
政策評価結果書の要旨

【政策分野】

国産農畜産物の競争力の強化

【政策分野全体の目指す姿】

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物を効率的・安定的に生産で

きる体制を確立する。

【目標ごとの達成状況と要因の分析・改善の考え方】

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（１）

価格競争力を高めるため、低コスト・省力化技術の導入、担い手の育成等に向けた施策を推進することに

より、労働費や生産資材費の低減を図る。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は、２～３割程度低減させる。

目標①：米生産コスト２５％低減（平成２７年度）
目標値：16.7千円（平成17年度） 実績値：集計中（７月末予定） 達成状況： ％ 達成ランク：

要因の分 (1)生産コストは、近年順調に低下。17年度においても、生

析・改善 産コストの低減が進展することが期待される。

の考え方 (2)今後は、①ＣＥ施設を拠点とした担い手育成等の取組着

実な実施の推進、②稲・麦・大豆の生産性の高い水田営農

技術の体系化等を図っていく必要がある。

目標②：大豆生産コスト３割程度削減（平成２７年度）
目標値：22.3千円（平成17年度） 実績値：集計中（９月予定） 達成状況： ％ 達成ランク：

要因の分 (1)台風等の影響から16年産は目標を達成しなかったが、

析・改善 17年産は好天候により、コストの削減が期待される。

の考え方 (2)今後は、①産地強化計画に基づく取組の着実な実施

の推進、②稲・麦・大豆の生産性の高い水田営農技術

の体系化等を図っていく必要がある。

目標③：生乳生産コスト（生乳100kgあたり労働費）２割程度低減（平成２７年度）
目標値：2,041円/100kg(平成17年) 実績値：1,975円/100kg 達成状況：194％ 達成ランク：Ａ

要因の分 (1)規模拡大、省力化技術の普及・推進等の取組に

析・改善 より、労働生産性が向上し、目標を達成した。

の考え方 (2)より一層のコスト低減のため、より省力的な経

営管理システムの実証・確立を重点的に推進する

とともに、引き続き、地域の自然条件を活かした

放牧方式の導入等を推進する必要がある。

目標④：肉用牛生産コスト（肉用牛生体100kgあたり労働費）２割程度低減（平成２７年度）
目標値：11,351円/100kg(平成17年) 実績値：11,339円/100kg 達成状況：103％ 達成ランク：Ａ

要因の分 (1)規模拡大、省力化技術の普及・推進等の取組により、

析・改善 労働生産性が向上し、目標を達成した。

の考え方 (2)コスト低減や省力化の推進等による経営体質の強化を

図るため、引き続き、①規模拡大や法人化、②一貫経営

への移行等による肥育もと牛の安定的確保と効率的な肥

育生産による肥育期間の短縮等を推進する必要がある。
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目標⑤：飼料作物生産コスト３割程度低減（平成２７年度）
目標値：45.0円/TDNkg（平成17年） 実績値：46.0/TDNkg円 達成状況：58％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1)飼料作物の単収の伸び悩み、燃料費の高騰による生産

析・改善 資材費の増加等により目標を達成しなかったが、放牧の

の考え方 取組の増加等、コスト低減に一定の効果があった。

(2)今後は、①牧草地の再生改良による生産性が高く、作

業効率にも優れた牧草地への転換、②水田や耕作放棄地

等における放牧利用の拡大等を一層推進する必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）

実需者の意向を踏まえた品質の改善を進める。麦については、実需者が望む品質に応じた生産が十分に行

われていないことから、良品質の新品種への作付け転換を推進することにより、品質の改善を図る。

目標⑥：都府県の麦の新品種の作付面積シェア３０％
目標値：15.1％（平成17年度） 実績値：14.9％ 達成状況：93.3％ 達成ランク：Ａ

要因の分 (1)都府県における新品種の作付が順調に進み、目

析・改善 標を達成した。

の考え方 (2)今後とも、産地強化計画に基づく、実需者と連

携した計画的な新品種の導入に向けた取組の実施

の推進等を図っていく必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）

需給事情を踏まえた加工用、業務用等の用途について、国産農畜産物の供給量の増加を図る。野菜につい

ては、近年、輸入野菜が増加傾向にある中、輸入品に対抗するため、加工向け国内産野菜の出荷数量を向上

させる。

目標⑦：指定野菜（ばれいしょを除く）の加工向け出荷数量が対前年１００％を超えること
目標値：前年(655,987t)を超える 実績値：集計中（８月下旬予定） 達成状況： ％ 達成ランク：

こと（平成17年度）

要因の分 (1)調査結果が判明した４品目については、 トマト､きゅうり､なす､ピーマンの４品目の加工向け出荷数量の推移(トン)

析・改善 加工向け出荷数量の減少に歯止めをかけ

の考え方 ることはできたが増加には至らなかった。

(2)加工・業務用に求められる品質、規格

等をまとめたガイドラインを用いた説明

会等により、産地に必要な情報を浸透さ

せる取組を更に強化する必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

生産コスト低減について、規模拡大による効率化、生産現場のニーズに直結した新技術の開発・普及等を

推進し、より一層のコスト縮減に取り組む必要がある。

指定野菜の加工向け出荷数量については、品目別・用途別ガイドラインの対象品目数の拡大や情報交換会

等を通じて産地における加工・業務用向けの供給体制を強化していく必要がある。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/6_1.pdf
担当：生産局総務課生産政策室 ℡０３－３５０２－８１１１（内線３４１７、３５０３）
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政策評価結果書

平成１８年３月３１日
（最終改訂同年７月７日）

実績評価（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
の目指す姿 物を効率的・安定的に生産できる体制を確立する。

重点的に取り組むべき課題（課 目 標 判断に用いる指標
題ごとに目指すべき姿） （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、低 ①名称：米の生産コスト 農林水産省「米及び
コスト・省力化技術の導入、担 指 標：米60kg当たり生産コスト 麦類の生産費」
い手の育成等に向けた施策を推 目標年次：平成２７年度
進することにより、労働費や生 目 標 値：２５％低減
産資材費の低減を図る。 （基準：17.4千円/60kg(平成15年度)
我が国の代表的な品目である →目標：13.0千円/60kg(平成27年度)）
米、大豆、生乳、肉用牛の生産 ②名称：大豆の生産コスト 農林水産省「工芸農作
コスト及び畜産物生産の重要な 指 標：大豆60kg当たり生産コスト 物等の生産費」
資材である飼料作物の生産コス 目標年次：平成２７年度
トについては、２～３割程度低 目 標 値：３割程度低減
減させる。 （基準：23.3千円/60kg(平成15年度)

→目標：17.2千円/60kg(平成27年度)）
③名称：生乳生産コスト 農林水産省「畜産物
指 標：生乳100kg当たり労働費 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「畜産物
指 標：生体100kgあたり労働費 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「畜産物

指 標：１TDNkg当たり生産費用価 生産費」
注１

目標年次：平成２７年
目 標 値：３割程度低減

（基準：47.4円/TDNkg(平成15年)
注２

→目標：33円/TDNkg(平成27年)

２．実需者の意向を踏まえた品質 ⑥名称：麦の新品種作付シェア 都府県を通じた調査
の改善を進める。 指 標：加工適性が高い等良品質な麦の により把握
麦については、実需者が望む 新品種の作付面積のシェア（都
品質に応じた生産が十分に行わ 府県）
れていないことから、良品質の 目標年次：平成２２年度
新品種への作付け転換を推進す 目 標 値：３０％
ることにより、品質の改善を図 （基準：12.1％(平成16年度)
る。 →目標：30.0％(平成22年度)）



３．需給事情を踏まえた加工用、 ⑦名称：指定野菜の(ばれいしょを除く)加工 農林水産省「野菜生
注３

業務用等の用途について、国産 向け野菜の出荷数量 産出荷統計」
農畜産物の供給量の増加を図 指 標：指定野菜の加工用向け出荷数量
る。 目 標 値：前年の指定野菜の加工用向け出
野菜については、近年、輸入 荷数量を超えること
野菜が増加傾向にある中、輸入 （基準：655,987t)
品に対抗するため、加工向け国 →目標：前年を超えること
内産野菜の出荷数量を向上させ (平成17年度)）
る。

《用語解説》

注１ 費用価
生産過程において発生した費用の合計。飼料作物については、その生産過程（は種から収穫調
整まで）において発生した費用、すなわち、材料費（種子、肥料、その他の材料）固定財費（建
物、農機具）等を合計したもの。

注２ ＴＤＮ
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。

注３ 指定野菜
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）。



実績評価（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
注４

(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指定野菜(ばれいしょを除く)の加工向け出荷数量が対前年１００％超えている
こと

〔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。

目標① 米の生産コストを２５％低減（平成２７年度）
目標② 大豆の生産コストを３割程度低減（平成２７年度）
目標③ 生乳100kg当たり労働費を２割程度低減（平成２７年度）
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）
目標⑤ 飼料作物生産コストを３割程度低減（平成２７年度）

生産コストの低減については、食料・農業・農村基本計画の目標年次である平成２７年度に向けて、
注４

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
注５

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
注５

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。

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）

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。

目標⑦ 指定野菜(ばれいしょを除く)の加工向け出荷数量が対前年１００％超えていること

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（平成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」

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 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」

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
目標年度：平成27年度
目 標 値：1,689円/100kg
基 準 値：2,111円/100kg（平成１５年）

