
農林水産省政策評価結果の概要
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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。

国民に対する行政の説明
責任の徹底

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）八木 宏典 東京農業大学国際食料情報学部教授
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 拓殖大学名誉教授
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
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（１） 農林水産省政策評価の経緯

国民合意の下、情勢の変化に対応した透明性の高い効率的な政策を実施していくためには、客観的な基準
の下に政策を評価し、その結果を政策の企画立案に反映させることが重要です。この考えに立ち、平成１３年１
月の中央省庁等の再編に伴い政策評価制度が全省庁に導入されました。
農林水産省では、食料・農業・農村基本法において、食料・農業・農村に関する情勢の変化及び施策の効果

に関する評価を踏まえ、おおむね５年ごとに、食料・農業・農村基本計画を変更するものと規定されていることか
ら、他省庁に先駆けて、同基本計画の計画期間初年度に当たる１２年度から政策評価を実施しています。
国民の期待に応える「守り」から「攻め」の農政への転換を目指し、まさに食料・農業・農村基本計画の見直し

に取り組んでいる今、農林水産政策の改革を強力かつスピード感をもって推進し、国民本位の効率的で質の高
い行政を実現していくためには、政策評価の推進が不可欠です。

（２） 政策評価の手法

農林水産省政策評価においては、政府の基本方針に即して、実績評価、総合評価、事業評価を行うこととし
ており、今回の評価結果は、政策分野ごとに目標を定め、その達成度により評価を行う実績評価の方式に基づ
く評価結果を取りまとめたものです。
また、実績評価を補完するものとして、予算の改善等に直結する重層的で踏み込んだ評価が可能となるよう、

個々の主要な政策手段の成果に着目した政策手段別評価を実施しました。

- 2 -



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１８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

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、その必要性等について評価・点検する
もの。

麦作経営安定資金助成金

【主要食糧の需給の安定の確保】
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

小麦の需要と生産のミスマッチ率を基準
値（11.6%）より低減

・
・
・
・
・
・

・
・
・

農
林
水
産
省
の
使
命

(政策手段の例）

（政策分野の例）
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３ １８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５５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。

【１８年度政策の実績評価の評価結果】

Ａ ・・・・３５目標 （６３％）
Ｂ ・・・・１７目標 （３１％）
Ｃ ・・・・ １目標 （ ２％）
その他 ・・・２目標 （ ４％）

合計・・・・５５目標（１００％）

ランク 評 価 達成度合

A 概ね有効 ９０％以上

Ｂ 有効性の向上が必要である ５０％以上９０％未満

Ｃ 有効性に問題がある ５０％未満

その他：集計中又は台風など外的要因の影響が大きいため達成ランク付けを行わないないもの

（参考）１７年度評価結果の反映状況

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

予算事業への反映状況
１７年度政策の評価結果

合計 ・・ ５０目標（１００％）

1７年度の予算事業数：５９７事業

このうち平成１８年度又は１９年度において
何らかの改善を行ったもの ２８３事業（４７％）
うち廃止又は一部を廃止したもの１０２事業（１７％）

- 4 -



平成1８年度政策分野一覧

予算事業等（政策手段別評価を実施）政策分野（実績評価を実施）

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

麦作経営安定資金助成金
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➊食品製造業の経営基盤の強化 （概ね有効）

➋食品流通の効率化 （有効性の向上が必要である）

➊備蓄運営等消費者への米の安定的供給 （概ね有効）

➋需要に応じた売れる米づくり （概ね有効）

③民間流通を通じた需要に応じた良品質麦生産の推進 Ｃ

➊食品の安全性の確保 （概ね有効）

➋家畜伝染病等の対策 （概ね有効）

➌植物防疫対策 （概ね有効）

➍遺伝子組換え農作物の環境リスク管理 （概ね有効）

⑤消費者の信頼の確保 集計中

①米生産コストの低減 Ａ

②大豆生産コストの低減 Ａ

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（ばれいしょを除く）の加工向け野菜の出荷数量 Ａ

⑧植物新品種の品種登録に係る平均審査期間 Ａ

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 Ａ

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 （有効性の向上が必要である）

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 （概ね有効）

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

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

平成18年度施策の実績評価結果一覧

　　　平成18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）

政策分野
（１６分野）

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。

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。 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

