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政 策 評 価 総 括 組 織 意 見 書

評価結果
政策分野名 目 標 所 見

実 績 達成状況 達 成
【 目 標 年 度 】 ランク

Ⅰ－１－（１） 食品安全行政に係る目標（目標①）については、未承認の添加物
食品安全性確保対策 ①食料消費に悪影響を及ぼすよ － － 使用、輸入野菜の残留農薬、無登録農薬等の問題が発生し、中国産食料消費に悪影響

うな重大な食品安全問題を発 ほうれんそうの輸入数量は皆無になったものの、目標値の達成度のを及ぼすような重
（総合食料局消費生活課） 生させないこと。また、重大 判断基準である家計調査の対象となっている品目のうちこれらの問大な食品安全問題

な食品安全問題が発生した場 題の影響を受けたものと思われるほうれんそう、リンゴ、いちご、が発生しなかっ
合には、リスクコミュニケー なし、メロン、冷凍調理食品の購入数量等には特段の影響は見られた。
ションの強化等、適切な対応 なかった。このことからすれば、目標を達成したと判断されるもの
が図られること。 の、無登録農薬等の問題が発生し食品安全に対する国民の信頼が損

【平成14年度】 なわれている現状を踏まえれば、現在の判断基準のみによる評価で
②食品製造業におけるＨＡＣＣ は十分とは言えず、政策分野のアウトカム目標は達成されていない
Ｐ等導入率 と考えられることから、達成ランク付けは行わないこととする。な
ア 従業員５人以上の食品製 お、サブ指標として設定した農林水産物の残留農薬等の調査分析件
造業のＨＡＣＣＰ等導入率 数については当初計画どおりの分析が行われた。

： 8.5％ 7.4％ 118％ Ａ ＨＡＣＣＰ等導入率（目標②）については、飲用牛乳工場で低い
【平成15年度】 実績となったものの、食品製造業及び水産食料品製造業では順調な

イ 従業員20人以上の水産食 実績となった。
料品製造業のＨＡＣＣＰ導 食品製造業における危機管理マニュアルの整備率（目標③）につ
入率 ：18.3％ 9.3％ 94％ Ａ いては、12年度調査時点よりも低い結果となった。これは、目標決

【平成18年度】 定の時点で 「危機管理マニュアル」についての認識が不十分で現、
ウ 1日当たりの生乳処理量2 状値を適切に捉えていなかったために生じたものであり、目標設定

、 。トン以上の飲用牛乳工場数 そのものに問題があったことから 達成ランク付けを行わなかった
に占めるＨＡＣＣＰ承認工 危機管理マニュアルは、食品事故が発生した場合の問題食品の迅速
場数の割合 ：7割以上 62.0％ 40.0％ な回収及び消費者に対する情報開示を徹底するためのものであるこC

【平成22年度】 とを再度認識し、次年度以降、目指すべき危機管理マニュアルを明
③従業員50人以上の食品製造業 確に定義した上で、現状値及び実績値を把握する必要がある。
の危機管理マニュアルの整備 農林水産省は、一昨年の 発生以降、リスク分析の考え方をBSE
率 ：100％ 63.5％ △33％ － 踏まえ、産業振興部門とリスク管理部門を切り離し、消費者行政と

【平成15年度】 リスク管理を一元的に担う消費・安全局を本年7月に新設し、あわ
、 。せて リスクコミニュケーションを担う部署も新設することとした

平成14年度においては、 今後は、リスク管理部門としての消費・安全局が機能的に運営さ
① 目標値と同値 れるとともに、14年度末に策定された「食の安全・安心大綱」に基
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②ア 6.8 づき 「農場から食卓まで」のフードシステムにおける一環した食% 、
イ 9.5 品の安全性確保体制を構築する必要がある。%

%ウ 63.5
%③ 90

《サブ指標》
農林水産物の残留農薬等の調査 8,334件 99％ Ａ
分析件数：8,434件以上

Ⅰ－１－（２） 海外伝染病の侵入防止、国内に存在する家畜伝染病のうち公衆衛
家畜衛生対策 ①海外伝染病の侵入防止：我が ０件 － Ａ 生上問題となる疾病の清浄化推進等の観点から、４目標値を設定し

国に存在しない家畜伝染病又 ており、いずれも達成度の判断基準を満たしていたことから、達成
（生産局畜産部衛生課） は新疾病（畜産及び社会生活 状況は順調である。なお、ＢＳＥサーベイランス実施頭数は、前年

上に重大な影響を及ぼすもの 度実績の約２倍となった （13年度は６か月で1,066頭、14年度は4,。
に限る の発生がないこと 095頭）。） 。
また、発生があった場合は、 今後は、ＢＳＥ基本計画に即して、15年度末までに全ての都道府
侵入防止対策の見直し・強 県において24ヶ月齢以上の死亡牛全頭検査体制が整うよう、その整
化、まん延防止対策等が講じ 備を進めるとともに、家畜伝染病予防法を改正して実施する家畜飼
られること （対象疾病；口 養段階における病原体一般のリスク管理や危機管理体制の強化等を。
蹄疫ほか１２疾病、対象疾病 図る必要がある。
については政策評価結果書を
参照）

② 国内に存在する家畜伝染病 BSEｻｰﾍﾞｲ － Ａ
のうち公衆衛生上問題となる ﾗﾝｽ実施
疾病の清浄化の推進：牛海綿 頭数：40
状脳症（ＢＳＥ）のサーベイ 95頭
ランスが実施されること。流 日本脳炎
行性脳炎（うち日本脳炎 、 9→1→4）
炭疽、ブルセラ病、結核病の 炭疽
発生頭数について、２年連続 2→0→0
して前年を上回らないこと。 ﾌﾞﾙｾﾗ病

0→1→1
結核病
3→1→1

(頭)
③ 国内に存在する家畜伝染病 牛疾病： － Ａ
の清浄性の維持：牛、豚にお 0.01015%
ける上記②以外の家畜伝染病 豚疾病： － Ａ
の発生率について、過去５年 0.00000%
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間の発生率の平均値を下回る
こと。 【平成14年度】

Ⅰ－１－（３） 飼料製造工場等に対する立入検査及び収去飼料の成分検査を実施
飼料の安全性確保対策 ①各年の飼料の安全性に関する 100％ 100％ Ａ し不適切な事例が認められた10工場の改善指導を行った結果、次回

基準・規格等に照らし適切と 検査時の改善率は100％となり、達成状況は順調である。
（生産局畜産部飼料課） 認められない事例の改善率 また、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の清浄化については、全ての動物

：100％ 性飼料工場（182工場）に対して検査が実施された結果、３工場に
②牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の清 検査実施 全ての工 Ａ おいて不溶性不純物の含有量が成分規格に適合していなかった事例
浄化のため、全ての動物性飼 率 100％ 場で改善 がみられ、これら工場に対して改善の指導が行われた結果、次回検:
料工場に検査を実施し かつ 査時の改善率は100％となり、達成状況は順調である。、 、
検査対象工場のうち、ＢＳＥ 改善率 食の安全性を確保するためには、行政による関係事業者への指導:
に関する基準・規格等に照ら 100％ ・監督、情報開示や情報提供等に加え、個々の事業者が果たすべき
し、適切とは認められない事 法令の遵守を徹底させる必要がある。このため、飼料についても、
例が全て改善されること 先般、①肥飼料検査所における検査の実施体制の見直し、②違反飼

【平成14年度】 料が認められた場合の迅速な情報提供及び公表のルール化等の改善
が行われたころであり、さらに、③現在検討が進められている違反
飼料が認められた場合の関係者が講ずべき措置の指針策定を早急に
行う必要がある。
また、食品安全基本法の制定に伴い、食品安全行政を強化する一
環として、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律につい
て、①特定飼料等の製造業者に対する登録制度の導入、②有害な飼
料の輸入・製造・使用の禁止、③輸入飼料の監視の徹底、④飼料等
の基準及び規格と食品衛生法上の残留基準との整合性確保に係る厚
生労働大臣との連携の強化等の改正が行われたことから、その適正
な執行を確保するための体制整備について今後検討する必要があ
る。

Ⅰ－１－（４） 肥料については、肥料取締法に基づく立入検査を行い、違反業者
農業生産資材品質・安全 ①肥料取締法に基づく検査によ に対する改善指導を行った結果、達成状況は順調である。
確保対策 る改善率 ：100％ 92.9％ 93％ Ａ 農薬による被害・事故件数については、49件の発生となり、目標

②農薬による被害・事故件数の は達成したものの、14年度に無登録農薬の販売・使用の問題が発生
（生産局生産資材課） 改善 49件 － － し、農薬の適正な使用の確保という政策分野のアウトカム目標が達

【平成17年度】 成されていない事態となったことを踏まえれば、当初設定した判断
③47都道府県の全農薬販売業者 65,434 － － 基準のみによる評価では十分とは言えないことから達成ランク付け
(68,629業者)に対する農薬販 業者(5 は行わない。月末
売状況に関する実態調査の実 ) 農薬販売業者に対する農薬販売状況に関する実態調査について現在
施 【平成14年度】 は 届出販売業者数68,629 13年度末 のうち15年５月末までに65,、 （ ）

434業者について都道府県より報告がなされ、このうち269業者の無
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登録農薬の販売が確認された。これらの業者に対しては業者名の公
表、営業停止等の処分が行われた。都道府県より調査結果の報告が

平成14年度においては、 なされていない約3,000業者については、現在も引き続き都道府県
①100％、②59件未満 において調査中のものとの報告がなされ、政策分野主管課において

は都道府県に対し引き続き調査を行うよう要請を行うとともに、９
月末までに報告の提出を求め結果の取りまとめを行うこととしてい
る。本目標については、都道府県において全業者に対する調査が行
われたものの、未だ約3,000業者の報告がなされていないため、達
成状況及び達成ランク付けは行わない。
無登録農薬の販売・使用が全国的に広がっていたことを踏まえ、
農薬取締法について、14年度には無登録農薬の製造、輸入、使用の
禁止、使用基準の遵守義務化並びに罰則の強化する等を行うほか、
15年度には輸入者、製造者、販売者等に対して緊急時において回収
命令等の対応が可能となる措置を講じる等の改正が行われた。
今後は、改正法の趣旨・内容を周知し、農薬の適正使用の徹底を
図るため、農薬の使用者やその指導者、農薬販売業者等に対して普
及啓発等を行うとともに、関係法令に基づく的確な指導・監督、情
報開示や情報提供等を行う必要がある。また、農薬販売業者に対す
る農薬販売状況に関する実態調査については、政策分野主管課にお
いて調査期限として設定した９月末までに結果の報告がなされない
場合には、当該都道府県の名称、調査継続の理由、調査完了の予定
時期等について整理・公表を行う必要がある。
なお、農薬の適正な使用の確保のための施策の効果を適切の把握
するため、目標値の見直しを検討する必要がある。

Ⅰ－２－（１） 水産物加工品の表示実態調査に係る不適切な表示の改善状況を見
食品等の表示・規格制度 ①表示の実態調査における不適 ると、181品目中128品目の改善に留まった結果、達成度は71％とな

正な表示の確実な改善（再調 り達成状況は十分とは言えない。なお、初回調査時点において適正
（総合食料局品質課 ） 査時の適正な表示の割合） 表示された品目数の割合は59％と低い結果となっている。

：100％ 71％ 71％ Ｂ 巡回点検時における適正な精米表示の割合についても達成度は89
②巡回点検時における適正な精 ％となり達成状況は十分とは言えない。
米表示の割合 ：100％ 89％ 89％ Ｂ なお、サブ指標として設定した生鮮食品及びＪＡＳ製品に関する

【平成14年度】 調査については、当初計画どおり調査が行われ、いずれも目標値を
達成した。また、有機農産物の認証制度の普及・定着についても認
定農家数が順調に増加し目標値を達成した。
一連の食品の不正表示事件等により、食品表示に対する消費者の
信頼は著しく損なわれている状態にある中、監視業務に従事する人
員体制の強化、食品表示１１０番を通じての情報提供、食品表示ウ

《サブ指標》 ォッチャーによるモニタリングの活用等を図りつつ、14年度には42
①不正表示の摘発に努めること 件のＪＡＳ法違反を指示するなどＪＡＳ法の的確な運用が図られた
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ａ 生鮮食品：年間6,000 6,074 101％ Ａ ところであるが、目標値の達成に向け、より一層の監視体制の強化
店舗以上調査 店舗 等を行う必要がある。

ｂ ＪＡＳ製品：年間700件 774件 111％ Ａ なお、現在、全食品を対象とした目標値（表示の実態調査におけ
以上を調査 る不適正な表示の確実な改善 と特定の品目を対象にした目標値 巡） （

②有機農産物の認証制度の普及 回点検時における適正な精米表示割合）が並列した目標設定が行わ
・定着 れており、その合理性について再度検証が必要である。また、表示
：認定農家数を概ね5,000戸 4,260戸 108％ Ａ の実態調査における不適正な表示の改善は、再調査時の適正な表示

の割合から評価しているが、その合理性についても再度検証が必要
である。更に、組織改編に伴い、食品の監視体制の強化が図られる
ことから、サブ指標の調査店舗数について適正な水準に見直すこと
が必要である。

Ⅰ－２－（２） 生産履歴情報の記録・保管・提供ができる生産者団体の割合につ
トレーサビリティの導入 ①生産履歴情報の記録・保管・ いては、14年度目標値を大幅に上回る実績となった。これは、14年
・普及対策 提供ができる生産者団体の割 度実績値の把握の際に想定外の外部要因が発生したこと以外に、目

合 :36.1％ 33.3％ 319％ － 標値の設定水準が低かったことも考えられることから、その要因分
（総合食料局消費生活課） ②原材料を含む製造流通履歴情 析を徹底する必要がある。

報の記録・保管・提供ができ 他方、原材料を含む製造流通履歴情報の記録・保管・提供ができ
る食品製造業の割合(注) る食品製造業の割合については、達成状況は低い水準となった。今

： 29.7％） (13.3％) 47％ Ｃ 回行った調査では 「保管・記録」が可能な企業の実績が把握され（ 、
【平成17年度】 ており、調査対象に「提供」が可能な企業を追加すれば、達成状況

はさらに低下したと見込まれる。
トレーサビリティシステムについては、消費者に対して、生産か(注)目標値及び実績値は、実態調査

ら販売までのフードチェーン全体の間で情報の受け渡しを確実に行設計上の不備により 「記録・保、

えるよう、関係者が連携してシステムの整備を行う必要があり、目管」ができる食品製造業の割合が

標値を大きく下回っている食品製造業の実態を踏まえれば、今後、示されており このうち 提供、 、「 」

トレーサビリティシステムの導入促進・普及啓発に係る施策を効率までできる食品製造業の割合は不

的かつ有効に推進する必要がある。明。

また、15年４月に策定された「食品トレーサビリティガイドライ
平成14年度においては、 ン」を踏まえ、フードチェーン全体を通じた連携・協力への取組の
①25.4 推進に対応した目標値の設定を早急に検討する必要がある。%
②15.8 なお、調査対象に履歴情報の「提供」可能な企業を加えなかった%

理由は不明であるが、今後の調査実施に際して 「食に対する消費、
者の安心・信頼を確保する」との中目標を踏まえ、フードチェーン
全体の観点から、適切に対応する必要がある。

Ⅰ－２－（３） 13年度の概算値によれば、脂質の熱量割合から見た望ましい栄養
食生活のあり方を見つめ直 ①望ましい栄養バランスの実現 バランスの実現、食品の廃棄や食べ残しの減少に係る目標値とも、
す幅広い活動の展開 脂質の熱量割合 供給ベース 12年度と比較して改善が見られるものの、達成状況は依然として著（ ）
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：28％ 28.8％ 12％ Ｃ しく低い水準となった。
、 、(13年度) (13年度) ( 1 3年 また 14年度における個別品目の消費動向を推計値により見ても