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

目標年度：平成27年度
目 標 値： 9,394円/100kg
基 準 値：11,742円/100kg（平成１５年）



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：47.4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」

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

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⑦ 指定野菜（ばれいしょを除く）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：655,987ｔ（平成１６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

達成率の計算方法
・達成率(％) = (平成17年度実績値)／(平成16年度実績値)×１００

《用語解説》

注４ 食料・農業・農村基本計画
食料・農業・農村基本法（※）に基づいて、食料・農業・農村に関する施策の総合的かつ計画
的な推進を図るために、政府が閣議決定して定める計画。
食料・農業・農村に関する施策についての基本的な方針、食料自給率の目標及び政府が総合的
かつ計画的に講ずべき施策等を内容とする。

※食料・農業・農村基本法
国家社会における食料・農業・農村の位置付けを明確にするとともに、新たな基本理念の
下に講ずべき施策の基本方向を明らかにする法律として、農業基本法に代わって、平成１１
年７月に制定された。

注５ ｢農業経営の展望｣及び｢農業構造の展望｣
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。



実績評価（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

947 905 888 778 872 906
(概算値)

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

537 532 527 469 514 532
(概算値)

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 22.5

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

192 189 180 153 119 168

資料：農林水産省「作物統計」
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【目標値と実績値の推移】

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）

12年 13年 14年 15年 16年 17年

108.5 107.6 106.5 105.7 104.6 103.7

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）
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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）

12年 13年 14年 15年 16年 17年

54.7 53.1 52.3 51.9 51.5 51.9

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）

肉用牛生体100kgあたり労働費
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【目標値と実績値の推移】

目標⑤飼料作物生産コスト

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
ーズを踏まえて開発した品種の育成・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年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

新品種作付面積（ha） － 51 726 4,982 11,087 18,920 22,385

資料 都府県調べ
（注）新品種作付面積は11年以降に育成された品種の都府県における作付面積の合計。
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目標⑦加工向け野菜の出荷数量

【目標値と実績値の推移】

指定野菜（ばれいしょを除く）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」
※平成１７年産指定野菜（ばれいしょを除く）加工向け出荷数量は８月下旬確定。

【参考データ】・トマト、きゅうり、なす、ピーマンの４品目の加工向け出荷数量の推移（トン）

資料：大臣官房統計部「野菜生産出荷統計」
※主産県における調査結果。

・指定野菜（ばれいしょを除く）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
注６

《用語解説》

注６ 野菜政策に関する研究会
野菜農業を取り巻く現状や問題点を総合的に検証することにより、共通認識を醸成し、野菜政

策に関する基本的な時点及び今後の野菜政策における具体的な対応方向を提示するために設置し
た有識者からなる研究会。
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実績評価（評価結果と分析・改善の考え方）

目 標 評 価 結 果

目標① 目標値、実績値、達成状況
米の生産コスト
を２５％低減 本年度の目標値 16.7千円/60kg
（平成２７年度） 本年度の実績値 集計中（７月末予定）

達成状況 集計中 達成ランク 集計中
基準値 17.4千円/60kg（平成１５年度）

（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況 集計中（７月末予定）

政策目標を達成するための政策手段の有効性

米の生産コストの低減に向け、これまで、担い手を中心とした効率的な生産体制の

構築を推進してきたところであり、平成16年度においても、農業生産総合対策事業を
注６

通じた、産地段階における協議会の設置の推進、低コスト省力化技術の実証や技術マ
ニュアルの策定等の取組に対する支援を実施し、農作業の軽減、労働ピークの分散に

より更なる経営規模拡大の推進、水田農業構造改革対策を通じた水田農業の構造改革
注７

の推進等に取り組んだところである。
生産コストは、近年順調に低下してきており、平成16年度は、費用合計で14.2千円

（全算入生産費では16.9千円）と、目標値を達成している（達成率124％、達成ランク
注８

Ａ）。これは、上記のようなこれまでの取組により、農作業の効率化、担い手の育成が
推進されたことがその一因であると思われる。

17年度においても、更なるコスト低減に向け、

① 強い農業づくり交付金による、低コスト省力化技術の実証や技術マニュアルの策
注９

定、多収量良食味品種の導入等、都道府県の実情に応じた取組の推進
② モデル事業による、生産性の高い地域輪作システムの構築に向けた新品種・新技
術の導入の推進

③ 水田農業構造改革対策による、地域水田農業ビジョンの実現に向けた産地づくり
注１０

に対する支援
等に取り組んだところである。

また、カントリーエレベータ（ＣＥ）施設が設置されている産地において、ＣＥ施
注１１

設を拠点とした担い手育成等の取組に関する計画の策定及び計画に基づく取組の推進
を行い、ＣＥ設置する産地の98％で計画が策定されているところである。

17年度の水稲作付面積２ha以上層の作付面積等シェアは51％となり、経営規模の大
きな層への集積が進んでいることから、生産コストの低減が進展することが期待され
る。

水稲作付面積２ha以上層の作付面積等シェアの推移 (％)
年度 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17
シェア ４２ ４３ ４７ ４８ ５０ ５１
資料：農林水産省「農業構造動態調査」

生産コストの低減に関し、これまでの施策が一定の効果を発揮してきたところであ
るが、三位一体改革の下、１８年度予算において、強い農業づくり交付金の一部を含
め、国から地方への大幅な財源移譲が行われたところである。このような状況の中、
引き続きコストの低減に向けた施策を効果的に講じていくことが課題であり、そのた
めには、政策課題についての認識の共有を図るととともに、適切な役割分担の下、施
策を講じていくことが重要である。

改善・見直しの方向

更なるコスト低減のための施策の効果的な実施に向け、今後は、



① ＣＥ施設を拠点とした担い手育成等の取組に関する計画に基づく取組の着実な実
施の推進

② 引き続き、モデル事業の実施による、試験研究機関とも連携した稲・麦・大豆の
生産性の高い水田営農技術の体系化、その成果の効果的なＰＲによる普及の推進

③ 政策課題についての認識の共有化を図るための各都道府県に対する各種情報の提
供

を図っていくことこととしている。

目標② 目標値、実績値、達成状況
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
（平成２７年度） 本年度の実績値 集計中（９月予定）

達成状況 集計中 達成ランク 集計中
基準値 23.3千円/60kg（平成１５年度）

（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況 集計中（９月予定）

政策目標を達成するための政策手段の有効性

大豆の生産コストについては、平成10年度以降減少傾向にあったものの、ここ数年
は、天候不順の影響を受け、特に、16年産は28.2千円/60kg（達成ランクＣ）と、15年
産（23.3千円/60kg）を大きく上回っている状況にある。
生産コストの低減に向け、16年度においても、農業生産総合対策事業等を通じて、

産地段階における協議会の設置の推進、新品種の開発、新技術の普及のための実証ほ
の設置及び技術マニュアルの策定推進、担い手への作業集積や農地の団地化に向けた
調整等に取り組んできたところである。
これらの取組により、下表のとおり、労働時間の減少、担い手への作業集積や一戸

当たりの平均作付規模の拡大の進展がみられ、生産体制の効率化が徐々に進んできて
いると思われるが、それらの効果よりも、16年度については度重なる台風等の気象被
害が大きく影響し、単収が大幅に減少していることから、目標値の達成には至らなか
ったと考えられる。
大豆の10aあたり労働時間の推移 (単位：h/10a)
年度 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16
時間 18.0 15.6 15.5 14.9 14.4 13.7 12.5
資料：農林水産省「工芸作物等の生産費」

大豆の一戸あたり平均作付規模の推移 （単位：a/戸）
年度 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16
面積 89 94 94 101 103 106 107
資料：農林水産省「工芸作物等の生産費」

このような状況の中、17年度においては、
① 強い農業づくり交付金による、低コスト省力化技術の実証や技術マニュアルの策
定等、都道府県の実情に応じた取組の推進

② モデル事業による、生産性の高い地域輪作システムの構築に向けた新品種・新技
術の導入の推進

等に取り組んだところである。
また、各産地における産地強化の取組を推進するため、実需者ニーズに応じた生産、

担い手の育成等、産地それぞれの課題に対する取組計画を定めた「麦・大豆産地強化
計画」（以下「産地強化計画」という。）の策定を促し、全国の作付面積の７割をカバ
ーする産地において、それぞれの産地の実情に応じた目標を定めた産地強化計画が策
定された。
17年度については、概ね天候に恵まれ、10a当たり収量にも改善が見られることから、

これまでの施策の効果によるコストの削減が期待される。

大豆の10aあたり収量の推移 （kg/10a）
年度 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17
収量 145 173 192 189 180 153 119 168
資料：農林水産省「作物統計」
三位一体改革の下、１８年度予算において、強い農業づくり交付金の一部を含め、



国から地方への大幅な財源移譲が行われたところである。このような状況の中、大豆
のコストの低減に向けた施策を効果的に実施していくために、政策課題についての認
識の共有を図るととともに、適切な役割分担の下、施策を講じていくことが重要であ
る。

改善・見直しの方向

三位一体改革を進めつつ、コスト低減のための施策の効果的な実施に向け、今後は、
① 産地強化計画に基づく取組の着実な実施の推進
② 引き続き、モデル事業の実施による、試験研究機関とも連携した稲・麦・大豆の
生産性の高い水田営農技術の体系化、その成果の効果的なＰＲによる普及の推進

