
農林水産省政策評価結果のポイント

平成１７年７月

農林水産省



国民に対する行政の説明
責任の徹底

１．農林水産省の政策評価

農林水産省は、政策の透明性を確保し、効率的に実施していくため、政策評価を実施しています。
農林水産省が政策評価を実施するに当たっては、第三者委員からなる「農林水産省政策評価会」か

らの意見を聴き、反映させることにより、政策評価の客観性の確保に努めています。

＜ 農林水産省政策評価会（第三者機関）＞

（座長）今村 奈良臣 東京大学名誉教授
秋岡 栄子 経済エッセイスト
大木 美智子 消費科学連合会会長
大山 達雄 政策研究大学院大学副学長
加藤 三郎 NPO環境文明２１代表理事
田中 一昭 拓殖大学政経学部教授
森本 一仁 農業者（熊本県阿蘇市、水稲）
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２．政策評価の体系

農林水産省の政策評価は、
① 一定のまとまりのある政策（政策分野）ごとに目標を定め、毎年その目標に対する実績を測定す

る「実績評価」
② 実績評価を補完するものとして、政策分野に含まれる予算事業を対象に行う「政策手段別評価」
を組み合わせて行っています。

［農林水産省における平成１６年度政策の評価体系］

５つの大目標 １２の中目標 ５７の政策分野
政策手段

約６００の予算事業等
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［大目標Ⅲ］
農林水産業の構造改

革を加速化し、効率的
で安定的な経営が大宗
を占め、魅力ある産業
に育成する。

（例）

［中目標６］
持続可能な農林水産

業を担う意欲ある経営
体を育成・確保する。

［中目標５］

［中目標７］

［中目標８］

［政策手段］
・農業経営体活性化事業
・農業法人総合支援事業

・
・
・
・

［政策分野(1)］
認定農業者等意欲ある農業

者の育成
目標：経営改善計画の認定数
－平成16年度までに23万経営体

に増加させる（毎年度1.6万
経営体を追加認定）

・
・
・

［政策分野(2)］

① 実績評価
あらかじめ目標を設定し１年ごとにその目標に対する実績を測定す

るもの。政策の結果として国民にどのような成果がもたらされたか（ア
ウトカム）に基づいた定量的な目標の設定を行うことを基本。

② 手段別評価
個々の政策手段（予算事業）ごとに評価・点検するもの。実績

評価を補完するものとして14年度から導入。18年度までに既存
の政策手段を評価することを旨として実施。

［政策分野(3)］

○政策評価体系の全体像はP10に掲載しています。



３．実績評価結果の概要

１６年度の実績評価においては、評価対象とした１１７の目標のうち、約６割の達成ランクが
「Ａ」となりました。

達成ランクが「Ｃ」となった政策分野に属する予算事業については、有効性に問題があるため、
廃止を含めて抜本的検討を行うこととなります。

また、達成ランクが「Ａ」、「Ｂ」に属する予算事業であっても、その内容を十分に検討し、
施策の見直しに結びつくように努めています。

【１６年度政策の評価結果】
A ・・・ ７４目標 （６３％）
B ・・・ ２４目標 （２１％）
C ・・・ １９目標 （１６％）
合計 １１７目標（１００％）

有効性に問題がある５０％未満Ｃ

有効性の向上が必要である５０％以上９０％未満Ｂ

概ね有効９０％以上A

評 価達 成 度 合ラ ン ク

（参考）１５年度評価結果の反映状況

１５年度政策の評価結果

Ａ ・・・ ８５目標（６７％）
Ｂ ・・・ ２２目標（１７％）
Ｃ ・・・ １９目標（１５％）
※四捨五入の関係により％の計は合わない。

予算事業への反映状況

うち改善を行ったもの ３９０事業
うち廃止又は一部を廃止したもの １４６事業

平成１５年度農林水産省政策評価結果の反映状況は、農林水産省のホームページに掲載しています
（URL:http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/15hanei.pdf）
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15年度の予算事業数：５９１事業



