
農林水産省政策評価結果のポイント

平成１８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。

- 1 -

実施
（Do）

評価
（Check）

改善
（Action）

企画立案
（Plan）

意見の聴取

農林水産省農林水産省

効率的で質の高い政策の
実施

〈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
合瀬 宏毅 日本放送協会解説委員
工藤 裕子 中央大学法学部教授
立花 宏 (社）日本経済団体連合会専務理事
田中 一昭 拓殖大学政経学部教授
永石 正泰 元福島県農林水産部総括参事、

JA福島中央会技術常任参与
長谷川 朝惠 消費生活アドバイザー



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。

［平成１７年度政策の評価体系］

１６の政策分野
（一定のまとまりのある政策）

政策手段

- 2 -

個々の予算事業政策分野

・
・
・

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が基本。

② 手段別評価
実績評価を補完するものとして、政策分野に含まれる個々の政策手
段（予算事業）まで掘り下げて、その必要性、有効性、効率性について
評価・点検するもの。

農業経営強化対策事業推進費補助金のうち
担い手総合支援事業費

【意欲と能力のある担い手の育成・確保】
目標①担い手の育成確保
農業経営改善計画の認定数を平成２１
年度に３０．８万経営体

・
・
・

・
・
・

・
・
・

担い手経営安定対策交付金

農
林
水
産
省
の
使
命

(政策手段の例）

（政策分野の例）



３．１７年度に実施した政策の政策評価結果の概要

○実績評価においては、評価対象とした５０の目標のうち、約６割の達成ランクが「Ａ（概ね有効）｣となりま
した。
達成ランクが「Ｃ（有効性に問題がある）｣となった政策分野についてはその要因を十分に分析した上で、有効性

等に問題のある予算事業については、廃止を含めて抜本的な見直しを検討することとしています。
また、達成ランクが「Ａ」、「Ｂ（有効性の向上が必要である）」となった政策分野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ることとしています。

○政策手段別評価については、評価を実施した２１の政策手段（予算事業）の全てについて、何らかの見
直しが必要であるという評価となりました。
○政策評価の結果は、翌年度の予算事業等に反映させることとしています。

【１７年度政策の実績評価の評価結果】

Ａ ・・・・３２目標 （６４％）
Ｂ ・・・・１６目標 （３２％）
Ｃ ・・・・ ２目標 （ ４％）

合計・・・・５０目標（１００％）
５０％未満有効性に問題があるＣ

５０％以上９０％未満有効性の向上が必要であるＢ

９０％以上概ね有効A

達成度合評 価ランク
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（参考）１６年度評価結果の反映状況

Ａ ・・・ ７４目標（ ６３％）
Ｂ ・・・ ２４目標（ ２１％）
Ｃ ・・・ １９目標（ １６％） このうち平成１７年度又は１８年度において

何らかの改善を行ったもの ２９９事業（５１％）
うち廃止又は一部を廃止したもの ６８事業（１２％）

1６年度の予算事業数：５８５事業

予算事業への反映状況１６年度政策の評価結果

合計・・・１１７目標（１００％）



平成17年度政策分野一覧

食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
、
農
林
水
産
業
の
発
展
、
農
山
漁
村
の
振
興
、
農
業
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
、
森
林
の
保
続
培
養
と
森
林
生
産
力
の
増
進
、

水
産
資
源
の
適
切
な
保
存
・
管
理
等
を
通
じ
、
国
民
生
活
の
安
定
向
上
と
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
を
図
る
。

主要食糧の需給の安定を図るとともに、食品産業の
健全な発展を図り、食料の安定供給を確保する。

消費者が安全な食料を安心して購入･消費できる体
制を確立するとともに、望ましい食生活の実現を図る。

我が国の特色を活かし、需要に応じて新鮮で高品質
な農産物を合理的な価格で、安定的かつ持続的に供
給できる体制を確立する。

効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部
分を担う望ましい農業構造を確立する。

農業・農村の整備･保全を推進するとともに、農村の
経済の活性化や都市との交流等を促進し、農村の振
興を図る。

森林の多面的機能の発揮を図るとともに、それに重
要な役割を果たす林業・木材産業の持続的かつ健全
な発展を図る。

水産物の安定供給体制の整備を図るとともに、それ
に重要な役割を果たす水産業の健全な発展を図る。

世界の食料需給の安定に貢献するとともに、我が国
の農林水産物等の輸出を促進する。

食品産業の競争力の強化

主要食糧の需給の安定の確保

食の安全及び消費者の信頼の確保

望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

国産農畜産物の競争力の強化

環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換

意欲と能力のある担い手の育成・確保

担い手への経営支援の条件整備

農地、農業用水等の整備・保全

都市との共生・対流等による農村の振興

森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮

林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進

水産物の安定供給の確保

水産業の健全な発展

食料・農業・農村に関する国際協力の推進

農林水産物・食品の輸出の促進

総合食料対策調査等民間団体委託費のうち食品等の表示・規格関係分及び
総合食料対策民間団体事業推進費補助金のうち食品表示適正化推進事業費

ユビキタス食の安全・安心システム開発事業及び
ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業

物流管理効率化新技術確立事業

地方卸売市場連携物流最適化推進事業

食品専門小売等構造改善推進事業

高生産性地域輪作システム構築事業

果実生産出荷安定資金造成費補助金のうち果実需給安定対策事業

農業競争力強化対策民間団体事業

農地保有合理化促進事業

担い手農地情報活用集積促進事業

革新的農業技術習得研修委託事業

国営農地再編整備事業

元気な地域づくり交付金のうちグリーンツーリズム、都市農業の振興

地域用水環境整備事業費補助

森林計画推進委託費

保安林整備管理事業

林業生産流通振興民間団体事業費補助金のうち林業生産流通総合対策事業推進費補助金・
木材産業の構造改革を推進する事業

水産物供給基盤整備事業費補助のうち漁港漁場機能高度化事業

資源回復等推進支援事業費補助金

水産物流通対策事業補助金のうち国産水産物新需要創出ビジネスモデル事業

バイオマス生活創造構想事業

政策分野（実績評価を実施） 予算事業等（政策手段別評価を実施）
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①食品製造業者と農業との連携の促進 Ａ

➋食品流通の効率化 （一部目標を達成せず）

➊備蓄運営等消費者への米の安定的供給 （目標を達成）

➋需要に応じた売れる米づくり （目標を達成）

③民間流通を通じた需要に応じた良品質麦生産の推進 Ａ

➊食品の安全性の確保 （目標を達成）

➋家畜伝染病等の対策 （概ね目標を達成）

➌植物防疫対策 （目標を達成）

➍遺伝子組換え農作物の環境リスク管理 （目標を達成）

⑤消費者の信頼の確保 Ａ

①食事バランスガイドの認知度 Ａ

②食育推進ボランティアの延べ活動日数 Ａ

①米生産コストの低減 集計中(7月)

②大豆生産コストの低減 集計中(9月)

③生乳生産コストの低減 Ａ

④肉用牛生産コストの低減 Ａ

⑤飼料作物生産コストの低減 Ｂ

⑥麦の新品種作付シェア Ａ

⑦指定野菜の（ばれいしょを除く）加工向け野菜の出荷数量 集計中(8月)

①エコファーマー認定件数 Ａ

②全国市町村数に占める地域環境保全型農業推進方針の策定市町村数
―

（市町村合併の影響が大きく、ランク付
けせず）

①担い手の育成・確保 Ａ

②担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積の促進 Ｂ

③人材の育成・確保 Ａ

①効果的・効率的な普及事業の推進 Ａ

➋農業協同組合系統組織の適切な運営に対する指導・助言 （概ね目標を達成）

➌被災農家の経営の安定を図るための農業災害補償制度の適切な運用 （概ね目標を達成）
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興
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図
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担い手への経営支援の条件整
備

食の安全及び消費者の信頼の
確保

政策分野
（１６分野）

主要食糧の需給の安定の確保

望ましい食生活の実現に向けた
食育の推進

食品産業の競争力の強化

意欲と能力のある担い手の育
成・確保

国産農畜産物の競争力の強化

環境と調和のとれた持続的な農
業生産体制への転換

　

　　　平成17年度の達成状況
　　注：定量的目標に対してはA～Ｃ、
　　　　　定性的目標に対しては（　）で表示※

指標・目標値/評価の視点
注：黒字＝定量的目標（①）／白ヌキ字＝定性的目標（➊）

平成17年度施策の実績評価結果一覧

消費者が安全な食料を
安心して購入･消費でき
る体制を確立するととも
に、望ましい食生活の
実現を図る。

我が国の特色を活か
し、需要に応じて新鮮で
高品質な農産物を合理
的な価格で、安定的か
つ持続的に供給できる
体制を確立する。

効率的かつ安定的な農
業経営が農業生産の相
当部分を担う望ましい
農業構造を確立する。

食糧の需給の安定を図
るとともに、食品産業の
健全な発展を図り、食
料の安定供給を確保す
る。

－　5　－



①優良農地の確保・保全 Ａ

②基盤整備による担い手への農地利用集積の促進 Ａ

③農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保 Ａ

④農地海岸の保全・海辺の再生 Ａ

①都市と農村の交流の促進、都市農業の振興 Ｃ

②中山間地域等における経済活性化に向けた条件整備の促進 Ａ

③景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現 Ｂ

①重視すべき機能に応じた森林整備の計画的な推進 Ａ

②国際的な協調の下での森林の有する多面的機能の発揮に向けた取組の推進 Ａ

③山地災害等の防止 Ａ

④森林病害虫等の被害の防止 Ｂ

⑤国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進 Ｂ

➏山村地域の活性化 (一部目標を達成せず）

①望ましい林業構造の確立 Ｂ

②木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進 Ｂ

①主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の確保
―

（台風などの災害の影響が大きく、ラン
ク付けせず）

②資源回復計画の着実な実施 Ｂ

③国際機関による管理対象魚種及び漁業協定数の維持・増大 Ａ

①新規就業者数の確保 Ｂ

②漁業経営改善計画の認定者数の確保 Ｂ

③消費地と産地の価格差の縮減 Ｃ

④汚水処理人口普及率 Ａ

⑤
津波・高潮等による災害から一定水準以上の安全性が確保されていない漁村の面積
の削減

Ａ

①飢餓、貧困の削減への貢献 Ｂ

②地球環境保全への貢献 Ｂ

③我が国の農業政策への理解の促進 Ｂ

④突発的・大規模な問題への適切な対応 Ｂ

農林水産物・食品の輸出の促進 ➊農林水産物・食品の輸出額を倍増 (概ね目標を達成）
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農
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興
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業
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多
面
的
機
能
の
発
揮