③ 政策課題についての認識の共有化を図るための各都道府県に対する各種情報の提
供

を図っていくことこととしている。

目標③ 目標値、実績値、達成状況
生乳100kg当た
り労働費を２割 本年度の目標値 2,041円/100kg
程度低減（平成 本年度の実績値 1,975円/100kg
２７年度） 達成状況 194％ 達成ランク Ａ

基準値 2,111円/100kg（平成15年）
194％＝(1,975－2,111)÷(2,041－2,111)×100

（参考）昨年の実績値を起点にした本年の達成状況 190％
昨年度の実績値 2,018円/100kg
190％＝(2,018-1,975)／(2,041-2,018)×100

政策目標を達成するための政策手段の有効性

本年の目標は、達成している。
これは、
① 飼養規模や飼養管理方式（フリーストール（フリーバーン）・ミルキングパ

注１２ 注１３ 注１４

ーラー方式、スタンチョン方式）に応じた自動給餌機や搾乳ロボット、搾乳ユ
注１５ 注１６ 注１７

ニット自動搬送装置等の新しい飼養管理方式の普及・推進
② 地域の自然条件を活かした放牧方式の導入の推進
③ 法人化の推進

④ 牛群検定情報の活用による生産性向上や乳牛の能力向上の推進
注１８

⑤ コントラクターの活用の推進
注１９

等に取り組んだことにより、労働生産性の向上に伴って、100kg当たり労働費が減少し
たものと考える。

改善・見直しの方向

生産段階において、より一層のコスト低減を推進するため、引き続き自給飼料の生
産拡大や地域の自然条件を活かした放牧方式の導入、法人化、牛群検定情報の活用に
よる乳牛の能力向上、コントラクター（作業請負業者）の活用を推進するとともに、
平成１８年度において、搾乳、飼料給餌、監視作業等に各種ロボットを組み合わせて
活用することによって、より省力的な経営管理システムの実証・確立を重点的に普及
・推進していくこととする。

目標④ 目標値、実績値、達成状況
肉用牛生体100k
g当たり労働費 本年度の目標値 11,351円/100kg
を２割程度低減 本年度の実績値 11,339円/100kg
（平成２７年度） 達成状況 103% 達成ランク Ａ

基準値 11,742円/100kg（平成15年）
103％＝(11,339－11,742)／(11,351－11,742)×100



（参考）昨年の実績値を起点にした本年の達成状況 －57％
昨年度の実績値 11,323円/100kg
－57％＝(11,339－11,323)／(11,351－11,323)×100

政策目標を達成するための政策手段の有効性

本年の目標は、達成している。
これは、

① 規模拡大や法人化

② 繁殖部門の導入による一貫経営への移行に伴う効率的な肥育生産
注２０

③ 早期出荷による肥育期間の短縮
注２１

④ 混合飼料（ＴＭＲ）給与方式の導入、自動給餌機の導入等による効率的な飼
注２２

養管理

⑤ 肉用牛ヘルパー、コントラクター等の利用等を推進した
注２３

ことにより、労働生産性の向上に伴って、100kg当たり労働費が減少傾向で推移したも
のと考える。
しかしながら、Ｈ１７の労働費は、前年比１６円増であり、昨年度の実績を起点と

した本年の達成状況はマイナス５７％となっている。
これは、枝肉価格が堅調に推移し、肥育牛を通常より早めに出荷する早期出荷が行

われたこと、一方で子牛の市場価格が高値で推移しているため、導入頭数を減らす農
家もみられることから、経営体の飼養月平均頭数が減少し、これに伴い１頭当たりの
労働時間が増加したことによるものと考えられる。
今後、一層のコスト低減を図るため、安定的な規模拡大等による生産性の向上を図

りつつ、ゆとりある経営を実現することが重要である。

改善・見直しの方向

生産段階におけるコスト低減や省力化の推進等による経営体質の強化を図るため、
引き続き、規模拡大や法人化の推進、一貫経営への移行等による肥育もと牛の安定的
確保と効率的な肥育生産による肥育期間の短縮、ヘルパーやコントラクター等のサー
ビス事業体の活用等を推進していく必要がある。

目標⑤ 目標値、実績値、達成状況
飼料作物生産
コストを３割 本年度の目標値 45.0円／TDNkg
程度低減（平 本年度の実績値 46.0円／TDNkg
成２７年度） 達成状況 58％ 達成ランク Ｂ

基準値 47.4円／TDNkg（平成１５年）

（参考）昨年の実績値を起点にした本年の達成状況 68.8%
昨年度の実績 48.2円／TDNkg
68.8%＝(46.0－48.2)／(45.0－48.2)×100

政策目標を達成するための政策手段の有効性

自給飼料生産費用価は横ばいないし減少傾向で推移している中、本年は目標に及ば
なかった。
これは、近年、草地の経年化に伴う生産性の低下等により飼料作物の単収が伸び悩

みの傾向で推移していること、燃料費の高騰により自給飼料の生産資材費が増加して
いること等が自給飼料生産費用価低減の伸び悩みの一因と考えられる。
しかしながら、
① 放牧の取組が順調に増加していること
② 生産組織（コントラクター）の育成及び活用により省力的かつ効率的な飼料生
産が行われたこと

等から、自給飼料生産費用価の低減に一定の事業効果があったと考えられる。

改善・見直しの方向



食料自給率の向上、国土の有効活用、資源循環型畜産の確立等を図るためにも、自
給飼料生産基盤に立脚した畜産物生産構造への転換が求められている。
このため、
① 牧草地の不陸均し及び播種床造成を一体的に行うことによる、生産性が高く、
作業効率にも優れた牧草地への転換を18年度から実施するほか、

引き続き、
② 飼料作物生産農家への農地の集積・団地化による飼料基盤の拡大・作業の効率
化、

③ 優良品種の導入による生産性の向上
④ 生産組織（コントラクター）による効率的な自給飼料の生産
⑤ 水田や遊休農地等における放牧利用の拡大
⑥ 耕畜連携の強化による水田における飼料作物の作付拡大や国産稲わらの飼料利
用の拡大等、飼料増産運動を一層推進し、自給飼料の生産コストの引き下げ

を図ることとする。

目標⑥ 目標値、実績値、達成状況
都府県の麦の新
品種の作付面積 本年度の目標値 15.1%
のシェアを３０ 本年度の実績値 14.9%
％（平成２２年 達成状況 93.3% 達成ランク Ａ
度） 基準値 12.1%（平成１６年度）

（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況 93.3%
昨年度の実績 12.1%
93.3%＝(14.9－12.1)／(15.1－12.1)×100

政策目標を達成するための政策手段の有効性

麦の新品種の作付シェアに関する目標は、概ね達成している。
麦生産の振興を図っていくためには、国産麦の需要に応じた品質の生産を図ってい

くことが不可欠であり、１７年度においては、強い農業づくり交付金等により、「麦新
品種緊急開発プロジェクト」により開発された新品種の導入・普及に向けた実証ほの
設置や栽培マニュアルの策定等を推進してきたこと、また、各産地における産地強化
の取組を推進するため、「麦・大豆産地強化計画」の策定を促し、それぞれの産地の実
情に応じた目標を定めた計画に基づく取組を推進してきたことが一因と考える。
都府県における麦の新品種の作付は着実に進んでいるものの、今後更に新品種の導

入を推進していくためには、各産地において、実需者との連携も図りつつ、計画的に
導入を図っていくことが重要である。
また、三位一体改革の下、１８年度予算において、強い農業づくり交付金の一部を

含め、国から地方への大幅な財源移譲が行われたところである。このような状況の下、
引き続き新品種の導入を推進する施策を効果的に実施していくことが重要である。

改善・見直しの方向

更なる新品種の導入を推進するため、今後は、
① 産地強化計画に基づく、実需者と連携した計画的な新品種の導入に向けた取組の
実施の推進

② 政策課題についての認識の共有化を図るための各都道府県に対する各種情報の提
供

を図っていくこととしている。

目標⑦ 目標値、実績値、達成状況
指定野菜の加工
向け出荷数量が 本年度の目標値 指定野菜（ばれいしょを除く）の加工向け出荷数量が対前年100％
対前年１００％ を超えていること
超えていること 本年度の実績値 集計中（8月下旬予定）

達成状況 集計中 達成ランク 集計中
基準値 655,987t



政策目標を達成するための政策手段の有効性

指定野菜の加工向け出荷数量は、近年減少傾向にある。
これは、平成１３年度から１６年度にかけて野菜の生産、流通両面にわたる構造改

注２４

革対策を実施したが、国内産地が家計消費用野菜の生産に主眼をおき、年間を通した
安定供給や、実需者の求める品質の均一性などの対応が遅れたためであり、この間隙
をぬって加工・業務用野菜において輸入品が増加していることが考えられる。
調査結果の判明している平成１７年度のトマト、きゅうり、なす、ピーマンの４品

目の加工向け野菜の出荷数量について、前年と比較したところ、対前年比９８％と近
年の減少傾向に歯止めをかけることができたものの、出荷数量を増加させるまでには
至っていなかった。
平成１７年度においては、国内産地の加工・業務用需要への対応の必要性について

意識の高揚を図るために、北海道から九州まで全国８カ所で情報交換会や東京におい
てシンポジウムを開催した。しかしながら、生産者が実需者ニーズに対応した生産、
出荷を実施するにあたり具体的に留意すべき事項について、まだ、生産現場へ十分に
周知しきれていない状況にある。
このため、加工・業務用に求められる品質、規格や栽培管理のポイントなどをわか