４．政策手段別評価結果の概要

政策の目標を達成するためには、各政策分野で実施している予算事業等を有効かつ効果的に機
能させていくことが重要となります。

このため、予算事業を対象とする政策手段別評価を補完的に実施して、政策の見直しに努めて
います。本年度は、４５の予算事業について評価を行いました。

このうち４３事業について、改善や廃止を含めた見直しの必要性を指摘しています。

５．政策評価の改善

平成１７年３月に、今後の政策展開の指針となる新たな「食料・農業・農村基本計画」が策定
されました。

これを契機に、来年度から実施する政策評価について、新たな政策体系に沿ったものとなるよ
う政策分野・政策目標の見直し等の改善を行っていくこととしています。

４５（１００％）計

７ （１６％）廃止（一部廃止を含む）を前提に検討する必要

３６ （８０％）なんらかの改善が必要

２ （４％）継続して実施することに問題なし

事 業 数 （ 割 合 ）評 価 結 果

○政策手段別評価結果の概要
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大目標Ⅰ：消費者が安全な食料を安心して購入・消
費できる体制を確立する

《目標の基本的考え方》

《目標値の達成度から見た達成状況》

本大目標は、ＢＳＥの発生、食品の不正表示、無登録農薬
問題等に起因し国民より食の安全と安心について厳しく問わ
れている中、国民の健康の保護を第一に、リスク管理のため
の施策等を総合的に見直し、消費者が安全な食料を安心して
購入・消費できる体制を確立することを目指します。

本大目標は、ＢＳＥの発生、食品の不正表示、無登録農薬
問題等に起因し国民より食の安全と安心について厳しく問わ
れている中、国民の健康の保護を第一に、リスク管理のため
の施策等を総合的に見直し、消費者が安全な食料を安心して
購入・消費できる体制を確立することを目指します。

おおむね目標どおりの実績となっていますが、一部で達成
度が低下したものもあったことから、引き続き食の安全性確
保、消費者の安心・信頼の確保に向けた取組の強化が必要で
す。

おおむね目標どおりの実績となっていますが、一部で達成
度が低下したものもあったことから、引き続き食の安全性確
保、消費者の安心・信頼の確保に向けた取組の強化が必要で
す。

・16年度目標（主な目標）：
①我が国に存在しない家畜伝染病または新疾病の発生がないこと／発生があった場合は、

まん延防止対策等を講じ、我が国での常在化等を防止すること（対象疾病：牛疫ほか１
３疾病）

②牛、豚における上記②以外の家畜伝染病の発生率について、過去５年間の発生率の平均
値（牛：0.0171％、豚：0％）を下回ること。

③国内未侵入の養殖水産動物伝染性疾病について発生がないこと／発生があった又は発生
がある場合については、まん延防止措置を講じ、常在化または新たなまん延を防止する
こと（対象：コイヘルペスウイルス病ほか特定疾病９種）

・達成ランク（実績値）：①Ａ（発生しなかった） ②牛：Ｃ（0.0246％）
豚：Ａ（0.00000％） ③－

・評価結果 ：牛疾病については、過去５年間の発生率の平均を上回り、目標は達成
できなかった。コイヘルペスウイルス病については、まん延・常在化防止措置
を講じているところであり、本年度はランク付けを行わなかった。

・改善の方向：評価手法等の検討を行うとともに、特定家畜伝染病防疫指針や飼養衛
生管理基準の確実な履行等により、リスク管理を徹底することが必要。

・16年度目標：
①ＢＳＥ発生時における同居牛等の移動履歴等の特定の迅速化

：全一次検査陽性牛24時間以内
②食品（牛肉以外）について

ア．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：50％ [代替指標]
イ．原材料を仕入れ・製品出荷情報の記録・保管・提供ができる食品製造業の割合

：30％ [代替指標]

・達成ランク（実績値）：①Ａ（31例全て達成）②ア．Ａ（47.5％）
イ．Ｂ（27.6％）

・評価結果 ：牛肉のトレーサビリティについては、目標は達成したものの、一部に
牛肉トレーサビリティ法違反が疑われる事案が確認された。牛肉以外のトレー
サビリティについては、目標値に対する代替指標を概ね達成したものの、15年
度に比べ増加率が低下している状況。

・改善の方向：牛肉のトレーサビリティについては、違反が疑われる事案が確認され
たことを踏まえ、監視・指導の強化を図る必要。牛肉以外のトレーサビリティ
については、今後事業者単独の取組みを全体のシステム構築に結び付けていく
ことが必要。