① 「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 B

環境と調和のとれた持続的な農
業生産体制への転換

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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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 Ｂ

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意欲に溢れ、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 Ａ

➏山村地域の活性化 （有効性の向上が必要である）

➊望ましい林業構造の確立 （有効性の向上が必要である）

②木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進 Ａ

①主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の確保
―

（台風など外的要因の影響が大きいた
め、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新規漁業就業者数の確保 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 Ａ

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・食品の輸出額を平成25年までに1兆円規模とする （概ね有効）

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。

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。

食料・農業・農村に関する国際
協力の推進

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

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
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平成１８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

ページ

９

１０

１２

１４

１５

１７

１８

２０

２１

２３

２４

２６

２７

２８

３０

３１

平成１８年度手段別評価結果の要旨

1 麦作経営安定資金助成金 ３２
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18年度
目標値

実績値
達成
状況

目標①
概ね
有効

目標②

有効性
の向上
が必要
である

第３の１の（５）食品産業の競争力の強化に向けた取組食料・農業・農村基本計画

第166回国会内閣総理大臣施政方針
演説

記載事項（抜粋）

その地域にある技術、農林水産品や観光資源などを有効活用し、新たな商
品やサービスを生み出す中小企業の頑張りを応援します。

施政方針演説等 年月日

平成19年1月26日

　食品製造業の経営基盤の強化については、食品産業が中核となって農林水産業と関
連産業を含めた連携構築を図る食料産業クラスターを核とした製品開発、販路開拓等
を推進しているが、引き続き国産農水産物を活用した製品開発等を支援するととも
に、開発製品の全国的な販路拡大等地域の食料産業クラスターに共通する課題に取り
組むことが重要である。
　食品流通の効率化については、電子タグを活用した物流の効率化、卸売市場におけ
る商物分離直接物流の仕組みの開発、卸売市場施設整備等を推進しているが、更なる
食品流通の効率化に向け、物流作業の効率化や効率的な卸売市場流通の実現等に沿っ
た事業を効果的・効率的に展開していくことが必要である。

【評価結果の概要】

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

注1「食料産業クラスター」：クラスターとは、もともとは「ぶどうの房」の意味で、群や集団を意
味するもの。食品産業が中核となって農林水産業と関連産業を含めた連携ネットワークを構築する
こと。
注2「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が使える情報技術
のこと。この技術を活用し、身の回りの様々な物に電子タグを埋め込み、その情報を読み取りこと
により、必要な情報を入手することが可能となる。

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

平成17年3月25日

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
食品産業の競争力の強化

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：総合食料局食料企画課

Ⅰ－①
（実績評価書①－１頁）

施策名

食品流通の効率化

卸売市場の整備や、ユビ
キタス・コンピューティ
ング技術、電子商取引の
活用など先進モデルの提
示等を通じた食品流通の
効率化

達成目標

食品製造業の経営基盤の
強化

食料産業クラスターの取
組による食品製造企業の
活性化

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　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。
　このため、個々の食品企業の自由な経済活動を基本としつつ、食料の安定供給を確
保する観点から、食品産業の経営基盤の強化や流通の効率化等に資する取組について
一定の支援を行い、食料産業クラスター(注1)の取組による食品製造企業の活性化並び
に卸売市場の整備やユビキタス・コンピューティング技術(注2)、電子商取引の活用な
ど先進モデルの提示等を通じた食品流通の効率化を図る。
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１８年
度

目標値
実績値

達成状
況

目標①
概ね有
効

目標②
概ね有
効

達成目標

備蓄運営等消費者への
米の安定供給

不作時（作況98以下）におい
ては消費者への主食用等供給
量（平成18／19年の需要量844
万トン）の確保
平常時・豊作時（作況99以
上）においては市場のニーズ
に応じた買入、売渡を通じ、
回転備蓄を基本とした適切な
備蓄の運営（適正備蓄水準：
100万トン程度）