りやすく示し、新たに加工・業務用野菜生産に取り組む生産者を増やすことや産地と
実需者とのマッチングが加工向け野菜の出荷数量を拡大する上で重要である。

改善・見直しの方向

・平成１７年度事業で作成した加工・業務用に求められる品質、規格や栽培管理のポ
イントをまとめた「品目別・用途別ガイドライン（トマト、レタス、ほうれんそう
の３品目）」を用いた説明会や検討会等のイベント開催、ガイドラインの作成品目の
拡充について取組み、産地に加工向け野菜生産に必要不可欠な情報を広く浸透させ
る必要がある。また、産地と実需者とのマッチングや引き続き用途別需要に対応し
た一次加工施設等の整備へ支援を行う必要がある。

総合的な所見 国産農畜産物の競争力の強化を図るためには、生産段階におけるコスト低減を推進
（各局政策評価 するとともに、消費者・実需者のニーズに的確に対応した、新鮮で高品質かつ安全な
担当課長） 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ことが重要である。

このような中、生産コスト低減では、米、大豆については、おおむね目標の達成が
見込まれ、生乳、肉用牛については目標を達成し、飼料作物については、目標値を達
成するに至らなかった。今後、より一層のコスト縮減を図るため、規模拡大による効
率化、生産現場のニーズに直結した新技術の開発・普及、農業生産資材費（肥料、農
薬、農業機械等）を低減させる低廉な生産資材の普及等を推進する必要がある。
実需者のニーズへの対応では、麦の新品種作付けシェアについては、目標を達した。

需要に応じた生産を推進するため、引き続き、麦種、用途ごとの計画的な生産に取り
組んでいく必要がある。指定野菜の加工向け出荷数量については、現時点で入手可能
な指定野菜４品目のデータから、前年の出荷数量を超えるには至っていないものの、
近年の減少傾向に歯止めがかかりつつあると見込まれる。今後、品目別・用途別ガイ
ドラインの対象品目数の拡大や情報交換会等を通じて産地における加工・業務用向け
の供給体制を強化していく必要がある。
なお、我が国農林水産物の国際競争力を強化する観点から、我が国の優れた農林水

産品を知的財産と捉え、その権利化と積極的な保護を推進すべきとの方向が示されて
いることを踏まえれば、知的財産の権利化等に関して新たな目標を設定する方向で検
討する必要がある。

《用語解説》

注６ 農業生産総合対策事業
平成12年度から平成16年度（平成14年度から生産振興総合対策事業の中の事業として実施）に

かけて、国内農業生産の維持・増大及び農業の自然循環機能の維持増進を図るため，食料・農業
・農村基本計画に示された生産努力目標の達成に向け，麦・大豆等の土地利用型作物・畑作物・
果樹・野菜等作物毎の生産・流通等の係る課題の解決に必要な総合的な生産対策を実施した事
業。



注７ 水田農業構造改革対策

米政策改革大綱に基づき、水田の利活用の促進と多面的機能の発揮等を図り、「米づくりの本
※１ ※２

来あるべき姿」の実現を目指すことを目的として実施されている対策。

※１ 米政策改革大綱

水田農業経営の安定と発展を図ることを目的に平成14年に決定された大綱。米づくりの本
来あるべき姿とそれに至る手順、期間、需給調整や流通制度の改革の方向などが示された。

※２ 米づくりの本来あるべき姿
効率的かつ安定的な経営体が、市場を通して需要動向を鋭敏に感じ取り、売れる米づくり
を行うことを基本として、多様な消費者ニーズを起点とし、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・市場重視の米づくりが行われること。

注８ 全算入生産費
生産費（労働費＋物材費－副産物価額）に支払利子、支払地代、自作地地代、自己資本利子を

加えたもの。

注９ 強い農業づくり交付金
生産・経営から流通までの総合的な「強い農業づくり」を支援するため、農畜物の高品質・高

付加価値化、低コスト化、認定農業者等担い手の育成・確保、担い手への農地利用集積の促進、
食品流通の効率化・合理化等、地域における川上から川下までの対策を総合的に推進するため、
平成17年度に創設された交付金。

注１０ 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。

注１１ カントリーエレベーター
カントリーエレベーターとは「大規模乾燥調整貯蔵施設」と言い、穀物を共同で乾燥・調整し
貯蔵する大規模施設のこと。

注１２ フリーストール
放し飼い式牛舎で、列状に配置した牛床（ストール）に牛が自由に横臥できる方式をいう。牛

が自由に行動できるため、牛にストレスを与えず、また省力化の効果が大きい。

注１３ フリーバーン
放し飼い式牛舎で、全面に敷料をおき、どこでも牛が横臥できる方式をいう。牛にストレスを

与えないが、適切な敷料管理とふん尿処理が要求される。

注１４ ミルキングパーラー
放し飼い方式で飼養される乳牛を搾乳するための部屋のこと。牛をパーラーに移動させて搾乳

を行うため、省力化の効果が大きい。

注１５ スタンチョン
牛の首の部分をはさんでつないでおく器具のこと。主に繋ぎ飼い牛舎で使用されるが、放し飼

い方式牛舎の給餌柵などにも使用されている。繋ぎ飼い牛舎で使用された場合、個体別給餌、発
情や異常の発見しやすさ、他の個体同士との競合や闘争の防止など、個体管理には多くの利点が
ある一方、多頭飼養には向かない。

注１６ 搾乳ロボット
人に代わり自動的に搾乳する機械のこと。具体的には、穀類などの飼料により牛を枠内に誘導

し、牛が枠内に入ると乳頭をセンサーで検出し、搾乳のためのカップを装着して搾乳する。搾乳
が終了するとカップを自動的に離脱させて、牛を退出させる。牛はいつでも好むときに自らロボ
ットに入ることができ、ストレスを与えず乳量も増える。

注１７ 搾乳ユニット自動搬送装置
繋ぎ飼い牛舎内で頭上に設置されたレールを用い、搾乳ユニットを乳牛の近くまで自動的に搬

送する装置。これにより、搾乳ユニットを持ち運ぶ労働が軽減される。



注１８ 牛群検定
農家が飼養している乳用牛の状況を客観的に数字で把握し、飼養管理改善や牛群改良に役立て

るシステムのこと。具体的には、乳量、乳成分、体細胞数等のデータを個体毎に記録し、これら
を集計・分析することにより、能力の高い雌牛の選抜を推進するもの。農家の牛群は乳用牛改良
の基盤であり、収集されたデータは「検定成績表」として農家にフィードバックされ、能力に応
じた雌牛の選抜的利用、飼料給与の改善、搾乳衛生管理、繁殖管理、遺伝的改良といった経営改
善に役立っている。

注１９ コントラクター
農家の労働力等を補うため、畜産農家等から、飼料作物の収穫作業等の農作業を請け負う組織。

営農集団や農協のほか、民間企業等によるものがある。

注２０ 繁殖部門の導入による一貫経営への移行に伴う効率的な肥育生産
繁殖段階において、市場での評価を高めるために、過度に脂肪が蓄積した子牛が生産され、こ

れを購入した肥育経営において、肥育開始前に余分な脂肪を落とすいわゆる飼い直しが行われる
ことがあるが、これは、肥育効率の低下、ひいては生産コストの上昇につながる。このため、肥
育経営が繁殖部門を導入し、一貫経営へ移行することにより、自ら子牛の生産、育成を行うこと
で、飼い直しの必要がなくなり効率的な肥育が可能となる。

注２１ 早期出荷による肥育期間の短縮
肉質の向上を重視するあまり、最大の収益を確保し得る最適な肥育期間を超えて飼養が長期化

することがあるが、これは、肥育効率の低下、ひいては生産コストの上昇につながる。このため、
適正な発育段階にある子牛の導入による肥育開始月齢の早期化、個体の能力に応じた収益効率の
高い月齢での早期出荷を促進することにより、効率的な肥育が可能となる。

注２２ ＴＭＲ
Total Mixed Ration（完全混合飼料）の略。粗飼料や濃厚飼料を混合し、牛が必要としている

全ての栄養素をバランス良く含んだ飼料。栄養的に均一で選び食いができないという特長がある。

注２３ ヘルパー
農家が休日を確保する場合や農家が突発事故が発生した場合等において農家に代わり飼養管理

等を行う者。

注２４ 野菜の構造改革対策
平成１３年度から１６年度にかけて、生産・流通コスト等の低減に取り組む「低コスト化」、

実需者ニーズに応えた契約取引に取り組む「契約取引の推進」、有機栽培等高付加価値な生産に
取り組む「高付加価値化」という国が示した３つの戦略モデルを参考に各産地が取り組む産地改
革を支援。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
評価結果はおおむね妥当であるものの、米については生産コストの低減が着実に図られている一方、大

豆については天候の影響により目標値を最近数ヵ年連続して達成しておらず、気象条件等に応じた耕起・
は種技術の確立、普及等による安定生産に取り組む必要がある。また、大豆については単位面積当たり労
働時間の減少や一戸当たり作付規模の拡大等が着実に進展しており、これらにより施策の有効性が判断で
きるよう、多角的な分析手法についても検討する必要がある。
また、生産サイドでのコスト低減のみならず、生産と流通の両面における食料供給のコスト削減に向け、