（総合食料局消費生活課） ②食品の廃棄や食べ残しの減少 度) たとえば、米及び野菜については、減少傾向にある消費量を増加に
、 、 、国民１人当たり供給熱量と摂 転じる目標に対し 実績値は引き続き減少し 食用大豆については

取熱量の差 ：665kcal 720 △143％ Ｃ 増加傾向にある消費量をさらに増加させる目標に対し、実績値は前kcal
平成16年度 (13年度) (13年度) ( 1 3年 年度実績を上回ったものの目標値には達していないなど、目標に沿【 】

度) って順調に進んでいるとは言えない。
平成14年度においては、 さらに、食生活指針の認知度は前年度実績と同程度に留まり、目
①28.36 標を達成できなかった。%
②686 このような個別品目の動向等から、14年度においてもこれまでのkcal

すう勢を変えるまでには至らず、望ましい食生活に向けての達成状
《サブ指標》 況は低い水準となると見込まれる。
①一般消費者の食生活指針に関 22.1 23 Ｃ このため、関連政策の有効性の検証はもちろんのこと、食生活指% %
する認知度 ：40％ 針の認知度の向上を阻害している問題点を分析し、普及啓発方法等

②食生活指針ボランティアによ について改善を図るとともに、厚生労働省及び文部科学省との連携
る指導人数 ：20万人 32.6万人 792 － を一層強化する必要がある。%

また、食育の推進のため、家庭における食に関する教育活動の強
１人１年当たりの 化、地域における食育活動の推進等を充実する一方、本年７月に新

③米消費量 ：65.2kg 63.1 △104％ Ｃ 設した消費・安全局、地方農政局、地方農政事務所等における食育kg
④食用大豆消費量 ：7.3 6.7 0％ Ｃ の推進の取組を強化する必要がある。kg kg
⑤野菜消費量 ：104 97.7 △66％ Ｃ なお、サブ指標である個別品目ごとに消費量は、食生活全般を表kg kg
⑥牛乳・乳製品消費量：97 93.6 196％ － す指標としての必要性に乏しく、参考指標とすることについて検討kg kg
⑦食肉消費量 ：26.8 28.2 △42％ Ｃ が必要である。kg kg
⑧鶏卵消費量 ：16.7 16.8 125％ Ａkg kg
⑨魚介類消費量 ：35.4 37.2 △280％ Ｃkg kg

Ⅰ－２－（４） 新たな病害虫の侵入・まん延（新規緊急防除の実施）は無く、過
植物防疫対策 ○病害虫の侵入・まん延防止 去に侵入した病害虫の緊急防除についても根絶対策が順調に行われ

：新規緊急防除の実施０件 ０件 Ａ た結果、14年度中にイモゾウムシの発生地区について４地区の根絶
（生産局植物防疫課） 平成17年度 が確認された。インターネットによる病害虫発生予察情報の利用度【 】

から見た防除指導の充実度についても、目標を上回る活用が行われ
平成14年度においては、 た。さらに、環境負荷低減を目指した防除のための技術普及につい
０件 ても、所期の目標が予定どおり達成された。

今後とも、国内に発生している特定病害虫の根絶を着実に進める
、 、《サブ指標》 とともに 海外からの病害虫の侵入・まん延の防止を図る観点から

①緊急防除実施地区における病 特に、近年輸入が増加している栽植用植物等に対して適切に検疫を
害虫（イモゾウムシ）の根絶 実施する必要がある。また、引き続き国内病害虫の効率的な防除を
：病害虫確認地区数０地区 ４地区 － Ａ 推進するとともに、環境負荷の低減や食の安全・安全の確保に資す
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②都道府県予察情報に関する る防除技術の開発等を促進することが必要である。
ＨＰのアクセス件数拡大 なお、サブ指標のＨＰのアクセス件数については、病害虫の侵入

：10.7倍 625,565件 30.9万件 110％ Ａ ・まん延防止を示す上では間接的な指標であることから、病害虫の（ ）
③モデル事業における多様な防 侵入防止を表す参考指標に位置づけることの検討が必要である。
除技術の導入による薬剤散布
頻度の低減35％減 35％減 125％ Ａ

Ⅱ－３－（１） 生産量は前年に比べ増加し、昨年度に引き続き、16年度の目標値
麦の安定生産対策 ①製めん評点を３％程度向上 (8 を達成した。これは 「水田を中心とした土地利用型農業活性化対月に把握） 、

②生産量 ：90万トン 105万ﾄﾝ 220％ － 策」の推進等により水田における麦の作付が中心の地帯において麦
（生産局農産振興課） うち 小麦 ：67万トン の作付が増加したこと、及び主産地である北海道や関東等において

大・はだか麦：23万トン 作柄が良かったことによるものである。
【平成16年度】 なお、13年産麦の製めん評点について確定値を基に評価したとこ

ろ、71.1点で達成状況は著しく低い水準となった。これは、国内産
平成14年度においては、 小麦の生産量の過半を占め、また、相対的に製めん評価の高い北海
①73.1、②86.2万トン 道のホクシンについて、収穫期の降雨等により評点が下がったこと

が主な理由と考えられる。
14年産麦の生産量は、すでに16年度の目標値を上回っているもの
の、需要と供給のミスマッチの解消に向けて実需者のニーズに応じ
た生産が求められる中、基本計画において示された、品質の向上、
生産の安定化、生産コストの低減等の課題は依然として解決されて
いない。このため、需要に即した高品質麦の安定的な生産を推進す
るため、栽培技術の改善に向けた取組及び優良品種の普及等の取組
を一層推進することが必要である。また、転作麦の急増により品質
向上等が図られないまま生産量が急増している。さらに、外麦の在
庫水準が過大となっている。今後、関連施策の見直しを行いつつ、
中期的な生産ガイドラインを策定し、ガイドラインに基づく需要に
見合った生産を推進していくとともに、品目別助成の対象を生産者
と実需者が確実に結びついた生産や担い手に集中化していく必要が
ある。

Ⅱ－３－（２） 契約栽培数量については、生産者と実需者との結びつき強化、地
大豆の安定生産対策 ①交付金対象大豆における契約 2.1万ﾄﾝ 100％ Ａ 場流通・加工業者との取引拡大に向けた取組の結果、目標値を達成

栽培数量を２万６千トン程度 したと見込まれる。他方、生産量については 「水田農業を中心と、
（生産局農産振興課） に増加 した土地利用型農業活性化対策」の推進等により水田における大豆

②生産量 ：20.3万トン 27万トン 216％ － の作付が拡大したこと等から、13年産に引き続き、22年度目標値を
【平成16年度】 も達成した。しかしながら、高品質な国産大豆の安定供給等の実需

、 、者ニーズに応える必要があるとともに 基本計画において示された
平成14年度においては、 良好でばらつきの少ない品質の確保、生産コストの低減等の課題は
①2万1千トン、 依然として解決されていない。
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②19.7万トン このため、今後、一層実需者ニーズに応じた安定的な生産・供給
、「 」体制の確立を図るため 水田農業政策・米政策再構築の基本方向

での指摘を踏まえ、安定的な取引の拡大に向け契約栽培のあり方の
見直しを含め、栽培技術の改善に向けた取組や優良品種の普及の取
組等需要に即した高品質大豆の安定的な生産を推進することが必要
である。また、中期的な生産ガイドラインを策定し、ガイドライン
に基づく需要に見合った生産を推進していくとともに、品目別助成
の対象を生産者と実需者とが確実に結びついた生産や担い手に集中
化していく必要がある。

Ⅱ－３－（３） 果実の生産量（直近２ヶ年の平均値）については、昨年に比べ若
果実対策 ○果実生産量 ：416万トン 400万ﾄﾝ △68％ Ｃ 干上向いたものの、目標に対して依然として著しく低い水準となっ

【平成16年度】 ている。これは、生産量の拡大を目標として掲げているものの、景
（生産局果樹花き課） 平成14年度においては、 気低迷、果実離れ等による消費の伸び悩みを背景として、栽培面積

413万トン の減少のほか、13年度から果実需給調整対策を開始し、生産過剰が
予想されたうんしゅうみかんの生産削減に取り組まざるを得なか

《サブ指標》 ったことによる。
①生産量の変動率 他方、生産量の変動率については、需給調整対策の結果、改善傾
ア みかん ：11.0％ 11.8％ － Ａ 向となっており順調な達成状況となる見込みである。また、光セン
イ りんご ： 6.7％ 7.2％ － Ａ サーの選果割合については、７月頃に実績がとりまとめられる予定

②みかんの光センサー選果割合 であるが、既に13年度の実績評価において16年度目標を超過達成し
：17％ (7 ている。月に把握)

このような状況の下 「生産努力目標」の達成のみならず、その、
前提となる需要に見合った生産・出荷を行うことが必要であること
から、生食用適正出荷量の出荷時期別設定等、産地・生産者による
需給調整対策を的確に実施するとともに生産コストの低減を強力に
推進するほか、必要に応じ、みかん、りんごの改植等を推進するこ
とについての検討が必要である。
なお、サブ指標のみかんの光センサー選果割合については16年度
目標を達成しており、目標値の見直しが必要である。

Ⅱ－３－（４） 作付面積・生産量のいずれも「食料・農業・農村基本計画」策定
野菜の安定生産対策 ①野菜作付面積 ：508千ha 469万ha △361％ Ｃ の際に使用したすう勢のみならず、最近５カ年間のすう勢をも下回

（サブ指標：最近５カ年間の動 △24％ り、達成状況は著しく低い水準となった。これは、野菜需要が減少（ ）
（生産局野菜課） 向を旨としてすう勢値を算出 する中、農家の高齢化や輸入野菜との競合の強まり等によるものと

した場合） 考えられる。
②生産量 ：1,387万ﾄﾝ 1341万ﾄﾝ △ 65％ Ｃ また、市場入荷量の変動については、天候に恵まれたため作柄が

（ 、 、 ） 、③市場入荷量の変動係数 良好な品目 ほうれんそう さといも レタス等 が多かった一方
：各年の品目別の市場入荷量 夏場の高温等により作柄が不良となった品目（なす等）があったこ
の変動係数を現状の１標準 ３品目／ 21％ Ｃ とによる。
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偏差以内にする 14品目 今後、担い手の規模拡大等を可能とする機械化の促進等による省
、 、【平成16年度】 例ｷｬﾍﾞﾂ 力化や低コスト化 消費者等のニーズに対応した高付加価値化など

△0.37 野菜産地における構造改革の取組を促進し、消費者や実需者に選好
平成14年度においては、 される国産野菜を供給できるよう、生産体制の強化を図る必要があ
①500千 、②1,388万トン る。また、野菜の構造改革を円滑に進めるため、野菜生産出荷安定ha
③現状の１標準偏差以内 法の改正（14年６月施行）により創設された契約野菜安定供給制度

等について、その運営実態を踏まえ、市場重視、消費者重視、担い
手重視の観点から適宜見直しを行う必要がある。

Ⅱ－３－（５） ①生産量 ：526万ﾄﾝ てん菜の生産量については、作付面積が減少したものの、天候が
甘味資源作物の安定生産 うち てん菜 ：372万ﾄﾝ 410万ﾄﾝ 111％ Ａ おおむね良好であったこと等により、単収が基準年次（11年）より
対策 さとうきび ：154万ﾄﾝ 133万ﾄﾝ △58％ Ｃ 14ポイント向上したため、目標値を上回って達成した。
（生産局特産振興課） 【平成16年度】 さとうきびの生産量については、収穫面積が前年度に比べ増加し

たものの、８月の少雨、例年を上回る台風被害により前年度実績を
平成14年度においては、 大きく下回り、達成状況は著しく低い水準となった。

、 、てん菜：371万トン てん菜については引き続き計画的生産を さとうきびについては
さとうきび：152万トン 担い手の生産規模の拡大、優良品種の導入、新たな種苗増殖技術の

活用等を通じて、安定生産の確保を図っていく必要がある。

Ⅱ－３－（６） 各品目とも達成状況は著しく低い水準にある。これは、かんしょ
畑作物・地域特産物の安 ○作付面積 及びばれいしょについては高齢化等による栽培農家戸数の減少に加
定生産対策 かんしょ ： 4.8万ha 4.1万ha △300％ Ｃ え、収益性の高い他作物への転換が、茶については中山間地域等条

ばれいしょ ：10.3万ha 9.3万ha △132％ Ｃ 件不利地域における零細茶園の廃園が、それぞれ進んだことによる
（生産局特産振興課） 茶 ： 5.1万ha 5.0万ha 35％ Ｃ ものと考えられる。

【平成16年度】 ①かんしょ及びばれいしょについては、需要が堅調な加工食品用
平成14年度においては、 を中心に、加工適性品種の開発・普及の取組の加速化を図るほか、
かんしょ ：4.65万 実需者と生産者・生産者団体との協議に基づく契約取引等の拡大をha
ばれいしょ ：10.09万 促進するとともに、②茶については、低価格な輸入茶と競争できるha
茶 ：5.08万 よう生産コストの削減、高品質化及び安全性の確保を図りながら、ha

機能性食品等の新たな用途はもとより多様な消費者ニーズに対応し
《サブ指標》 た原料供給を行い得る産地育成を進める必要がある。
○生産量
かんしょ ：114.6万ﾄﾝ 103万ﾄﾝ △ 11％ Ｃ
ばれいしょ ：345.2万ﾄﾝ 310万ﾄﾝ 25％ Ｃ
茶 ： 9.1万ﾄﾝ 8.4万ﾄﾝ △ 80％ Ｃ

Ⅱ－３－（７） 花き生産指数はすう勢値を下回っており、達成状況は著しく低い
花き対策 ○花き生産指数 ：118 101 △ 41％ Ｃ 水準にある。

【平成16年度】 これは、鉢もの及び花壇用苗ものについては家庭用小鉢需要、ガ
（生産局果樹花き課） ーデニングの普及拡大により、目標値を上回っているものの、切花
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平成14年度においては、 類については業務需要が減少し、目標値を大幅に下回ったことによ
113 る。

このような中、家庭用切花需要は増加しつつあることから、今後
は、高鮮度で日持ちの良い花きを供給するために有効なバケット低

《サブ指標》 温流通を中心とする生産流通システムの構築を進めるとともに、家
○品目別の生産指数 庭用需要に対応した短茎切花類の多収技術等の新技術を導入し、生
切 花 ：117 94 △ 68％ Ｃ 産・流通コストの低減を図る必要がある。
鉢 も の ：127 120 115％ Ａ
花壇用苗もの :173 167 179％ －

Ⅱ－３－（８） 生乳生産量及び経産牛１頭当たり乳量とも、前年実績を上回って
牛乳乳製品の安定生産対 ①生乳生産量 ：933万ﾄﾝ 840万ﾄﾝ △133％ Ｃ はいるものの、達成状況は著しく低い水準にある。これは、生乳生
策 ②経産牛１頭当たり乳量 産量については乳牛の飼養頭数が減少したこと、経産牛１頭当たり

：7,960㎏ 7,561kg △ 6％ Ｃ 乳量については、13年のＢＳＥの発生の影響を受け、廃用牛の出荷
（生産局畜産技術課） ③乳蛋白質率 ：3.3％ 3.23％ 50％ Ｂ 頭数が減少し経産牛に占める乾乳牛の割合が増加したことによるも