、
森
林
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保
続
培

養
と
森
林
生
産
力
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増
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、
水
産
資
源
の
適
切
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保
存
・
管
理
等
を
通
じ

、
国
民
生
活
の
安
定
向
上
と
国
民
経
済
の
健
全

な
発
展
を
図
る

水産業の健全な発展

水産物の安定供給の確保

林業・木材産業の持続的かつ健
全な発展と木材利用の推進

森林の整備・保全による森林の
多面的機能の発揮

都市との共生・対流等による農
村の振興

農地、農業用水等の整備・保全

食料・農業・農村に関する国際
協力の推進

世界の食料需給安定に
貢献するとともに、我が
国の農林水産物等の輸
出を促進する。

※なお、実績評価結果の取りまとめ（３頁参照）においては、定性的な目標に対する達成状況が、「目標を達成」又は「概ね目標を達成」となったものはランク「Ａ（概ね有効）」、また、「一部目標を達
成せず」となったものはランク「Ｂ（有効性の向上が必要）」とそれぞれみなし、集計している。

農業・農村の整備･保全
を推進するとともに、農
村の経済の活性化や都
市との交流等を促進
し、農村の振興を図る。

森林の多面的機能の発
揮を図るとともに、それ
に重要な役割を果たす
林業・木材産業の持続
的かつ健全な発展を図
る。

水産物の安定供給体制
の整備を図るとともに、
それに重要な役割を果
たす水産業の健全な発
展を図る。
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平成１７年度実績評価結果の要旨

1.食品産業の競争力の強化

２．主要食糧の需給の安定の確保

３．食の安全及び消費者の信頼の確保

４．望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

５．国産農畜産物の競争力の強化

６．環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換

７．意欲と能力のある担い手の育成・確保

８．担い手への経営支援の条件整備

９．農地、農業用水等の整備・保全

１０．都市との共生・対流等による農村の振興

１１．森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮

１２．林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進

１３．水産物の安定供給の確保

１４．水産業の健全な発展

１５．食料・農業・農村に関する国際協力の推進

１６．農林水産物・食品の輸出の促進
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１．政策分野「食品産業の競争力の強化」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

国民に対し、安全で安心な食料の安定供給を確保するため、食品産業の競争力の強化を図る。

【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

輸入食品との競合が激化する中で、国内食品産業の競争力を強化することにより、食料の安定供給や地域
経済の活性化、国産農産物の供給先としての機能の向上を図る。

目標①：食品製造業者と農業との連携の促進
目標値：契約により国産農産物の原料調達を行って 実績値：55.5% 達成状況：92.5％ 達成ランク：A
いる事業者の割合 60%（H22年度）
要因の分 (1)本目標の達成状況は、実績値が前年度の
析・改善 48.9%から55.5%に増加しており、目標値60
の考え方 %の達成に向け着実に進展。

当省は、各地域において生産者、製造業
者、販売業者、大学・試験研究機関等異業
種が連携する食料産業クラスター協議会の
構築を推進し、17年度は25ヶ所において協
議会が設置された。これにより、地域の食
材を活用した新製品開発等が順調に実施さ
れ、食品製造業者と農業との連携が促進さ
れた。
他方、契約取引を行うに当たっては、食

品製造業者側から「数量調整が難しい」、「仕
入価格が高い」、「品質が見合わない」など
の問題点が依然として指摘されている。
(2)今後は、食品産業界等と問題意識を共有
しながら、生産サイドの取組と一体的に以
下の取組を推進する必要がある。
① 食料産業クラスター推進事業において、地場の力を結集した「ものづくり」を推進する
とともに重点地区への支援の強化

② 地域食品産業の食品開発に係る技術支援、外食事業者と農業者間の契約取引栽培の推進
③ 加工・業務用野菜の実需者ニーズに的確に対応した品目別・用途別ガイドラインの作成
等

契約による原料調達事業者の割合
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資料：食料産業クラスター推進事業によるアンケート調査

目標②：食品流通の効率化
目標値：食品流通の効率化（食品卸売業・ 達成状況：食品流通の効率化について基本的な指標をみると
小売業の労働生産性の向上等を景気や需給 （下図参照）、食品卸売業では労働生産性の向上がみられた
の動向を踏まえて総合的に判断） が、食品小売業では労働生産性の向上がみられなかった。
要因の分 (1)食品卸売業において労働生産性が向上し
析・改善 た要因については、卸売業界では、共同配
の考え方 送や広域配送等を行う物流センターの整備、

ＩＴの導入等による物流の効率化を進め、
人員の削減や労働時間の短縮が行われたこ
とが主なものと考えられる。当省は、生鮮E
DI（オンライン・データ交換システム）標
準と電子タグを組み合わせ、卸売市場にお
ける青果物の物流作業コストを1/4程度縮減
可能とするモデルを構築したところであり、
こうした取組は、長期的な観点から労働生
産性の向上に寄与するものと考えられる。
他方、食品小売業において労働生産性が

向上しなかった要因については、食品専門
小売業を対象に、経営相談や教育研修など
経営改善の支援や、地域農水産物を活用し
たメニュー提案やブランド化等の支援を実
施してきているが、デフレによる価格の下
落、食料・非アルコール飲料の最終家計消
費支出が減少傾向にあり、販売額が伸び悩
んでいることに加え、大手量販店の店舗拡
大、総合スーパー等の店舗の大型化や営業
時間の長時間化等により、従業員数及び労
働時間が増加傾向にあることが挙げられる。
(2)今後は、食品産業界等と問題意識を共有
しながら、以下の施策に取り組んでいく必要がある。
① 情報技術を活用した物流作業体系の効率化、低コストで環境に優しい流通の推進、物流
拠点の再編の促進

② 卸売市場の再編・合理化、電子商取引の導入や商物分離による最適流通の促進、卸・仲
卸業者について改正卸売市場法による規制緩和を生かした経営改善の促進

③ 地産地消への取組などの推進、消費者ニーズの多様化・高度化等に対応した食品小売業
者のコスト縮減と経営体質強化 等

【政策分野の総合的な評価】

目標①の食品製造業者と農業との連携の促進については、連携に関する取組は、食品製造業等において戦
略的に活用されることで業界の競争力に資するものであることから、食料産業クラスターの形成等を通じ、
地域食材を生かした高付加価値食品や新技術の開発等を一層促進するとともに、食品製造業者等のニーズに
応じた生産サイドの取組と一体的に取り組むことが重要である。
目標②の食品流通の効率化については、16年６月の卸売市場法改正による取引規制の緩和を活用した商物

分離直接流通や、ユビキタス・コンピューティング技術（いつでもどこでもコンピューターが使える情報技
術）を活用した先進モデルの提示等、食品流通の効率化を目指した取組を一層推進し、その成果を活用する
ことが重要である。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/2_1.pdf

担当：総合食料局食料企画課 ℡０３－３５０２－７９４２
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２．政策分野「主要食糧の需給の安定の確保」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

主要な食糧である米麦の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資する。

【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．消費者への米の安定的供給の確保を図るとともに、米政策改革を着実に進めることにより、需要に応
じた売れる米づくりを推進する。

２．国内産麦について需要に応じた良品質麦生産を推進する。

目標①：備蓄運営等消費者への米の安定的供給
目標：不作時(作況98以下）において主食 達成状況：所期の目標は達成している
用等853万トンの確保等
要因の分 (1) 17年産米は、作況が101（平常時・豊作時に該 平成17／18年（17年７月から18年６月）の主食用等の需給見通し（18年3月策定）

析・改善 当）となり、17／18年の需要見通しに対し、
の考え方 生産過剰40万トンが見込まれたが、豊作によ

る過剰米の区分出荷や民間流通在庫が低水準
にあること等により、需給は概ね均衡し得る
状況にある。
このような需給状況の中、政府備蓄米につ

いては、基本指針において策定した主食用等
の需給見通しに即して40万トン（実績39万ト
ン）の買入れ及び10万トン（5月末現在）の
販売を行っており、適正に運営された。

(2) 17／18年においては、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針において策定した主食用
等の需給見通しに即して、備蓄運営等消費者への米の安定的な供給を図ってきた。
18／19年においても、18年産米の作柄等を見極めつつ、全体需給見通しを策定する中で、引

き続き、回転備蓄を基本とした適切な備蓄運営を図りながら、消費者への米の安定的供給に努
める必要がある。

目標②： 需要に応じた売れる米づくり
目標値：需要に応じた売れる米づくりへの 達成状況：所期の目標は達成している
農業者や産地の取組の進展や意識の改革
要因の分 (1) 17年産米については、米政策改革 市町村から各農業者への生産目標数量の設定手法（１８年２月現在）

析・改善 大綱に定められた道筋に沿って、
の考え方 需要先との結びつき等の販売戦

略要素を用いた生産目標数量の
設定手法や、農業者に対する情
報提供体制の確立等を目指すべ
く、生産現場での推進活動を積
極的に行ってきた結果、「需要に
応じた売れる米づくり」の取組
や意識改革が進展している状況
である。
また、豊作による過剰米の区