《主要政策分野の評価結果》

【家畜衛生対策】

【トレーサビリティの導入普及】

５つの大目標の評価結果
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《目標の基本的考え方》

《目標値の達成度から見た達成状況》

本大目標は、国内にあっては消費者の動向や評価を踏まえ
日本ならではの特色を活かした新鮮でおいしい食料等をでき
る限りコストを抑えて供給できる体制を確立するとともに、
国外にあっては世界の食料需給の安定等を図るための国際貢
献を通じて我が国の食料安全保障を確保し、将来にわたって
食料等の安定供給体制の確立を図ることを目指します。

本大目標は、国内にあっては消費者の動向や評価を踏まえ
日本ならではの特色を活かした新鮮でおいしい食料等をでき
る限りコストを抑えて供給できる体制を確立するとともに、
国外にあっては世界の食料需給の安定等を図るための国際貢
献を通じて我が国の食料安全保障を確保し、将来にわたって
食料等の安定供給体制の確立を図ることを目指します。

目標を達成したものも見られますが、生産・流通コストの
低減を始めとして目標を下回っているものが多いことから、
これらの課題解決に向けた取組の強化が必要です。

目標を達成したものも見られますが、生産・流通コストの
低減を始めとして目標を下回っているものが多いことから、
これらの課題解決に向けた取組の強化が必要です。

・16年度目標（主な目標）：
①米の生産コスト：

水稲作付面積2ha以上層の作付面積シェア：49％ （代替指標）
②小麦の60kg当たりの生産コスト削減：7.9千円/60kg
③交付金対象大豆における契約栽培数量を増加：2万6千㌧

・達成ランク（実績値）：①Ａ（50％） ②Ｂ（8.4千円/60kg）
③－（5.6万トン）

・評価結果 ：米の生産コストについては、産地段階における協議会設置の
推進等から順調に達成。小麦の生産コストについては、天候不順等か
ら十分ではない達成状況。大豆の契約栽培数量については、取組によ
る効果もあるものの、不作により必要量を確保したい実需者の思惑も
はたらいたことから、目標を大幅に超過。

・改善の方向：産地づくり対策を適切に運用し、引き続き地域水田農業ビジ
ョンの実現に向けた取組が必要。また、実需者ニーズに応じた新品種、
省力・低コスト化技術の普及等が必要。

・16年度目標：商談会等の事業参加者の平均成約件数：０．６件
・達成ランク（実績値）：Ａ（5.5件）
・評価結果 ：アジア諸国の経済発展、世界的な日本食ブーム等によ

り、国産農林水産物の輸出拡大の好機が到来したことや広報
活動を充実したことなどから、平均成約件数は目標値を上
回った。

・改善の方向：新たな販路の開拓や産地づくり、検疫条件等やブラン
ドの確立・保護等、多くの課題に対応するため、輸出促進に
向けて官民一体となった取組が必要。

《主要政策分野の評価結果》

【米麦等の生産対策】

【輸出促進対策】
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大目標Ⅱ：消費者に対し、新鮮で良質な食料及び林
産物を合理的な価格で安定的に供給する
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大目標Ⅲ：農林水産業の構造改革を加速化し、効
率的で安定的な経営が大宗を占め、魅
力ある産業に育成する

《目標の基本的考え方》

《目標値の達成度から見た達成状況》

本大目標は、農林水産業の構造改革の加速化を図り、意欲
ある経営体が活躍できる環境条件を整備し、効率的かつ安定
的な経営が大宗を占め、将来にわたって魅力のある産業とし
て実感できるようにすることを目指します。

本大目標は、農林水産業の構造改革の加速化を図り、意欲
ある経営体が活躍できる環境条件を整備し、効率的かつ安定
的な経営が大宗を占め、将来にわたって魅力のある産業とし
て実感できるようにすることを目指します。

おおむね目標どおりの実績となっていますが、生産構造
の脆弱化が進行している現状を踏まえ、今後とも、意欲ある
経営体を育成・確保するための取組を強化し、幅広い人材の
育成・確保等農林水産業の構造改革の更なる加速化が必要で
す。

おおむね目標どおりの実績となっていますが、生産構造
の脆弱化が進行している現状を踏まえ、今後とも、意欲ある
経営体を育成・確保するための取組を強化し、幅広い人材の
育成・確保等農林水産業の構造改革の更なる加速化が必要で
す。