需要に応じた売れる米
づくり

（実績評価書②－１頁）

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　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
安定に資するため、米については、消費者への安定的供給の確保を図るとともに、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し、また、
国内産麦については、需要に応じた良品質麦の生産を推進するため、各種取組を実施
する。
①　備蓄運営等消費者への米の安定供給
　不作等により供給が不足するような事態において消費者への安定的供給の確保が図
られるよう、政府は食糧法に基づく「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」
で策定する主食用等の需給見通しを踏まえた備蓄運営の基本方針に即して、市場の
ニーズに応じた銘柄の買入れ・売渡しを通じ、回転備蓄を基本とした適切な備蓄運営
を図る。
②　需要に応じた売れる米づくり
　生産数量目標等の配分について、一律的配分から販売戦略的な要素を重視した配分
手法への転換や、農業者に対する情報提供体制の確立等を目指す。
③　民間流通を通じた需要に応じた良品質麦生産の推進
　民間流通制度の下、生産者と実需者の連携・協力を通じ、需要に応じた良品質麦の
生産・流通を計画的に推進するため、小麦について現状値よりミスマッチ率を低減す
る。

　備蓄運営等消費者への米の安定供給については、引き続き備蓄運営を円滑に実施す
るとともに、不作時にも必要な供給量を確保するため、適切な需給見通しを策定して
いく必要がある。
　需要に応じた売れる米づくりについては、地域における取組や意識改革が少しずつ
進んできているため、取組内容の充実に向け、さらに助言・指導やフォローアップを
行う必要がある。
  民間流通を通じた需要に応じた良品質麦生産の推進については、民間流通の取引
ルールの検証・見直しを行うなど、需要者ニーズに応じた良品質麦が生産され、円滑
な流通が確保されるよう努めていく必要がある。

【評価結果の概要】

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

施策名

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の進
展や意識改革の推進
ａ　都道府県、地域段階における
生産数量目標等の配分要素
 ・都道府県、地域段階における
生産数量目標等の配分について、
一律的配分から販売戦略要素を用
いた設定の割合が前年より増加す
ること
ｂ 情報提供の体制
 ・ＪＡ等による地域レベルでの
情報提供の実施率が、前年より高
くなるとともに、その伝達頻度も
増加すること
ｃ 需要に応じた米づくりの取組
状況
 ・地域水田農業ビジョン注にお
いて、需要に応じた米づくりの取
組が前年より増加すること
ｄ 流通の多様化
 ・生産者からの出荷先が前年に
比べて多様化すること
ｅ 豊作時における、過剰米の適
切な区分出荷
 ・無利子短期融資の仕組みを活
用して、出来秋時に過剰米が適切
に区分出荷されること

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け主要食糧の需給の安定の確保

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：総合食料局計画課、食糧貿易課

Ⅰ－②
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目標③
基準値
より低
減

17.6％ （Ｃ）

食料・農業・農村基本計画

記載事項（抜粋）

第３の１の（６） 食料の安定輸入の確保と不測時における食料安全保
障
第３の２の（５）のア 多様な経営発展の取組の推進

施政方針演説等 年月日

平成17年3月25日

民間流通を通じた需要
に応じた良品質麦生産
の推進

小麦の需要と生産のミスマッ
チ率を基準値より低減する。
（基準：直近３ヶ年（15年度
実績値（16年産）～17年度実
績値（18年産））の平均11．
6％）

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）
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１８年度
目標値

実績値
達成状
況

目標①
概ね有
効

目標②
概ね有
効

目標③
概ね有
効

目標④
概ね有
効

目標⑤
<20年度
目標値>
20%

（現在集計
中）７月下旬
公表予定

　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。

家畜伝染病等の対
策

　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。
 　目標年次：各年
 　基準：各年

食品の安全性の確
保

（実績評価書③－１頁）

施策名

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　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を目ざし、次の
施策を推進する。
①　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。
②　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。
③　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。
④　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。
⑤　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。
【評価結果の概要】

