度については、目標が、今後１０年程度（平成２７年）を見通し

て定められた「食料・農業・農村基本計画」を基礎に設定されていることから、その中間年
である平成２１年度としたところである。

目標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

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た
めには、国だけでなく関係する組織・団体が総力を結集して取り組むことが必要である。
このため、国は、農業協同組合系統組織が相互扶助を目的とする農業者の自主的な協同組



織として、その果たすべき役割を充分に果たすよう、次の項目を視点として、その適切な運
営に対する指導・助言を行う必要があることから、以下を目標指標として設定することとし
た。

ａ．組合員に充分なメリットを還元する事業運営の推進
農業協同組合系統組織が担い手への経営支援を行っていくためには、消費者に信頼

される「JAブランドの確立」、営農指導事業の強化、担い手に実感される生産資材価
格の引下げ等により、組合員のメリットの向上に取り組むことが基本。
このため、生産資材コストの引下げへの取組状況、営農指導機能の強化の推進状況

等を目標として設定。

ｂ．農協合併の促進及び組織運営体制整備
農業協同組合系統組織が、担い手を中心とする組合員にメリットを最大限に還元す

るためには、組織の合理化・効率化が必要。
農業協同組合系統組織においては、組織・事業運営の合理化・効率化を図るため、

単協・連合会の組織整備に取り組んでいることから設定。

ｃ．信用事業の健全性の確保
農業協同組合系統組織は、担い手を含む農業者に対し金融面での経営支援を行って

いくため、農業の資金需要の季節性、農業者のニーズ等に則したきめ細やかで信頼さ
れる金融サービスを安定的に提供していくことが必要であることから設定。

ｄ．共済事業の健全性の確保
農業者の営農・生活基盤を安定させるためには、農業者の営農・生活におけるリス

クに対し、農協が行う共済事業が、セーフティネットとしての役割を安定的に果たす
ことが必要であることから設定。

目標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

農業災害補償制度は、自然災害が発生した場合に、組合員の支払った掛け金に応じた共済
金を支払う公的保険制度であり、被災農家の経営安定上重要な役割を果たしている点を踏ま
え、この制度全体が適正に運用されることが求められている。
このため、この目標は、農業共済事業運営基盤の充実強化に関しても、農業共済組合等の

再編整備後の実施体制下の事業運営の状況を評価する観点から設定することとした。

〔政策目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① 効果的・効率的な普及事業の推進

普及事業においては、普及活動を計画的に行うため、普及指導センターにおいて普及指導
計画を作成しており、この中で、普及活動として取り組むべき課題や当該課題に関する目標
指標を設定している。
本政策評価では、普及指導センターにおいて設定している普及課題のうち「担い手の育成」

及び「技術の普及」に関する課題について、目標数値に対し実績値が一定水準以上まで到達
した指標数が全体の指標数に対してどれだけの割合に達しているかをもって普及事業の推進
状況を推し測る指標とし、当該割合が１００％となることを目標とする。
具体的な達成状況の算出については以下のとおり。

１）各年度において、全国の普及指導センターの１／３ずつを調査対象として選定。
２）１)で選定した普及指導センターの重点課題から、①担い手の育成に関する課題及び、
②技術の普及に関する課題を選定し、各課題で設定している数値指標について、(ア)当該
年度の目標値、(イ)目標に対する実績値、(ウ)達成又は未達成の要因等を調査し、(エ)各
指標の目標到達割合を算出（(エ)＝(イ)／(ア））。



３）各指標について（エ)の到達割合に応じてＡ、Ｂ、Ｃにランク分けし（ランク分けは国
の政策評価の基準を準用し、90％以上をＡ、50％以上90％未満をＢ、50％未満をＣとする）、
(オ)当該到達割合が一定水準以上（Ａ又はＢ）に達している指標の数及び（カ)全調査指
標数を全国段階でカウント。

４）以上により、(キ)全調査指標数のうち達成ランクがＡ又はＢの指標数の割合（(キ)＝(オ)
／(カ)）を算出し、これを当該年度の目標値で除した数値を達成状況とする。

達成率の計算式

目標値に対し実績値が一定水準以上まで到達した指標数
÷当該年度目標値×100

全 体 の 指 標 数 （％）

目標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

農業協同組合系統組織の事業については、農協系統自らが目標を設定し、取り組むもので
あることを前提に、主要な４つの柱（経済、組織、信用、共済）に係る以下の指標を踏まえ
て、その運営に対する国の指導・助言を総合的に判断する。