・16年度目標：経営改善計画の認定数を15万経営体（平成11年度）
から23.0万経営体に増加させる。〔毎年度1.6万経営体を追加
認定〕

・達成ランク（実績値）：Ａ（22.7万経営体）
・評価結果 ：達成状況は十分であるものの、地域水田農業ビジョン

における担い手のうち認定農業者でないものが約14万人、主
業農家に対する認定農業者の割合の地域差が大きい等の課題。

・改善の方向：地域水田農業ビジョンの担い手の認定農業者への誘導
等による認定数の増加、地域による認定のばらつきの解消、
経営能力の向上による経営改善計画の達成等への取組が必要。

・16年度目標：担い手への農地利用集積面積を210万ha（平成11年
度）から247.5万haに増加させる。〔毎年度7.5万ha増加〕

・達成ランク（実績値）：Ｂ（229.1万ha）
・評価結果 ：農業所得が不安定であるなど担い手を取り巻く経営環

境の要因や、資産保有意識が強いなど農地の出し手・受け手
に関する要因、集落内に担い手がいない等の要因により、達
成状況は５割に止まっている。

・改善の方向：集落を基礎とした営農組織の育成・法人化を図りつつ、
担い手に対し集団化・団地化した形の農地の利用集積の促進
が必要。このため、農業経営基盤強化促進法が改正されたと
ころであり、今後関係する取組を促進する必要。

【認定農業者等意欲ある農業者の育成】

【担い手への農地利用集積の推進】
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《主要政策分野の評価結果》
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大目標Ⅳ：都市と農山漁村との対流(「人・もの・情報」)を
促進し、都市と農山漁村が共生しうる社会を構築
する

《目標の基本的考え方》

《目標値の達成度から見た達成状況》

本大目標は、都市住民には農山漁村が有するきれいな空気、
美しい自然・景観を提供し、同時に農山漁村住民には都市と
同様の社会基盤のもとでの生活や仕事、都市のもつ魅力への
アクセス等を確保することにより、都市と農山漁村の双方の
住民が豊かさを享受し、相互の対流が生まれる活力あるむら
づくりの実現を目指します。

本大目標は、都市住民には農山漁村が有するきれいな空気、
美しい自然・景観を提供し、同時に農山漁村住民には都市と
同様の社会基盤のもとでの生活や仕事、都市のもつ魅力への
アクセス等を確保することにより、都市と農山漁村の双方の
住民が豊かさを享受し、相互の対流が生まれる活力あるむら
づくりの実現を目指します。

農山漁村の生活環境の整備については、おおむね目標どお
りの実績となっていますが、都市と農山漁村の対流の促進に
ついては目標を下回ったものが多く、これらの課題の解決に
向けた取組の強化が必要です。

農山漁村の生活環境の整備については、おおむね目標どお
りの実績となっていますが、都市と農山漁村の対流の促進に
ついては目標を下回ったものが多く、これらの課題の解決に
向けた取組の強化が必要です。

・16年度目標：中山間地域の販売農家総粗収益額の全国に占める割
合の維持：34.8％以上（代替指標）

・達成ランク（実績値）：Ｃ（29.3％）
・評価結果 ：昨年は、新潟県中越地震を始めとした自然災害が頻発

し、中山間地域の農村に大きな被害をもたらしたため、目標は
達成できなかった。

・改善の方向：農業生産面及び生活環境面等の整備に対する支援を
行うほか、農業その他の産業の振興による就業機会の増大、多
面的機能の確保や定住の促進を図るための施策を総合的かつ計
画的な実施が必要。

・16年度目標：①漁業集落排水施設による処理人口比率：34％程度
②地域住民等の漁村整備に対する満足度：100％

・達成ランク（実績値）：①Ａ（34％） ②Ｂ（85％）
・評価結果 ：漁業集落排水施設については順調な達成となってい

るが、漁村整備に対する地域住民の満足度は８割台に留まって
いる。

・改善の方向：漁村における生活環境の改善に資するような着実な
事業の推進が必要。なお、地域住民の満足度の一層の向上に向
けて、施設整備のあり方の検討、事業の推進方法等の改善が必
要。

【中山間地域等の振興】

【漁村地域における総合的整備の推進】
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《主要政策分野の評価結果》
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大目標Ⅴ：国民のすべてが農山漁村において行われる適正
な生産活動や森林を含む自然環境の適正な管理
により生ずる多面的機能を享受できるようにし、
将来にわたって持続的に発展可能な社会を実現
する