【平成16年度】 のと考えられる。このような状況に加え、14年度においては脱脂粉
乳在庫が積み上がる状況にあるなど単純に目標値の達成を目指すべ

平成14年度においては、 き状況にはない。
①900万トン、②7,710 このため、生産性の向上とコスト低減により収益性の高い経営をkg
③3.26％ 実現するため、経営管理、生産・飼養管理技術の高度化等を推進す

る必要がある。

Ⅱ－３－（９） 食肉生産に係る各目標については、達成度に改善が見られるもの
食肉鶏卵の安定生産対策 ①肉類生産数量 ：314万ﾄﾝ 299万ﾄﾝ △ 75％ Ｃ のいずれも達成状況は著しく低い水準にある。

うち これは、牛肉生産については小規模層が多くを占める肉用牛繁殖
（生産局食肉鶏卵課） ②牛枝肉生産数量 ：58万ﾄﾝ 53万ﾄﾝ △100％ Ｃ 経営等の離脱による飼養頭数の減少分を規模拡大等が補充できない

③豚枝肉生産数量 ：132万ﾄﾝ 125万ﾄﾝ △145％ Ｃ 状況が引き続いたこと、豚肉及び鶏肉生産については小規模経営の
④鶏肉生産数量 ：124万ﾄﾝ 121万ﾄﾝ 13％ Ｃ 離脱による飼養頭数が減少したことが主な要因と考えられる。
⑤鶏卵生産数量 ：252万ﾄﾝ 252万ﾄﾝ 106％ Ａ このため、牛に関しては、肉用子牛生産者補給金制度の適正かつ

、 、⑥指定食肉の各年の生産量の変 円滑な運営を基本としつつ 生産効率の改善や飼養管理技術の向上
動率: 飼養規模の維持・拡大等について、豚、鶏に関しては、飼養・衛生
ａ 牛肉６％以下 12.8％ － Ｃ 管理技術の改善等による生産性の向上、消費者ニーズに対応した特
ｂ 豚肉５％以下 1.4％ － Ａ 徴ある畜肉生産等についての取組を引き続き図る必要がある。

【平成16年度】

平成14年度においては、
①310万トン、②57万トン、
③130万トン、④123万トン、
⑤253万トン、
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⑥牛肉６％、豚肉５％

Ⅱ－３－（10） 作付面積及び生産量ともすう勢値を下回り、達成状況は著しく低
飼料の安定生産対策 ①飼料作物作付面積 ：101万ha 93万ha △ 61％ Ｃ い水準となった。

これは、畜産農家や飼養頭数の減少に伴う畑地面積の減少、収穫
（生産局飼料課） ②飼料作物生産量：438万TDNt 373万 △ 17％ Ｃ 期の天候不順等を要因とする牧草の単収の減少等の影響によるもの

TDNt であると考えられる。
、 、③大家畜１頭当たり飼料作物作 今後は 自給飼料に立脚した畜産物生産構造への転換を図るため

付け面積 ：21.2ａ 21.0a 133％ Ａ 飼料作物の省力的収穫利用体系の確立、稲わらの生産利用体制の整
【平成16年度】 備等既存施策のほか、米の生産調整に併せ水田の一層の活用に向け

た稲発酵粗飼料等の生産利用体制の整備、中山間地における未利用
平成14年度においては、 地の畜産的利用の推進等を図る必要がある。
①98万 、②418万 、 また、生産コストの低減は作付面積拡大の前提であることから、ha TDNt
③20.9 コストに関する指標を目標値として設定することを検討する必要がa

ある。

《サブ指標》
自給飼料生産費用価

：45円／TDNKg (7 )月末に把握

Ⅱ－３－（11） 木材の利用量及び製材業の生産性とも、達成状況は著しく低い水
木材利用の推進と木材産 ①木材の利用量 ：20,831千ｍ 17,033 △16％ Ｃ 準に留まっている。３

業の健全な発展 千ｍ これは、木材の利用量については、新設住宅着工戸数や紙・板紙３

(448千ｍ 生産量の減少等により前年度を下回ったこと、製材業の生産性につ
（林野庁木材課） の減) いては、従業員数が減少したものの、木材需要の低迷により原木入３

②製材業の生産性:455ｍ /人年 358ｍ ／ △ 5％ Ｃ 荷量が減少したことによるものである。３ ３

平成17年度 人年 また、サブ指標の建築用材の乾燥材の生産割合については、木【 】
(2ｍ ／ 材需要の低迷により、設備投資を控える傾向にあり、達成状況は３

平成14年度においては、 人年の 低い水準に留まっている。大規模な製材工場からの生産割合につ
、 。①20,270千ｍ 減) いては前年度より増加したものの 達成状況は十分とは言えない３

(2,789千ｍ の増) なお、国有林野事業における林産物の供給については、管理経営３

②398ｍ ／人年 基本計画等に基づき計画的な収穫を実施しており、達成状況は順３

(38ｍ ／人年の増) 調である。３

今後、需要者のニーズに対応できる国産材の新たな流通・加工
《サブ指標》 システムの整備を進めるほか、住宅や公共施設等への利用、製材工
①建築用材の乾燥材の生産割合 場残材等の未利用資源の有効利用や木質バイオマスのエネルギー利

：概ね33％ 15.2 22％ Ｃ 用の推進により、木材の新たな需要を開拓するとともに、製材工場%
②大規模な製材工場からの生産 のより一層の合併、協業化を推進しコスト削減を図ることが必要で
割合 ：概ね55％ 44.6％ 75％ Ｂ ある。
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③国有林野における計画的な林 また、木材の需要拡大を図るためには、実態を把握して経済状況
産物の供給〔収穫量〕 以外の要因を分析して検討する必要がある。

：概ね1,320万ｍ ／３年 903万ｍ 103％ Ａ３ ３

／2年

Ⅱ－３－（12） 生産性については達成状況は順調であるものの、生産量について
特用林産の振興 ①きのこ類の生産量 は、国内価格が伸び悩み、生産者の生産意欲が減退したことなどに

：39.1万ﾄﾝ 36.7万ﾄﾝ △29％ Ｃ より達成状況は低い水準になった。しかし、エリンギなどの新しい
（林野庁経営課） 平成16年度 品種の生産量は伸びており、これらを含めた場合、昨年をやや上回【 】

②きのこ類の生産性 るものと見込まれる。
：6.0ﾄﾝ／戸 6.4 107％ Ａ 12年の生しいたけの輸入の急増に対処し、国際競争力を備えた国
平成14年度 ﾄﾝ／戸 内生産・流通体制を緊急に確立するため、生産・流通・消費にわた【 】

る対策を実施しているが、今後、生産コストの低減、省力化を進め
平成14年度においては、 るほか、高品質、高規格のしいたけの生産により輸入品との差別化
①38.4万ﾄﾝ を図るとともに、新しい品種へのシフトを進め、国際競争力を有す
②6.0ﾄﾝ／戸 る産業構造を確立する必要がある。

《サブ指標》
○生しいたけの生産流通コスト

）：概ね３割減 (10月に把握

Ⅱ－３－（13） 関係漁業生産量（主な栽培漁業対象魚種、海面養殖業等）は、自
つくり育てる漁業の推進 ○関係漁業生産量（主な栽培漁 然条件に恵まれたこと、重大な病害の発生等も見られなかったこと

業対象魚種、海面養殖業等） から目標値を大幅に上回った。
（水産庁栽培養殖課） ：2,016千トン 1,995 406％ － 他方、サブ指標では、シロサケの回帰率は２年連続で３％を越え

平成18年度 千ﾄﾝ 目標が達成されたが、漁場改善計画策定漁協に係る養殖生産量の海【 】
面養殖業の総生産量に占める割合は、漁協間の調整に時間を費やし

平成14年度においては、 たこと、水産基盤整備事業による藻場・干潟等の水産動植物生育環
1,926千トン 境の保全・創造面積は、事業の事前調査や県計画との整理に時間を

要したことにより、いずれも十分とは言えない達成状況となった。
《サブ指標》 関係漁業生産量については、自然条件や価格形成等外部要因に左
①シロサケの回帰率 右されやすいという特徴があり、今後も水産物の安定供給が図られ

：2.3％以上を維持 3.1％ － Ａ るよう、関連施策を引き続き講じる必要があるとともに、地域特性
②持続的養殖生産確保法に基づ を活かした栽培対象種の選定、養殖生産の生産情報の開示等による
く漁場改善計画を策定した漁 安心・安全な養殖魚の供給、安全性のチェック体制強化による地域
協に係る養殖生産量の海面養 ブランドの確立等を推進する必要がある。
殖業の総生産量に占める割合

：60％ 27.37％ 76％ Ｂ
③水産基盤整備事業による藻場
・干潟等の水産動植物生育環
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境の保全・創造面積
：15,600ha 11,494 89％ Ｂha

Ⅱ－４－（１） ○生産コストの削減 統計上の制約から生産コストに代えて水稲作付面積７ 以上層ha
米の生産対策 ：５年間で７％以上の削減 7 の作付面積シェアを引き続き代替指標とした。実績値は１年当たり月中に把握

【平成16年度】 1.38ポイントの増加目標に対し、前年度実績値（9.19％）よりも0.
（生産局農産振興課） 《代替指標》 85ポイント増加したものの、達成状況は依然として低い水準となっ

○水稲作付面積７ha以上層の ている。これは、米価の低迷や生産調整面積の増加により、担い手
作付面積シェア：15.36％ 10.04 38％ Ｃ の規模拡大意欲が低下していることによる。%

(1.55ﾎﾟｲ 米については、需要の減少、過剰基調の継続と相まって、在庫
平成14年度においては、 ﾝﾄ増加) の増嵩、米価の低迷を引き起こし、その結果、担い手を中心とし
130.6千円 10 た水田農業経営が困難な状況に立ち至っており、このような状況/ a
（代替指標：12.63％） を打開するため 「米政策改革大綱」が決定された。今後は、これ、

に即し、需給調整対策、流通対策、構造政策・経営政策、生産対
、 、策を整合性をもって推進していくとともに 生産対策については

消費者重視・市場重視の考え方に立ち、家庭食用の他、これまで
取組が十分ではなかった業務用、加工用にも対応可能な生産体制
を構築するため、規模拡大に対応した営農技術体系の確立・普及
を通じ低コスト化・省力化を推進する必要がある。

Ⅱ－４－（２） 担い手の生産に占める割合については 「水田を中心とした土地、
麦の生産コスト削減対策 ①担い手の生産に占める割合を 利用型農業活性化対策」の推進等により水田における麦の作付が中

６割程度に向上 62％ 167％ － 心の地域において団地化や土地利用集積の進展を伴いながら麦の作
（生産局農産振興課） ②生産コストを１割程度削減 9.9千円 14％ Ｃ 付の拡大が図られたことから、16年度目標値を達成したが、その一

【平成16年度】 60 方で、生産コストについては低い達成状況となった。/ kg
これは、達成度の算定にあたって豊凶変動の影響等を排除する

平成14年度においては、 観点から平年収量を採用した結果、作況指数108となった14年産麦
①58％、②9.3千円 60 においては収量増加に伴う乾燥料金が実態よりも高く算定されたこ/ kg

とが要因である。なお、14年産麦の乾燥料金が13年産麦と同額であ
るとして生産コストを比較してみると、14年産麦の生産コストは13
年産コストと同水準となり、コスト削減は十分とは言えない。
また、麦については、転作麦の急増により品質向上等が図られな
いまま生産量が急増している。さらに、外麦の在庫水準が過大とな
っている。
このため、関連施策の見直しを行いつつ、栽培技術の改善に向け
た取組等により生産コストの一層削減を図るほか、中期的な生産ガ
イドラインを策定して需要に見合った生産を推進していくととも
に、品目別助成の対象を生産者と実需者が確実に結びついた生産や
担い手に集中化していく必要がある。
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Ⅱ－４－（３） 担い手の生産に占める割合については 「水田を中心とした土地、
大豆の生産コスト削減対 ①担い手の生産に占める割合を 利用型農業活性化対策」の推進等により、水田における作付が中心
策 ５割程度に向上 60％ 278％ － の地帯において団地化や土地利用集積の進展を伴いながら大豆の作
（生産局農産振興課） ②生産コストを14％低減 (9 ) 付面積の拡大が図られたことから、16年度目標値を大幅に超える達月に把握

平成16年度 成状況となった。他方、生産コストの削減については、13年度確【 】
定値を基に評価したところ、５割程度の達成度となっており、生

平成14年度においては、 産コスト削減の課題は依然として解決されていない。
①44％、②17.5千円 今後、生産コストの削減を加速させるため、不耕起播種技術、

無中耕無培土技術等の確立普及による省力化を進めるとともに、
ほ場の排水対策の実施や病害虫防除の適期実施等基本技術の励行
徹底、新品種の導入等を図っていく必要がある。
また、担い手の生産に占める割合は既に16年度目標を大きく上

回っており目標値の見直しが必要である。

Ⅱ－４－（４） 野菜の流通経費（集出荷・販売経費）については、出荷規格の簡
野菜の流通コスト削減対 ○野菜の流通経費５％削減 831 175％ － 素化、通い容器の導入等の産地におけるコスト削減対策が進められ
策 【平成16年度】 円/10kg た結果、16年度の目標値を上回る縮減が図られた。

（生産局野菜課） 今後、野菜の安全性の確保や容器識別表示への対応等により、集
平成14年度においては、 出荷・販売経費に影響を及ぼすことも想定されることから、引き続
851円 10 き、産地段階における出荷規格の簡素化や通い容器の導入等流通経/ kg

費削減の取り組みを推進していく必要がある。その際、14年度予算
から集中的に実施している野菜対策について、その効果を検証し、
その知見を活用して生産者等の主体的な対応を促進していくことが
必要である。

Ⅱ－４－（５） てん菜については、高性能営農機械の導入等により、育苗や中耕
甘味資源作物の生産コス ①てん菜の10ａ当たり労働時間 15.74 478％ － 除草作業を中心に省力化が進んだ結果、22年度の目標値の水準に達
ト削減対策 0.5割程度の減少 時間 する労働時間の削減が図られた。:

②さとうきびの10ａ当たり労働 93.59 25％ Ｃ 他方、さとうきびについては、２％程度の労働時間の削減が引き
（生産局特産振興課） 時間：３割程度の減少 時間 続き図られたものの、低い達成状況となった。また、１トン当たり

【平成16年度】 生産費については、例年を上回る台風の影響により単収が前年より
減少したため、微減にとどまり、低い達成状況となった。

平成14年度においては、 さとうきびについては、更に担い手への生産の集約化を進めると
①18.20時間 10 ともに、機械化一貫体系の導入を進め、収穫を始めとした労働時間/ a
②82.26時間 10 やコストの削減をより一層促進する必要がある。また、最低生産者/ a

価格制度について、生産性の向上が更に促進されるよう適切な運用
を図る必要がある。

《サブ指標》
○さとうきびの１トン当たり生
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産費 ：1.5割程度の削減 24,136 △144％ Ｃ
(20,496円／ﾄﾝ) 円／ﾄﾝ

Ⅱ－４－(６) かんしょについては、農家一戸当たり作付面積及び担い手層の労
畑作物・地域特産物の生 ①農家一戸当たり作付面積 働時間とも達成状況は低い水準となったが、担い手層の労働時間に
産コスト削減対策 かんしょ ：23％程度拡大 0.47ha 58％ Ｂ 関しては、高性能機械等の整備により作業の効率化が図られたこと

茶 ：20％程度拡大 0.44ha 257％ － により、単年度では100％を越える達成状況となった。
②10ａ当たり労働時間 ばれいしょ及び茶については、目標値を大幅に上回る達成状況と

