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政策分野
政策分野主管課
関　　係　　課

食料・農業・農村に関する国際協カ
大臣官房国際部国際協カ課
大臣官房環境政策課
犬臣官房統計部統計企画課
大臣官房国際部国際政策課、国際経済課、貿易関税課
総合食料局食料企画課
消費・安全局衛生管理課
生産局総務課生産政策室、種苗課
経営局協同組織課、女性・就農課
農村振興局設計課、事業計画課、農村政策課、地域振興課
農林水産技術会議事務局国際研究課、技術安全課、先端産業技
術研究課

1　目標値（目標年度）
　関係者（相手国政府関係者等）へのアンケートによる
　　①相手国二一ズヘの適応度1100％
　　②我が国の農業政策等への理解度：100％

【16年度におげる目標】

　関係者（相手国政府関係者等）へのアンケートによる
　　①相手国二一ズヘの適応度：100％
　　②我が国の農業政策等への理解度：100％

＜目標値算定の考え方〉

　　　農林水産省が実施している食料・農業1農村1＝関する国際協カについては、他
　　のドナーや開発途上国自らの開発投資や研究開発に加え、社会制度の変革や気象
　　条件等の種々の要因に大きく左右されることから、長期的な視点に立って見るこ
　　とが必要であると考えられる。
　　　このような中で、食料・農業・農村に関する国際協力は、開発途上国の二一ズ
　　に対応して飢餓・貧困の削減や地球環境の保全に貢献するとと毛に、こうした取
　　組を通じて、我が国の農業政策等への理解を促進することを目的に実施している
　　ことを踏まえ、その評価は以下の2項目について、相手国政府関係者等へのアン
　　ケート調査により行うこととし、目標値を設定。
　　　　①相手国二一ズヘの適応度
　　　　②我が国の農業政策等への理解度

2　評価結果
（1）有効性評価

① ②

目標値（A）． 100，0％ 100．O％

16年度実績（B） 96．6％ 97．4％

達成状況（B／A） 96．6％ 97．4％

達成ランク A A
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所　見

　ア　相手国二一ズヘの適応度については、96．6％となっており、目標をほぼ達成
　　した。

　イ　我が国農業政策等への理解度について毛、97．4％となっており、目標をほぼ
　　達成した。

　ウ　調査手法については、調査対象毎の調査結果の差異につき分析可能なように、
　　調査様式の見直し（政策担当者、技術担当者の記入を求める）を行うなど、一
　　部に改善が見られる。

　工　16年度を毛って目標をほぼ達成したが、今後、より一層客観的な効果の把握
　　手法について更なる検討を行う必要がある。

（2）必要性評価

　世界には約8億5千万人（2000－2002）の栄養不足人口が存在し、その96％
が開発途上国に集申していることから、1996年の世界食料サミットにおいて、
世界の食料安全保障の達成と栄養不足人口の2015隼までの半減を目指すこと
が宣言された。さ・らに、2002年に開催された世界食料サミット5年後会合に
おいては、食料サミットの目標達成が不十分であるとして、世界の栄養不足人口
の半減に向け、各国における一層の取組強化が求められているところである。
　また、過放牧や非伝統的な焼畑農業による熱帯林の減少や砂漠化の進行等が地
球的規模の環境問題として顕在化している中で、開発途上国の荒廃しつつある農
地、草地等の回復・保全に積極的に取り組むとともに、持続的で生産性の高い農
業を普及、発展させることも重要である。
　さらに、ODAの実施に当たっては、我が国の外交政策や国内政策との整合性
を図っていくこともこれまで以上に求められるようになっており、このような観
点から、WTO農業父渉等における我が国の主張を途上国に浸透させ、理解促進
等に資する二と毛重要である。
　こうした二とから、我が国としては、飢餓・貧困問題の解決や地球的規模の問
題の解決に資するため、開発途上国の実情及び二’ズに即して、食料・農業・農
村の技術協力の推進や食料援助を進め、食料・農業・農村に関する国際協力を積
極的に推進していく必要がある。

3　改善の方向

　　この政策分野の実績評価については、16年度評価を毛って終了するため、今
後、そのアウトカムとして考えられる飢餓・貧困の削減や地球的規模の環境問題
等への貢献について、より的確に把握できるように更なる検討が必要であるり、
アンケート調査を活用する場合1二おいても、調査項目の見直しや、調査対象者の

　多様化を図るなど、更に充実した調査にしていく必要がある。
　　なお、上記検討に当たっては、アウトカムに対する関連投資に比して当省OD
　Aの規模が相対的に非剃こ小さいことや、本政策分野のアウトカムのような成果
が出るまでには一定期間を要することを踏まえて検討していく二とが必要であ

　る。
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政策評価シート
政策分野 食料・農業・農村に関する国際協カ