《目標の基本的考え方》

《目標値の達成度から見た達成状況》

本大目標は、環境に対して過度な負荷を与えることなく
適切な生産・管理活動を行うとともに、農山漁村に豊富に
存在するバイオマスの利活用を推進し農山漁村を持続的に
発展させることを通じて多面的機能を発揮させ、将来にわ
たって持続的に発展可能な社会を実現することを目指しま
す。

本大目標は、環境に対して過度な負荷を与えることなく
適切な生産・管理活動を行うとともに、農山漁村に豊富に
存在するバイオマスの利活用を推進し農山漁村を持続的に
発展させることを通じて多面的機能を発揮させ、将来にわ
たって持続的に発展可能な社会を実現することを目指しま
す。

おおむね目標どおりの実績となっていますが、一部で達
成率が低下したものがあったことから、引き続きバイオマ
スの利活用、京都議定書における温室効果ガス総排出量の
削減の取組を含め、農林水産業の多面的機能の発揮に向け
た取組の強化が必要です。

おおむね目標どおりの実績となっていますが、一部で達
成率が低下したものがあったことから、引き続きバイオマ
スの利活用、京都議定書における温室効果ガス総排出量の
削減の取組を含め、農林水産業の多面的機能の発揮に向け
た取組の強化が必要です。

・16年度目標：
①有機物施用量を平成11年度の899kg/10aで維持させる（水田及び普通畑）
②化学肥料施用量を平成11年度の10.8kg/10aから8.9kg/10aに減少させる

（水田及び普通畑）
③家畜排せつ物の不適切な管理の解消 平成16年度 7,744戸

・達成ランク（実績値）：①Ｃ（890kg/10a） ②Ｃ（9.9kg/10a） ③Ａ（9,333戸）

・評価結果 ：有機物の施用量の維持については、土づくりや化学肥料低減に資す
る取組への支援等により、目標には達しないものの達成状況は99％。化学肥
料施用量の低減については、各都道府県が環境負荷低減等の観点から改訂を
進めている施肥基準が現場に十分浸透しておらず、不十分な達成状況。家畜
排せつ物の不適切な管理の解消については、達成状況は順調。

・改善の方向：農業環境規範の実践の取組及びエコファーマーの認定を推進すると
ともに、「施肥基準の策定・見直しの指針」に即した各都道府県による施肥
基準の見直しを進める必要。家畜排せつ物の管理については、シート等を利
用した簡易な対応により管理基準への緊急避難的な対応を図った農家に対し、
より持続的で環境保全効果の高い施設の整備を推進する必要。

・16年度目標：
①育成途中の水土保全林のうち、機能が良好に保たれている森林の割合

：63.22%（すう勢値より3.24%の増）
②針広混交林など多様な森林への誘導を目的とした森林造成の割合

：31.8%（15年度より0.8%の増）
③木材として安定的かつ効率的な供給が可能となる育成林の資源量

：86.9千万㎥（15年度より2.5千万㎥の増）

・達成ランク（実績値）：
①Ｂ（62.56％） ②Ａ（31.73％） ③Ａ（86.7千万㎥）

・評価結果 ：全体としては、おおむね順調であるものの、育成途中の水土保全林
のうち、機能が良好に保たれている森林の割合については、複層林施業等へ
の整備が伸び悩んでいることから、達成率は８割に留まっている。

・改善の方向：森林の機能が継続的に発揮されるよう、「植栽→保育→収穫→植
栽」のサイクルを円滑に循環させるシステムの構築を図り、間伐、長伐期施
業・複層林施業への誘導等を計画的に推進するとともに、団地化等の施業の
集約化等による森林施業コストの縮減が必要。