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

　食品の安全確保、家畜や農産物等の防疫及び遺伝子組換え農産物による生物多様性へ
の影響の防止のための施策については、各々下記のとおり適切なリスク管理が実施されて
おり、政策手段は有効であると考えられる。これらの施策は、目標が達成された状態を維持
することが極めて重要であるので、今後とも科学に基づいたリスク分析の考え方に従い、地
道な取組を継続して行うことが必要である。
　食品表示の適正化の推進のための施策に関しても適正表示率改善がみられ、政策手段
は有効であると考えられる。消費者が正確な情報に基づいて食品の選択ができることを可能
とし、食品に対する信頼を持てるようにするためには、わかりやすい表示制度の実現ととも
に、表示制度に係る関係食品関連事業者に対する継続した指導が不可欠であり、本施策に
ついては、引き続き推進することが必要である。

達成目標

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
食の安全及び消費者の信頼の確保

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：消費・安全局消費・安全政策課

Ⅱ－③

　我が国未発生又は一部に存在する病害
虫の侵入防止。
  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事例の
件数を0件とする。
　　　目標年次：各年
　　　基準：本年度の目標値と同じ（各年）

遺伝子組換え農作
物の環境リスク管理

消費者の信頼の確
保

　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があると
認められる場合に、カルタヘナ法（（注）参
照）に基づく緊急措置を発動しない状態を
維持する。
　　　目標年次：各年
　　　基準：各年
（注）カルタヘナ法：カルタヘナ議定書を遵
守するために制定された国内法（６省共管
で、国際的に協力して生物の多様性を確
保。
　具体的には、遺伝子組換え農作物等の
使用等　の規制により野生動植物の種の多
様性への影響を防止。）

　食品表示の遵守状況の確実な改善：10
年後に適正表示率を85％にするために５
年（平成20年度）で不適正表示率（現状値
平成15年度：25.3％）を２割削減する。
 　　　　目標年次：平成20年度
 　　　（基準：平成15年度25.3%
            → 目標：平成20年度20.0%）

植物防疫対策

- 12 -



食料・農業・農村基本計画

記載事項（抜粋）

第３の１の（１）食の安全及び消費者の信頼の確保

施政方針演説等 年月日

平成17年3月25日関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）
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１８年度
目標値

実績値 達成状況

目標① 15%
7.8%（対前年比3.3ポイ
ント向上）

52%（B)

　「食事バランスガイド」は、多くの国民が自ら食生活を見直し、健康づくりや栄養バランス
の改善に主体的に取り組むことができるようにするためのツールとして作成したものであり、
この普及・活用を更に進めていくことが、バランスのとれた食生活の実現につながるものであ
る。また、このような取組が、結果として食料自給率の向上にも寄与するものである。
　「食事バランスガイド」の認知度は高まりつつあるので、今後は、その実践を促進する取組
を強化することが必要である。このため、若者や子育て世代などをターゲットとした普及啓
発、小売や外食、中食の場における全国的な普及啓発、実践のメリットに関する科学的検証及
びわかりやすい情報提供、携帯電話などで摂取した食事内容を記録し、「食事バランスガイ
ド」に基づく評価や改善方法などを表示するシステム開発、農業体験と一体となった普及啓発
などの取組を強化する必要がある。
　また、「食事バランスガイド」を通じて、自ら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結果として食料自給率の向上に寄与するとしているにもかかわらず、依然
として、食料消費面で食料自給率の向上に対する寄与の兆しが見られない状況である。このた
め、食料自給率の向上に資する観点から、取組を見直す必要がある。
　なお、19年度予算の食の安全・安心確保交付金において、地域の教育ファームの取組への支
援が新たに措置されたこと等から、昨年３月に決定された「食育推進基本計画」において目標
の一つとされている、様々な主体による教育ファームの取組がなされている市町村の割合の増
加（22年度60％以上）を本政策分野の目標に、アウトカムの観点からの有効性を検討の上、追
加する必要がある。

「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

「食事バランスガイド」を
参考に食生活を送っている
人の割合の向上（平成22年
度：30％）

食料・農業・農村基本計画

記載事項（抜粋）

　第３の１（２）望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

施政方針演説等

食育推進基本計画 平成18年3月31日 　第２の２　食育の推進の目標に関する事項

年月日

平成17年3月25日

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　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、このような取組が、結果として食料自給率の向上に寄与することから、重点的に取り
組む。