政策分野主管課 政策分野主管課：大臣官房国際部国際協カ課
及び関係課 関 係 課：大臣官房環境政策課

大臣官房統計部統計企画課
大臣官房国際部国際政策課、国際経済課、貿易関税課
総合食料局食斜企画課
消費・安全局衛生管理課
生産局総務課生産政策室、種苗課
経営局協同組織課、女性・就農課
農村振興局設計課、事業計画課、農村政策課、地域振興課
農林水産技術会議事務局国際研究課、技術安全課、先端産
業技術研究課

目 標 目標年度 平成16年度

目標値 関係者（相手国政府関 現状値 ■
係者等）へのアンケー
トによる
① 相手国二一ズヘの
適応度：100％

② 我が国の農業政策
等への理解度

：100％

サブ指標 現状値

関係者が取り組 ① 政府開発援助大綱に沿った協カの実施
むべき課題 ② 途上国の二一ズに対応した協カの実施

目 年　度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
標
に 目
係 標 実績値 一 91．3％ 97．7％ 96．0％ 96．6％

る 値
各 ①
年 達　成 ■ ％ 単年度91．3％ 単年度97．7％ 単年度96．0％ 単年度96．6％
度

の 状　況
実
績 昌

値 標 実績値 ■ 71，9％ 73．6％ 90，9％ 97．4％

及 値
び ②
達 達　成 ■ ％ 単隼度71，9％ 単年度73．6％ 単年度90．9％ 単年度97．4％
成
状 状　況
況
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（アンケート回収率141％）

参考指標 目標値の過去の実績値

サブ指標値の過去の実績値

備　　考
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政策分野及び政策目標値算出の考え方

政策分野

目標年度

目標値

食料・農業・農村に関する国際協カ

平成16年度

関係者（相手国政府関係者等）へのアンケートによる
①相手国二一ズヘの適応度
②我が国の農業政策等への理解度

上位計画

目標年度 平成　　年度

目標値

〔政策分野の全般的考え方〕

　世界には約8憶5千万人（2000－2002）の栄養不足人口が存在し、その96％が開発途上国
に集中していることから、1996年の世界食料サミットにおいて、世界の食料安全保障の達
成と栄養不足人口の2015年までの半減を目指すことが宣言された。さらに、2002年に
開催された世界食料サミット5隼後会合においては、食料サミットの目標達成が不十分である
として、世界の栄養不足人口の半減に向け、各国における一層の取組強化が求められていると
ころである。

　また、過放牧や非伝統的な焼畑農業による熱帯林の減少や砂漠化の進行等が地球的規模の環
境問題として顕在化している中で、開発途上国の荒廃しつつある農地、草地等の回復・保全1こ
積極的に取り組むとともに、持続的で生産性の高い農業を普及、発展させることも重要である。
　さらに、ODAの実施に当たっては、我が国の外交政策や国内政策との整合性を図っていく
二ともこれまで以上に求められるようになっており、このような観点から、WTO農業交渉等
における我が国の主張を途上副こ浸透させ、理解促進等に資することも重要である。
　こうしたことから、我が国としては、飢餓・貧困問題の解決や地球的規模の問題の解渕こ資
するため、開発途上国の実情及び二一ズに即して、食料1農業1農村の技術協カの推進や食料
援助を進め、食料・農業・農村に関する国際協カを積極的に推進していく必要がある。

〔政策分野の目標設定の考え方〕

　農林水産省が実施している食料1農業・農村に関する国際協カについては、他のドナーや開
発途上国自らの開発投資や研究開発にカ鶉え、社会制度の変革や気象条件等の種々の要因に大き
く左右されることから、長期的な視点に立って見ることが必要であると考えられる。
　このような中で、食料・農業・農杣二関する国際協カは、開発途上国の二一ズに対応して飢
餓・貧困の削減や地球環境の保全1＝貢献するとともに、こうした取組を通じて、我が国の農業
政策等への理解を促進することを目的1＝実施していることを踏まえ、その評価は以下の2項目
について、相手国政府関係者等へのアンケート調査により行うこととし、目標値を設定するこ
ととする。

　　①相手国二一ズヘの適応度
　　②我が国の農業政策等への理解度

〔政策目標値の算出方法〕

・以下の指標について、相手国関係者等に対する調査により把握。
①相手国二一ズヘの適応度
②我が国農業政策等への理解度

1　各事業において（参考1）によるアンケート調査を実施し、事業ごとの相手国二一ズヘの
適応度及び我が国の農業政策等への理解度を把握する。
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2　各事業のアンケート調査のIについては