分出荷についても、仕組みを構
築して初めての実施であったが、
ほぼ予定した数量（豊作による
過剰米8．6万トンに対して7．6
万トン）が区分出荷され、需給

（単位：万トン）

　

平成17年６月末在庫量 　　　　　　　　Ａ　 259 84

（うち豊作分） (9)

平成17年産米生産量 　　　　　　　　　Ｂ　 893 40

平成17年産米区分出荷・保管数量　　　　Ｃ 8

供給量計　　　　　　　　　Ｄ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ 1,144 124

需要量 　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ 853 10

主食用等以外（飼料用等）　　　　　　　Ｆ 23 23

平成18年６月末在庫量 　　Ｇ＝Ｄ－Ｅ－Ｆ　 268 91
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（資料：農林水産省調べ）

・担い手に重点化 ４８％
・需要実績・需要先との結びつき

２２％
・有機・特別栽培米 １６％
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（検査実績、中山間地配慮等）
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（18年2月現在）

の安定に一定の効果があったと見込まれる。 各ＪＡから農業者への情報伝達の割合（１８年２月現在）

(2) 17年度の取組に引き続き、農業者や産地が、
需給・価格情報等の市場のニーズを踏まえ、
自らの販売戦略に即して行う需要に応じた売
れる米づくりへの取組や意識改革を更に進展
させる必要がある。
そのためには、品目横断対策への移行に向

けた担い手の育成・確保の取組との連携や地
域水田農業ビジョンの点検・見直しと産地づ
くり交付金の有効活用等による取組の強化を
はじめとして、行政及び農業者団体等による
取組を一層推進し、19年産から着実に農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムに移行
することを目指すことが必要である。

目標③： 民間流通を通じた需要に応じた良品質麦生産の推進
目標値：小麦の需要と生産のミスマッチ率を 実績値：10.6％ 達成状況： ％ 達成ランク：Ａ

基準値（13.6％）より低減する
要因の分 小麦の需要と生産のミスマッチ率（目標値と実績値）の推移（単位：％）

析・改善 (1) 18年産の小麦の需要と生産のミスマッチ率
の考え方 は10.6％となり、17年度の政策評価における

基準値（13.6％）を下回り、目標を達成した。
このようなミスマッチの改善は、実需者ニ

ーズを踏まえた生産の取組の継続によるもの
と考えられる。
しかしながら、産地銘柄によっては、ミス

マッチが発生しているものもあり、引き続き
播種前の実需者等との情報交換等を通じた実
需者ニーズに即した生産をすることが重要で
ある。

(2) 実需者と生産者団体との間における密接な情報交換等を引き続き継続することにより、産地
における需要に即した良品質麦生産の推進の取組をより一層徹底していく必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

目標①については、消費者への安定的供給の確保を図るとともに、市場のニーズに応じた備蓄運営が図ら
れているが、引き続き回転備蓄を基本とした適切な備蓄運営を図る必要がある。
目標②については、農業者・農業者団体の自らの販売戦略に即した「需要に応じた米づくり」の取組は進

展しているが、19年産から農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムへの移行を目指していることを
踏まえ、引き続き産地における需要に応じた売れる米づくりの取組を推進する必要がある。
目標③については、需要と生産のミスマッチは年々減少しているものの、産地銘柄によってはミスマッチ

が発生しているものもあることから、産地における実需者ニーズに即した生産・出荷計画の作成に努めると
ともに、民間流通制度における播種前契約の徹底を図る必要がある。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/3.pdf
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３．政策分野「食の安全及び消費者の信頼の確保」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

消費者の視点を大切にして、国民の健康を守ることが重要であるという考え方の下で、「食」の安全と安定

供給を確保し、消費者が「食」に対する信頼感を持てること。

【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）食品の安全性の確保
農業生産現場等におけるリスク管理措置により、国産農産物等を汚染するおそれのある危害要因の摂取を、

国民の健康に影響のない程度に抑制する。

目標①
目標値：国産農産物等を汚染するおそれのある特定の危害要因について、科学的 達成状況：

評価に基づき設定された摂取許容量を超えないレベルに抑制する。 目標は達成している。

要因の分 (1)代表的な危害要因であるカドミウムに関する施策の評価を行った結果、食品からの推計カド

析・改善 ミウム摂取量は、摂取許容量の約６割であった。これは産地におけるカドミウム吸収抑制対策

の考え方 などのリスク管理措置が適切に行われた結果と考えられる。

(2)国民の健康への影響を未然に防止することは重要な課題であることから、今後も産地におけ

るカドミウムの効果的な科学的原則に基づいたリスク管理措置等を継続する必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）家畜伝染病等の対策
家畜伝染病等の発生の予防と侵入の防止を図り、発生した場合には、まん延防止措置を適切に講じる。

目標②
目標値：国内における家畜伝染病・養殖水産動物の特定疾病の発生予防まん延防 達成状況：

止及び海外伝染病の侵入防止。発生があった場合に法令等に基づくまん延 目標はほぼ達成してい

防止措置が適切にできていない事例の件数を０件とする。 る。

要因の分 (1)海外伝染病については、弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたが、他

析・改善 の地域に拡大はしなかった。他の家畜伝染病についても、家畜及び畜産物の輸入等による発生

の考え方 は確認されなかった。したがって、まん延防止措置及び動物検疫による侵入防止は適切に行わ

れ、政策手段はほぼ有効に機能したと考えられる。

また、養殖水産動物の特定疾病についてはコイヘルペスウイルス病の発生が確認されたが、

適切なまん延防止措置により、発生経営体及びその出荷先以外への拡大は防止された。

(2)家畜伝染病の監視・危機管理体制の充実・強化を図るとともに、高病原性鳥インフルエンザ

等の家畜伝染病の発生予防及びまん延防止を図るため、、迅速かつ円滑な防疫措置を推進する

必要がある。

また、コイヘルペスウイルス病などの特定疾病について都道府県のまん延防止措置への支援等

を講ずるとともに、国内未侵入の疾病の調査・研究を進め、水産防疫制度の強化を図る必要が

ある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）植物防疫対策
安全な農作物の安定供給に支障を来たすおそれのある病害虫の侵入防止を確実に図るとともに、発生した

場合には、駆除・まん延防止措置を適切に講じる。

目標③
目標値：我が国未発生又は一部に存在する病害虫の侵入防止。 達成状況：

発生があった場合に法令等に基づくまん延防止措置が適切にできていない 目標は達成している。

事例の件数を０件とする。

要因の分 (1)新たな病害虫の発生は見られたものの、著しい被害が生じる状況になかったため、法令等に

析・改善 基づくまん延防止措置を講ずる必要がなかった。しかしながら、今後とも病害虫のリスクを適

の考え方 切に管理するため、新たな病害虫に対する防除対策の確立やIPM（総合的病害虫・雑草管理）

の普及といった課題を解決する必要がある。

(2)「動植物検疫業務システムの最適化計画」を着実に実施し、今後需要の高まる分野の業務体

制を強化する。国内に発生している病害虫について、引き続き発生状況の把握に努め、難防除

病害虫、新規病害虫については早急に防除技術を確立するとともに、都道府県が行う防除と国

が行う国内検疫の一層の協力、連携を図る。IPMについては関係者が一体となって普及・定着

に取り組む体制を整備する必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（４）遺伝子組換え農作物の環境リスク管理
遺伝子組換え農作物の使用が我が国の生物多様性（野生動植物の生態系等）に影響を及ぼさないよう未然

に防止する。

目標④：
目標値：遺伝子組換え農作物等の使用によって生物多様性に影響が生じるおそれ 達成状況：

があると認められる場合に、カルタヘナ法に基づく緊急措置を発動しない 目標は達成している。

状態を維持する。

要因の分 (1)立入検査等のリスク管理の実施により、遺伝子組換え農作物等の適切な使用が確保され、カ

析・改善 ルタヘナ法に基づく緊急発動件数は、１７年度末（１８年３月３１日）現在、０件である。こ

の考え方 のため、本目標の政策手段は、有効に機能していると考えられる。

(2)今後とも、リスク管理の適切な実施により、目標に示す状態が維持されるよう、引き続き、

現行の施策の推進に努める必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（５）消費者の信頼の確保
消費者の信頼の確保のために食品表示の適正化を推進する。

目標⑤
目標値：平成20年度に不適正表示 実績値：１４．８% 達成状況： 達成ランク：

率（現状値：平成15年度 １３６％ Ａ

25.3％）を2割削減する。

要因の分 (1)不適正表示率を減少させるため、事業者や消費者に対する食品の表示制度に対する啓蒙活動

析・改善 を行うほか、食品表示ウオッチャーの設置など、監視体制を充実させてきており、こうした手

の考え方 段により、不適正表示率の改善がみられている。

(2)平成１７年度の調査対象店舗については、不適正表示率が確実に改善しているが、さらに不

適正表示率を減少させるため、啓蒙活動の一層の充実を図るとともに、不適正表示に対して

は、ＪＡＳ法に基づく指示・公表など厳格な措置を講じていく必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

本政策分野については、各目標値ともほぼ目標を達成したものと考えられる。

今後とも科学に基づいた行政をさらに推進し、「食の安全及び消費者の信頼の確保」に努める必要がある。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/4_1.pdf
担当：消費・安全局 消費・安全政策課 ℡０３－３５０２－８１１１（内線３００６、３００７）