ａ．組合員に充分なメリットを還元する事業運営の推進
組合員に充分なメリットを還元するためには、生産資材コストの引き下げや、営農指導

機能の強化が重要であることから、それらの推進状況を「判断に用いる指標・データ」と
して用いて、達成状況を判断。

ｂ．農協合併の促進及び組織運営体制整備
組合員にメリットを最大限に還元するためには、組織の合理化・効率化が必要であるこ

とから、合併等の進捗状況を「判断に用いる指標・データ」として用いて、達成状況を判
断。

ｃ．信用事業の健全性の確保
ア 自己資本比率が４％（農林中央金庫は８％）以上確保されているかどうかを監督し、
同比率がその基準を下回る場合には経営改善計画の提出・業務の停止等の早期是正措置
を発動することから、当該措置の発動状況を「判断に用いる指標・データ」として用い
て、達成状況を判断。

（参考） 自己資本の額（出資金、法定準備金、内部留保等）
自己資本比率＝

資産勘定の各項目（現金、貸付金、有価証券、固定資産
等）等に危険率（０～100％）を乗じて得た額の合計額

イ 農協等が破たんした場合には、休業日中（金曜の営業時間終了後から月曜の営業時間
開始まで）に貯金者データの名寄せ等の事務処理を完了し、翌営業日には従来どおり金
融サービスを提供することが重要であることから、迅速な処理（休業日処理）状況を「判
断に用いる指標・データ」として用いて、達成状況を判断。

ｄ．共済事業の健全性の確保
支払余力比率が２００％以上確保されているかどうかを監督し、同比率がその基準を下

回る場合には経営改善計画の提出・業務の停止等の早期是正措置を発動することから、当
該措置の発動状況を「判断に用いる指標・データ」として用いて、達成状況を判断。

支払余力比率＝
出資金、準備金等の合計額
通常のリスクを超えるリスクの合計額 × １

２



目標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

被災農家の経営を安定させ、農業生産力の発展に資するという制度の目標を踏まえ、①災
害の発生状況に応じた共済金支払いの原資となる再保険金の支払状況、及び②共済金支払

に係る一連の事務のうち、損害高の認定から再保険金の決定までの事務(評価対象事務)を標
※ １

準事務処理期間内（30日以内)に処理した率を踏まえ、共済金の早期支払が確立されている
か判断する。

※1 〔損害高の認定から再保険金の決定までの事務（評価対象事務）を標準事務処理期間内（30日以内）に
※２ ※３

処理した率〕＝〔評価対象事務が標準事務処理期間内に行われた件数〕/〔全件数〕×１００
※４

※2 「評価対象事務」については、共済金支払に係る一連の事務のうち、国に連合会当初評価高が届いた日(接

受日)から国が再保険金を支払う日(決裁完了日)までに行われる事務のこと。

※3 「標準事務処理期間」については、

① 各事務処理段階に要する期間を積算していくと、最長５０日程度となるが、同時並行で進めるなどの

努力を行うことにより３０日程度になること

② 当該事務処理を３０日で行うことにより共済金支払に関する農家からの要望もほぼ満たされること

を踏まえて、３０日と設定。

※4 評価対象事務を３０日以内に処理したものを、「評価対象事務が標準事務処理期間内に行われた件数」と
※５

して計上。

※5 「件数」については、評価対象事務が行われたものについて、共済目的の種類、引受方式及び連合会単

位にて計上。



分野別評価（目標値と実績値の推移）

目標① 効果的・効率的な普及事業の推進

【目標値と実績値の推移】

ａ．技術の普及に係る普及センターの目標達成割合
(単位：％)

(単位：％)

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

目 標 値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

達成率(実績値)

ｂ．担い手の育成に係る普及センターの目標達成割合

(単位：％)

(単位：％)

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

目 標 値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

達成率(実績値)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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目標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