「食」と「農」の連携を強める取組を一層推進する必要がある。
さらに、我が国農業の国際競争力強化のためには、担い手育成が重要な課題であり、担い手への施策の

重点化・集中化を一層推進する必要がある。
なお、我が国の優れた農林水産品を知的財産と捉え、その権利化と積極的な保護･活用を推進することが

重要であるとの観点から、新たな目標設定について検討する必要がある。

【評価会委員の意見】
○契約による原料調達事業者は増えているのに、野菜の加工向け出荷数量は減っている。加工向け出荷数
量が増えないとおかしいのではないか。（合瀬委員）



○労働生産性を上げるために酪農家はかなり設備投資をしているが、事業体としての経営環境についてもよ
く状況を把握する必要があるのではないか。（長谷川委員）

○国際競争力の強化のために農作物のコスト削減を目標としているが、両者は結びつきにくいのではないか。
（工藤委員）

○ 麦の新品種の普及がすぐに進まない背景には、インセンティブのつけ方に問題があるのではないか。実
需者に期待されていない品種についてはディスインセンティブをつけるようなことまで考えられないか。
（立花委員）



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

作付の合理化、担い手を中心とした
効率的な生産体制を構築するため、
産地段階において実需者等を含め
た協議会を設置、生産性向上に向
けた技術マニュアルの策定及び品
質向上に向けた品質分析等の取組
を推進。

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

地域内の農業者毎の追肥時期や追
肥量、葉色診断値、収量、品質等
と、年々の気象条件と統計手法によ
りモデリングを行い、その年々の気象
の推移等を踏まえて最適な収量及
び品質を確保し得る栽培方法（追肥
の時期、量等）を予測し、受益農家
に営農情報を提供する「高度営農支
援システム」を構築する取組を支援。
今後、「高度営農支援システム」が構
築され担い手に普及することにより、
米の生産コスト低減に寄与するもの
と思料。

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

画像処理技術を活用した大規模経
営における高度品質管理システムの
開発・実証を目指した、実証地区の
選定、必要な機器の整備、資料の収
集等の取組を推進。
今後、「高度品質管理システム」が構
築され担い手に普及することにより、
米の生産コスト削減に寄与するもの
と思料。

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

実績評価（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）

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

２，４９０の地域協議会に対し、地域
水田農業ビジョンの実現に向けた取
組に対する支援を実施。
これにより、産地が産地の問題点を
解決する取組が推進され、米の生産
コスト削減にも寄与すると思料。

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

試験研究機関の重点的な技術指導
の下で、８つのモデル地区において
米を含めた生産性の高い地域輪作
システムの構築に向けた新品種・新
技術の導入の実証を実施。
１７年度は、事業の初年度であり、
「高い地域輪作システム」構築の途
中段階であるが、今後技術が確立さ
れ、担い手普及していくことにより、
米の生産コスト削減に寄与するもの
と思料。

主要農産物種子法 － －

都道府県において、自治事務として
実施。
主要農産物の良好な生産性を確保
するに当たっては、優秀な種子の供
給は欠かせないものであり、この法
律の意義は高い。

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

実需者ニーズに対応した産地体制
の確立を図るため、産地段階におい
て実需者等を含めた協議会を設置、
技術向上に向けた実証ほの設置、
栽培技術の高位平準化を目指した
研修会等の取組を推進。

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

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

（需要に応じた売れる米づくり）

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



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）

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

大豆について、品質の高度化を図る
調製施設と、水田大豆の本作化に
向けた適期作業を維持しつつ規模
拡大を図る栽培技術の導入により、
実需者の要望に応える大規模大豆
生産を可能とする地域水田輪作シス
テムの構築を推進する取組みを支
援。
今後、本地域水田輪作システムが構
築され担い手に広げていくことによ
り、大豆の生産コスト低減に寄与する
ものと思料。

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

画像解析による判別処理技術を応
用した黒大豆の判別処理技術体系
の開発・実証を目指した、ソフトウエ
アの開発及びソフトウエアを組み込
んだ選別機の試作等の取組を推
進。
今後、「黒大豆の判別処理技術体
系」が構築され、産地に普及すること
により、黒大豆の生産コスト削減に寄
与すると思料。

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

試験研究機関の重点的な技術指導
の下で、12のモデル地区において
大豆を含めた生産性の高い地域輪
作システムの構築に向けた新品種・
新技術の導入の実証を実施。
１７年度は、事業の初年度であり、
「高い地域輪作システム」構築の途
中段階であるが、大豆については、
労働時間について慣行の40％低
減、生産費について慣行の30％低
減の成果を得た。

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

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



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）

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

畜産経営の円滑な継承のため、畜
舎等の条件整備の後、新規就農者
に貸し付ける取組を推進した。また、
ほ乳ロボットを活用した超早期離乳
等の新たな生産方式の実践や普
及、協業法人経営体育成のための
家畜飼養管理施設等の整備を推
進。

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

2地区において、搾乳ロボット等を活
用した高モデル・先進型の取組を実
施。
今後、「高モデル・先進型」としてのこ
れらの取組の成果が実証され、全国
的に普及していくことにより、生乳の
生産コスト低減に寄与するものと思
料。

農業競争力強化対策民間団
体事業 －

1,620
の内数

畜産経営の高度化を推進するため
に必要な戦略評価会議等の開催、
専門家集団の組織化・派遣・養成研
修等を実施。
今後、畜産経営の高度化が図られる
ことにより、生乳の生産コスト低減に
寄与するものと思料。

国産大豆の再生産を確保し、実需
者への安定供給を図るため、交付金
8,220円/60kgを交付するとともに、
大豆の販売価格の低落が生産者の
経営に及ぼす影響を緩和するため
の資金造成に対して助成。また、国
産大豆の品質の向上や担い手の育
成等を進めるため、農業経営基盤強
化特別対策180円/60kg及び担い手
支援・良質大豆生産誘導対策100円
/60kgを交付。
これにより、国産大豆の安定供給と
品質向上が図られ、大豆の再生産、
担い手の育成等に寄与。

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

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）

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

農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

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
農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

家畜改良増殖法 － －

家畜改良増殖法第４条に基づく定期
種畜検査及び臨時種畜検査につい
て、独立行政法人家畜改良センター
が実施し、家畜の生産性の向上に寄
与。
[検査頭数] （Ｈ17年度）
乳用牛：783頭、肉用牛：2,077頭、
馬：1,026頭、豚：1,935頭、計5,821
頭

酪農及び肉用牛生産の振興に
関する法律

－ －

本法に基づき策定された酪農及び
肉用牛生産の近代化を図るための
基本方針において、国際化の進展
に対応し得る産業構造の確立に向
けた取組を進めることとされている。
この方針に基づき、生乳の生産コス
ト削減の取組が推進されることとなる
ことから、この法律の存在意義は高
い。

不動産取得税の特例措置 － －

共同利用畜舎等に対する不動産取
得税の課税標準を補助額割合分軽
減した。本措置により、共同利用畜
舎等の整備が促進され、生産性向
上が図られることから、本減税措置
の存在意義は大きい。共同利用施
設全体の減税適用見込件数及び額
は、36件、28百万円（17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

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を図るための措置

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



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）

47,009
の内数

畜産経営の円滑な継承のため、畜
舎等の条件整備の後、新規就農者
に貸し付ける取組を推進した。また、
ほ乳ロボットを活用した超早期離乳
等の新たな生産方式の実践や普
及、協業法人経営体育成のための
家畜飼養管理施設等の整備を推
進。

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

アパート方式繁殖牛舎の整備による
高モデル・先進型の取組を支援。
今後、「高モデル・先進型」としての
取組の成果が実証され、全国的に
普及していくことにより、肉用牛の生
産コスト低減に寄与するものと思料。

農業競争力強化対策民間団
体事業

－
1,620
の内数

畜産経営の高度化を推進するため
に必要な戦略評価会議等の開催、
専門家集団の組織化・派遣・養成研
修等を実施。
今後、畜産経営の高度化が図られる
ことにより、肉用牛の生産コスト低減
に寄与するものと思料。

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

農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

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
農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

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

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）

家畜改良増殖法 － －

家畜改良増殖法第４条に基づく定期
種畜検査及び臨時種畜検査につい
て、独立行政法人家畜改良センター
が実施し、家畜の生産性の向上に寄
与。
[検査頭数] （Ｈ17年度）
乳用牛：783頭、肉用牛：2,077頭、
馬：1,026頭、豚：1,935頭、計5,821
頭

酪農及び肉用牛生産の振興に
関する法律

－ －

本法に基づき策定された酪農及び
肉用牛生産の近代化を図るための
基本方針において、国際化の進展
に対応し得る産業構造の確立に向
けた取組を進めることとされている。
この方針に基づき、肉用牛の生産コ
スト削減の取組が推進されることとな
ることから、この法律の存在意義は
高い。

不動産取得税の特例措置 － －

共同利用畜舎等に対する不動産取
得税の課税標準を補助額割合分軽
減した。本措置により、共同利用畜
舎等の整備が促進され、生産性向
上が図られることから、本減税措置
の存在意義は大きい。共同利用施
設全体の減税適用見込件数及び額
は、36件、28百万円（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
  （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