４．政策分野「望ましい食生活の実現に向けた食育の推進」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

食について自ら考え、判断ができる能力を養成する食育を推進し、望ましい食生活の実現を図る。

【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

国民が、自らの食生活を見直し、栄養バランスの改善等に主体的に取り組むことができるよう、平成17年

6月に決定された「食事バランスガイド」の普及・活用に積極的に取り組む。

また、地方における食育を着実に推進していくため、地域単位・草の根レベルで食育を推進する食育推進ボ

ランティアの資質向上と、その活動の拡充・強化に取り組む。

目標①：一般消費者の「食事バランスガイド」の認知度について、平成17年度は２０％、平成2

2年度は５０％を目標値とする。

目標値：２０％ 実績値：２６％ 達成状況：130 達成ランク：A

％

要因の分 (1)ポスター・パンフレットの配布、全国各地での説明会やシンポジウムの開催、実際のスーパ

析・改善 ー・コンビニの店舗を活用したモデル的な取組の実施などを通じ、「食事バランスガイド」の認

の考え方 知度は２６％となり、政策目標を達成した。

(2)バランスのとれた食生活の実現に向け、「食事バランスガイド」の普及・活用に一層積極的

に取り組むことととし、地方や中小規模の店舗での活用を含め外食や小売店における全国的な普

及活用の促進や、地域の郷土料理などを活用した「地域版食事バランスガイド」作成の促進など

を通じ、同ガイドの認知度や実践度を全国的に高めていく必要がある。

(参考指標）「食事バランスガイド」を認知している人のうち、「食事バランスガイド」を参考に

食生活を送っている人の割合について、平成17年度は１０％、平成22年度は６０％を

目標とする。
実績値：４１％（平成17年度）

目標②：食育推進ボランティアの延べ活動日数について、平成22年度は16年度実績の２倍増（4

0,000人日/年）

目標値： 23,300人日/年 実績値：37,335人日/年 達成状況：160 達成ランク：A

％

要因の分 (1)都道府県は、「食の安全・安心確保交付金」を活用して、食育推進ボランティアに対する講

析・改善 習会等による資質向上やその食育活動への支援等を実施した。その結果、食育推進ボランティア

の考え方 の延べ活動日数は36,332人日/年となり、政策目標を達成した。

(2)当事業については、地域の自主性に委ねることによって地方の創意工夫を活かした取組が期

待できることから、三位一体改革の趣旨等を踏まえ、18年度から廃止し、これに見合った税源を

都道府県に移譲することにより、都道府県等の裁量の下で、自主的に取組を進めることとされた。

【政策分野の総合的な評価】

食に関する知識と食を選択する力を習得し、望ましい食生活を実践することができる人間を育てる食育を

推進することが重要な課題となっていることから、国民が、自らの食生活を見直し、栄養バランスの改善等

に主体的に取り組むことができるよう、「食事バランスガイド」の普及・活用に積極的に取り組むことが重

要である。

このことから引き続き、「食事バランスガイド」の普及・活用を図っていくとともに、来年度以降につい

ては、地方や中小規模の店舗での活用を含め外食や小売店における全国的な普及活用の促進や、地域版食事

バランスガイド作成の促進などを通じ、同ガイドの認知度を全国的に高めていくことが重要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/5.pdf
担当：消費・安全局消費・安全政策課 ℡０３－３５０２－８１１１（内線３００６、３００７）



５．政策分野「国産農畜産物の競争力の強化」の政策評価結果の要旨

【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

析・改善 年度においても、生産コストの低減が

の考え方 進展することが期待される。

(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

析・改善 を達成しなかったが、17年産は好

の考え方 天候により、コストの削減が期待

される。

(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・推進等の取組により、労働生産性が向上し、目標を達成した。

析・改善 (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

の考え方 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、労働生産性が向上し、目標を達成した。

析・改善 (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

の考え方 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資材費の増加等により目標を達成しな

析・改善 かったが、放牧の取組の増加等、コスト低減に一定の効果があった。

の考え方 (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、目標を達成した。

析・改善 (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

の考え方 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る

の考え方 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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６．政策分野「環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

我が国農業生産全体のあり方を環境保全を重視したものに転換することを推進し、環境と調和のとれた持

続的な農業生産体制を構築する。

【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）

たい肥等の土づくりを基本として化学肥料等の使用量を低減するための生産方式を取り入れる農業者であ

るエコファーマーの認定件数を増やすことにより、意欲的な生産者から環境保全への意識を高め、環境保全

を重視した農業生産への転換を図る。

目標①：エコファーマー認定件数10万件（平成21年度）
目標値：65,177件（平成17年度） 実績値：98,875件 達成状況:294％ 達成ランク：Ａ

要因の分 (1)エコファーマーに対する金融・税

析・改善 制上の特例措置等の支援を行ったほ

の考え方 か、農業生産者において環境に配慮し

た生産に対する意識が高まったことか

ら、目標を達成した。

(2)19年度から新たに導入する農地・

水・環境保全向上対策における営農活

動への支援については、支援に当たっ

てエコファーマーの認定を受けること

を求めることとしており、施策の普及

・啓発にあたり、より一層エコファー

マーの認定を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）

家畜排せつ物から作られるたい肥の地域内における需給アンバランスを軽減し、家畜排せつ物の資源とし

ての有効利用を進める。

目標②：全国市町村数に占める地域環境保全型農業推進方針の策定市町村率６３％（平成22年度）
目標値：52％（平成17年度） 実績値：52.8％ 達成状況:116％ 達成ランク：－
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要因の分 (1)目標を超えたものの、市町村合併の

析・改善 影響を大きく受けているため、ランク

の考え方 付けを行わなかった。

(2)19年度から新たに導入する農地・水

・環境保全向上対策における営農活動

への支援において、①地域の環境保全

の課題、②その課題の解決に向けた農

業生産活動に伴う環境負荷低減を図る

推進方策・取組目標が明記された計画

の策定を市町村に求めることとしてお

り、この一環として、地域環境保全型

農業推進方針の策定等を推進する必要

がある。

【政策分野の総合的な評価】

今後とも、環境に配慮した農業生産活動を進めるため、農業環境規範の普及・定着や持続性の高い農業生

産方式の導入施策を引き続き行い、たい肥等による土づくりや化学肥料等の使用低減に資する農業生産方式

の普及・定着や家畜排せつ物の有効利用の推進を図り、農業生産活動に伴う環境への負荷を低減する取組が

必要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/7.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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７．政策分野「意欲と能力のある担い手の育成・確保」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造を確立する

【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）

農業従事者の減少と高齢化、規模拡大の遅れなど、現状の農業構造のままでは、国内農業生産の維持が困

難になることから、認定農業者の育成、担い手に対する農地の利用集積及び、新規就農の促進を推進するこ

とにより、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う、強靱な農業構造を確立する。

目標①：担い手の育成・確保
目標値：農業経営改善計画の認定数 実績値：24.6万経営体（速報値）達成状況：112.5％ 達成ランク：Ａ

24.4万経営体（H17年度）

要因の分 (1) 達成状況は、112.5％（速報値：達成ランク

析・改善 Ａ）となり、分野の施策全体として有効である。

の考え方 これは、①担い手の育成・確保に向けた運動

を強力に展開したこと、②各種事業において担

い手への支援の集中化・重点化の取組を徹底し

たこと、③認定農業者制度の運用改善等の徹底

が図られたことなどが主な要因と考えられる。

(2) 今後は、品目横断的経営安定対策と一体的に、

担い手の育成・確保の取組を強化するため、引

き続き、認定農業者や特定農業団体等への発展

を促すとともに、経営改善を図るための各種支

援を集中的・重点的に実施する必要がある。特

に、認定農業者に対しては、効率的かつ安定的な農業経営を目指して農業経営改善計画を着実

に達成できるよう、また、土地利用型農業においては、集落営農の組織化・法人化を加速的に

進めるため、集落リーダーの育成や集落営農の確実な法人化等による基礎的な経営条件の整備

に対する支援を実施する必要がある。

目標②：担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積の促進
目標値：担い手への農地利用集積面積 実績値：231.5万ha（推計値） 達成状況：61.9％ 達成ランク：Ｂ

233.1万ha（H17年度）

要因の分 (1) 達成状況は、61.9％（推計値：達成ランクＢ）

析・改善 と低調であり、有効性の向上を図る必要がある。

の考え方 この要因としては、①農業所得の不安定等担

い手を取り巻く経営環境の問題、②農地の転用

期待を背景とした強い資産保有意識の問題、③

集落内の担い手不足の問題等農地の出し手・受

け手双方に関わる事由が複合的に関係している

ほか、市町村合併の進展による推進体制の立ち

後れ等が影響していると考えられる。

(2) 今後、強靱な農業構造を確立するためには、

土地利用型農業を中心に、担い手への農地利用

集積を促進する必要があることから、農業委員
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○担い手への農地利用集積面積の目標と実績（単位：万ha）

会によるあっせん・調整活動、農地保有合理化事業による農地の中間保有と再配分機能の活用

など、従来の取組を引き続き行うほか、農業経営基盤強化促進法（一部改正）の施行を踏まえ、

①集落における土地利用調整等に関する合意形成、②認定農業者への要活用農地の利用集積、

③農外からの企業の新規参入などを促進するとともに、有効性に問題がある事業については見

直しを行う必要がある。

目標③：人材の育成・確保
目標値：新規就農青年数の確保者数 実績値：12.1千人／年（推計値） 達成状況：100％ 達成ランク：Ａ

12.0千人／年

要因の分 (1) 達成状況は、100％（推計値：達成ランクＡ）

析・改善 となり、分野の施策全体として有効である。

の考え方 これは、①農業への就業に関心を持つ人

が増加してきたこと、②「農林業をやって

みよう」プログラムを踏まえ、新規就農者

対策の充実と就業対策が浸透してきたこと、

③習熟度合いに応じた技術・経営研修、就

農支援資金の貸付けなど就業形態や経営の

発展段階に応じたきめ細かい対策を講じた

ことなどが主な要因と考えられる。

(2) 認定農業者等を育成・確保していくため

には、新たな担い手を確保するとともに、

女性の認定農業者や集落営農のリーダーの

育成、高齢者の経営・知識の活用等を推進

することが必要であることから、①深刻化する若年者の雇用問題や「団塊の世代」の問題等就

農支援に対する新たなニーズの出現、②若年労働人口の減少、③女性の農業経営者としての位

置づけが不明確等の問題など、多様化する就農ルートごとの課題に対応した支援等の体系的な

整備を行う必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

担い手の育成・確保については、達成状況が良好であることから、引き続き、現在の施策を実施する必要

がある一方、担い手への農地利用集積については、達成状況が良好とは言えないことから、実績が低調な事

業の見直しなど、より一層の取組が必要である。

また、人材の育成・確保については、達成状況は良好であるものの、安定的に達成されることが重要であ

ることから、引き続き、取組の促進が必要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/8_1.pdf
担当：経営局経営政策課 ℡０３－３５０１－３７４２
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８．政策分野「担い手への経営支援の条件整備」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造を確立する