ａ．組合員に十分なメリットを還元する事業運営の推進
生産資材のコスト引下げの取組状況、営農指導機能の強化の推進状況

ｂ. 農協合併の促進及び組織運営体制整備
ア 合併等の進捗状況

○ 総合農協合併の推移（各年度末）

16年度 17年度

農 協 数 929 874

合併件数 14 11

合 併 参 加 農 協 数 36 22

資料：年度末農協数は、「農業協同組合等現在数統計」（農林水産省）。

合併件数及び合併参加農協数は全中調べ。

平成１７年度の合併件数及び合併参加農協数は、平成１７年４月から１０月までの累計値。

ｃ．信用事業の健全性の確保
ア 早期是正措置の発動状況

（単位：件）

１６年度

０

資料：農林水産省調べ。

（参考）農協系統三段階の自己資本比率（平成１５年度）
(単位：％）

農 協 信 連 農林中金

１７．１７ １５．０１ １２．９４

（注）農林中金は連結ベース。

資料：農林水産省調及び農林中金調べ。

イ 破たん時における迅速な処理状況（休業日処理）

１６年度

破たん事例なし

資料：農林水産省調べ。

ｄ．共済事業の健全性の確保
早期是正措置の発動状況 なし （平成１７年度から適用）

（参考）過去３年間の支払余力比率の推移
（単位：％）

１４年度 １５年度 １６年度

７５３．０ ８２９．５ ８８３．１

資料：農林水産省調べ。



目標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

ア 再保険金の支払状況 （単位：百万円）

１６年度

再保険金支払額 59,149

資料：農林水産省調べ。

イ 損害の認定から再保険金の決定までの事務処理を30日以内で行った率
（単位：件、％）

１６年度

事務処理件数 221

期間内達成件数 221

期間内達成割合 100.00

資料：農林水産省調べ。

《用語の解説》

注１ 普及事業

試験研究機関と農業者との橋渡し役という基本的役割の下、試験研究機関等で行われている技術開発の成果

を、普及職員の活動を通して現場に合った形で普及すること等により、農業経営と農村生活の改善に自主的に

取り組む農業者を育成する事業。国と都道府県との協同事業として実施。



（評価結果と分析・改善の考え方）

評価結果 政策目標を達成するための政策手段の有効性 改善・見直しの方向

目標①
・評価結果の分析を記述する。 左の分析を受けた施策の

効果的・効率的 ・達成状況が良くない場合は、当該分野の政策 改善・見直しの方向につ
な普及事業の推 手段に何が欠けていたのか、どのような政策 いて記述する。
進 手段が有効に機能していなかったのか等につ

いて記述する。
担い手に対する
技術等の普及に
係る普及指導セ
ンターの目標達
成割合

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％

目標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

目標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

総合的な所見 ・各目標の重要度、優先度も踏まえて分野全体としての所見を記述する。
（各局政策評価 ・他の分野との関わりの中での所見もあれば記述する。
担当課長）



【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】



政策分野

目標 目標の内容

協同農業普及事業交付
金

－ 21,812

革新的技術導入・調査
研究推進総合支援事業
費

本事業を実施した普及
指導センターの普及指
導課題に係る目標達成
割合：100％（平成19年
度）

12

普及活動情報基盤整備
事業費

普及情報ネットワークへ
のアクセス数：28万回／
年（平成19年）

167

革新的農業技術習得研
修委託費

研修受講者の研修目標
の達成

34

普及職員機能強化緊急
対策事業費

研修受講者の研修目標
の達成

63

普及職員自己研修支援
体制整備調査等委託費

・自己研修拠点施設利
用者数の達成（平成21
年度）
・自己研修に対する寄
与度：90％（毎年度）

7

① 担い手に対する
技術等の普及に
係る普及指導セ
ンターの目標達
成割合：100％
（平成21年度）
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％

政策手段
（法律・事業名等）

予算額
（百万円）

分野の目標等

　普及職員に求められる機能を強化
するため、普及職員の能力及び資質
向上のための研修等を実施

　普及職員の効果的・効率的な自己
研修を支援する拠点を整備するた
め、普及関係文献の調査・整備等を
実施

分野別評価（政策手段シート）

担い手の経営を支援する条件整備

成果手段の内容
（関連する目標）

　普及職員の設置
　普及指導活動の実施
　地域農業改良普及ｾﾝﾀｰの運営等

　革新的技術の導入等により経営改
善に取り組もうとする経営体に対する
普及事業による支援等の実施

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)

　全国の普及センターに対する、普及
情報ネットワークを通じた普及活動に
必要な技術等各種情報の提供等を実
施

　(独)試験研究機関における普及職
員に対する高度・先進的な技術に関
する研修等の実施



目標 目標の内容

政策手段
（法律・事業名等）

予算額
（百万円）

分野の目標等
成果手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)

強い農業づくり交付金の
うち
　 認定農業者等担い手
   育成の推進のうち
　　  新技術普及促進支
      援

－
交付金
47,009の
内数

農業改良助長法 － －

②

ＪＡ農業・農村サポート機
能活性化促進事業

・農産物販売事業とJA
営農支援機能との連携
の強化
　全農協（901）での販売
事業との連携を図る生
産販売企画専任者の配
置
・合併実現農協における
生産資材コスト削減の促
進
　汎用性のある代表的な
生産資材について、系
統におけるその取扱量
中、割安な大型規格品
が占める割合80％の実
現
・農協女性正組合員数
に占める助け合い組織
協力会員数の割合の向
上
　平成17年度末で10％
を目標とする