【評価結果の概要】

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

達成目標

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：消費・安全局消費・安全政策課

Ⅱ－④
（実績評価書④-1頁）

施策名
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18年度目
標値

実績値
達成状
況

16.3千円
/60kg

集計中

16.7千円
/60kg(17)

16.7千円/60kg (A)

21.8千円
/60kg

集計中

22.3千円
/60kg(17)

21.9千円/60kg (A)

目標③
2,005円
/100kg

1,951円/100kg (A)

目標④
11,155円
/100kg

10,708円/100kg (A)

目標⑤
43.8円
/TDNkg

45.5円/TDNkg (B)

米60kg当たり生産コスト
を25％低減
（平成27年度：13.0千円
/60kg）

目標② 大豆の生産コスト

大豆60kg当たり生産コス
トを3割程度低減
（平成27年度：17.2千円
/60kg）

生乳生産コスト

生乳100kg当たり労働費を
２割程度低減
（平成27年：1,689円
/100kg）

肉用牛生産コスト

飼料作物生産コスト

１TDNkg当たり生産費用価
を３割程度低減
（平成27年：33円
/TDNkg）

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

生体100kg当たり労働費を
２割程度低減
（平成27年：9,394円
/100kg）

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
国産農畜産物の競争力の強化

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：生産局総務課

Ⅲ－⑤
（実績評価書⑤－１頁）

施策名

達成目標

目標① 米の生産コスト

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　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ことが重要であることから、国産農畜産物
の競争力の強化を図る。
①　生産コストの低減
　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。
②　実需者の意向を踏まえた品質の改善
　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。
③　加工用、業務用等の国産農畜産物の供給量の増加
　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。
④　農林水産物の知的財産の権利化と積極的な保護・活用の推進
　植物新品種については、審査期間の短縮により、育成者権の保護・活用を図る。

  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
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
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、
①　米、大豆の生産コスト低減については、概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。いずれの品目においても、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。
②  麦の実需者のニーズへの対応については、新品種作付けシェアに係る目標を達成
したが、引き続き、需要に応じた生産を推進するため、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。
③　指定野菜の加工向け出荷数量については集計中ではあるが、現時点で入手可能な
指定野菜４品目のデータが前年実績を上回っており、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。国産野菜のシェアを拡大し、安定供給体制を確立していく
ため、端境期を中心とした国産野菜の供給不安定要因の解消や産地側の契約取引に取
り組むことができる人材育成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、平成19年度より野菜の品目別政策が見直されたこと
にともない、食料・農業・農村基本計画の生産努力目標の達成に向けた目標に改める
こととする。
④　植物新品種の審査期間の短縮については目標を達成したが、今後さらに増加傾向
にある出願件数に対応できる体制を整える必要がある

【評価結果の概要】
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目標⑥ 18% 18.4% (A)

前年を超
えること

集計中

前年を超
えること
(17)

659,400t (A)

目標⑧ 3.4年 2.9年 (A)

目標⑦
指定野菜(ばれいしょを
除く)の 加工向け野菜
の出荷数量

指定野菜の加工用向け出
荷数量
（各年度：前年を超える
こと）

平成17年3月25日

植物新品種の品種登録
に係る平均審査期間

植物新品種の品種登録に
係る平均審査期間
（平成20年度：2.5年）

麦の新品種作付シェア

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）
  （平成22年度：
30 0％）

Ⅰの４の（１）21世紀新農政2006

食料・農業・農村基本計画

記載事項（抜粋）

第１の１の(２)、第２の４の(２)、第３の２の(５)のイ、２の(６)のウ

施政方針演説等 年月日
関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

平成18年4月4日
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１８年
度目標
値

実績値
達成状
況

目標①
124,156
件

127,266件 (A)

目標② 50% 50.8% (A)

施策名

達成目標

持続性の高い農業生産方式
を導入した認定件数（エコ
ファーマー）

エコファーマー認定件数
（平成21年度：200,000
件）

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　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の構築を図る。
①　エコファーマーの認定件数の増加
　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。
②　家畜排せつ物の地域内利用の計画的な推進
　地域環境保全型農業推進方針を策定する市町村の占める割合を増やすことにより、地
域内における家畜排せつ物から作られるたい肥の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体制の構築を図る。