【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）

担い手に対して、地域の特性に応じた新技術や当該技術に関する知識を効率的・効果的に普及指導するこ

とによって、高度な技術と高い経営能力を身につけた農業経営へ発展が図られる。

目標①：効果的・効率的な普及事業の推進
目標値：ａ.担い手の育成に係る普及指導ｾﾝﾀｰの 実績値：ａ. 95.0％ 達成状況：95.0％ 達成ランク：Ａ

目標達成割合100％
ｂ.技術の普及に係る普及指導ｾﾝﾀｰの ｂ. 95.2％
目標達成割合100％

要因の分 (1) 達成状況は、両目標ともに95％（達成ランクＡ）となり、分野の施策全体として概ね有効で

析・改善 ある。

の考え方 これは、全国の普及指導センターにおいて、①地域の特性に応じた農業技術の普及を図った

こと、②新技術の導入や地域農業のコーディネート等普及事業の重点化・高度化を推進したこ

となどが主な要因と考えられる。

(2) 今後は、地域の実態に即した革新的技術・経営方式を普及し、担い手の育成・確保を更に推

進するため、引き続き、革新的技術導入による経営発展を支援するとともに、集落営農の育成

・発展に資する支援を実施する必要がある。

また、革新的技術と地域農業のコーディネート等については、地域の実情に即してきめ細か

く普及・指導するため、普及指導員の資質向上や調査研究を支援する必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）

農協系統組織への国の指導・助言の強化によって、営農指導の強化、生産資材のコスト引き下げなど、農

協系統組織の果たすべき役割の充実が図られ、担い手を中心とした農業者の経営発展が図られる。

目標②：農業協同組合系統組織の適切な運営に対する指導・助言
達成状況：分野の施策全体としては、効果があった。

要因の分 (1) 目標は概ね達成されており、施策は有効である。

析・改善 これは、農協系統組織において、

の考え方 ａ．組合員にメリットを還元する事業運営の推進

①営農指導員の資質向上を目的とした統一的資格認証試験の導入の拡大(19県→22県)、②

消費者へ産地直送するインターネットモール「ＪＡタウン」の取組強化(出店店舗数58→70)、

③「生産資材コスト低減チャレンジプラン」(全農)において、重点取組事項(安価な資材の

提供等)を推進(11項目中8項目で取扱量が増加)、④全農に対しては、業務改善命令を発出し、

事業の検証・見直し等を内容とする改善計画を策定させ、実行するよう強力に指導

ｂ．農協合併の促進及び組織運営体制整備

①全国の総合農協数は、887から865へと進展(38ＪＡが合併に参加)、②信連の農林中金へ

の全部事業譲渡に伴う解散(3県信連)、連合会の権利義務包括承継の実施(1県信連、1経済

連)、③経営管理員会制度は31ＪＡにおいて導入(新たに7ＪＡで導入)、④農協の役員に占め

る女性の割合は着実に増加(H12:0.58%→H16:1.53%)

ｃ．信用事業の健全性の確保

早期是正措置の発動をすることなく、自己資本比率(H16:農協17.84%、信連16.10%、農林

中金12.15%)を確保

ｄ．共済事業の健全性の確保

早期是正措置の発動をすることなく、支払余力比率811.3％(推計値)を確保

等の取組を実施したことによるものである。

(2) 担い手への経営支援を着実に実施していくためには、農家組合員に支持され、選択されるよ

う改革を進めていくことが不可欠であることから、引き続き、信用・共済事業の健全性の確保

及び組織運営体制の整備を着実に実施していくとともに、業務改善命令に基づき全農が提出し

た改善計画の実施を強力に推進していく必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）

災害によって農業の再生産が阻害されることを防止し、セーフティーネットとしての農業災害補償制度の

適切な運用が図られることによって、担い手が被災した場合の経営の安定が図られる。

目標③：被災農家の経営の安定を図るための農業災害補償制度の適切な運用
達成状況：分野の施策全体としては、効果があった。

要因の分 (1) 目標は概ね達成されており、施策は概ね有効である。

析・改善 全処理件数170件(対前年比77%)のうち167件(98%)について、標準処理期間内(30日)に処理し、

の考え方 共済金を早期に支払うことができた。

これは、適切かつ迅速な損害評価の実施及び早期支払体制の確立など制度の適切な運営につ

いて、農業共済団体等が一丸となった取組を行った結果によるものと考える。

(2) 被災農家の経営安定を図るためには、災害によって農業の再生産が阻害されることを防止し、

セーフティーネットとしての適切な運用が図られることが必要であることから、今後、品目横

断的政策の導入等を踏まえ、制度が望ましい農業構造の確立に資するため有効かどうかという

点も考慮しつつ、一層適切な運用を推進する必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

効果的・効率的な普及事業の推進については、目標に達しており、施策の効果も概ね良好であることから、

引き続き推進する必要があるが、技術の定着が十分でないなどの課題もあり、普及指導員の資質向上等を図

る必要がある。

また、農協系統組織の適切な運営に対する指導・助言については、信用事業並びに共済事業については健

全性が確保されるとともに、農協合併の促進が図られているものの、低コスト農業資材の取扱量に伸び悩み

があるなど、一層の指導・助言の強化が必要である。

なお、農業災害補償制度の適切な運用については、一部において標準事務処理期間内に処理されていなか

ったものの概ね有効であるため、引き続き適切な運用に努める必要がある。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/9_1.pdf
担当：経営局経営政策課 ℡０３－３５０１－３７４２



９．政策分野「農地、農業用水等の整備・保全」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

農業生産基盤の整備・保全等の施策を、環境との調和に配慮しつつ講ずることにより、良好な営農条件を備えた農地及

び農業用水等を確保するとともに、農業の生産性の向上を促進し、望ましい農業構造の確立に資する。

【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）

農業の持続的発展を図るため、集団的農地や土地基盤整備事業の対象地等の優良農地の減少傾向に歯止めをかけるとと

もに、これら農地等における農業災害の発生を防止する。

目標①：優良農地の確保・保全
目標値 優良農地の減少傾向に歯止めをかける 実績値 達成状況 達成ランク

407万ha（H17年度） 407万ha % 100 Ａ

被害の発生するおそれのある農用地 100.5 Ａ

86万haに減少（H17年度） 85.9万haに減少 101 Ａ

要因の分 (1)優良農地の減少傾向に歯止めはかかっているもの
析・改善 の、編入基準を満たす農地の編入の遅れ、耕作放棄の

の考え方 発生防止・解消等が進まない等の傾向がみられる。ま

た、被害の発生するおそれのある農用地は、緊急的か

つ着実な防災対策の実施によって着実に減少してい

る。

(2)優良農地の減少傾向に歯止めをかけるため、県市
町村担当者会議等を通じ、農振制度の一層適切な運用

について助言するとともに、耕作放棄が増加している

市町村に対し、適切な指導・助言等を行う必要がある。

また、ハード整備・ソフト対策が一体となった防災対

策により災害に強い地域の構築を図る必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）

望ましい農業構造を確立するため、農業生産基盤の整備を通じて、生産性の高い営農を行う意欲と能力のある経営体に、

良好な営農条件を備えた農地の利用集積を進める。

目標②：基盤整備による担い手への農地利用集積の促進
目標値：20ﾎﾟｲﾝﾄ以上（各年度） 実績値：19ﾎﾟｲﾝﾄ 達成状況：95% 達成ランク： Ａ

要因の分 (1)生産基盤の整備による営農効率の向上や、
析・改善 農地流動化支援施策との一体的実施による相乗

の考え方 効果により、担い手への農地利用集積が促進さ

れ、目標を達成した。

(2)今後とも、農地利用集積の加速化を推進す
るとともに、担い手の育成・確保の契機となる

ほ場の大区画化等の基盤整備の推進が必要であ

る。
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重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）

農業用用排水施設の適切な保全管理や更新整備による有効活用等により、農地に対する安定的な用水供給機能及び排水

条件を確保する。

目標③：農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保
目標値：9,488km（H17年度） 実績値：9,158km 達成状況： 97% 達成ランク： Ａ

要因の分 (1)農業用用排水施設の適切な管理や必要な更新等を通じて既存ストックの有効活用を図ること等により、目
析・改善 標を達成した。

の考え方 (2)今後とも施設の機能を的確に把握する機能診断や施設の長寿命化に資する予防保全対策等を行うとともに、
更新適期における計画的・機動的な更新整備や適切な保全管理に取り組む必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（４）

津波・高潮、地震などの自然災害の被害を被っている干拓地をはじめとする低平地等において、海岸保全施設の整備を

進めることにより、津波・高潮等の被害にさらされている農地等を減少させる。

目標④：農地海岸の保全・海辺の再生
目標値 津波・高潮 2.74万haに減少 実績値 2.73万haに減少 達成状況 101.3 達成ランク Ａ

地 震 7,300haに減少 7,200haに減少 % 111.1 Ａ

海辺の再生 47.5kmに増加 47.6kmに増加 104.6 101.3 Ａ Ａ

（3目標値ともすべてH17年度）

要因の分 (1)農地海岸については、津波・高潮災害が想定される地域等、海岸保全施設の整備の必要性が高いところを
析・改善 着実に整備した。また、海岸管理者が景観や生態系の保全等の観点から整備が必要と判断した地域において、