飼料自給率向上や循環型畜産の構
築を図るため、生産組織による効率
的な飼料生産のための基盤整備、
生産・調整・収穫用施設機械の整備
のほか、水田等における放牧推進の
ための施設等の整備等を支援。

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

・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
・上記に関連して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

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



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）

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

　地域未利用資源を原料としたTMR
生産技術と品質保持技術等を組み
合わせた取組を支援（２地区）。
　今後、当該地区をモデルとした、未
利用資源の有効活用の取組が拡大
することにより、飼料生産コストの低
減、飼料自給率の向上、資源循環
型畜産の確立等に寄与するものと思
料。

農業競争力強化対策民間団
体事業 －

1,620
の内数

　自給飼料の増産推進、高能力品
種の開発、公共牧場の利用体制整
備の推進等の取組を実施。
　これらの取組により、飼料作物生産
コストの低減、飼料自給率の向上、
資源循環型畜産の確立等に寄与す
るものと思料。

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

農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

水田飼料作物生産振興事業 － 7,400

　耕種農家と畜産農家の連携によ
る、転作田での飼料作物生産等の
取組（33千ha）を支援。
　この取組により、自給飼料基盤に
立脚した畜産経営への転換、耕種と
畜産の連携が図られ、飼料作物コス
トの低減、飼料自給率の向上、資源
循環型畜産の確立等に寄与。

国産粗飼料増産対策事業 － 1,861

稲発酵粗飼料の給与実証を
4,326ha実施。また、国産稲わら等の
畜産農家への収集・供給を3千ｔ実
施。
　この取組により、稲発酵粗飼料の
生産拡大、国産稲わらの飼料利用
の拡大が図られ、飼料作物生産コス
トの低減、飼料自給率の向上、資源
循環型畜産の確立等に寄与。

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

・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

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

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）

草地畜産基盤整備事業 － 10,992

　飼料自給率の向上のために、草地
及び野草地等の造成・整備改良、畜
産主産地形成のための総合的な整
備、放牧林地及び管理用道路等一
体的な整備を121地区（実施面積は
11千ha（見込み））で実施。
　この取組により、経済的かつ生産
効率の高い草地基盤の整備が図ら
れ、飼料作物生産コストの低減、飼
料自給率の向上、資源循環型畜産
の確立等に寄与。

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
農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

酪農及び肉用牛生産の振興に
関する法律

－ －

本法に基づき策定された酪農及び
肉用牛生産の近代化を図るための
基本方針において、自給飼料基盤
に立脚した畜産経営の育成に向け
た取組を進めることとされている。
この方針に基づき、飼料生産コスト
の低減、飼料自給率の向上、資源循
環型畜産の確立等が図られることと
なることから、この法律の存在意義は
高い。

特定の買換資産の買換・交換
の場合の課税の特例措置

－ －

　本年度においては実績はなかった
ものの、自給飼料生産基盤の強化に
寄与することから、この制度の意義
は高い。

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

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



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（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

実需者ニーズに即した品質の向上
及び安定化を図るため、新品種・技
術を組み合わせた品質向上栽培技
術体系を確立・普及するとともに、タ
ンパク質含有量等の成分規格に応
じた品質評価体制の確立、成分毎の
仕分け保管・出荷等を推進。

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

パン用新品種の導入等、実需者と結
びついた高品質な麦生産を行うため
のシステム構築に向けた取組を支
援。
今後、実需者のニーズに応えた新品
種の導入が図られることにより、新品
種の作付け面積の拡大に寄与する
ものと思料。

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

加工・業務用需要に対応した生産出
荷体制を確立するための共同利用
機械・施設の整備等に対する支援を
実施。

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

加工・業務用需要に対応した生産出
荷体制を確立するための広域的・先
進的な共同利用施設の整備に対す
る支援を実施。
今後、この広域的・先進的なモデル
が全国的に普及していくことにより、
野菜の加工・業務用向け出荷数量
の増加に寄与するものと思料。

野菜需給均衡総合推進対策
事業

－ 386

本対策は、野菜の安定供給と価格の
安定を確保するためのセーフティー
ネットとして機能を果たしている。
価格低落時に価格を回復するため、
需給調整対策として、産地廃棄を実
施。実施回数（17年度）：13回

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

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

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

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



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）

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

廉価な肥料や効率的施肥技術等を
活用した低コスト施肥システムの実
証・普及、安価な資材の普及、資材
の流通の合理化、効率的な資材の
利用等の取組を推進。

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

肥料の効率利用のための推進協議
会を開催し、肥料コスト低減に向け
た関係者の一体的な取組を推進し
た。また、農業生産資材のコスト低減
に取り組む産地の優良事例等を作
成し、農業者への意識啓発を実施。
今後、本事業の取組の効果が広がる
ことにより、生産資材費のコスト低減
に寄与するものと思料。

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
農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

農業機械化促進法 － －

本法に基づき、農業の構造改革の
加速化等に資する高性能農業機械
の研究開発等を推進するとともに、
農機具の検査を実施。
これにより、農業機械化を促進する
ための農機具の改良普及が推進さ
れ、農業経営の改善等が図られるこ
とから、この法律の意義は高い。

本制度は、野菜の再生産を確保する
ためのセーフティーネットとして機能
している。
主要野菜の価格低落等に対応し、
生産者補給交付金等を交付。
交付額(17年度)：○○(H18．9月集
計)

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

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

農業機械の改良等に関する試験研究、農機具
の型式検査

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



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

農業生産体制の保安対策を推進す
るための保安計画等を定め、農作業
保安指導員の育成を図るとともに、
農作業事故の多発地域等を中心
に、農作業現場環境改善の推進等
の地域ぐるみの取組を推進。

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

省力化技術を確立するとともに、実
需者の求める品質・価格等ニーズに
対応可能な生産体制を確立し、国際
化の進展にも対応しうる産地形成を
推進。

国内産糖調整交付金 －
10,626
の内数

国内産糖交付金（国庫負担分）
　てん菜糖　　　　３，７２６百万円
　　　※　予算ベース
最低生産者価格
・16年産 てん菜 16,760円/トン
・１７年産 てん菜 16,640円/トン
これにより、てん菜の価格が支持さ
れ、てん菜の生産及び経営の安定
に寄与するとともに、国内産糖製造
事業者の経営の安定その他関連産
業の健全な発展が促進され、もって
てん菜に係る農業所得の確保と国民
生活の安定に寄与。

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

収穫・加工適性に優れた品種候補
の選定に向けた生育試験・調査を実
施。
今後、優良品種の普及が図られるこ
とにより、てん菜の生産コストの低減
に寄与するものと思料。

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

農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

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
興機構が国産糖企業に対し、最低生産者価格
以上で買い上げたてん菜を原料として製造した
てん菜糖に付き、国内産糖交付金を交付するこ
とを通じ、甘味資源作物の価格を支持

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

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）

砂糖の価格調整に関する法律 － －

輸入糖と国産糖との価格調整に関
する措置により1,324,862トンの買入
が行われた。また、異性化糖の砂糖
との価格調整に関する措置により
800,563トンの買入が行われた。
これにより、国内甘味資源作物生産
者及び国内産糖製造事業者の経営
の安定その他関連産業の健全な発
展が促進され、もっててん菜に係る
農業所得の確保と国民生活の安定
が図られることから、この法律の意義
は高い。

甘味資源特別措置法 － －

指定地域（北海道）において生産振
興計画を樹立。
これにより、地域における甘味資源
作物の計画的な振興を通じて農業
経営の安定に寄与。

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

省力化技術を確立するとともに、実
需者の求める品質・価格等ニーズに
対応可能な生産体制を確立し、国際
化の進展にも対応しうる産地形成を
推進。

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

・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



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）

国内産糖調整交付金 －
10,626
の内数

国内産糖交付金（国庫負担分）
　甘しゃ糖
　（鹿児島県産）　３，０３５百万円
　（沖縄県産）　　 ３，８６５百万円
　　　※　予算ベース
最低生産者価格
・16年産　さとうきび 20,230円/トン
・17年産　さとうきび 20,130円/トン
これにより、さとうきびの価格が支持
され、さとうきびの生産及び経営の安
定に寄与するとともに、国内産糖製
造事業者の経営の安定その他関連
産業の健全な発展が促進され、もっ
ててん菜に係る農業所得の確保と国
民生活の安定に寄与。

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

農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

砂糖の価格調整に関する法律 － －

輸入糖と国産糖との価格調整に関
する措置により1,324,862トンの買入
が行われた。また、異性化糖の砂糖
との価格調整に関する措置により
800,563トンの買入が行われた。
これにより、国内甘味資源作物生産
者及び国内産糖製造事業者の経営
の安定その他関連産業の健全な発
展が促進され、もっててん菜に係る
農業所得の確保と国民生活の安定
が図られることから、この法律の意義
は高い。

甘味資源特別措置法 － －

指定地域（鹿児島県南西諸島、沖縄
県）において生産振興計画を樹立。
これにより、地域における甘味資源
作物の計画的な振興を通じて農業
経営の安定に寄与。

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
興機構が国産糖企業に対し、最低生産者価格
以上で買い上げたさとうきびを原料として製造
した甘しゃ糖に付き、国内産糖交付金を交付す
ることを通じ、甘味資源作物の価格を支持