　エコファーマー認定件数及び地域環境保全型農業推進方針策定市町村率ともに目標を
上回ったが、今後以下のよう取組が必要である。
①　エコファーマー認定制度については、その計画実施状況に加え、環境負荷軽減効果
についても分析しつつ、引き続き推進を図るべきである。また、現在、エコファーマー
制度以外にも農業環境規範や農地・水・環境保全向上対策、GAP手法など、環境保全型農
業の推進に関する様々な施策が存在していることから、これらの政策とも効果的に連携
しつつ、環境保全を重視した農業生産への転換を進める必要がある。
②　家畜排せつ物の地域内利用については、今後ともたい肥の利活用の推進に役立つた
い肥生産技術の普及やモデル的な取組への助成等により、施策の効果をより高めるよう
取組を計画的に推進する必要がある。
　なお、各取組が全体としてどのような環境負荷軽減効果をもたらしているかについ
て、たとえば化学肥料や化学合成農薬、たい肥等の利用状況等の定量的で明確な指標に
見直すべきである。

【評価結果の概要】

関係する施政方針演
説等内閣の重要政
策（主なもの）

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：生産局総務課

Ⅲ－⑥
（実績評価書⑥－１頁）

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

家畜排せつ物の地域内利用
の計画的な推進

地域環境保全型農業推進方
針策定市町村率
（平成22年度：64％）

食料･農業･農村基本計画

記載事項（抜粋）

第１の２の(４)、第３の２の(８)のア及びイ、食料・農業・農村基本計画
工程表

施政方針演説等 年月日

平成17年3月25日

- 17 -



１８年度
目標値

実績値 達成状況

目標①
26.0万経
営体

28.3万経営体
（速報値）

171.9％
（Ａ）

目標②
184.8万
ha

181.8万ha
（推計値）

86.0％
（Ｂ）

目標③
12千人／
年

11.3千人／年
（推計値）

94.2％
（Ａ）

食料・農業・農村基本計画

第166回国会内閣総理大臣施政方針演
説

記載事項（抜粋）

　地域の主要な産業である農業は、新世紀の戦略産業として、大きな可
能性を秘めています。意欲と能力のある担い手への施策の集中化・重点
化を図ります。

施政方針演説等

第165回国会内閣総理大臣所信表明演
説

平成18年9月29日

　再チャレンジ職場体験制度の創設や団塊世代などベテラン人材の再雇
用の促進といった、再び仕事を始めるためのハードルを引き下げる取組
も行います。2010年までにフリーターをピーク時の８割に減らすなど、
女性や高齢者、ニートやフリーターの積極的な雇用を促進します。

年月日

平成19年1月26日

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　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。
①　担い手の育成・確保
　平成17年３月に「食料・農業・農村基本計画」と併せて策定した「農業構造の展望」に
おいて、平成27年の「効率的かつ安定的な家族農業経営」を33～37万と掲げていることを
踏まえ、「効率的かつ安定的な農業経営を目指して経営改善に取り組む認定農業者」を育
成する。
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
　「農業構造の展望」において、効率的かつ安定的な家族農業経営及び法人経営に農地利
用の６割程度が集積されるとしていることを踏まえ、これらの農業経営への農地の利用集
積を促進する。
③　人材の育成・確保
　「農業構造の展望」の農業労働力の見通しにおいて、新規就農者（39歳以下）が毎年12
千人程度で継続すると見込んでいることを踏まえ、新規就農青年の確保を図る。

　担い手の育成・確保については、施策は有効であると考えられることから、引き続き現
在の施策を推進するとともに、認定農業者の着実な経営改善など更なる担い手の育成・確
保に向けた取組を推進する必要がある。
　担い手への農地利用集積については、現在の施策における推進上の課題が明らかになっ
ていることから、今後、農地政策の再構築に向けて設置された「農地政策に関する有識者
会議」など、各方面での検証・検討を踏まえ、担い手への農地の面的集積の加速化に向け
た具体的な取組を推進する必要がある。
　人材の育成・確保については、施策は有効であると考えられることから、引き続き現在
の施策を推進するとともに、今後、質の高い農業者の育成を図るため、きめ細かな就農支
援を行う必要がある。