の考え方 優先的に養浜等による砂浜の再生を実施した。

(2)今後は、ハード対策と併せてハザードマップ作成支援等のソフト対策を重点的に整備する必要がある。ま
た、事業実施に当たっては、環境保全や景観形成に十分に考慮する必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

平成１７年度については全ての指標の達成状況が良好であったが、評価の過程で明らかになった諸課題の解決に向け必

要な措置を講じるとともに、既存制度のより一層の適切な運用や限られた予算の重点化・効率化等を図りながら効果的な

施策の推進に努める必要がある。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/10_1.pdf
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１０．政策分野「都市との共生・対流等による農村の振興」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

都市と農村の共生・対流、農村経済の活性化、農村における地域資源の保全・活用や生産条件及び生活環境の総合的な

整備等によるむらづくりの推進等により、農村地域の振興を図る。

【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）

広く国民がゆとりのある生活を享受できるようにするため、交流人口を増加させ都市との共生・対流を進めるとともに、

「農」の営みを体験する場を都市住民に提供するため、市民農園等を増加させ、都市農業の振興を図る。

目標①：都市と農村の交流の促進、都市農業の振興
目標値 都市農村交流 実績値 達成状況 達成ランク

2,510万人泊（H17年度） 1,820万人泊（暫定値） 9％ Ｃ

市民農園の区画数 49％ Ｃ

12.7万区画（H17年度） 12.1万区画（暫定値） 89％ Ｂ

要因の分 (1)都市農村交流については、受け入れ体

析・改善 制の充実や交流拠点施設の整備等を進めて

の考え方 おり、国内観光全体での宿泊旅行が縮小傾

向にある中で農家民宿等への宿泊数が10万

人泊増となったものの、目標は達成できな

かった。

また、市民農園整備に関しては、特定農

地貸付法の改正（平成17年9月）による開

設主体の拡大等を行ったものの、目標は達

成できなかった。

(2)都市農村交流については、情報発信の強化や、交流に係る人材の育成確保等に努めるとともに、「元気な地

域づくり交付金」による交流拠点施設の整備等を推進する。なお、現在の目標値は実績値と算出方法が異なっ

ているため、より適切なものへの見直しを検討する必要がある。

また、市民農園整備については、開設対象となり得る者へのＰＲ活動等を一層充実させる。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）

中山間地域等において、農業者等の安定した所得の確保により、農業・農村の持続的な発展に資するため、農業を核と

した地域産業の振興等総合的な施策の推進による農村経済の活性化を図る。

目標②：中山間地域等における経済活性化に向けた条件整備の促進
目標値：中山間地域の一戸当たり農家総所得の 実績値：485万円（暫定値） 達成状況:100％ 達成ランク：Ａ

維持 485万円

要因の分 (1)農林業及び関連産業の振興、中山間地域等直接支払

析・改善 い等を行った結果、目標を達成した。

の考え方 (2)農業所得については、依然として全国値と大きな差

があるため、引き続き農業生産基盤等の整備に対する

支援を行うとともに、集落営農団体や認定農業者の生

産体制の強化や鳥獣被害防止対策を推進する必要があ

る。
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重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）

棚田等を含む農村特有の良好な景観の形成を促進するとともに、都市部との格差が大きい汚水処理等の生活環境の整備

と生産基盤の整備を総合的に実施すること等により、景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現を図る。

目標③：景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現
目標値 景観農業振興地域整備計画の策定数 実績値 達成状況 達成ラン

－（H17年度） － － ク －
生活排水の処理人口普及率 80.9％

46.8％（H17年度） 45.0％（暫定値） 76.9% Ｂ Ｂ
住民満足度100％（H17年度） 84.8％ 84.8% Ｂ

要因の分 (1)景観農業振興地域整備計画の策定については、H17年度は目標を設定していないが、景観計画策定の進捗と

析・改善 ともに、今後、景観農業振興地域整備計画の策定も進むものと考える。

の考え方 また、農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率については、対象地域の人口が減少傾向にあるこ

となどの理由により、進捗状況に遅れはあるものの、実質的には概ね順調に推移している。

さらに、事業実施地区における住民満足度については、概ね良好な結果が得られたが、「事業の実施や施設

の維持管理に当たって（住民が）意見を言う機会や参加する機会があった」とする回答が41％に過ぎないなど、

十分な住民参加という観点からの課題もある。

(2)景観農業振興地域整備計画の策定については、引き続き説明会等の開催による制度の周知を行うほか、策

定の動きのある市町村等にワークショップを定期的に開催するなどの支援を行う。

また、農業集落排水事業の実施に当たっては、新たなコスト縮減工法の一層の導入やＰＦＩの活用が図られ

るよう努めるなど一層の効率的な整備を推進する。

さらに、事業計画の策定にあたって、住民参加を一層促進し、地域住民の理解の向上に努める。

【政策分野の総合的な評価】

都市農村交流については、潜在的な需要を具体的な人の動きにつなげるための各種メディアを活用した情報発信の強化

等が必要である。また、国内観光全体での宿泊旅行の縮小傾向など目標設定の前提とした事情の変化等にかんがみ、目標

について所要の見直しをする必要がある。市民農園整備については、今後、開設主体の規制緩和等が市民農園の開設に結

びつくよう、開設主体となりうる者への情報提供等を充実させることが必要である。

また、「景観に優れ、豊かで住みよい農村の実現」についても、景観法等の市民への定着・浸透を促進する活動のほか、

より住民の意見やニーズを反映した生活環境整備等への一層の取組が必要である。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/11_1.pdf
担 当：農村振興局農村政策課 ℡０３－３５９１－８６５１



１１．政策分野「森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

森林の適切な整備・保全により、地球温暖化防止等森林の有する多面的機能の発揮を図る。

【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）
国土の保全や水源のかん養といった森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるとともに、森林によ

るCO２の吸収量3.9%の達成に向けて、間伐や針広混交林化等による多様で健全な森林の整備を計画的に推
進する。

目標①：重視すべき機能に応じた森林整備の計画的な推進
目標値：100％（H17年度） 実績値：104％（見込値） 達成状況：104% 達成ランク：Ａ

要因の分 (1) 間伐の推進に加え、重視すべき機能に応じて、多 ○(ｱ)水土保全機能、(ｲ)森林の多様性、

析・改善 様で健全な森林づくりを進めることが必要であり、こ (ｳ) 森林資源の循環利用の各指標の達

の考え方 れらを実施するための条件整備が課題となっている。 成率の平均

地球温暖化防止のための森林吸収源については、京
都議定書における目標達成に向け、森林整備を一層推
進することが重要である。

(2) 「間伐等推進３カ年対策」や「広葉樹林化促進対
策」などに取り組むとともに、川上と川下を一体とな
って整備し、林業の再生を図る「新生産システム」の
構築等を図り、間伐が適切に実施されずに放置されて
いる森林の解消や長伐期施業、複層林施業への誘導等
を計画的に進める。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）
国際的な技術協力などによって、途上国等における持続可能な森林経営を阻害している違法伐採など様々

な課題への取組に対して積極的に支援・貢献し、得られた成果を国内の森林整備・保全に活かす。

目標②：国際的な協調の下での森林の有する多面的機能の発揮に向けた取組の推進
目標値：100％（H17年度） 実績値：90% 達成状況：90% 達成ランク：Ａ
要因の分 (1) 違法伐採対策をはじめとした、持続可能な森林経営を推進するための取り組みを今後とも
析・改善 進めていくことが重要である。
の考え方 (2) 引き続き国際協調の下で、我が国の林業の健全な発展及び森林の整備・保全を進める必要

がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）
国土保全の観点から、山地災害のおそれがある約13万6千集落のうち、緊急性の高い集落について保全対

策を実施し、災害の未然防止を図る。

目標③：山地災害等の防止
目標値：49.6千集落（H17年度） 実績値：49.6千集落 達成状況：100% 達成ランク：Ａ

要因の分 (1) 平成17年においても台風や集中豪雨等により ○周辺の森林の山地災害防止機能等が

析・改善 依然として山地災害が発生している状況にあり 確保された集落の数

の考え方 流域特性等に応じたより効果的な治山対策を推
進していくことが重要である。

(2) 国有林と民有林を通じた総合的な流域保全
対策や治山事業と砂防事業の連携による一体的
かつ集中的な防災対策などにより、多様な防災
対策を推進し国土の保全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（４）
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森林病害虫等による被害で最も深刻な松くい虫の被害を全国的に被害率１％未満の「微害」レベルにする。

目標④：森林病害虫等の被害の防止
目標値：100％（H17年度） 実績値：67％（見込値） 達成状況：67% 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1) 全体としては、松くい虫による被害量は減少傾向にあるものの、東北地方など寒冷な地域
析・改善 等において被害が拡大していること等から、地域の実情に応じた防除対策等を図っていくこ
の考え方 とが重要である。

(2) 松くい虫被害の終息化を着実に推進するため、総合的かつ適確な防除及び現地の状況に応
じた計画的な防除対策の確立が必要である。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（５）
森林の整備・保全を社会全体で支えるという国民意識をさらに高めるために、国民が自発的に森林づくり

に参加できるよう、森林ボランティア団体を増加させる。

目標⑤：国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進
目標値：1,455団体（H17年度） 実績値：1451団体 達成状況:99.7% 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1) 森林ボランティア団体の増加に加え、企業による社会貢献活動の一環として森林づくり活
析・改善 動を進めることが重要となっている。
の考え方 (2) 今後とも、引き続き森林ボランティア活動への支援、企業の森林づくり活動への参加等を

推進していくことが重要である。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（６）

森林の有する多面的機能の維持増進を図るためには、森林所有者、林業就業者が山村地域で生活するこ
とが重要であることから、山村における就業機会の増大、生活環境の整備、都市と山村との共生・対流に
向けた交流基盤の整備などを図る。