（生産局特産振興課） かんしょ：担い手層について なり、特に茶の乗用型摘採機等の導入面積については16年度目標値
全農家層平均の４割程度 43.9時間 40％ Ｃ をも上回った。なお、茶の農家一戸当たり作付面積は新植や担い手
削減の水準 ／10ａ への流動化が進んだことによるものと考えられる。

ばれいしょ：５％程度削減 8.54時間 254％ － 16年度の目標の達成に向け、①かんしょ及びばれいしょについて
／10ａ は、担い手への土地利用の集積や省力作業体系の普及・定着等を図

、 、③茶の乗用型摘採機等の導入面 ることにより 生産から流通にわたるコスト削減等の取組を推進し
、 、積率 ：19％程度 22.7％ 403％ － ②茶については 地域の実情に応じた生産体制の確立を進めながら

【平成16年度】 作業の機械化による低コスト化・省力化等の取組を引き続き推進す
る必要がある。

平成14年度においては、 また、茶の乗用型摘採機等の導入面積率の目標については、既に
①かんしょ：0.491 戸 16年度の目標値を大きく上回って達成しており、目標値の見直しha/

茶 ：0.380 戸 が必要である。ha/
/ a②かんしょ：42.50時間 10
/ aばれいしょ：8.72時間 10

③17.76％

Ⅱ－４－（７） １頭当たりの労働時間は減少しているものの、前年度の達成度を
牛乳乳製品の生産コスト ○搾乳牛１頭当たり労働時間 も下回る低い水準となった。
削減対策 ：101.2時間 106.5 38％ Ｃ これは、飼養規模が大きくなるほど１頭当たりの労働時間が減少

【平成16年度】 時間 する傾向にある中、規模拡大は着実に進展しているものの、専業的
単一経営が大多数を占めるに至った酪農経営の状況にあっては、こ

（生産局畜産企画課） 平成14年度においては、 れまでのような規模拡大による労働時間の削減は困難な状況となっ
104.7時間 ているものと考えられる。

このため、現状の飼養頭数規模において、労働時間の削減が図ら
れるよう、省力化に寄与する哺乳ロボット等新たな生産技術の普及
や経営・生産技術の改善を進める必要がある。

Ⅱ－４－（８） １頭当たり労働時間については、肉用牛、豚ともに16年度の目標
食肉鶏卵の生産コスト削 ①肉用牛１頭当たり労働時間 値の水準に達する縮減が図られた。
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減対策 ：80.5時間 79.9時間 217％ － 他方、流通に関する目標値（③～⑥）のうち、家畜市場及び鶏卵
②豚１頭当たり労働時間 施設については前年度に引き続き達成状況は低い水準となったが、

：3.00時間 3.04時間 170％ － 食鳥処理施設については達成度の大幅な改善が見られ、達成状況は
③食肉処理施設１ヶ所当たり肉 順調となった。食鳥処理施設については、ＢＳＥ問題発生を契機と

（生産局食肉鶏卵課） 畜の処理頭数 した代替需要や国産鶏肉ニーズの高まりにより生産量が増加したこ
：340頭／日（豚換算） (8 ) とによるものである。また、家畜市場については、ＢＳＥ発生によ月に把握

④家畜市場の開場日１日当たり る家畜流通の停滞傾向が14年度においても続いたことや家畜市場の
の平均取引頭数 再編整備が進展していないことによるものと考えられる。鶏卵処理

：208頭以上（牛） 162頭/日 △32％ Ｃ 施設については、ＢＳＥ問題発生以降、需要者の安全性の意識の高
⑤食鳥処理施設１ヶ所当たり処 まりにより、一層厳しいひび割れ検査の導入が進んだ結果、割卵さ
理量 ：18％程度の拡大 3.4％ 132％ Ａ れて液卵として出回る卵が増加してこれらがカウントされなかった

⑥鶏卵処理施設１ヶ所当たり処 ことによるものと考えられる。
理量 ：15％程度の拡大 家畜市場については、家畜市場の再編整備を推進するとともに、

【平成16年度】 1.60％ 75％ Ｂ 家畜市場の年間開催日数の見直し等による家畜流通の適正化及び合
理化を図ることにより 鶏卵処理施設については ＧＰセンター 鶏、 、 （

平成14年度においては、 卵格付包装施設）の整備の推進を通じ、規模の集約化・大型化を図
①83.3時間、②3.11時間、 ることにより、コスト削減を推進する必要がある。
③343頭 日、④195頭 日、/ /
⑤2.57％、⑥2.13％

Ⅱ－４－(９) ○米生産費における３資材（肥 代替指標として設定している農村物価指数の対前年比騰落率（３
農業生産資材費低減対策 料、農薬及び農業機械）費の 資材総合）については0.8％低下し、達成状況は順調である。これ

6.8％削減 は、１３肥料年度（13年７月～14年６月）で化学肥料の価格が引き
《代替指標》 上げられたものの、農薬や農業機械において、低価格軽量化農薬や

（生産局生産資材課） 農村物価指数の対12年比騰落 シンプル農機等の低廉な資材が着実に普及されたことによるものと
率（３資材総合 ：3.0％削減 △1.1％ 92％ Ａ 考えられる。）

【平成17年度】 農業生産資材費の低減には、現場における競争の一層の導入が最
も有効であり、特に、流通の大宗を担う農協系統の自らの改革への

平成14年度においては、 取組として、流通の合理化による経費節減や事務的経費の削減等を
△2.72％ 通じたコスト引下げ、適正な価格形成を図るためのメーカーとの交
（代替指標△1.2％） 渉、より安価な資材調達のための新たな調達先の開拓等を図ること

により、一層のコスト低減を促進することが必要である。

Ⅱ－４－（10） サブ指標の一部を除き、達成状況は順調である。
食品流通対策 ○食品流通の効率化（食品流通 このうち、目標値については、景気低迷の中、食品の小売販売額

従業員１人・１時間あたりの 及び外食向け販売額が前年比2.5％増加する一方、食品流通業従事
（総合食料局流通課） 食品小売販売額及び外食向け 者の年間延べ総労働時間が前年比2.6％低下した結果、前年度に比

販売額の対前年比：100.7%を 105.3 － Ａ べ5.3％増加した。食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画%
上回る） の推進、卸売市場の施設整備等による効果以外に情報化の進展やリ
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平成16年度 ストラ等の外部要因が影響したものと考えられる。【 】
他方、卸売市場施設については、サブ指標のひとつである卸売市

平成14年度においては、 場施設の資本ストック当たりの市場流通量が目標を下回ったことか
100.7 を上回る ら、その整備にあたっては今後も市場流通の効率化や品質管理機能%

の強化に資するものに重点化し、一層効率的な事業実施を進める必
《サブ指標》 要がある。
①卸売市場施設の資本ストック また、目標値及びサブ指標は、情報化の進展やリストラ等の外的
当たりの市場流通量 76.2万㌧ － Ｃ 要因の影響により、必ずしも食品流通の効率化の施策の効果との因
：前年度(76.8万㌧/億円)以上 億円 果関係が明確でないものがあるため、目標設定のあり方も含め、よ/
②卸売業者従業員１人当たりの り有効な評価のあり方について検討する必要がある。また、その設
取扱数量の対前年比： 定水準や達成状況の評価手法について検討し、明確化する必要があ
ａ青果卸売業者毎年102.0%を 102.7 － Ａ る。%
上回る なお 「食品流通の効率化等に関する研究会」において、卸売市、

、ｂ水産卸売業者毎年100.4%を 101.1 － Ａ 場のあり方を含めた今後の食品流通施策の基本的な方向についての%
上回る 報告が取りまとめられており、同報告を踏まえた食品流通の効率化

③卸・仲卸業者従業員１人当た 施策を推進する必要がある。
りの取扱金額の対前年比：
ａ卸売業者（青果・水産）
：100.3%を上回る 100.7 － Ａ%
ｂ仲卸売業者（青果・水産）
：98.5%を上回る 101.6 － Ａ%

Ⅱ－４－（11） 食品製造業者や農業との連携強化については、達成状況は十分と
食品産業対策 ○食品製造業者と農業との連携 は言えない。

強化： その理由は不明であり、政策の効果以外の外部要因が相当程度に
（総合食料局 国内農業者等と契約による原 関与している可能性が考えられる。

食品産業企画課） 料調達を行っている食品製造 目標値と当該分野の政策目標「食品産業の健全な発展、経営体質
業(事業所)の割合：5割以上 39％ 78％ Ｂ の強化」との関係が明確でないことや外部要因が相当程度関与する

【平成16年度】 ことから、その妥当性を検証する必要がある。特に、サブ指標は、
個々の企業の経営努力等の外部要因によりコントロールされる度合

平成14年度においては、 いが格段に大きいことから、評価指標としての妥当性を検証する必
5割以上 要がある。

また、目標値の達成度合の算出は、すう勢値を勘案することなく
《サブ指標》 単純に［実績値÷目標値］により達成率を求めているが、この算出
①技術力の向上 方式では、現状値に比べて少しも改善が見られない場合にも「Ｃ」
技術開発事業における課題評 評価とならない等の不合理な点がある。このため、15年度の目標設
価：Ａ及びＢが９割以上 94.6％ 105.1％ Ａ 定において、基本計画に従って ［ 実績値－趨勢値）÷（目標値－、（

②食品産業の売上高 趨勢値 ］により算出する必要がある。）



- -18

ａ食品製造業の売上高 なお、現在、食品産業が果たす役割の重要性にかんがみ、その健
：45.1兆円以上 44.7兆円 99.1％ Ａ 全な発展を図る観点から 「食品産業ビジョン（仮称 」の策定に向、 ）

ｂ外食産業の売上高 けた検討が進められており、この結果を踏まえた施策の推進を図る
：27.3兆円以上 25.6兆円 93.8％ Ａ 必要がある。

Ⅱ－４－（12） 中間流通コストについては、産地市場においてサンマ等の水揚量
消費者ニーズに対応した ①中間流通コスト が減少し単価が上昇したことから、消費地においてそれに見合った
水産物の流通・加工 ：496.6円／kg 539.3 72％ Ｂ 単価の上昇がなかったものの、昨年度と比較して達成度が20％以上

②水産食料品製造業のＨＡＣＣ 円／kg 低下し、達成状況は十分とは言えない。他方、水産食料製造業のＨ
（水産庁加工流通課） Ｐ方式の導入率 ：18.3％ 9.3％ 94％ Ａ ＡＣＣＰ方式の導入並びにサブ指標の水産物の産地価格の安定及び

平成18年度 一般的衛生管理講習会受講者数については、いずれも達成状況は順【 】
調である。

平成14年度においては、 15年度に制定された食品安全基本法の基本理念の一つに 「国民、
①536.5円／ の健康保護の最優先」が掲げられており、従前にも増して安全性・kg
②9.5％ 品質の向上が必要となっていることから、引き続きＨＡＣＣＰ手法

の導入等を推進する。
《サブ指標》 また、中間流通コストの削減を図るため、産地市場間のＩＴ化、
①水産物の産地価格の安定 生産者と消費者を結ぶ流通プロセス全体の改革等構造改革の推進や

：10／12月 10.2／12 － Ａ 流通拠点への施設整備の重点化を通じた産地市場の統合等の促進を
②一般的衛生管理講習会の受講 月 図る必要がある。
者数 ：1,000人／年 1,100人 110％ Ａ

Ⅱ－５－（１） 達成状況は概ね順調である。
食料・農業・農村に関す ○関係者 相手国政府関係者等 なお、本分野については、政策手段が基礎的調査事業や国際機関（ ）
る国際協力 へのアンケートによる への拠出であり、基幹的なインフラ整備を行うような大規模プロジ

①相手国ニーズへの適応度 ェクトではないこと等から、相手国に対するアンケート調査により
（総合食料局国際協力課） ：100％ 97.7％ 97.7％ Ａ 相手国ニーズへの適合度等を指標として評価を行っている。しかし

②我が国の農業政策等への理 ながら、本政策分野のアウトカムとして考えられる飢餓・貧困の緩
解度 ：100％ 73.6％ 73.6％ Ｂ 和や地球的規模の環境問題の改善について、十分な妥当性を備えた

【平成16年度】 目標値の設定に向け、引き続き検討を行う必要がある。

平成14年度においては、
① 100%
② 100%

Ⅱ－５－（２） いずれも達成状況は順調である。
①国際漁業機関による資源管理 これは、国際的な枠組みへの協力、操業に関する外国との協議等

国際的な水産資源の管理 対象魚種数の維持・増大 69魚種 － Ａ により、目標値の「資源管理対象魚種」及びサブ指標の「条約にお
と利用 ②漁業協定数の維持・増大（民 ける我が国の漁獲」枠については維持され 「漁業協定数」につい、
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間協定を含む） 49協定 － Ａ ても、14年度にコートジボアールと民間協定が新たに締結され、１
（水産庁国際課） 平成18年度 協定増え49協定となったことによる。【 】

今後とも、国際的な漁業管理のために必要な体制の構築及びその
平成14年度においては、 適切な運営につき積極的な貢献を行うとともに、排他的経済水域以
①資源管理対象魚種69種 外の水域においては、沿岸国や国際機関による資源管理に協力しつ
の維持・増大 つ、我が国漁業の操業の確保を図るため、操業に関する外国との協

②漁業協定数48協定の維 議において我が国への漁獲割当ての確保等に努める必要がある。
持・増大(民間協定を
含む)

《サブ指標》
○条約における我が国の漁獲枠
の確保
ａ くろまぐろ( )ICCAT

：3,402ﾄﾝ 3,402ﾄﾝ
ｂ みなみまぐろ( ) － ＡCCSBT

：6,065ﾄﾝ 6,065ﾄﾝ

haⅢ－６－（１） 優良農地は前年度より更に減少し、16年度目標値を既に２万
○集団的農地や土地基盤整備事 下回る状況となっており、達成状況は十分とは言えない。

耕作放棄の発生の防止等 業の対象地等の優良農地の減 416万ha 89％ Ｂ これは、13年度から14年度にかけての「農業振興地域整備基本方
による優良農地の確保 少傾向に歯止めをかける。 針」の変更県数が12（累計で24道県）に止まり、同方針を踏まえた

【平成16年度】 「農業振興地域整備計画」の見直し市町村数が伸び悩んだことが影
（農村振興局農村政策課） 響し、集団的農地等の編入・拡張面積が約８千 に止まったことha

から、優良農地面積が４千 減少したことなどによる。ha
平成14年度においては、 地方自治体において諸施策を通じた農用地等の確保のための取組
418万 みが計画的に推進されるよう、あらゆる機会を通じて助言等に努めha

る必要がある。

Ⅲ－６－（２） 担い手育成型の農地整備事業実施地区における担い手の経営面積
立地条件に即した整備 ①農地流動化促進型の農地整備 59％ 148％ Ａ は事業実施前に比べて59％増加し目標値を大幅に上回る達成状況と

。 、 、 、事業実施地区において、事業 なった また 水田の汎用化 畑地かんがい用水の確保については
（農村振興局設計課） 完了時で担い手の経営面積を 事業量に応じて順調な達成状況となった。

概ね４割増加 今後とも、農業経営コストの削減、認定農業者等の担い手の育成
②麦・大豆等の生産振興のた 48％ 103％ Ａ を図るため、経営対策、生産対策等のソフト施策と一体的に生産基
め、概ね５割以上の水田を汎 盤の整備を推進していく必要がある。
用化 また、事業実施にあたっては、事業効果の早期発現に向けた工期

③野菜・果実等の生産振興を図 33％ 117％ Ａ 管理の徹底、数値目標の設定等によるコスト縮減に取り組むほか、
る畑の概ね３分の１以上で畑 国営土地改良事業等の再評価・事後評価における費用対効果分析の
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、 。地かんがい用水を確保 試行的実施等により 事業の効率性の一層の向上を図る必要がある
【平成16年度】 なお、現在の目標値のうち②及び③については、アウトプット目