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



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（畑作物・地域特産
物）

－
47,009
の内数

省力化技術を確立するとともに、実
需者の求める品質・価格等ニーズに
対応可能な生産体制を確立し、国際
化の進展にも対応しうる産地形成を
推進。

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

本年度においては実績はなかったも
のの、いも類等農産物の生産性の向
上が図られることにより、労働時間の
低減が図られると思料されることか
ら、この事業の意義は高い。

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

育成中の品種について実需者によ
る加工適性評価試験、生産者による
栽培試験を行い、品種育成の加速
化を図った。また、試験データにつ
いては広く公表した。
これにより、優良品種の円滑な普及
が図られ、ばれいしょの生産振興に
寄与するものと思料。

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

試験研究機関の重点的な技術指導
の下で、３つのモデル地区におい
て、ばれいしょを含めた生産性の高
い地域輪作システムの構築に向けた
新技術の導入の実証を実施。
初年度である１７年度は、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5％
削減の成果が得られており、平成１９
年度末に技術が確立され、担い手に
普及することにより、ばれいしょの労
働時間の低減に寄与するものと思
料。

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

　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）

特定畑作物等緊急対策事業 －
252
の内数

いも類の需要拡大を図るため、近年
開発された新品種の紹介及びいも
類の持つ機能性等を周知するシン
ポジウムを１回開催と、新品種の啓
発パンフレット3種類作成、配布によ
り、ばれいしょの生産振興に寄与。

農産物価格安定法 － －

本年度においては政府買入実績は
なかったものの、ばれいしょ等農産
物の価格の安定が図られることによ
り、生産の振興が図られる。

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

省力化技術を確立するとともに、実
需者の求める品質・価格等ニーズに
対応可能な生産体制を確立し、国際
化の進展にも対応しうる産地形成を
推進。

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

地域特産作物である茶及びいぐさ・
畳表に関する消費動向の調査とこれ
を踏まえた需給計画の作成、需要拡
大を図るための啓発活動、品質の向
上と新需要の開発等を実施。
今後、需要拡大、品質の向上、新製
品の開発等が推進されることにより、
地域特産物の生産振興に寄与する
ものと思料。

農業生産振興調査等地方公
共団体委託費

－ 2

蚕糸業経営安定対策及び生糸の国
境調整措置の適正な運用を図る基
礎データとして活用。
基礎データの調査は、蚕糸業経営
の安定対策を適切に実施していく上
で不可欠であり、その意義は高い。

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

　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

地域特産物の生産振
興

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

・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



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）

農業生産振興調査等民間団
体委託費

－ 2

蚕糸業の経営安定対策及び生糸の
国境調整措置の適正な運用を図る
基礎データとして活用。
基礎データの調査は、蚕糸業経営
の安定対策を適切に実施していく上
で不可欠であり、その意義は高い。

農畜産業振興対策交付金 － 2,095

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
給が図られた。
これにより、養蚕農家及び製糸業の
経営の安定が図られ、良質繭・生糸
の生産振興に寄与。

農業生産振興事業推進費補
助金

－ 107

１７年度（本事業の最終年度）の当該
事業におけるなたねの生産量は約６
９１トンであり、本事業の目的である
国産なたねの安定供給が図られた。
しかしながら、本事業は生産性や品
質の向上へのインセンティブが働く
事業内容ではなかったことから、平
成１８年度から新たに始まる農業・食
品産業強化対策整備交付金では、
なたねに係る事業を品質向上を誘
導するものとするとともに、生産費の
データ等の生産性を把握する措置
を講じ、品質の向上及び生産性の向
上に資するものへの改善を実施した
ところ。

特定畑作物等緊急対策事業 － 252

いも類の需要拡大を図るため、近年
開発された新品種の紹介及びいも
類の持つ機能性等を周知するシン
ポジウムを１回開催と、新品種の啓
発パンフレット５種類作成、配布によ
り、特定畑作物の生産振興に寄与。

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
農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

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

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

生糸の需給動向及び価格等について民間団
体に対する調査委託

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



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

－ －

生糸の輸入に係る調整等に関する
措置が講じられ（輸入実績：23千
俵）、蚕糸業の経営の安定が図られ
た。

農産物価格安定法 － －

本年度において政府買入実績はな
かったものの、かんしょ等農産物の
価格の安定が図られることにより、生
産の振興が図られる。

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

加工・業務用需要に対応した生産出
荷体制を確立するための共同利用
機械・施設の整備等に対する支援を
実施。

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

加工・業務用需要に対応した生産出
荷体制を確立するための広域的・先
進的な共同利用施設の整備に対す
る支援を実施。
今後、この広域的・先進的なモデル
が全国的に普及していくことにより、
野菜の加工・業務用向け出荷数量
の増加に寄与するものと思料。

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

生産・流通コスト又は労働時間の低
減を図るための共同利用機械・施設
の整備等に対する支援を実施。

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

生産・流通コスト又は労働時間の低
減を図るための広域的・先進的な共
同利用施設の整備に対する支援を
実施。
今後、この広域的・先進的なモデル
が全国的に普及していくことにより、
事業導入産地における生産コスト低
減に寄与するものと思料。

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

うんしゅうみかんのマルチドリップ栽
培等の導入による省力化や優良品
種の導入等による高品質化の実証
や生産履歴等の産地情報の発信体
制の構築等を推進。また、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を
推進。

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

みかん及びりんごについて、計画的
な生産・出荷による需給調整・経営
安定対策の推進により、経営の安定
及び消費者が求める国産果実の安
定供給が図られることから、本制度
の意義は高い。

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

食育と連携しつつ、「毎日くだもの２０
０ｇ運動」の展開による果実等の消費
拡大を推進。
「食事バランスガイド」の普及を通じ
て果物の摂取の大切さの啓発に寄
与。

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

かんきつ産地において、果樹産地構
造改革計画に基づく、優良品目・品
種への転換等の取組を推進。
これにより、消費者ニーズに応じた生
産体制の構築に寄与。

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



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）

果樹農業振興特別措置法 － －

果樹農業振興特別措置法第２条に
基づく、果樹農業振興基本方針を策
定するとともに、同法第２条の３に基
づき、３２都道府県において果樹農
業振興計画を策定。
本法律は基本方針の策定等により
果樹農業の健全な発展に寄与する
ものであり、その意義は高い。

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

産地段階において、多様で個性豊
かな花きの開発・普及に向けた独自
品種の開発等の取組、低コストな花
きの安定供給に向けた作業の共同
化・自動化、省力生産技術の導入等
の取組、また、ホームユース用切り花
の供給のための取組を実施。

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

花木等生産状況、花き需要・消費動
向等の基礎データを整備するととも
に、輸入増加に伴い国際競合が強
まる中で、新興輸出国における花き
の生産・流通等調査を実施。
これらの調査は、花き産業振興に係
る施策を適切に実施していく上で不
可欠であり、その意義は高い。

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

品種登録に係る出願から登録までの
平均処理期間を3.2年であった。
８種類の植物について、種類毎の審
査基準を作成するために必要な調
査を実施したが、これにより、８種類
の植物の審査が可能となることから、
今後、平均処理期間の短縮化に寄
与すると思料。

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

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

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）

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

新品種登録に係る我が国から海外
への登録件数は○件の増加であっ
た（第４０回ＵＰＯＶ理事会（2006年
10月開催予定）資料の植物品種保
護統計（2001年～2005年）で把握）。
５種類の植物の審査基準について、
国際統一するための検討を行うとと
もに、同盟国の実情調査を実施。

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

新品種登録に係る我が国から海外
への登録件数は○件の増加であっ
た（第４０回ＵＰＯＶ理事会（2006年
10月開催予定）資料の植物品種保
護統計（2001年～2005年）で把握）。
17年度は中国及び韓国に調査団を
派遣し、育成者権の取得や権利侵
害への対応に活用するマニュアルの
作成のための調査を実施。
上記調査結果を反映した権利取得・
権利侵害対策マニュアルを作成。

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
農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

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

１７年度は、３県において、育成者権
の保護・活用に対する認識を高める
ため、パンフレットの作成・配布、研
修等の開催などの普及啓発活動を
実施。

農業競争力強化対策民間団
体事業

-
1,620
の内数

培養苗の低コスト安定生産システム
を開発を実施。
今後、培養苗の低コスト化が図られ
ることにより、国産農産物の競争力強
化に寄与するものと思料。

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。



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 － －

17年度は新たに1,110品種に育成者
権を付与し、新品種の適切な保護を
図った。
指定種苗の流通に関しては、指定種
苗の表示について、約19,000点の検
査を実施した結果、表示不備は0.1%
（13点）であり、ほぼ適正な流通が図
られている（16年度。17年は約
19,000点の検査（結果については7
月以降）を実施。）
これにより、新品種の育成者権の保
護と適正な流通を担保する上で、こ
の法律の意義は高い。

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

畜産経営の円滑な継承のため、畜
舎等の条件整備の後、新規就農者
に貸し付ける取組を推進した。また、
ほ乳ロボットを活用した超早期離乳
等の新たな生産方式の実践や普
及、協業法人経営体育成のための
家畜飼養管理施設等の整備を推
進。

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

2地区において、搾乳ロボット等を活
用した高モデル・先進型の取組を実
施。
今後、「高モデル・先進型」としての
取組の成果が実証され、全国的に
普及していくことにより、生乳生産の
安定に寄与するものと思料。