目標⑥：山村地域の活性化
山村地域の定住並びに都市と山村の共生・対流について、新規定住者、交流人口等の維持・向上を基本

にしつつ全国的な視点から総合的に有効性の判断をする。

指標(1) 新規定住者、交流人口、地域産物等販売額についての指標のうちいずれかを満たす市町村の割合の前年比 53%

指標(2) 森林資源を積極的に利用している流域の数 17流域（見込値）

指標(3) 山村地域の住民を対象に、用排水施設などの生活環境の整備を行った時の受益者数 36万人（見込値）

達成状況： 指標(1)の割合は、53％にとどまっているものの、指標(2)、指標(3)が進展していることから
総合的には一定の有効性は認められると考える。

要因の分 (1) 山村地域での新規定住者数、地域物産等の販売額は低位であることから、新たな産業の創

析・改善 出や都市と山村の共生・対流を促進することによって、定住者を確保し山村地域の活性化を
の考え方 図ることが必要である。

(2) 引き続き居住環境の整備や都市との交流基盤施設、地域の活動基盤施設等の整備を推進す
るとともに、新たビジネス（森業・山業）の創出により、山村地域住民の所得向上を図るこ
とや意欲的で先導的な取組を支援するなどの改善を図っていく。

【政策分野の総合的な評価】

・ 森林の適切な整備・保全により、地球温暖化防止等の森林の有する多面的機能の発揮を図るためには、
森林の整備の推進、森林の保全の確保等が重要である。

・ このような中、地球温暖化防止のための森林吸収源については、現状程度の水準で森林整備量が推移し
た場合、確保できる吸収量は目標を大幅に下回ると見込まれているため、森林整備を一層推進することが
重要である。

・ また、山地災害等の防止についても、効果的な治山対策を推進していくことが重要であるとともに、効
率的な松くい虫防除対策の実施、山村地域の活性化のための居住環境の整備等が重要である。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/12_1.pdf

担当：林野庁林政部企画課 ℡（代表）０３－３５０２－８１１１（内線６０９６、６０９７）
（直通）０３－３５９３－６１１５



１２．政策分野「林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進」

の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

林業・木材産業の健全な発展と木材利用の推進による林産物の供給及び利用の確保を図る。

【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）

厳しい林業情勢の中でも効率的・安定的に林業を営むことができる林業経営体・事業体を将来（平成22

年度）の素材生産量及び造林・保育面積の相当部分を担うことができる数に育成・確保する。

目標①：望ましい林業構造の確立
目標値：2,600（H17年度） 実績値：2,500（推定値） 達成状況：50% 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1) 望ましい林業構造の確立を図るために ○効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体

析・改善 は、「効率的かつ安定的な林業経営」を

の考え方 担い得る林業経営体・林業事業体の育成

・確保に向け、林業の採算性の改善、事 ・

業量の確保等の取組を推進する必要があ 事

る。 業

(2) 今後、「効率的かつ安定的な林業経営」体

を担い得る者、経営規模の拡大を目指す 数

者等を対象として、林業生産活動に必要

な経費の削減と事業量の確保、需用者ニ

ーズに対応した素材の供給といった取組

を推進していく必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）
消費者ニーズに応える製品を安定的に供給するため、木材産業の構造改革を進めるとともに、木材を使

うことの意義（森林による二酸化炭素の吸収・貯蔵の促進による地球温暖化防止への貢献等）について広
く国民の理解を得ることなどにより、地域材の利用を拡大する。

目標②：木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進

目標値：20,831千m3 （H17年） 実績値：18,238千m3（見込値） 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1) 地域材の供給・利用量は、大型製材工 ○地域材の供給・利用量

析・改善 場の供給能力拡大、合板分野での利用拡

の考え方 大、国産材製品利用に対する企業や消費

者の認識の拡大等から、平成15年以来３

カ年連続での増加が見込まれているもの

の、木材供給については、低コスト化、

製品の品質向上、ロットの拡大等木材産

業の構造改革、木材利用については、地

球温暖化防止対策としての森林吸収源対

策についての普及啓発を一層推進する等

の取組が必要である。

(2) 地域材の供給・利用量の拡大を推進す

るために、木材供給については、品質・

性能の確かな木材製品を低コストで大量

・安定的に供給する体制の構築等により
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、木材産業の構造改革を一層推進すると

ともに、木材利用については、地域材利

用の意義等についての国民への普及啓発

等により、地域材の一層の実需拡大に取

り組むこととする。

【政策分野の総合的な評価】

・ 林業・木材産業の健全な発展と木材利用の推進による林産物の供給及び利用の確保を図るためには、効

率的かつ安定的に林業を営む林業経営体及び事業体が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立すること

と、消費者のニーズに即した林産物が供給されるとともに、その消費が増進されることが不可欠である。

・ このような中、望ましい林業構造の確立については、林業経営体・林業事業体をさらに育成・確保して

いく必要がある。

・ また、地域材の供給・利用量については、更なる地域材の供給・利用の拡大を図ることが必要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/13_1.pdf
担当：林野庁林政部企画課 ℡（代表）０３－３５０２－８１１１（内線６０９６、６０９７）

（直通）０３－３５９３－６１１５



１３．政策分野「水産物の安定供給の確保」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

国民に対し、新鮮で良質な水産物を安定的に供給するため、限りある水産資源の適切な管理と持続的な利

用を確保する。

【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）

水産基本計画に定められた自給率達成のため、消費者にとって関心の高い魚種のふ化・放流を国、地方及

び漁業者の役割分担を明確にしつつ、積極的に行うとともに、計画的で環境と調和した養殖業を推進し、平

成１８年度には、関係漁業生産量２，０１６千トンを確保する。

目標①：主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の確保
目標値:1,994千トン(平成17年度) 実績値：1,935千トン（速報値） 達成状況:34％ 達成ランク：－

要因の分 (1) 本年度については、貝類養殖及び海面漁業のホタテガイ等において、台風などの自然災害に

析・改善 よる影響が大きく、達成状況は低い水準となったものの、これら以外の対象魚種では生産量を

の考え方 維持。なお、台風などの外的要因が働いたため、ランク付けは行っていない。

(2)今後とも、環境との調和に配慮しつつ、水産動植物の養殖及び放流を推進するとともに、養

殖漁場の改善の促進、水質の保全や水産動植物の繁殖地の保護・整備により、養殖漁場環境や

稚魚期の漁場生息環境・産卵場の回復を図っていくことが必要である。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）

資源回復計画の確実な実施を図るため、漁業者を始めとする関係者が行うべき具体的な実施計画が確実に

実施されているかを検証する。

目標②：資源回復計画の着実な実施（漁獲努力量削減実施計画の早期策定）
目標値：100％ 実績値：67％ 達成状況：67％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1) 都道府県が策定する資源回復計画において、関係漁業者の数が多く取りまとめに時間を要し

析・改善 たこと等から、資源回復計画の公表から漁獲努力量削減実施計画の策定に至るまで半年以上要

の考え方 したものが見られた。

(2) 今後、漁獲努力量削減実施計画の策定が速やかに行われるよう関係漁業者による漁業者協議

主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の目標値と３ヶ年平均漁業生産量
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会を数多く開催し、漁業者間における早期の合意形成の促進に努める。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）

公海の水産資源・まぐろ類等の回遊性の高い水産資源等については、関係国が協力してその管理を行って

いることから、水産資源の持続的利用を図るため、地域漁業管理機関による資源管理措置の推進を図るとと

もに、関係国との漁業協定を通じ我が国漁業の漁場の維持及び開発を図る。

目標③：国際機関による管理対象魚種及び漁業協定数の維持・増大
目標値：70魚種、47協定 実績値：75魚種、49協定 達成状況：－ 達成ランク：Ａ

要因の分 (1) 資源管理対象魚種については、地域漁業管理機関等における資源管理への取組への協力およ

析・改善 び関係国との協議を積極的に推進した結果、新たに５魚種追加され、また、漁業協定数につい

の考え方 ては、中西部太平洋まぐろ類委員会への加盟等により２協定増加し、目標を達成。

(2) 今後とも地域漁業管理機関等における資源管理の取組において強いリーダーシップを発揮す

るとともに、引き続き我が国漁業者の操業機会及び他国水域への入漁機会の確保を図るため、

関係国との協議等を積極的に展開していく必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

・計画的生産については、都道府県等における「つくり育てる漁業」の推進等に関する支援措置を地域の自

主性に委ねることとして税源移譲したことを踏まえ、国として、海域レベルでの種苗放流体制の構築等の

各都道府県間の連携強化の取組に着手したところであり、このような取組については、今後より一層の充

実を図る必要がある。

・水産資源の管理については、漁業者自身による漁獲努力量削減実施計画への取組が進んできているが、多

魚種に対する包括的な資源回復計画の作成も推進する必要がある。

・国際的な資源管理の枠組み構築については、我が国及び関係国の努力により構築された管理体制の下、よ

り一層の資源管理の推進を図ることが重要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/14_1.pdf
担当：水産庁漁政課 ℡０３－３５０２－８１１１ （内線７０５７）



１４．政策分野「水産業の健全な発展」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

国民に対する水産物の安定供給の観点から、水産業全体を食料供給産業としてとらえ、その健全な発展を

総合的に図っていく。

【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）

厳しい漁業経営を反映し、就業者が減少傾向を示している現状に歯止めをかける観点から、担い手対策の

重点的な課題として、新規就業者の確保を図る。

目標①：新規就業者数の確保
目標値：1,500人 実績値：1,256人 達成状況：84％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1)体験乗船や漁業就業・スキルアップのた