標となっており、今後、平成15年度を初年度として策定される予定
平成14年度においては、 の新たな土地改良長期計画及び社会資本整備重点計画におけるアウ
① 概ね４割増加 トカム目標に照らして目標値の見直しを検討する必要がある。

%② 48
%③ 32

Ⅲ－６－（３） 達成状況は十分とは言えない。
土地改良区組織の見直し ○ 5,690土地改良区とする。 6,559土 82％ Ｂ これは、一部地域の小さな土地改良区において、合併後の土地改

【平成15年度】 地改良区 良施設の維持管理に対する不安や土地改良施設の継承機関がないこ
（農村振興局土地改良企画 と等から合併・解散が進んでいないことによるものである。
課） 平成14年度においては、 最終年度である15年度に目標を達成するためには、ここ２年間の

6,432土地改良区 合併実績の約４倍（単年度で869土地改良区の減少）の実績を確保
する必要がある。このため、合併する土地改良区間での賦課金格差
等に対する役員の合意形成、合併後の水配分や土地改良施設の維持
管理への不安の解消策の検討等個別地区の実情に応じた指導を一層
強化する必要がある。特に、小さな土地改良区を多く抱える一部の
県に対しては、個別地区の指導に時間を要することから、土地改良
区統合整備基本計画の見直しを含めた統合整備方針の抜本的見直し
を行うよう助言する必要がある。

Ⅲ－６－（４） 資源回復計画策定着手魚種数については、一部漁業者の合意が得
我が国周辺水域における ○漁獲努力量の削減等により資 られなかったことにより、十分とは言えない達成状況となった。
水産資源の適切な管理 源回復が見込まれ、資源回復 なお、サブ指標のサワラ瀬戸内海系群の資源量については、最終

計画の策定に順次着手すると 的な目標値を現時点でほぼ達成しているが、資源量は比例的に増加
（水産庁管理課） している魚種数：50魚種程度 ８魚種 62％ Ｂ するものではなく、海況、気候等の外的要因の影響が大きいことか

（平成17年度からは作成され ら、今後経年的な推移を更に検証する必要がある。また、我が国周
た資源回復計画に基づく漁獲 辺水域に入漁する外国漁船の操業条件の遵守状況の確認割合につい
努力量削減実施計画達成率） ては、速力、人員収容力に優れた新型取締船への代船の導入や航空

【平成16年度】 機での取締強化等により、達成状況は順調である。
今後は、資源水準に見合った漁獲を実現するため、引き続きＴＡ

平成14年度においては、 Ｃ（漁獲可能量）及びＴＡＥ（漁獲努力可能量）等による我が国漁
13漁種 業の管理を行うとともに、緊急に資源の回復を図ることが必要な漁

種を対象に、資源回復計画を作成するため、関係者に対する説明や
《サブ指標》 関係者間における協議の場を設ける等の理解の促進のための努力に
①資源回復計画対象魚種の漁獲 一層積極的に取り組む必要がある。
量等：
サワラ瀬戸内海系群：18年に
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資源量の20％の増加(12年 基（
準年）資源量1,545トン) 1,859ﾄﾝ 506％ －

②我が国周辺水域に入漁する外
国漁船の操業条件の遵守状況
の確認割合 ：15.7％ 14.8％ 229％ －

Ⅲ－７－（１） 達成状況は順調である。
認定農業者等意欲ある農 ○経営改善計画の認定数 これは、制度発足以来、約10年が経過し、趣旨・目的が農業者に
業者の育成（経営体育成 ：23万経営体 19.8万 100％ Ａ 浸透してきたこと、補助事業等の関連政策手段が認定農業者である
対策） 【平成16年度】 経営体 ことを要件にすることが多くなったこと等によると考えられる。

しかしながら、認定農業者を対象に行った調査によれば、
（経営局経営政策課） 平成14年度においては、 ① 土地確保や販売上の問題等により経営規模拡大や農業所得に係

19.8万経営体 る経営改善計画が達成できないとする者が約５割に及んでいるこ
と
② ４人に１人が制度の支援措置を利用しておらず、また、制度に
メリットを感じていないとする者が約５割存在すること
などが明らかになった。
今後は、認定農業者の絶対数を増加させることも重要であるもの
の、認定農業者の経営改善計画の達成に重点を置いた普及・啓発、
施策展開に努めるとともに、経営改善面の成果を表す目標値の設定
につき検討する必要がある。また、水田農業の構造改革を進める観
点から、地域自らが作成する地域水田農業ビジョンにおいて、地域
の水田農業の担い手を明確化するとともに、水田農業を中心的に担
っている農業者が認定されるよう、認定農業者制度の運用の見直し
・改善を図る必要がある。

、 、 、なお 認定農業者制度は 制度発足から５年を経過した10年以降
経営改善計画の延べ認定数と実数に差が生じ、年々拡大している。
このかい離の原因は、経営改善計画の終期と同時に自ら経営改善目
標を達成し計画の再認定を申請しなかった者、また、死亡・離農等
で経営改善計画が無効となった者等によるものであるが、効率的か
つ、安定的な農業経営の育成・確保状況を的確に把握するため、今
後、その実態を検証する必要がある。

Ⅲ－７－（２） 14年１月末からの新規加入者は約２万人で、新制度が施行されて
農業者年金制度 ○加入者数：目標値検討中 7.2万人 － － からの新規加入者数は7.2万人に留まった。

【平成18年度】 引き続き、新制度による新たな加入対象者や旧制度加入者のうち
（経営局経営政策課） 新制度への移行の態度を保留する者に対して、加入促進を図るとと

もに、脱退者に対しても、再度新制度の基本的な仕組み・メリット
等について周知活動を行い、新制度加入の促進を図る必要がある。

、 、 、なお 農業者年金制度については 14年１月の新制度発足に伴い
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その趣旨に、老後生活の安定に加えて、農業者の確保という概念が
加えられ、将来の農業の担い手となるべき認定農業者等の保険料を-
軽減することとされたことを踏まえ、今後は、農業の担い手の育成
という目的を一にする「認定農業者等意欲ある農業者の育成」の政
策分野の手段の一つとすることにつき検討する必要がある。

Ⅲ－７－（３） 統計上の制約から現時点での実績値の把握が困難であることか
新規就農の促進 ○望ましい経営体の確保目標に ら、13年度と同様に、全国新規就農相談センターにおける窓口相談

対応した新規就農青年の数と 人数、認定就農者数、長期プライムレートをパラメータとして重回
（経営局女性・就農課） して、13千人／年を確保 11.9 － － 帰により14年度実績を推計した結果、新規就農青年数は11.9千人と

【平成16年度】 千人/年 推計されたが、未だ推計手法に検証を要することから、達成ランク
付けは行わない。

平成14年度においては、 他方、13年度の達成状況について確定値を基に評価したところ、
12.6千人年 前年度より100人増の11.7千人となった。ハローワーク等関係機関/

との連携による多様な就農ルートの確保に努めた結果、前年度から
増加に転じたものと考えられるものの、達成状況は低い水準となっ
た。本政策分野の政策手段の多くは、多様な新規就農者のニーズに
対応するため、広範な事業内容となっているが、新規就業者の多く
が経営面・技術面での不安感を持ち、農地や資金を持たず、営農技
術が十分でない就農希望者にとっては農業法人への就農が重要な手
段となっていることも踏まえ、今後は、農業法人への雇用を希望す
る者に対する相談活動や一定の所得を得ながら研修できる雇用形態
での研修などを重点的に推進していく必要がある。-*
なお、本政策分野の政策手段については、事業ごとの施策効果が
十分把握できていないことから、各事業ごとの新規就農者の実数を
調査するための事業運用面での改善等を行う必要がある。

Ⅲ－７－（４） 前年度に引き続き、審議会等への登用割合については目標値を大
農山漁村における男女共 ○女性の社会参画と農業経営参 幅に超過した反面、女性起業数については、構成員の高齢化とこれ
同参画社会の確立 画の促進 に伴う後継者不足により、目標値を実績値が下回り達成状況は十分

①農業関係の審議会等におけ とは言えない。現場の女性農業者や女性起業家からは、女性の社会
（経営局女性・就農課） る女性の登用割合：28 ％ 27.2％ 175％ － 参画・経営参画を図る上での問題点として、女性自身の意識改革、

② 農業関連女性起業数 男性を含めた周囲の意識改革、家事･育児の両立のためのサポート
:9,300事例 7,735 82％ Ｂ 体制の整備の必要性が依然として指摘されている。

【平成16年度】 事例 このため、今後も男性や地域の代表者等に対する意識啓発、女性
の能力向上に必要な研修、環境整備に努めるほか、女性起業につい

平成14年度においては、 ては、ＩＴ等を活用した情報のつながりといった全国レベルでのネ
① 24.5% ットワークの強化等に努める必要がある。
② 8,075事例
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Ⅲ－７－（５） 昨年度の評価において育成･支援すべき高齢者グループを明確に
高齢農林漁業者の役割の ○高齢農業者の農業関係活動の すべきとの指摘を踏まえ、本年度は、政策分野主管課において、真
明確化と福祉対策 促進及び高齢者に配慮した環 に地域における農林水産業の振興につながるような活動内容と組織

境整備による福祉の向上 を持つグループに的を絞るよう目標の見直しが行われ、評価が行わ
（経営局女性・就農課） ：農山漁村高齢者活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ れた。この結果、増加目標144に対し、96グループの増加に留まっ

数6,800グループ 6,177 67％ Ｂ ており、達成状況は十分とは言えない。これは、高齢者グループ活
【平成16年度】 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 動促進のための普及啓発が現場まで浸透していない等によると考え

られる。
平成14年度においては、 このため、関連政策手段の有効性を厳格に検証した上で、高齢者
6,225グループ の活動促進に対する意識啓発、高齢者がこれらの活動に参加できる

推進体制の充実等の環境整備になお一層努める必要がある。

Ⅲ－７－（６） 実績値は対前年比2.4万 の増加となり、目標値を約12万 下ha ha
担い手への農地利用集積 ○担い手への集積面積240万ha 220.7 48％ Ｃ 回り、達成度は前年度よりも更に低い水準となった。
の推進 【平成15年度】 万ｈａ これは、米価低迷、転作面積の増加、将来的な農業情勢への不安

等により、東北地方など集積対象者が大幅に減少する地域もあるな
（経営局構造改善課） ど、農業者の規模拡大意欲が抑制され、農地の利用集積に関する施

平成14年度においては、 策が利用集積のネックとなるこれらの問題点を克服することに至ら
232.5万 なかったことによるものである。ha

他方、集落営農組織を中心とした農作業受託による利用集積の推
進や市町村農業公社の農地保有合理化機能を活用し、認定農業者等
への集積を進めようとする動きに加え、中山間地域など高齢化や後
継者不足が深刻な地域では、集落の合意形成を行い、法人設立等に
よる農地利用集積を目指す動きが見られる。また、担い手不足の進
行が著しく、遊休農地の大幅な増加が懸念される地域では、構造改
革特別区域の積極的な活用などによる優良農地の確保と担い手への
農地利用集積を着実に進める動きも見られている。
最終年度である15年度に目標を達成するためには、14年度集積実
績の約８倍（単年度で19万 の増加）の実績を確保する必要があha
り、ここ数年の平均２ 程度の増加率では、その実現は困難となっ%
ている。
このため、関連政策手段について、政策効果を検証の上、抜本的
な見直しを検討する必要がある。また、水田営農の構造改革を進め
るためにも、農地利用集積を一層促進する必要があることから、今
後は、認定農業者制度の見直し・改善と相まって、地域の担い手と
して位置付けられた集落型経営体（仮称）への農地利用集積を図る
ための制度面の措置とその促進を図る必要がある。
なお、利用集積を推進するため、担い手が利用しやすい基盤整備
が実施された地区等への重点化が行われてるが、現在、集積面積の
増加効果が十分現れておらず、今後も、その施策効果を注視する必
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要がある。

Ⅲ－７－（７） 実績値は100％となったが、評価の対策事業については、担い手
農業経営に関する体系的 ○望ましい農業構造の実現のた の定義づけ、集中化・重点化の概念が様々であり、一律に集中化・
・総合的な対策の推進 め、農業経営関連諸施策の育 重点化の度合いを検証することができず、十分な意味を持つ評価と

成すべき農業経営への集中化 ならなかった。このため、達成状況及び達成ランク付けは行わない
（経営局経営政策課） ・重点化を推進： こととした。

農業経営関連諸施策のうち、 効率的かつ安定的な農業経営を育成・確保するにあたっては、担
効率的かつ安定的な意欲ある い手への施策の集中化・重点化の進め方や集中化・重点化すべき担
農業経営の育成に集中化・重 い手の定義を検討した上で、農業経営を発展させるための担い手の
点化されている施策のシェア 資質向上、農地集積及び施設整備というそれぞれの生産要素に応じ
を100％とする。 100％ － － た施策を経営の発展段階に応じて効率的に講じていく必要がある。

【平成22年度】 なお、本年度は、経営関連施策について担い手への集中化・重点
化の度合いの評価が試みられたものの、一律に定型的な入り口の要
件等を検証しても、担い手の集中化・重点化やその効果についての

平成14年度においては、 評価が十分に行えなかったことから、今後は、個々の事業の効果に
100 ついての評価は、その事業が政策手段として登録されているそれぞ%

れの分野において行うべきと考える。

Ⅲ－７－（８） ○農作業死亡事故件数の低減 代替指標として設定しているトラクターの安全キャブ又はフレー
農作業安全対策 《代替指標》 ムの装着率は48.7％となり、達成状況は十分とは言えない。

トラクターの安全キャブ又 110.2 88 Ｂ また、12年度の農作業事故による死亡者数は406人と、10年度及% %
はフレームの装着状況 び11年度の水準（約380人）よりも増加し、目標を達成できなかっ

。 、 。た これは 70歳以上の者の事故が増加したことによるものである
（生産局生産資材課） 【平成17年度】 今後、14年３月に策定した「農作業安全のための指針」に基づく

農作業の安全確保対策について、特に、事故の多発地帯や高齢農業
平成14年度においては、 者により一層重点をおいて実施するよう、都道府県に対して指導を
396人未満 行う必要がある。
（代替指標134％以上）

Ⅲ－７－（９） ○効率的かつ安定的に林業経営 効率的かつ安定的な林業経営を担い得る者数については、目標値
効率的かつ安定的な林業 を担い得る者数 ：2,600 に関するデータの把握が５年ごとに行われるため、代替指標として
経営の育成 【平成17年度】 設定した林業経営改善計画の新規認定者数により引き続き評価を行

《代替目標》 った。実績値については、林業を取り巻く厳しい状況の下、長伐期
（林野庁経営課） 林業経営改善計画新規認定者 化、複層林化に移行するための施業転換資金の借入、課税特例など

数 ：150 102 170％ － の受入を視野に入れ、経営基盤強化を図る林業経営者が増えている
ため、目標を大幅に上回った。

（平成14年度においては、60） また、サブ指標については、新規林業就業者の増加及び林業労働
災害件数の減では目標を上回っており、昨今の厳しい労働事情の下
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《サブ指標》 での施策効果の現れによるものと考えられる。
①林業就業者数 ：6万人 林業経営の厳しい状況の下、都道府県ごとに策定された林業・木
《代替目標》 材産業構造改革プログラムに基づき、効率的かつ安定的な林業経営
新規林業就業者数：1,800人 2,211人 123％ Ａ を担い得る者の育成・確保、林業就業者数の確保・育成及び労働安