　　　大変合致　　　　榊台致　　　　どちらで毛
　　　して1、る　　　　Lている　　　　ない

やや舎致　　　　　　　　　　　全く台致

していない　　　　Lていない

　　↓　　　　　　↓　　　　　　↓　　　　　　↓　　　　　　↓
　　100％　　　　　　　　　　　75％　　　　　　　　　　　　50％　　　　　　　　　　　　25％　　　　　　　　　　　　O％

と相手国二一ズヘの適応度の数値に置き換える。

Iについても同様に数値化し、2つの設問を平均して我が国の農業政策等への理解度を
算出する。

3　予算額の大きな事業の評価結果の割合が高くなるよう、それぞれの事業の調査結果を下記
　の方法により加重平均し、政策分野全体としての相手国二一ズヘの適応度、我が国の農業政
策等への理解度を算出する。

　　　事業ごとの適応度及び理解度（％）（加重平均値）
　　　　　＝事業ごとの適応度及び理解度（％）
　　　　　　　x（該当事業の予算額■調査を実施した事業の予算額の計）

　各事業ごとの加重平均値を足し上げ、全体の評価結果とする。

政策手段シート

政策分野　　食料・農業・農村に関する国際協カ　　　　　　　　　　　　　（1■1）

政策手段等 施　　策　　の　　内　容 実績及びそれに対する所見
（目標、サブ指標との関連）

基礎的調査事業 専門家等による技術移転を的確 87件の開発途上国の農業・農村に
（999，669干円） かつ効率的・効果的に実施して 関する情報収集や技術の実証等の基

い＜上で不可欠な情報の収集、 礎調査を行った。
技術・手法の実証等の基礎的な
調査を実施

人材育成事業 ・開発途上国の指導者及ぴ農民 21ヶ国664名が研修・セミナー
（537，090干円） 等を対象に、食料・農業・農村 ・シンポジウム等に参加した。また、

に関する能カ向上を目的とした 22ヶ国に65名の目本人専門家を
各種の研修・セミナー・シンポ 上記研修やそれ以外の講師や現地指
ジウムを実施 導員として派遣した。さらに、将来
・E1本人専門家の開発途上国へ の国際協カ専門要員を養成する研修
派遣 も含め、24名の日本人専門家の育
・目本人を対象に、途上国支援 成のための研修等を実施した。
に必要な技術取得等を目的とし
た各種の研修を実施

国際機関への拠出 FAO（国際連合食糧農業機 F　AO（国際連合食糧農業機関〕、
（1，530，585干円） 関）、C　G　l　A　R（国際農業研 CG　l　AR（国際農業研究協議グル

究協議グループ）等の国際機関 一プ）、U　POV（植物新品種保護
の専門性を活用し、途上国に対 国際同盟）、ESCAP（国連アジア
する技術的支援等を実施 ・太平洋経済社会委員）、A　P　O（ア
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ジア生産性機構）等に対し資金拠出
を行い、技術開発や調査研究、普及
事業等を行った。

緊急食糧支援事業 政府米の貸し付けによる緊急食 インドネシア及び北朝鮮に対する食
（5，908，168千円） 糧支援を実施 糧支援に関し、将来、発生すること

が見込まれる財政的損失を平準化す
るための資金の積み立てを行った。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考1－1）
　　　　　　政策分野喰料・農業・農村に関する園際協カ」実績評価
　　　　　　　　　　　調査項目（人材育成事業を除く）

　　　政策分野喰縄・農業・農榊二関する国際協カ」実績評価アンケート

I　あなたの住んでいる国及び職業についておたずねします。
　○国名：

　○職業

　　1　政府関係者
　　2　国際機関の職員
　　3　農業団体の職員（農協含む）

　　4　NGO，NP0
　　5　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　）
　○職種

　　1　政策担当

　　2　技術担当

　　3　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　）

皿　本事業の実施は、世界の食料需給の安定あるいは地球環境の保全に貢献してい
　ると思いますか。

欄　　②撤 ③幣毛 搬、　搬、

→4，5と回答した目合はその理由 記．してください。

〔

皿　本事業の実施により、WTO農業交渉での日本の主張でもある、以下のような
　日本の農業政策等への理解が促進されましたか。

　　○農業の多面的機能への配慮
　　　（国土・自然環境の保全等の多様な役割への理解等）
　　○食料安全保障の重要性．
　　　（開発途上国等の飢餓・貧困問題の解消等）

　　○開発途上国への配慮
　　　（開発途上国がWT　O体制に積極的に参加できるような貿易ルールの構築等〕
　　○消費者・市民社会の関心への配慮
　　　（食品の安全性・品質に対する関心の高まりへの対応）

①1緩解髄②灘解促進　③諒らでも④鍵藍紙、⑤1織

→4，5と回埜した目合はその理 記tしてください。
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（参考1－2）
政策分野「食料一農業・農村に関する国際協カ」実績評価