析・改善 めの講習会、漁業者の育成を図るための支援

の考え方 等を実施した結果、概ね目標を達成。

(2)平成18年度からは、これまでの対策に加

え、都市部の若者を主な対象とした漁業現場

での６か月間の長期研修を実施。また、学生

やサラリーマン等が漁業を就職・転職先に選

択し、円滑に就業できる仕組みを構築してい

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（２）

国民の需要に即した事業活動が行われ、将来にわたって収益が安定し、継続的に漁業活動を行い得る漁業

経営体の育成を図る必要があることから、平成１８年度までに、漁業経営改善制度による漁業経営改善計画

の認定者数３７５経営体を目指す。

目標②：漁業経営改善計画の認定者数の確保
目標値：累計298経営体(平成17年 実績値：累計218経営体 達成状況：73％ 達成ランク：Ｂ

度)

要因の分 (1)概ね目標を達成しているものの、資源

析・改善 悪化や魚価安に歯止めがかからない上

の考え方 に、燃油価格の高騰が漁業経営を更に圧

迫しており、付加生産額を向上させると

いう本計画を立てることができないた

め、認定の伸びが漸増に留まっている。

(2)「効率的かつ安定的な漁業経営」の育

成が重要であり、改善計画の着実な実行

を強力にサポ－トする中小漁業経営支援

事業を多数の漁業者団体等で展開する。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）

漁業経営改善計画の認定者数の推移
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目標値 実績値

漁業者は、再生産が可能となる魚価を望み、消費者は、新鮮でかつ安価な魚を望んでおり、この相反する

課題に対応するため、中間コストを削減するなどにより、産地と消費地の価格差の縮減を図る。

目標③：消費地と産地の価格差の縮減
目標値： 4.00倍以内 実績値：4.38倍 達成状況：－ 達成ランク：Ｃ

要因の分 (1)産地市場の規模が小さく、取扱商品が

析・改善 質・量ともに不安定であり、需要者の要求

の考え方 に応えられないことが流通マージンを縮減

できない構造的要因となっており、目標が

達成できていない。

(2)産地市場の統合を計画的に推進する必

要があり、関係者の合意形成のための取組

への支援を重点的に実施する必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（４）

条件不利地に立地する漁村の生活環境の改善を図るため、平成１８年度までに汚水処理人口普及率を小都

市並の４０％とするとともに、高潮等の自然災害からの防災機能を高めるため、平成１９年度までに安全性

が確保されていない漁村の面積を５千haに削減することにより、漁業の生産基盤でもある漁村の振興を図る。

目標④：汚水処理人口普及率
目標値：37％ 実績値：37％（推計値） 達成状況:100％ 達成ランク：Ａ

要因の分 (1)目標を達成したが、都道府県別の汚水処理人口普及率で見た場合には格差が存在。

析・改善 (2)普及率の低い都道府県については、関係地方公共団体と連携の下、普及啓発を行うとともに、

の考え方 全体として、目標達成に向けて引き続き事業の推進を図っていく必要がある。

目標⑤：津波・高潮等による災害から一定水準以上の安全性が確保されていない漁村の面積の

削減
目標値：5.4千haに削減 実績値：5.405千ha 達成状況：99％ 達成ランク：Ａ

要因の分 (1)津波・高潮等の災害のおそれが多い堤防等の海岸保全施設の整備を優先的に実施した結果、

析・改善 目標を達成。

の考え方 (2)引き続き、緊急性の高い地域から優先的に整備を実施。

【政策分野の総合的な評価】

・担い手確保については、新たな研修事業を立ち上げたところであり、今後事業の効率的な実施や漁村の意

識改革等により、目標の達成に向けて努力する必要がある。

・漁業経営の育成については、平成17年度から新たな事業を立ち上げたところであり、今後効率的な実施を

図ることによって、効果が発揮されるよう努める必要がある。

・国際競争力を有する経営体育成の問題については、水産基本計画の見直しの結果を踏まえて対応する必要

がある。

・適正な魚価の確保については、水産物流通を担う産地市場の構造改革を適切に進めることが重要である。

・漁村の生活環境等の確保については、順調に目標を達成しており、引き続き事業の推進を図る。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/15_1.pdf
担当：水産庁漁政課 ℡０３－３５０２－８１１１（内線７０５７）
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１５．政策分野「食料・農業・農村に関する国際協力の推進」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

食料・農業・農村に関する国際協力の推進を通じて、世界の食料需給の安定に貢献する。

【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）

飢餓・貧困の削減や地球環境保全及び国際農業交渉等の円滑化等に貢献することを目的として、食料・農

業・農村に関する国際協力を推進する。

目標①：飢餓・貧困の削減への貢献
目標値：１００％（各年度） 実績値：８０％ 達成状況：８０％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1)結果は概ね良好であり、事業成果が飢餓・貧困の削減へ貢献すると評価された。

析・改善 (2)ＯＤＡ（政府開発援助）をより効果的・効率的に活用するために、我が国の得意分野を対象

の考え方 とした技術支援といった視点も重ねつつ、重点的に取り組むべき課題を検討していく必要が

ある。さらに、ＪＩＣＡ（（独）国際協力機構）やＪＢＩＣ（国際協力銀行）との連携を強

化することにより事業成果の有効活用を推進する必要がある。

目標②：地球環境保全への貢献
目標値： １００％（各年度） 実績値：８０％ 達成状況：８０％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1)結果は概ね良好であり、事業成果が地球環境の保全へ貢献すると評価された。

析・改善 (2)地球規模の環境問題については、我が国へも影響を及ぼすこと等から重要な課題となってお

の考え方 り、今後も重点的に取り組む必要がある。さらに、同様の問題を抱える他の地域にも普及・

展開されるよう相手国政府等に積極的に呼びかけるとともに助言等を行う必要がある。

目標③：我が国の農業政策への理解の促進
目標値： １００％（各年度） 実績値：７８％ 達成状況：７８％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1)結果は概ね良好であり、事業成果が我が国の農業政策への理解が深まったと評価された。

析・改善 (2)近年、ＷＴＯ、ＥＰＡ交渉等の国際交渉において、我が国の立場を反映した合意形成を目指

の考え方 す中でＯＤＡを戦略的に活用することが重要であり、これに資する事業への重点化を図る。

目標④：突発的・大規模な問題への適切な対応
目標値： １００％（各年度） 実績値：８３％ 達成状況：８３％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1)結果は概ね良好であり、事業成果が突破的・大規模な問題への適切な対応に貢献すると評価

析・改善 された。

の考え方 (2)自然災害等の突発的・大規模な問題は、発生した開発途上国のみならず、我が国を含めた食

料安全保障等にも甚大な影響を及ぼす恐れがあるため、今後も積極的に取り組む必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

事業効果をより大きくする観点から、我が国が比較優位性を有する分野や食料安全保障と環境問題・水問

題の同時解決を目指す分野等への取組を一層強めていくことが必要である。

また、近年、ＷＴＯ、ＥＰＡ交渉等の国際交渉において、開発途上国が重要なプレーヤーとなってきてい

ることから、我が国の立場を反映した合意形成を目指す中で、国際交渉全体の牽引・加速に資する協力とし

て協力ニーズの高い分野への対応強化等に重点化を図る等ＯＤＡを戦略的に活用することも必要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/16.pdf
担当：大臣官房国際部国際協力課 ℡０３－３５０１－８０８３

１６．政策分野「農林水産物・食品の輸出の促進」の政策評価結果の要旨

【政策分野全体の目指す姿】

農林水産業・食品産業の活性化に資するため、民間の取組に対し総合的な支援策を実施し、国産農林水産物

・食品の輸出を促進する。

【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）

目標①：
目標値：平成21年 6,000億円 実績値：平成17年 3,310億円 達成状況： ％ 達成ランク：

要因の分 (1) 平成１７年の農林水産物等の輸出実績は、前年比＋１２.１％増加。

析・改善 品目別では、水産物が＋１９.９％と大幅に増加した。その他、台湾向け輸出が好調なりん

の考え方 ご、香港向け輸出が好調ななし等も、前年より輸出が大きく伸びている。

国別では、農林水産物全体で、香港が最も多くなるなど、アジア向け輸出が好調である。

アジア諸国の経済成長や世界各地の日本食ブームを受け、輸出志向の産地･企業が増加し

ていることが背景となっており、また、展示・商談会の開催や海外常設店舗の設置、輸出先

国の貿易制度や市場動向等の海外貿易情報の調査等の取組みも輸出増加の一因となっている

と考えられる。

(2) 輸出志向のある生産者の多くは、その活動が零細であり、加えて輸出の経験･知識が乏しい

ことから、単独で販路の創出や拡大、貿易情報の収集を行うことは極めて困難である。

一方、一部の品目については、輸出への取組が試行段階から本格的なビジネスへと移行し

つつあり、こうした取組を後押しする環境の整備も求められている。

このため、今後も国が輸出志向のある生産者等に対する海外の貿易情報の提供、販路創出

･拡大のための輸出機会の提供等輸出環境の整備、日本産農林水産物等の海外でのＰＲ活動

等の推進により、輸出実績の増加傾向を継続させる必要がある。

また、輸出先の検疫制度などの輸出阻害要因の是正については、今後も各国に対する働き

かけを継続する必要がある。その他の阻害要因についても、相手国の制度等に関する情報収

集、輸出事業者等の相談への迅速な対応等により、輸出を促進する環境整備に努めていく必

要がある。

【政策分野の総合的な評価】

平成１７年は、政策目標である輸出拡大目標の設定期間の初年であった。輸出額の伸び率が１２.１％と

達成状況は概ね良好であったものの、水産物輸出の伸長に支えられたことが大きい。今後、農林水産物も含

め輸出実績を安定的に拡大させていくためには、アジアのみならず欧米にも目を向ける生産者等の増加を踏

まえつつ、国別・地域別の特徴に沿った情報や販路拡大の機会の提供等を通じ、輸出促進のための環境整備

を継続していく必要がある。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/17.pdf
担当：大臣官房国際部貿易関税課 ℡０３－３５０２－３４０８