②林業労働災害件数 H5～H9の 全対策の推進を着実に図る必要がある。
累計値に対し、H10～H14の累 また、現在実施されている緑の雇用事業等、林業就業者への支援
計値を20％減 1,255件 142％ Ａ に対する取組成果を踏まえた上で、目標値の見直しについて検討す

の減 るとともに、経営改善面の成果と新規就業者の定着率について実態
を検証する必要がある。

Ⅲ－７－（10） ○漁業生産コストの抑制（１経 漁業生産コストの抑制については、沿岸漁業、中小漁業とも目標
効率的かつ安定的な漁業 営体当たり） 値を大きく上回った。これは、沿岸漁業では養殖業における種苗代
経営の育成 ａ沿岸漁業： やえさ代の大幅な削減が、中小漁業では過剰設備の縮小、販売経路

5,365千円の維持 5,148 419％ － の見直し等によるコストの削減が、それぞれ影響したものであり、
（水産庁水産経営課） 千円 漁業者の経営努力が反映された結果と考えられる。

ｂ中小漁業： － また、サブ指標の保険金・共済金の支払いに係る標準処理期間に
99,499千円へ抑制 102,852 158％ ついては、引き続き順調な達成状況となった。
【平成18年度】 千円 今後は、漁業経営改善制度を活用して、意欲ある漁業者等の経営

改善の取組に対する支援を行うとともに、制度の効果的な運用を図
平成14年度においては、 るため、経営改善計画の作成及び計画実施に関する指導・助言等の
①5,365千円の維持 経営指導を強化していく必要がある。
②105,699千円へ抑制 また、効率的かつ安定的な経営の目標としてコストの維持・抑制

のみが指標とはならないことから、目標の見直しを検討するほか、
《サブ指標》 漁業形態が大きく異なる海面漁業と養殖業を区分して合理的な評価
○保険金・共済金の支払いに係 を実施する必要がある。
る標準処理期間
ａ漁船保険 ：60日 99.5％ 99.5％ Ａ
ｂ漁業共済 ：60日 99.5％ 99.5％ Ａ

Ⅲ－７－（11） いずれも達成状況は順調である。
漁業生産を支える人材の ①新規漁業就業者数 これは、新規漁業就業者数については前年に比べ離職転入者が増
確保・育成 ：平成14年度までに概ね1,50 1,481人 91％ Ａ 加したこと、新規認定漁業士に占める50歳未満の割合については、

0 人／年を確保し、その後 昨年度は漁業士に占める５０歳未満の割合を指標としていたため、
（水産庁研究指導課） は維持 加齢の影響により著しく達成度が低くなったものの、今年度は新規

②新規認定漁業士のうち、50歳 認定漁業士に占める５０歳未満の割合を指標としたため、達成度が
未満を７割以上確保） 86.8％ － Ａ 改善したことによる。

【平成18年度】 漁業就業者の減少・高齢化が進む中、人材の育成確保を図るため
には、求人・求職情報の提供による新規就業の促進、担い手の自営

平成14年度においては、 漁業への受入れや実務研修、漁業者の漁業技術や経営管理能力の向
①1,500人 上支援、中核的漁業者協業体による自主的な経営改善の取組促進等
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②目標値と同値 の対策を推進する必要がある。

Ⅲ－７－（12） いずれの目標も達成状況は順調である。
農業協同組合系統組織の ①担い手の意向を反映した地域 46％ 84％ Ｂ これは、行政の取組みによる農協系統の事業・組織の改革の内容
見直し 農業戦略の策定推進：全農協 が単位農協まで周知徹底されたことによるものと考えられる。

（1,056）での地域農業戦略 なお、生産資材コストの削減目標については、大規格化により価
（経営局協同組織課） の策定 格が下がったものの、大規模農家を中心に農協の扱う商品が高いこ

②農産物販売事業とJA営農支援 54％ 98％ Ａ となどを一因として農協離れの傾向がみられることから、大量取引
機能との連携の強化：全農協 割引、早期予約割引、自己取引割引など、大規模農家や法人経営に
（1,056）での販売事業との メリットのある価格体系を示す等、一層の生産コスト削減のための
連携を図る生産販売企画専任 取組みに努める必要がある。
者の配置 また 「農協のあり方についての研究会」最終報告（平成15年３、

③合併実現農協における生産資 77 120％ Ａ 月28日報告）において、今後の農協改革の方向性が示されたことに%
材コスト削減の促進：汎用性 伴い、今後の具体的な施策の内容を早急に策定し、確実に実施する
のある代表的な生産資材につ ことが必要である。更に、最終報告の中で「行政の取組みについて
いて、系統におけるその取扱 は、政策評価の手法も活用しながら、確実に実行」とされており、
中、割安な大型規格品が占め この最終報告の内容を踏まえた目標値の見直しを検討する必要があ
る割合80％の実現 る。

④一元的農協金融システムの構 12県 100％ Ａ
築：全都道府県（47）での一
元的コンピュータ・システム
（JASTEM）の導入

【平成17年度】

平成14年度においては、
① 55%
② 55%
③ 65%
④ 12県

Ⅲ－７－（13） 認定漁協数については、漁協の事業収益が悪化する中で役員等に
漁業協同組合の事業・組 ○認定漁協数１２０漁協 69漁協 144％ Ａ 合併を通じた経営基盤の強化の必要性が理解され、また、認定漁協
織基盤の強化 【平成17年度】 等合併に対する施策を集中したことにより、順調な達成状況となっ

ている。
（水産庁水産経営課） 平成14年度においては、 サブ指標の１県１信用事業実施体制の構築については、本年度の

24漁協の認定(累計48漁協) 目標値は達成されなかったものの、漁協系統による運動の展開や水
産業協同組合法等の改正により、順調な達成状況にある。

《サブ指標》 現在、漁協合併の気運が高まってきており、今後とも、５年間延
○１県１信用事業実施体制の対 長された漁業協同組合合併促進法による合併の促進や施策の集中を
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象となる37都道府県での体制 12都道 92％ Ａ 通じた認定漁協の一層の構築を図るとともに、信用事業統合等を通
の構築 府県 じた信用事業体制の強化を総合的に推進する必要がある。

Ⅲ－７－（14） パソコンを農業経営に使っている農家の割合については、実績値
農林漁業経営の情報化の ①パソコンを農業経営に使って を把握するための調査の設計が14年度に変更（利用の有無を直接的
推進 いる農家の割合（インターネッ に調査する方式から意向調査へ移行）されたことに起因し14年度実

トを含む） ：40％ 36.6％ 208％ － 績値が前年度よりも低下したことから、政策分野主管課において達
大臣官房情報システム課 ②情報化指導人材の数：１万人 5,134人 91％ Ａ 成度の算定に問題があるとの検証がなされた。このため、14年度に（ ）

【平成16年度】 おいては、総務省の通信利用動向調査の結果から実績値を推計する
手法により評価が行われた結果、目標値を大幅に上回ったが、その

平成14年度においては、 要因は不明である。意向調査については、調査項目の見直しなど、
①32.6％ 13年度との比較が可能となるよう、調査設計の検討が必要である。
②5,521人 また、情報化指導人材の数については、14年度から普及職員等を

対象に高度なＩＴ研修を行う事業を新規に立ち上げ、2,854人を対
象に研修が実施された結果、達成状況は順調である。
今後は、農業者等のＩＴ活用能力の向上を図る研修や、有用なコ
ンテンツやアプリケーションの開発等による経営の情報化を推進す
る必要がある。

Ⅲ－８－（１） ○共済金支払に係る事務を標準 達成状況は順調である。
農業災害補償 事務処理期間内に処理するこ 事務処理の新システムを導入した13年度は、農業共済団体等の担

とを目標（100％）とする。 97.50％ 97.50％ Ａ 当者がシステムに不慣れで申請事務に日数を要したこと等があった
（経営局保険課） 【平成１６年度】 ものの、14年度は団体職員等への研修・講習等の改善策が適切に措

置されたものと考えられ、引き続き被災農家の経営安定が図られる
平成14年度においては、 よう適切かつ迅速な事務処理を進める必要がある。また、農業者の
100 経営実態に応じた補償の選択の拡大、農業生産の実態に即した合理%

的な補償等をねらいとする16年度施行予定の改正制度につき、組合
員及び職員への事前の周知活動を図り、適切かつ迅速な改正制度へ
の移行が図られるよう処置する必要がある。

Ⅲ－８－（２） 達成状況は順調である。
災害復旧 ○被災した施設等の復旧までの これは、林道、漁港施設で、比較的早く復旧が進んだことによる

期間を8％短縮 7.4％ 125％ Ａ と考えられる。
（経営局経営政策課） 【平成17年度】 引き続き、被災した施設等の早期復旧に努めるとともに、今後の

被災規模と実績値の推移を注視していく必要がある。
平成14年度においては、
5.9％
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Ⅲ－８－（３） 達成状況は順調である。
米の需給政策 ○15米穀年度供給量 15米穀年度供給量（14年産生産量(889万トン)、持越量(211万ト

： 1,171万㌧ 1,177 99％ Ａ ン)及び外国産輸入量(77万トン)の合計）については、14米穀年度
（食糧庁計画課） 【平成14年度】 万㌧ における需要減退による持越し量の増加、14年産の作柄が作況指数

101となるなか、13年産に引き続く過去最大規模の生産調整目標面
平成14年度においては、 積（101万 ）の達成に加え、子実前刈り取り等緊急需給調整対策ha
1,171万㌧ に取り組み、実質的な市場への供給量の調整が図られたことなどに

より、目標値1,171万トンに対し、1,177万トンと６万トン上回る結
《サブ指標》 果に抑えられた。
○ 備蓄の運営 ：20万トン 20万㌧ 100％ Ａ 他方、米や水田農業をめぐる現下の状況は、生産調整では、限界

【平成14年度】 感・現場における強制感の高まり、面積配分に伴う実効性の確保等
の課題、また、計画流通制度では、計画流通米のシェア低下、規制
の多い多段階流通等の課題があり、需要の減少、過剰基調の継続に
よって、在庫の増加、米価の低下となり、担い手を中心とした水田
農業経営が困難な状況に至っている。これを打開するために米政策
改革大綱（14年12月3日）が定められたことを踏まえ、特に、需給
調整システムについては、農業者・農業者団体の自主的・主体的な
生産調整体制への転換を図りつつ、構造改革を進める助成体系の構
築、担い手の経営安定、担い手の育成等の生産構造対策、流通規制
の緩和、表示の信頼性の確保等の流通制度の改革を整合性をもって
実行する必要がある。
なお、こうした改革の趣旨に沿って新たな米政策の実行を検証す
る観点から、目標値の見直し等適切な指標設定について検討する必
要がある。

Ⅲ－８－（４） サブ指標として設定した民間流通麦の年内契約率を除き、達成状
麦の需給政策 ○民間流通への円滑な移行・定 況は順調である。

着 ：100％ 99.8％ 95.0％ Ａ 民間流通麦の年内契約率の達成状況は低い水準となったが、これ
（食糧庁企画課） 【平成16年度】 は、14年産麦の品質が良く、加工が順調に行われたこと、また、各

企業が国内産麦を活かした製品の開発を行っていること等から、14
平成14年度においては、 年産麦の年内契約数量が前年度に比べ増加するものの、転作等によ
100 る作付面積の増加等により販売予定数量がそれより増加したためで%

ある。
《サブ指標》 他方、麦の需給をめぐる現下の状況については、品質や生産性の
①民間流通麦の年内契約率 98.2％ 10.0％ Ｃ 向上等の課題の解決が図られないまま生産量が急増したこと等か

：100％ ら、実需者の購入希望数量を生産者の販売予定数量が上回る「需給
のミスマッチ」が拡大している状況にある。この解消に向けて、品

②大型輸入船による輸入割合 26.6％ 142％ Ａ 質・生産性の向上、生産の安定化等の取組みにより生産者の意識の
：25％ 改革を促進するほか、生産者と実需者間での情報交換等を通じて実

需者の評価を適切に伝達するとともに、実需者の評価がより的確に
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入札価格に反映される仕組みを整備し、麦作経営安定資金の銘柄区
分等に係る基準を実需者の評価を基本とする方向への見直しを図る
必要がある。また、外麦の在庫水準が過大である中で、今後、関連
諸施策を見直しつつ、中期的な生産ガイドラインを策定し、ガイド
ラインに基づき需要に見合った生産を推進する一方、品目別助成の
対象を生産者と実需者が確実に結びついた生産や担い手に集中化す
る必要がある。
更に、大型輸入船の活用により、海上輸送費の低減が期待できる
ことから、引き続き2万5千トンサイズを中心に活用を進めていく必
要がある。
なお、国内産麦のほとんどが民間流通になっており、一方で依然
として需要と供給のミスマッチが存在することから、目標値の見直
し等による適切な指標設定について検討する必要がある。

Ⅲ－８－（５） バターについては目標値を達成したものの、脱脂粉乳は目標値を
牛乳乳製品の価格変動防 ○バター及び脱脂粉乳の各年の 達成できなかった。これは、バターについては、代替品の輸入減に

、 、止対策 国内消費仕向量の変動率 よる一時的な需要の増大がおさまった一方で 脱脂粉乳については
バター ：5.4％以下 5.1％ － Ａ 12年度の乳業食中毒事故の影響等を背景に、消費者の生乳嗜好、加
脱脂粉乳 ：8.4％以下 10.2％ － Ｃ 工乳の消費低迷等により需要の減少が進行したことによるものであ

（生産局牛乳乳製品課） 【平成16年度】 ると考えられる。
乳製品の安定供給と酪農経営の安定を図るため、今後とも、牛乳

平成14年度においては、 乳製品の価格変動防止対策の適切な運用を図るほか、加工乳の消費
バター ：5.4％以下 減退に起因する脱脂粉乳の過剰在庫解消の取組を推進する必要があ
脱脂粉乳：8.4 以下 る。%

Ⅲ－８－（６） 指定食肉の国内消費仕向量の変動率については、牛肉は目標を達
食肉鶏卵対策の価格変動 ①指定食肉の各年の国内消費仕 成したものの、豚肉は目標を達成できなかった。牛肉については、
防止対策 向量の変動率 ＢＳＥの影響により13年度後半に大幅な消費の減少が見られたが、

ａ 牛肉４％以下 0.9％ － Ａ 14年度に入り徐々に回復し年度計では13年度とほぼ同水準となった
ｂ 豚肉３％以下 6.1％ － Ｃ ことによる。豚肉については、ＢＳＥの発生以降、牛肉の代替需要

（生産局食肉鶏卵課） 【平成16年度】 から前年度を上回って推移し、年度計では対前年比6.1％の伸び率
②牛肉在庫保管・処分事業の対 となったが、枝肉卸売価格（省令規格、東京・大阪加重平均）は安
象となった牛肉について、15 定価格帯内で推移した。
年３月までに全量検査(12,62 牛肉の在庫保管・処分事業の対象となった牛肉の検査について
6ﾄﾝ)を実施する。 12,626ﾄﾝ 100％ Ａ は、15年３月１７日までに全箱開封作業を終了した。その結果、申

【平成14年度】 請数量12,626トンのうち、適判定であったものが11,265トン、補助
、 。対象外であったものが140トン 申請取り下げが1,221トンとなった

平成14年度においては、 ＢＳＥ関連対策のひとつである「牛肉在庫保管・処分事業」につ
①牛肉４％、豚肉３％ いては、事業開始後これを悪用した牛肉偽装事件や食肉の表示違反
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が頻発し、国民の食肉業界に対する不信感や食肉行政に対する批判
、「 」 、が高まったことを受け 食肉流通問題調査検討委員会 を設置し