【農畜産業の環境保全対策】

【森林の整備】
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平成１６年度政策の実績評価体系

大目標 中目標 政策分野

(1)食品安全性確保対策

(2)家畜衛生対策

(3)農業生産資材品質・安全確保対策

(1)食品等の表示・規格制度

(2)トレーサビリティの導入・普及対策

(3)食生活のあり方を見つめ直す幅広い活動の展開

(4)植物防疫対策

(1)食品流通対策

(2)食品産業対策

(3)米麦等の生産対策

(4)畑作物・地域特産物の生産対策

(5)園芸作物の生産対策

(6)畜産物の生産対策

(7)生産資材対策

(8)木材利用の推進と木材産業の健全な発展

(9)特用林産の振興

(10)我が国周辺水域における水産資源の適切な管理

(11)つくり育てる漁業の推進

(12)水産物流通対策

(13)輸出促進対策

(1)食料・農業・農村に関する国際協力

(2)国際的な水産資源の管理と利用

(1)耕作放棄の発生の防止等による優良農地の確保

(2)地域の特性に応じた農業生産基盤の整備・保全

(3)農地海岸の保全と良好な海岸環境の形成

(1)認定農業者等意欲ある農業者の育成

(2)新規就農の促進

(3)農山漁村における男女共同参画社会の確立

(4)高齢農林漁業者の役割の明確化と福祉対策

(5)担い手への農地利用集積の推進

Ⅲ　農林水産業の構造
改革を加速化し、効率
的で安定的な経営が
大宗を占め、魅力のあ
る産業に育成する。

６　持続可能な農林水産
業を担う意欲ある経営
体を育成・確保する。

Ⅱ 消費者に対し、新
鮮で良質な食料及び
林産物を合理的な価
格で安定的に供給す
る。

３　我が国の特色を活か
し、高コスト構造を是正
しつつ、新鮮で良質な食
料及び林産物を安定的
に供給できる体制を確
立する。

４ 世界の食料需給の安
定や地球環境の保全を
図るための国際貢献に
より、我が国の食料安全
保障を確保する。

５ 国民に対して必要な
食料が供給できるよう、
農地、水、漁場などの生
産資源を確保する。

Ⅰ 消費者が安全な食
料を安心して購入・消
費できる体制を確立す
る。

１ 食品安全行政の一体
的推進や産地段階から
消費段階にわたるリスク
管理の確実な実施によ
り、食の安全を確保す
る。

２ 表示の適正化やト
レーサビリティの導入・
普及、食育の推進など
により、食に対する消費
者の安心・信頼を確保す
る。

大目標 中目標 政策分野

(6)効率的かつ安定的な林業経営の育成

(7)効率的かつ安定的な漁業経営の育成

(8)漁業生産を支える人材の確保・育成

(9)農業協同組合系統組織の見直し

(10)漁業協同組合の事業・組織基盤の強化

(1)農業災害補償

(2)米の需給政策

(3)麦の需給政策

(1)新たな農政の展開方向に即した技術開発の推進

(2)効果的・効率的な普及事業の展開

(3)森林・林業に関する研究開発の推進

(4)水産技術の開発

(1)都市と農村の交流

(2)中山間地域等の振興

(3)子どもたちが農林漁業への理解を深めるための教育の推進

(1)農村地域の総合的整備の推進

(2)山村地域の活性化

(3)漁村地域における総合的整備の推進

(4)農山漁村地域の情報化の推進

(1)農畜産業の環境保全対策

(2)バイオマスの利活用の推進

(3)森林の整備

(4)森林の保全

(5)国民参加による森林づくりと森林の多様な利用の推進

(6)地球環境保全対策

(1)政策ニーズに対応した統計の作成と利用の推進

(2)情報の受発信の推進

Ⅳ 都市と農山漁村との
対流（「人・もの・情報」）
を促進し、都市と農山漁
村が共生しうる社会を構
築する。

９ 農山漁村の魅力の向
上や都市と農山漁村のつ
ながりの強化を図り、農山
漁村地域を活性化させ
る。

１０ 都市と農山漁村の生
活環境の格差を是正し、
豊かで住み良い農山漁村
を創造する。

Ⅴ 国民のすべてが農
山漁村において行われ
る適正な生産活動や森
林を含む自然環境の適
正な管理により生ずる多
面的機能を享受できるよ
うにし、将来にわたって
持続的に発展可能な社
会を実現する。

１１ 農林水産業の有する
自然循環機能を維持増進
させ、持続的利用が可能
なバイオマスの利活用を
一層拡大させるとともに、
自然環境を適正に管理す
ることにより、将来にわ
たって多面的機能を発揮
させる。

１２ 農林水産統計・情報
の的確な収集・提供及び
行政の情報化を通じた効
率的で透明性の高い行政
運営を図る。

７ 過度の農産物の価格
変動や災害発生による経
営への悪影響を防止する
ための需給調整やセーフ
ティネットにより持続可能
な経営の実現を図る。

８ 農林漁業者が主体的
にその技術水準の向上が
図れるよう、農林水産分
野の研究・技術開発の高
度化を図る。