274

農業協同組合系
統組織の適切な
運営に対する指
導・助言
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

　農協組織による地域農業の振興を
図る事業活動を一層促進するため
の、全国中央会及び都道府県中央会
の活動に対する所要の助成等

　担い手の育成に必要な革新的技術
の普及や地域農業の競争力強化のた
めのコーディネイト等の多様な現場課
題に的確に対応した普及組織による
高度で重点的な支援を実施

　担い手の育成や環境保全型農業の
推進等に資するため、農業に関する
普及事業を実施



目標 目標の内容

政策手段
（法律・事業名等）

予算額
（百万円）

分野の目標等
成果手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)

農林漁業団体職員共済
組合費補助金

－ 2,199

農業協同組合法 － －

農林中央金庫法 － －

農水産業協同組合貯金
保険法

－ －

農業共済事業事務費負
担金

－ 52,341

農業共済事業運営基盤
強化対策費補助金

－ 512

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（・災害発生
時において、早
期に共済金の支
払いをすること）

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）

　農業者の協同組織の発達を促進す
ることにより、農業生産力の増進及び
農業者の経済的社会的地位の向上を
図り、もつて国民経済の発展に寄与
することを目的として、農業協同組合
（単協）と単協を会員とする農業協同
組合連合会の事業、管理、監督等に
ついて定める

　農林中央金庫が業務の健全かつ適
切な運営を確保するための指導・助
言

　農林漁業団体の事業に従事する職
員の相互扶助事業を行い、その福利
厚生を図り、併せて待遇の適正を図
り、もって優秀な職員をその職域に確
保し、農林漁業団体本来の目的を達
成せしめるために行う、年金給付等事
業に対する補助

　制度の実施機関たる農業共済団体
等の事業運営基盤の強化を推進

　貯金者の保護等を図り、もって信用
秩序の維持を図るための農業協同組
合等に対する指導・助言

　制度の実施機関たる農業共済団体
等の基幹的事務費に対してその一定
額を負担



目標 目標の内容

政策手段
（法律・事業名等）

予算額
（百万円）

分野の目標等
成果手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)

農業共済事業特別事務
費補助金
   ①損害評価特別事務
      費補助金
   ②農業共済地域対応
      推進総合対策費補
      助金

農業共済団体における
適正な損害評価の実施
と農業共済基礎組織の
健全な活動による農業
共済事業の健全な運営

150

農業共済組合連合会等
交付金

－ 19,970

家畜共済損害防止事業
交付金

－ 810

農業共済団体職員等講
習委託費、農業災害補
償制度調査委託費

－ 41

農業災害補償法 － －

被災農林水産業
者の持続的な経
営の安定に寄与
するための災害
復旧制度の適切
な運用

農林水産業共同利用施
設災害復旧事業費補助
金

－ 100

事業実施地区毎
の農林漁家の所
得の向上（全ての
事業実施地区に
おいて目標所得
の達成）

アイヌ農林漁業対策事
業

事業実施地区毎の農林
漁家の所得の向上（全
ての事業実施地区にお
いて目標所得の達成）

498

その他

　農業共済団体等における実測によ
る損害評価、評価眼の統一のための
実地研修等の推進
　地域の実情に即し、農業共済基礎
組織の機能強化の推進

　災害により被害を受けた農林水産業
共同利用施設の復旧に要する費用の
補助を行い、農林水産業の維持を図
り、経営の安定に寄与

　アイヌ系農林漁家の所得及び生活
水準の向上を図るため、経営の改善
に必要な施設・機械等を整備

　農家が負担する共済掛金について
その一部を国庫が負担

　農業共済組合連合会等が行う特定
の疾病の損害防止事業の推進

　制度の適切な運営を図るための講
習及び調査等を実施

　農業災害補償法に基づく農業災害
補償制度の適切な運用を通じた災害
による損失の合理的な補てん等を実
施



目標 目標の内容

政策手段
（法律・事業名等）

予算額
（百万円）

分野の目標等
成果手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)

人権問題啓発推進事業
費補助金

14

人権問題啓発推進事業
委託費

31

農林漁業団体職員の人
権意識の向上及び維持

農林漁業団体職
員の人権意識の
向上及び維持

　農林漁業団体の職員を対象とした
人権問題に関する教育・啓発の推進
のための会議の開催及び啓発資料等
の作成・配布等を実施
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