食肉行政・業界の問題点を検証するとともに、国民の信頼を回復す
るための食肉行政･業界の対応方向について検討が行われた。今後
は、委員会報告を踏まえ、食肉行政における消費者重視の政策決定
システムの構築、食肉関係企業のコンプライアンスの推進、食肉の
トレーサビリティの確立等について早急に検討を進め、着実に実施
していくことが必要である。

Ⅲ－８－（７） 砂糖の卸売価格の引下げについては、粗糖関税の撤廃、輸入糖調
砂糖価格引下げ対策 ○砂糖の価格競争力の強化に向 120.0 69％ Ｂ 整金の時限的な引下げ等の効果が反映されているものの、精製糖企

けた卸売価格の20円／ｋｇ程 円／kg 業・国内産糖企業による砂糖の生産・流通コストの削減効果が十分
度の引下げ 【平成16年度】 に発現していないため、達成状況は前年度よりも低下し十分とは言

（生産局特産振興課） えない。また、砂糖の国内消費仕向量については、加糖調整品の輸
平成14年度においては、 入の増加等により、達成状況は引き続き低い水準にある。
114.2円 精製糖企業・国内産糖企業の再編合理化対策及び甘味資源作物生

産のコスト低減対策等を強力に推し進め、砂糖の生産・流通コスト
《サブ指標》 の削減効果が十分発揮されるよう努める必要がある。
○砂糖の国内消費仕向量

：243.5万トン 228.2万 △138％ Ｃ
トン

Ⅲ－９－（１） 独立行政法人、都道府県、民間とも実績が堅調であることから、
新たな農政の展開方向に ①「普及に移しうる成果」及び いずれも達成状況は順調である。しかし 「普及に移しうる成果」、
即した技術開発の推進 「実用化しうる技術」の数： 及び「実用化しうる技術」とした成果に関する追跡調査の結果によ

1,320件 12～16年度の合計 1,104件 139％ Ａ れば、13年度の成果については、12年度に比べると現場で活用又は（ ）
（農林水産技術会議事務局 ②研究員１人当たりの主要学会 3年 実用化されている成果数は増大しているものの、割合は減少してい/
技術政策課） 誌等掲載論文数 ：1.0報 0.99報 108％ Ａ る（54％→32％ 。）

③特許出願、新品種命名登録等 今後は、12、13、14年度に「普及に移しうる成果」及び「実用化
の数 1,897件（平成12～16 1,219件 107％ Ａ しうる技術」とされた成果の現場への定着状況について引き続き現
年度の合計） 3年 場での定着状況の追跡調査を行う必要がある。/

【平成16年度】

平成14年度においては、
①792件／３年
②0.92報
③1,137件／３年
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Ⅲ－９－（２） 達成状況は順調である。
効果的・効率的な普及事 ①技術の普及に係る普及センタ これは、各普及センターにおいて目標達成に向けた働きかけが行
業の展開 ーの目標達成割合 ：100％ 92.7％ 92.7％ Ａ われた結果、技術水準の向上や経営改善に向けた農業者の主体的な

（経営局普及課） ②担い手の育成に係る普及セン 取組が助長されたことによるものと考えられる。
、「 」ターの目標達成割合：100％ 94.0％ 94.0％ Ａ 普及事業については 普及事業の在り方に関する検討会報告書

【平成16年度】 （15年3月）において、改革の基本方向が示されており、これに基
づき、所要の措置を講じる必要がある。

平成14年度においては、 なお、普及活動の効果測定指標として適当ではないものが散見さ
① 100％ れたため、普及事業の高度化・重点化の方向に従い、各普及センタ
② 100％ ーにおいて、事業効果が検証可能なより的確なアウトカム指標が設

定されるよう、国として、情報提供、啓発等に努める必要がある。

Ⅲ－９－（３） 生産資材の開発については、プレシジョン・ファーミングのため
農業生産資材開発対策 ○生産資材の開発への助成にお の機械、高品質コンポスト化技術など農業の生産性向上、自然循環

ける累積特許出願件数 機能維持増進等を図るための開発が順調に進捗したため、達成状況
（生産局生産資材課） ：205件 142件 114％ Ａ は順調である。

【平成17年度】 引き続き実需者のニーズに即した新たな生産資材の開発・実用化
の促進に努める必要がある。

平成14年度においては、
125件

Ⅲ－９－（４） いずれも達成状況は順調である。
種苗の生産・流通対策 ①品種登録に係る出願から登録 しかしながら、平均処理期間については、既出願分における既に

までの平均処理期間：3.0年 3.1年 100％ Ａ 処理されたプロセスに対しては、処理期間の短縮に対する取組が反
（生産局種苗課） ②指定種苗の生産等に関する基 映されないことから、緩やかな目標設定となっており、引き続き処

準発芽率に満たないものの件 理期間短縮のための取組を着実に進めることが必要である。
数の割合 ：2.2％以下 1.3％ 今後とも現在の達成状況を維持すべく、必要な施策を着実に講じ

【平成17年度】 － Ａ ていくことが必要である。

平成14年度においては、
①3.7年、②2.2％以下

Ⅲ－９－（５） いずれも達成状況は順調である。
森林・林業に関する研究 ①主要学会誌等掲載論文数 今後も13年度に策定された「森林・林業・木材産業分野の研究、
開発の推進 ：0.8本／人 0.83 109％ Ａ 技術開発戦略」及び「林木育種戦略」等で明確にされた課題及び目

本／人 標の下で、研究開発及び新品種の開発を着実に推進するとともに、
（林野庁研究普及課） ②新品種の開発数：52品種／年 61品種 127％ Ａ その活用状況についてフォローアップしていく必要がある。

／年
③「実用化しうる技術」の数の
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割合 ：100％ 100％ 100％ Ａ
【平成16年度】

平成14年度においては、
①0.76本
②48品種／年
③100％

Ⅲ－９－（６） 特許出願数、主要学会掲載論文数については達成状況は順調であ
水産技術の開発 ①新たに開発した技術の数： るが、新たに開発した技術の数については達成状況は十分とは言え

116件以上 14～18年度の計 16件/年 69％ Ｂ ない。これは、本年度に終了した補助事業の技術開発課題が前年度（ ）
（水産庁研究指導課） ②特許等出願数： の２分の１と少なく、成果を達成しにくい谷間の年にあたったこと

81件以上（14～18年度の計） 23件/年 142％ Ａ によるものと考えられる。
③主要学会紙等掲載論文数 今後は、独立行政法人、都道府県、大学、民間等の連携を強化し

1.1件以上／人／年 1.1件/人 100％ Ａ つつ、資源管理の推進、安全・安心な水産物供給体制の整備、水産
【平成18年度】 加工技術の開発、漁業経営基盤の強化等に重点を置いて、水産に関

する技術の研究開発及び地域の特性に応じた水産に関する技術の普
平成14年度においては、 及事業を推進するとともに、その活用状況についてフォローアップ
①23.3件、②16.2件、 していく必要がある。
③目標値と同値

Ⅳ－１０－（１） ３目標とも前年度に比べ達成度が低下しており、特にグリーンツ
都市と農村の交流 ①グリーン・ツーリズム人口 900～ ーリズム人口はここ３ヶ年同水準に留まり、達成状況は低い水準と

：概ね1,200万人～1,400万人 1,000 37％ Ｃ なった。これは、全国的な観光人口の低迷に加え、受入側の地域の
（農村振興局地域振興課） 万人／年 魅力の発信や体験メニューの充実等の受入体制の整備が十分でない

②市民農園の整備促進 ことによるものと考えられる。また、農家民宿の開業に当たっての
：180,000区画 147,349 78％ Ｂ 旅館業法に基づく営業許可を得るための増改築等初期投資の負担が

区画 大きいことや関係法律の許認可等の基準がわかりにくい等から、開
③都市及びその周辺の地域にお 業を困難にしているとの指摘もある。このため、都市部のニーズに
ける農業の振興、３大都市圏 応じた情報の受発信機能の強化、起業化支援、地域ぐるみで行う受
の農業産出額の全国に占める 入体制や交流空間の整備などに加え、構造改革特区等における規制
割合（6.3％）の維持 緩和を活用し、グリーン･ツーリズムの推進を図る必要がある。
《代替指標》 他方、市民農園については、都市と農山漁村の共生・対流の推進
３大都市圏特定市の農業粗収 295万円 91％ Ａ の一環として促進するほか、多様な者による市民農園の開設を可能
益 【平成16年度】 とする構造改革特区の特例措置の活用等により、市民農園利用希望

者の多様なニーズにきめ細かく対応した市民農園の整備を推進する
平成14年度においては、 必要がある。また、都市農業については、都市住民の理解の一層の

、 「 」 、① 1,040万人～1,200万人 促進を図るため 都市住民も参加した 農業振興ビジョン づくり
② 157,000区画 ボランティアの農作業参加を円滑に行う仕組みづくりとともに、農
③ 6.3％ 業者と住民の交流の接点となる直販所等の整備を図っていく必要が
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ある。

Ⅳ－１０－（２） 統計上の制約から中山間地域の農業算出額の全国に占める割合に
中山間地域等の振興 ○中山間地域の農業産出額の全 代えて戸当たり農業粗収益に販売農家数を乗じて得られる数値を代

国に占める割合（36.7％）の 替指標として評価が行われた。その結果、中山間地域及び全国の戸
（農村振興局地域振興課） 維持 【平成16年度】 当たり農業粗収益に係る絶対額が低下傾向にあると見込まれるな

か、代替指標により算出される実績値の達成状況は順調と推察され
《代替指標》 る。しかしながら、14年度においても中山間地域における農業産出
戸当たり農業粗生産額×販売 35.0 ％ 101％ Ａ 額の絶対額は引き続き減少していると見込まれることから、地域の
農家数による総収益額の全国 主体的な取組みを基本としつつ、有効性向上の観点から、関連政策
に占める割合の維持（34.8％ の見直しを行う必要がある。具体的には、中山間地域等直接支払制
以上） 度の一層の定着と集落協定活動の充実を図るほか、地域資源を活用

した新たな産業の育成、地域特性を活かして都市と農山村で行き交
平成14年度においては、 う地域づくりなどを図る必要がある。
36.7％以上

《サブ指標》
○中山間地域の総農家数の全国 (7 )月に把握
に占める割合の維持（43.4％
以上）

Ⅳ－１０－（３） 小中学校とも体験学習の実施割合が前年度より３ポイント程度向
子どもたちが農林漁業へ ○すべての子どもたちが小学校 上したものの、達成状況は低い水準となった。このように実績が伸
の理解を深めるための教 及び中学校時代に１回は農林 びなかった原因については、実績把握のために行われたアンケート
育の推進 漁業体験学習をすること 調査（小学校2,304校、中学校1,028校）から、体験学習を実施した

①小学校：100 ％ 77.9％ 51％ Ｂ 学校、実施しなかった学校双方より 「時間の不足 （47.9 「適、 」 ）、%
」（ ）、「 」（ ）（経営局女性・就農課） ②中学校：100 ％ 42.2％ 19％ Ｃ 当な場所がみつからない 34.0 外部の指導者不足 17.0% %

【平成１７年度】 等の問題点が指摘されている。
、 、 、本政策分野の政策手段は 体験学習に関する情報提供 人材育成

平成14年度においては、 環境整備等を目的とする事業で構成されていることから、政策手段
① 81.0％ の有効性を検証し必要な見直しを図るとともに、文部科学省との一
② 54.5％ 層の連携強化を図りながら、学校教育におけるモデル地区での体験

学習受け入れの促進や子どもたちの体験学習を効果的に推進する体
制づくりや条件整備等を行うことが必要である。

Ⅳ－１１－（１） 達成状況は順調である。
農村地域の総合的整備の ①事業実施地域の住民の農村整 なお、農業集落排水施設の整備率については事業量に応じて順調
推進 備に対する満足度：100％ 92％ 92％ Ａ な達成状況となったものである。
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②農業集落排水施設の整備率 事業実施地区における住民の満足度から事業実施に対する住民の
、 、（農村振興局農村整備課） ：39％ 34.1％ 116％ Ａ 理解が概ね得られていると見込まれるものの その調査結果の中で

【平成１６年度】 住民の意見を聞く場の設定や施設の活用方法、利用料金等に関する
意見があったことから、今後は計画時における住民参加の一層の推

。 、 、 、平成14年度においては、 進等の改善が必要である また 事業の実施にあたっては 例えば
① 100％ 農業集落排水施設と合併処理浄化槽との連携等、事業間での一層の
② 33％ 連携・調整を図りつつ、地域の特性に応じた計画的・効率的整備を

推進するとともに、ＰＦＩ事業による農業集落排水施設等の整備を
国庫補助の対象に追加し、ＰＦＩの活用を図っていく一方、地方分
権を推進する観点から、複数の事業について、一括して市町村に補
助金を交付し、市町村が事業の状況等に応じて従来の事業の枠を超
えて自由に予算を執行できる総合補助事業の導入など統合補助金化

、 。を進めることで より一層市町村への権限の委譲を図る必要がある
なお、今後、平成15年度を初年度として策定される予定の新たな
土地改良長期計画及び社会資本整備重点計画におけるアウトカム目
標に照らして目標値を設定することを検討する必要がある。

Ⅳ－１１－（２） 事業実施市町村における交流人口の増加状況等をアンケート調査
山村地域の活性化 ○事業実施市町村の、次のいず により把握したが、達成度の算定基準を満たしたものは76％に留ま

れかの指標を満たす市町村の り、指標の実績値によれば達成状況は十分とは言えない。
（林野庁計画課） 割合 ：100％ 76％ 76％ Ｂ アンケートの有効回答数50（対象市町村数60、回答市町村数54、

【平成17年度】 有効回答率93％）のうち、指標を満たす市町村数は38であり、達成
※ 山村人口一人あたり 状況は76％となった。その内容は指標②のみを満たすものが24、指
①新規林業関連就労者数が振 標③のみを満たすものが３、②と③の両方を満たすものが11となっ
興山村地域の平均以上かつ ており、指標①を満たすものはなかった。
事業実施前を上回ること また、指標を満たしていない12市町村については、指標②又は③
②交流人口が当該市町村の住 において、事業実施後の数値が実施前を下回ったものである。
民数以上かつ事業実施前を なお、アンケートの大幅な見直しにより、有効回答率が大幅に上
上回ること 昇したものの、指標①の有効な回答がなかったことから、評価指標
③地域産物等販売額が事業実 のあり方について検討する必要がある。
施前の販売額を上回ること また、事業実施市町村について事業の成果を検証するとともに、

算定基準を満たしていない市町村に対して施設の有効利用を促進す
平成14年度においては、 るよう指導の徹底を図るほか、有効性向上の観点から達成度の算定
目標値と同値 基準を関連施策の採択要件とすることも検討する必要がある。

Ⅳ－１１－（３） 達成状況は、漁業集落排水施設による処理人口比率については順
漁村地域における総合的 ①漁業集落排水施設による処理 調であるものの、漁村整備に対する満足度では十分とは言えない。
整備の推進 人口比率 ：40％程度 28％ 100％ Ａ このため、今後は地域住民の評価がより一層得られるよう施設整

②地域住民等の漁村整備に対す 備計画を改善することが必要である。また、客観的な政策効果の把
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（水産庁防災漁村課） る満足度 ：100％ 78％ 78％ Ｂ 握のためアンケート以外の定量的な評価手法について引き続き検討
【平成18年度】 を進めるとともに、事業の効果の把握につき、より客観性の高い評

価が実施できるようアンケート調査のあり方を検討する必要があ
平成14年度においては、 る。
①28％、②目標値と同値 また、サブ指標である交流を目的に施設整備が行われた地区にお