農業競争力強化対策民間団
体事業 －

1,620
の内数

畜産経営の高度化を推進するため
に必要な戦略評価会議等の開催、
専門家集団の組織化・派遣・養成研
修等を実施。
今後、畜産経営農家の高度化が図
られることにより、生乳生産の安定に
寄与するものと思料。

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

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）

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

農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

指定生乳生産者団体補給交
付金

－ 19,297

17年度は、補給金の対象となる加工
原料乳の最高限度として設定された
数量（限度数量）内の加工原料乳に
対して補給金（10.40円／kg）が交付
され、生乳需給の安定に寄与。

加工原料乳生産者経営安定
対策事業

－ 1,523
本制度は、生乳の再生産を確保する
ためのセーフティーネットとして機
能。（17年度実績は、７月上旬）

牛乳乳製品流通価格調査分
析委託費

－ 4

牛乳販売店の価格動向、販売状況
をとりまとめ、牛乳・乳製品の消費拡
大を図るための基礎資料を作成し
た。また、乳製品の大口需要者向け
価格の動向を毎月公表した。
価格動向、販売状況の調査は、生
乳・乳製品に係る施策の適切な実施
に不可欠であり、その意義は高い。

配合飼料価格安定対策事業
費

－ 100

平成17年度において異常補てんの
発動の実績はなし（ただし、通常補
てんについては、第４四半期に発動
した）。飼料穀物の国際価格の変動
等による配合飼料価格の大幅な高
騰に伴う畜産農家への影響を緩和
するための措置であることから、畜産
物の安定生産に重要であり意義が
高い。

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

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）

飼料穀物備蓄対策事業 － 4,536

平成17年度においては、とうもろこ
し・こうりゃんあわせて60万ﾄﾝの備蓄
を実施した。また、同年度、約29ﾄﾝ
の貸付を実施し、配合飼料の価格安
定に寄与。

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
農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

家畜改良増殖法 － －

家畜改良増殖法第４条に基づく定期
種畜検査及び臨時種畜検査につい
て、独立行政法人家畜改良センター
が実施し、家畜の生産性の向上に寄
与。
[検査頭数] （Ｈ17年度）
乳用牛：783頭、肉用牛：2,077頭、
馬：1,026頭、豚：1,935頭、計5,821
頭

畜産物の価格安定に関する法
律

－ －

本年度においては、指定乳製品の
価格・需給は安定しており、計画認
定の実績はなかったものの、指定乳
製品価格の安定が担保されているこ
とにより、生乳生産の安定が図られる
ことから、この法律の意義は高い。

加工原料乳生産者補給金等
暫定措置法

－ －

本年度においては実績はなかったも
のの、指定乳製品価格の安定が担
保されていることにより、生乳生産の
安定が図られることから、この法律の
意義は高い。

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

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



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）

飼料需給安定法 － －

飼料需給計画に基づき、輸入飼料
の買入1,277千トン（大麦1,184千ト
ン、小麦93千トン）、売渡1,314千トン
（大麦1,221千トン、小麦93千トン）を
実施し、飼料の需給及び価格の安
定に寄与。
注：速報値

酪農および肉用牛生産の振興
に関する法律

－ －

本法に基づき策定された酪農及び
肉用牛生産の近代化を図るための
基本方針において、国際化の進展
に対応し得る産業構造の確立、畜産
物に係る安全・安心の確保、集送乳
及び乳業の合理化に向けた取組を
進めることとされている。
この方針に基づき、生乳生産の安定
が図られることから、この法律の存在
意義は高い。

不動産取得税の特例措置 － －

共同利用畜舎等に対する不動産取
得税の課税標準を補助額割合分軽
減した。本措置により、共同利用畜
舎等の整備が促進され、生産性向
上が図られることから、本減税措置
の意義は高い。共同利用施設全体
の減税適用見込件数及び額は、36
件、28百万円（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
　（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
の増加、生産量の増加等）

47,009
の内数

ほ乳ロボットを活用した超早期離乳
等の新たな生産方式の実践や普
及、協業法人経営体育成のための
家畜飼養管理施設等の整備を推
進。

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を図るための措置

輸入飼料の買入、保管、売渡を実施。

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

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）

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

アパート方式繁殖牛舎の整備による
高モデル・先進型の取組を実施。
今後、「高モデル・先進型」としての
取組の成果が実証され、全国的に
普及していくことにより、肉類生産量
の増加に寄与するものと思料。

農業競争力強化対策民間団
体事業 －

1,620
の内数

畜産経営の高度化を推進するため
に必要な戦略評価会議等の開催、
専門家集団の組織化・派遣・養成研
修等を実施。
今後、畜産経営の高度化が図られる
ことにより、肉類生産量の増加に寄
与するものと思料。

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

農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

配合飼料価格安定対策事業
費

－ 100

平成17年度において異常補てんの
発動の実績はなし（ただし、通常補
てんについては、第４四半期に発動
した）。飼料穀物の国際価格の変動
等による配合飼料価格の大幅な高
騰に伴う畜産農家への影響を緩和
するための措置であることから、畜産
物の安定生産に重要であり意義が
高い。

飼料穀物備蓄対策事業 － 4,536

平成17年度においては、とうもろこ
し・こうりゃんあわせて60万ﾄﾝの備蓄
を実施した。また、同年度、約29ﾄﾝ
の貸付を実施。
飼料の備蓄は、肉類生産の前提とし
て不可欠であり、その意義は高い。

配合飼料価格の上昇に伴う畜産農家への影響
緩和

料用穀物の輸入の途絶等に備えるための備蓄

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



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）

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

－ －

本制度は、肉用子牛の再生産を確
保するためのセーフティーネットとし
て機能している。本年度は、牛肉価
格の上昇に伴い、子牛価格が上昇し
たため、交付額は減少。

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

－ －

本年度において実績はなかったもの
の、本制度は食肉（牛肉・豚肉）の価
格の安定を図ることにより、国民への
食肉の安定供給に資するものであ
り、その意義は高い。

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

－ －

本年度において実績はなかったもの
の、本制度は食肉（牛肉・豚肉）の価
格の安定を図ることにより、国民への
食肉の安定供給に資するものであ
り、その意義は高い。

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
農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１７年度計画を着
実に実施。

鶏卵価格安定対策事業 － 1,379

本事業は急激な卵価下落時の生産
離脱とその後の乱高下を防止する
セーフティーネットとして機能。
平成１７年度においては、７．８．１月
に補てんを実施。

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

鶏卵価格が低落した額の一部を補てん

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

指定食肉の買入・交換・売渡



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 － －

家畜改良増殖法第４条に基づく定期
種畜検査及び臨時種畜検査につい
て、独立行政法人家畜改良センター
が実施し、家畜の生産性の向上に寄
与。
[検査頭数] （Ｈ17年度）
乳用牛：783頭、肉用牛：2,077頭、
馬：1,026頭、豚：1,935頭、計5,821
頭

肉用子牛生産安定等特別措
置法

－ －

本法律に基づく肉用子牛生産者補
給金制度は、肉用子牛の再生産を
確保するためのセーフティーネットと
して機能している。本年度は、牛肉
価格の上昇に伴い、子牛価格が上
昇したため、交付額は減少。

畜産物の価格安定に関する法
律

－ －

本年度において実績はなかったもの
の、本法律に基づく価格安定制度
は、食肉（牛肉・豚肉）の価格の安定
を図ることにより、国民への食肉の安
定供給に資するものであり、その意
義は高い。

牧野法 － －

都道府県において自治事務として実
施されている。
養鶏経営の安定を図るに当たって、
優良な種鶏の確保等のための施策
は重要であり、この法律の意義は高
い。

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

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）

養鶏振興法 － －

都道府県において自治事務として実
施されている。
養鶏経営の安定を図るに当たって、
優良な種鶏の確保等の施策は不可
欠であり、この法律の意義は高い。

家畜商法 － －

都道府県において自治事務として実
施され、家畜の取引の公正の確保に
寄与。
肉類の安定供給に当たっては、家畜
の公正な取引の確保は不可欠であ
り、その意義は高い。

家畜取引法 － －

都道府県において自治事務として実
施され、家畜の円滑な流通に寄与。
肉類の安定供給に当たっては、家畜
の適正な価格形成を図るため、家畜
市場の再編整備は欠かせないもの
であり、その意義は高い。

飼料需給安定法 － －

飼料需給計画に基づき、輸入飼料
の買入1,277千トン（大麦1,184千ト
ン、小麦93千トン）、売渡1,314千トン
（大麦1,221千トン、小麦93千トン）を
実施し、飼料の需給及び価格の安
定に寄与。
注：速報値

・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



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）

酪農及び肉用牛生産の振興に
関する法律

－ －

本法に基づき策定された酪農及び
肉用牛生産の近代化を図るための
基本方針において、国際化の進展
に対応し得る産業構造の確立、畜産
物に係る安全・安心の確保、肉用牛
及び牛肉の流通の合理化に向けた
取組を推進することとされている。
この方針に基づき、肉用牛生産の安
定が図られることから、この法律の存
在意義は高い。

不動産取得税の特例措置 － －

共同利用畜舎等に対する不動産取
得税の課税標準を補助額割合分軽
減した。本措置により、共同利用畜
舎等の整備が促進され、生産性向
上が図られることから、本減税措置
の意義は高い。共同利用施設全体
の減税適用見込件数及び額は、36
件、28百万円（17年度）。

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
・上記に関連して価格の安定及び牛肉の流通
の合理化を図るための措置