　　　　　　調査項目（人材育成事業用）

政策分野喰料・農業・農杣＝関する国際協カ」実績評価アンケート

I　あなたの住んでいる国及び職集についておたずねします。
○国名1

○職業

　1　政府関係者
　2　国際機関の職員
　3　農業団体の職貫（農協含む）

　4　NGO，NP0
　5　その他（具体的に
○職種

　1　政策担当
　2　技術担当
　3　その他（具体的に

五　本事業の実施については、二一ズに合致していましたか。

欄　　②幟 ③鮒で毛 ④鰍　　⑤織い

→4，5と口依した目ムは　の理由 記‘してください。

皿　本事業の実施により、WTO農業交渉での日本の主張でもある、以下のような
　日本の農業政策等への理解が促進されましたか。

　　○農業の多面的機能への配慮
　　　（国土一自然環境の保全等の多様な役割への理解等）

　　○食料安全保障の重要性
　　　（開発途上国等の飢餓・貧困聞題の解消等）

　　○開発途上国への配慮
　　　（開発途上国がWT　O休制に積極的に参加できるような貿易ルールの構築等）
　　○消費者・市民社会の関心への配慮

　　　（食晶の安全性1品質に対する関心の高まりへの対応）

瞭進②灘解促進 ③どちらで毛

ない ④鐡鰍楓、⑤書織

→4，5と口匁した目ムは　の理 記’してください。
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（参考2）

政策分野「食料・農業・農村に関する国際協カ」実績評価
　　　　　　　　　　調査結果

1　目的
　本アンケート調査は、食斜・農業・農村に関する国際協カの基本的性格やその実施
による我が国農業への影響の有無等の視点により、相手国関係者等への調査を墓に、
r①相手国二一ズヘの適応度」及びr②我が国農業政策等への相手国関係者等の理解劇
を把握し、これを評価するために実施するものである。

2　調査内容

①調査対象
　　　墓礎的調査事業、人材育成事業、国際機関への拠出金、及び緊急食料支援事業
　　に関係した相手国関係者等を対象とし、合計51事業において実施した竈

　　（内訳1暫定値）

　　　基礎的調査事業　　　　20事業
　　　人材育成事業　　　　　12事業
　　　国際機関への拠出金　　18事業
　　　緊急食料支援事業　　　　1事業

②実施方法
　　　基礎的調査事業、人材育成事業及び緊急食料支援事業については、相手国政府
　　関係者等へ郵送、FAX、メール等により調査票を送付し、回答を回収した。
　　　人材育成事業については、セミナー等の受講の際に直接アンケートを配布し、
　　回収する等により実施した。

③調査時期

　　平成17年1月上旬～5月下旬

④回収結果

　（1）配布数　　　　1，310

　（2）回収数（率）　　　534（41％）

3　調査結果

　（1）　相手国二一ズヘの適応度196．6％

　（2）　我が国の農業政策等への理解度197．4％
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政策分野「食料1農業・農村1二関する国際協カ」実績評価
　調査指標等の見直しについて（平成16年度評価）

（参考3）

1　調査指標について

平成13隼度～14年度評価 平成15年度評価 平成16年度評価

相手国二 （5段階評価）
【変更】

（5段階評価）
【変更】

一ズヘの ・「本事業の実施については、土一ズに
適応度 合致していると恩いますか」

一r本事業の案施は、世界の食糧需給の安定あるいは地球環境の保全に貢献していると

思いますか」
（拠出事業の一部の国際機関1＝おいて試行

的に実施）
（基礎調査事業、拠出事業、緊急食糧支

援事業において実施）

・適応度が低いもの1こついての分析が可
能となるよう回答者の職業分類を紬分化
（政策担当・技術担当・その他）する。

我が国の （5段階評価）
【変更】

（5段階評価）
【変更】

農業政策 ・「別添のWTO農業交渕二関する日本の 一r本事業の実施により、WTO農業交渉での
・適応度が低いものについての分析が可

等への理 考え方・立場を理解していますか」 日本の主張でもある、以下のような目本の農業政策等への理解が促進されましたか。
能となるよう回答者の職業分類を細分化

解度
（政策担当・技術担当・その他）する。

一r諸外国からの安価な農林水産物の対
日輸出により我が国の農林水産業が悪

一農業の多面的機能への配慮

影響を受けていることを知っています
一食料安全保障の重要性

か」
1開発途上国への配慮
一消費者・市民社会の関心への配慮」

2　調査対象者について

平成13年度～14年度評価

・相手国政府関係番
・国際機関の職員

平成15年度評価

・相手国政府関係者
・国際機関の職員

【追加】

一事業管理委員会（相手国政府関係者、農
協、学識経験者、評論家等から構成）
川OO

平成16年度評価

・事業管理委貝会の個々の構成則＝対し
て調査を行う。
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