いて、達成状況は順調となっているものの、必ずしも事業の成果が
《サブ指標》 十分把握されていないことから、定量的な目標を設定し事後の段階
交流を目的に施設整備等が行わ でそれを把握する仕組を整備することにより、より効率的で効果的
れた地区のうち、交流が促進さ な施設整備のあり方を検討する必要がある。
れた地区の割合 ：100％ 91％ 91％ Ａ なお、海岸事業については、社会資本整備重点計画に基づくアウ

トカム指標を参考にし、目標設定の見直しを検討することが必要で
ある。

Ⅳ－１１－（４） 農家へのインターネット普及率については、実績値を把握するた
農山漁村地域の情報化の ○農家へのインターネット普及 0.45 56％ Ｂ めの調査の設計が14年度に変更（利用の有無を直接的に調査する方
推進 率：全国世帯普及率との格差 式から意向調査へ移行）されたことに起因し14年度実績値が前年度

を半分に縮小 よりも低下したことから、政策分野主管課において達成度の算定に
大臣官房情報システム課 【平成16年度】 問題があるとの検証がなされた。このため、14年度においては、総（ ）

務省の通信利用動向調査の結果から実績値を推計する手法により評
平成14年度においては、 価が行われた結果、農家へのインターネット普及率については14年
0.52 度は36.9％の伸びに留まり、全国世帯との格差は0.45となり、達成

状況は十分とは言えない。その要因は不明である。
農山漁村の特性や情報化のニーズも踏まえ、インターネットも利
用できる高機能型 や無線利用により、農山漁村地域におけCATV
る高度情報通信基盤の整備を推進し、農山漁村に関する情報の受発
信を強化する必要がある。なお、意向調査については調査項目の見
直しなど、13年度との比較が可能となるよう、調査設計の検討が必
要である。

Ⅴ－１２－（１） 有機物施用量については目標値を達成したものの、化学肥料施用
農業の持続的な発展に資 ①有機物施用量（水田及び普通 量（窒素分）については、単年度0.36 ／10 減少させるとの目標kg a
する生産方式の定着・普 畑） ：減少させないこと 953 ／ 140％ Ａ に対し、前年度実績をも上回り、達成状況は著しく低い水準となっkg
及 (10 当たり947 ) 10 た。a kg a

②化学肥料施用量（窒素分） なお、これらの実績値を把握するための調査結果が各年で大きく
、 、（水田及び普通畑） ふれていることから 目標を達成している有機物施用量についても

（生産局農産振興課） ：10アール当たり8.9 10.52 △370％ Ｃ 今後、調査結果を蓄積して状況を見極める必要がある。kg kg
【平成16年度】 ／10 15年度より 「バイオマス・ニッポン総合戦略」の下、有機性資a 、

源の利活用の推進が図られるところであり、今後は、こうした取組
平成14年度においては、 の一環として、関連政策の効果を検証しつつ、堆肥等による土づく
①947 10 りと化学肥料等の低減を推進する必要がある。kg/ a
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kg/ a②9.58 10

《サブ指標》
①肥効調節型肥料の使用農家割 (8 )月中に把握
合（作物全体） ：25％

②生物農薬の使用農家割合（園 (8 )月中に把握
芸・畑作物） ：2.7％

Ⅴ－１２－（２） ＢＳＥの影響等により施設整備への投資が控えられたことから、
家畜排せつ物の管理・利 ○野積み・素掘り等の家畜排せ ２年連続前年度実績を下回り達成状況は十分とは言えない。
用 つ物の不適切な管理の解消 4,422戸 85％ Ｂ 目標年度である16年度までに、残る約50％の施設整備目標を達成

【平成16年度】 するため、全国農業協同組合中央会と共同で「畜産環境整備促進特
別プロジェクト」を実施することとされた。本プロジェクトでは、

（生産局畜産企画課） ①施設整備状況の総点検、②施設整備目標の達成に向けた工程表の
平成14年度においては、 作成、③補助事業等の活用による工程表に則した施設整備を行うこ
家畜排せつ物処理施設 ととされ、本年７月中に全国の状況、各都道府県の対応策等を把握
整備戸数：5,955戸 し、対応方法を検討することされていることから、その結果を踏ま

え施策の見直しが必要である。

Ⅴ－１２－（３） 目標値については、統計上の制約から、政策分野主管課において
食品廃棄物対策 ○食品関連事業者による再生利 実績値の把握が行われた段階で評価を行う。

用等の実施率を44％に向上 (7 また、サブ指標の関係食品関連事業者の再生利用等の実施率につ月下旬に把
（総合食料局 【平成18年度】 いては、すべての事業で食品廃棄物の再生利用等の実施率を100％握)

食品産業企画課） とする計画が樹立されており、14年度目標値は達成した。
平成14年度においては、 なお、リサイクル施設の整備から効果の発現までには、通常、数
44% 年間を要するという問題があり、先進的な食品リサイクル施設のモ

デル的整備を実施した地区は、引き続き、効果の発現状況を検証す
《サブ指標》 る必要がある。
○先端的な食品リサイクル施設
の整備により、関係食品関連
事業者の再生利用等の実施率
を20％以上に向上させるこ 5地区/5 100％ Ａ
と。 地区

Ⅳ－１２－（４） 民有林における２つの目標値については、７年以降減少している
○民有林における 森林造成面積を増加させる目標に対し、引き続き減少するなど、十
①複層林等多様な森林の造成 分な実績とは言えない。これは、林業の採算性が更に悪化し、森林

森林の整備 ：320千ha／５年 130 76％ Ｂ 所有者の意欲が減退したことによるものと考えられる。
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（ ） 、「 」②育成複層林造成 樹下植栽 千ha/3年 国有林野における２つの目標値については 管理経営基本計画
（林野庁計画課） ： 35千ha／５年 8.9 60％ Ｂ 等に基づき計画的な更新及び収穫の実施等を行った結果、概ね計画

以上 平成16年度 千ha/3年 どおりの達成状況となった。【 、 】
○国有林における サブ指標の間伐関係の目標については、民有林、国有林とも健全
③複層林等多様な森林の造成 な森林を育成するため計画的に事業を推進したことにより、達成状

：31.2千ha／３年 19.7 95％ Ａ 況は順調となった。また、海外における持続可能な森林経営への寄
④複層林・長伐期林の整備面 与度については、モデル・フォレスト活動促進支援事業等を実施し
積 ：32.4千ha／３年 千ha/2年 93％ Ａ た国を対象にしたアンケート調査によれば、順調な達成状況となっ

以上 平成15年度 20 た。【 、 】
千ha/2年 材価の上昇が見込めない中、森林造成を推進していくためには、

平成14年度においては、 国・都道府県等の各段階において、重視すべき機能区分に応じて伐
①171千ha/3年 採・造林等の施業が行われるよう、森林所有者に働きかけていくと
②14.8千ha/3年 ともに、民有林については目標値と実績値のかい離が更に拡大して
③20.8千ha/2年 おり、適正な施業が行われるよう、既存の政策の抜本的な見直しを
④21.6千ha/2年 行う必要がある。

また、民有林と国有林の達成状況に大きな差があり、この点につ
《サブ指標》 いて要因の分析を行う必要がある。
①健全な森林育成のための間伐
実施面積（民有林）

：150万ha／５年 90 100％ Ａ
年【平成16年度】 万ha/3

②間伐実施量（国有林）
：700万ｍ／３年 568 122％ Ａ3

年【 】平成15年度 万ｍ /23

③海外における持続可能な森林
経営への寄与度 ：100％ 89％ 89％ Ｂ

【平成14年度】

Ⅴ－１２－（５） 保全松林における被害木の駆除率を除き、いずれも達成状況は順
①山地災害から保全される森林 調である。
の面積 ：166千ha／３年 116.5 105％ Ａ 保全松林における被害木の駆除率については、達成状況は十分と

森林の保全 ②保安林整備計画の配備目標面 千ha/2年 は言えない結果となったが、これは、被害量が前年度並みとなる見
3積 ：10,807千ha 9,871 96％ Ａ 込みの中で、駆除量そのものは前年度に比べ約１割増加（278千 m

（林野庁治山課） ③保全松林における被害木の駆 千 →302千 ）したものの、被害量に応じた財務や労務等の対応が間ha m3

除率 ：100％ 79％ 79％ Ｂ に合わなかったこと等によるものと考えられる。
平成14年度 今後は、治山事業については、森林の保全効果の大きい地区に対【 】

④国有林野における優れた自然 して重点的な事業の実施を図り、着実な山地災害の防止を推進する
環境を有する森林の維持・保 とともに、保全松林における被害木の駆除については、保全すべき
全〔保護林の面積 ：562千ha 622千ha 112％ Ａ 松林において重点的に駆除等を実施するとともに、被害地域の拡大〕
【③を除き、平成15年度】 を防止するため、被害先端周辺地域における取組を推進する必要が
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ある。
平成14年度においては、 なお、本分野の指標は事業実績を指標としており、今後、アウト
①111千ha/2年 カムに着目した指標の設定について検討する必要がある。
②10,234千ha
③目標値と同値
④555千ha

《サブ指標》
保険金支払に係る標準的な事務
処理期間(60日)内処理：100％ 94.4％ 94.4％ Ａ

【平成14年度】

Ⅴ－１２－（６） 森林ボランティア・ネットワークへの参加団体数については、単
国民参加による森林づく ①森林ボランティア・ネットワ 年度ではほぼ目標を達成し、累計では目標を大幅に上回る状況にあ
りと森林の新たな利用の ークへの参加団体数 るが、森の子くらぶ活動の参加者については、年間達成状況は低位
推進 ：300団体 111 188％ － （31％）に留まっている。これは、14年度から完全週５日制が実施累計

②森の子くらぶ活動の参加者数 された中で、文部科学省が調査した「完全学校週５日制の下での地団体の増
（林野庁森林保全課） ：360千人 69 97％ 域の教育力の充実に向けた実態・意識調査」によると、完全学校週累計 千人の増 A

以上 平成17年度 ５日制により、公民館等の催し物・行事が増えたと約４割の保護者【 、 】
③公衆の保健のための国有林野 が回答しており、森林体験活動等への参加者の伸びの鈍化に影響し
の活用の推進〔レクリエーシ たものと考えられる。
ョンの森の利用者数〕 他方、公衆の保健のための国有林野の活用については、登山やキ

：160百万人 156 77％ Ｂ ャンプ等の森林とのふれあい活動での利用が増加したものの、スキ百万人
【平成15年度】 ( 1 ー等での利用者が減少したため前年度と同水準に留まっており、十すう勢値より

0 ) 分とは言えない達成状況となった。百万人の増
平成14年度においては、 今後、森林体験活動等への参加者の増加を図るためには、これま
①累計59団体の増 での取組に加え、夏休み等を利用した山村滞在型の森林・林業体験
②累計71千人の増 交流活動や森林を活用した健康づくりを推進するとともに、文部科
③すう勢値より13百万人 学省を中心に関係省庁等が連携協力して奉仕・体験活動を支援・推
の増 進する「奉仕活動・体験活動推進協議会」など教育関係機関等を通

じた情報提供を行う必要がある。
、 、また 森林ボランティアネットワークへの参加団体数については

17年度の目標値300団体に対し、すでに262団体と目標値に近づいて
おり、目標値の見直しを検討する必要がある。

Ⅴ－１２－（７） 農地土壌からの二酸化炭素排出抑制対策については、14年度新規
地球環境保全対策 ①農地土壌からの二酸化炭素排 に1.6万haで緑肥栽培が導入されたものの、達成状況は十分とは言

出抑制対策 ：42万t-CO 4.8 80％ Ｂ えない。2

（大臣官房環境対策室） 万t-CO 森林による二酸化炭素の吸収については、IPCCにおける議論、 C2
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②森林・林業基本計画に示され OPにおける決定を待って算定方法を定めることとし、当面はサブ指
た森林の有する多面的機能の 標で実績の把握を行うこととしているが、森林の造成面積について
発揮の目標と林産物の供給及 は十分な達成状況とは言えず、保安林の配備目標面積の進捗率は順
び利用の目標どおりに計画が 調となった。
達成された場合の人為活動が 「新生物多様性国家戦略 （平成14年３月決定）や「バイオマス」
行われた森林の吸収量 ・ニッポン総合戦略 （平成14年12月決定）が、閣議決定されたこ」

：約4,770万t-CO ( とから、これらに基づく施策について進捗状況を把握するため、地2 計算方法の確定
【2008～2012年】 ) 球環境保全対策の目標とする方向で政策評価に向け評価方法の検討後評価

が必要である。
平成14年度においては、
①目標値と同値
②計算方法の確定後評価

《サブ指標》
①森林の造成面積：74.4千ha 47.6千ha 64％ Ｂ
②保安林の配備目標面積

：10,234千ha 9,871 ha 96％ Ａ千
【平成14年度】

１３－（１） いずれも達成状況は順調である。
統計情報の収集・提供 ①新規政策ニーズへの対応割合 なお、新規政策ニーズへの対応について、政策担当部局からの新

：100％ 93％ 93％ Ａ 規政策ニーズに対し対応ができなかった理由は、既存の周期年調査
②政策担当部局における利用割 等が存在することから、16年度以降に対応していく方向で検討する

（大臣官房統計情報部統計 合 ：100％ 100％ 100％ Ａ こととしたことによる。また、関係者を含む一般国民の利用件数の
調整課） 以上 平成14年度 向上については、農林水産情報センターにおける情報発信・提供活【 、 】

③関係者を含む一般国民の利用 動の充実や、農林水産省ホームページ等を通じ、利用しやすく分か
件数の向上 ：100％増 31.1％増 125％ Ａ りやすい情報の提供に努めたことによるものと考えられる。

【平成17年度】 今後は、特に、公表の早期化を図るとともに、15年度以降、農林
水産統計について、新規政策ニーズに即した統計の収集、その結果

。 、平成14年度においては、 の迅速かつ利用しやすい形での提供を図る必要がある これに加え
①、②は目標値と同値 15年度に統計情報事務所、出張所が地域における情報受発信の拠点
③25％の増 となる統計・情報センターに改組されること等を踏まえ、媒体・手

段等の体制の充実を図るなど効率的な情報受発信の強化を図り、こ
れを通じた対話型の農林水産行政を推進していく必要がある。

１３－（２） 農林水産省ホームページへの掲載時間の短縮については、目標値
行政情報化の推進 ①農林水産省ホームページへの の前倒しでの達成となった。申請・届出等手続のうち電子申請が可

掲載時間の短縮：報道発表資 能となった手続の割合については 「農林水産省申請・届出等手続、
大臣官房情報システム課 料を公表日当日に掲載した割 の電子化推進アクション・プラン」において対象とされた手続（1,（ ）

合 ：100％ 90％ 206％ Ａ 203手続）のうち、14年度中にシステムでの対応可能な全ての手続9
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②申請・届出等手続のうち電子 33手続を電子申請化の対象とすることとしていたが、農林水産省単
申請が可能となった手続の割 管の手続については14年度中に電子申請化の対象としたものの、他
合 ：100％ 33％ 42％ Ｃ 省庁共管法令に基づく手続については15年度に実施することとされ

【平成16年度】 たため、14年度においては396手続を電子申請化するに留まったも
のである。

平成14年度においては、 農林水産省の報道発表資料については、原則農林水産省ホームペ
①79％、②78％ ージに公表日当日掲載することを目指し情報の迅速な提供に向け、

引き続き努力をする必要がある。また、申請・届出等手続の電子化
については、15年度においては手数料納付を伴う手続や共管法令に
基づく手続を電子申請化の対象とすることとしており、これらの手
続について電子化を行うとともに、既に電子申請化された手続につ
いては、システムの適切な運用及び利用率向上のための改善により
国民の利便性の向上を図る必要がある。