【評価結果の概要】

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

平成17年3月25日 第３の２の（１）、（２）、（３）、（４）

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け意欲と能力のある担い手の育成・確保

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：経営局総務課

Ⅳ－⑦（実績評価書⑦－１頁）
施策名

達成目標

担い手の育成・確保

人材の育成・確保

農業経営改善計画の認定数
(平成21年度 30.8万経営体
(毎年度1.6万経営体))

新規就農青年数の確保者数
(平成21年度 12千人／年)

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

担い手（家族農業経営及び
法人経営）への農地利用集
積面積 (平成21年度 217万
ha (毎年度10.7万ha))

　社会の第一線をリタイアされた方が、誇りをもって第二の人生に取り
組む場を提供することも大切なことです。熟練の腕を活かした再就職
や、農林漁業への就業の支援、開発途上国に対する技術協力への機会の
提供など、高齢者や団塊の世代の活躍の場を拡大します。

　様々な事情や困難を抱える人たちも含め、挑戦する意欲を持つ人が、
就職や学習に積極的にチャレンジできるよう、今般取りまとめた「再
チャレンジ支援総合プラン」に基づき、全力をあげて取り組みます。
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１８年度
目標値

実績値 達成状況

目標①
a.100％
b.100％

a.96.0％
b.97.7％

96.8％
（Ａ）

目標②

ａ．
・生産資材コスト
チャレンジプランの
重点10項目のうち5
項目で目標達成
・統一的な資格認証
試験制度導入都道府
県農業協同組合中央
会数が22箇所と対前
年同
ｂ．
・総合農協数が865
から832に減少
・経営管理委員会制
度を導入した農協数
(集計中)
 ・女性理事参画の
 農協が368から405
 へ増加
  （参考データ）
ｃ．
・早期是正措置の発
動事例なし
・破たん事例なし
ｄ．
・早期是正措置の発
動事例なし

有効性の
向上が必
要である

目標③
標準処理期間内（30
日）に99.5％を処理

概ね有効

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　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
ため、担い手の経営を支援する各種条件を整備する。
①　効果的・効率的な普及事業の推進
　担い手に対して、地域の特性や個々の担い手に応じ、農業者の技術・経営に関する普及
指導を、関係機関と連携して実施することによって、高度な技術と高い経営能力を身につ
けた農業経営の発展を図る。
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
　農協系統組織への国の指導・助言の強化により、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を図り、担い手を中心とした農業者の
経営発展を図る。
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
　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を図ることによって、担い手が被災した場合の経営の安定を
図る。

　普及事業の推進については、全国の普及指導センターのほとんどで目標を達成し、施策
は有効であると考えられることから、引き続き現在の施策を推進するとともに、新たな農
政課題にも対応する普及指導員の資質の向上等を推進する必要がある。
　農協系統組織の取組の中には、目標の達成に至らなかった項目もあり、施策の有効性の
向上が必要である。そのため、より一層、適切な指導・助言を行うことにより、残された
課題である経済事業を中心とした改革を促進する必要がある。
　被災農家の経営の安定を図るための農業災害補償制度については、災害発生時の早期支
払いができており、引き続き適切な運用を図るとともに、今後、適切かつ迅速な損害評価
及び農業共済金の早期支払の観点から、将来の損害評価体制の検討を行う必要がある。

【評価結果の概要】

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け担い手への経営支援の条件整備

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：経営局総務課

Ⅳ－⑧（実績評価書⑧－１頁）
施策名

達成目標

効果的・効率的な普及事業
の推進

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

全国の普及指導センター
各々が普及課題ごとに設定
した目標のうち、達成率が
５割以上となった目標数の
割合
ａ．担い手の育成に関する
課題
ｂ．技術の普及に関する課
題
(平成21年度 100％)

災害発生時において、早期
に共済金の支払いをするこ
と

農業協同組合系統組織の適
切な運営に対する指導・助
言

ａ．組合員に充分なメリッ
トを還元する事業運営の推
進
・生産資材コストが現状よ
り低下すること
・営農指導機能が現状より
強化されること
ｂ．農協合併の促進及び組
織運営体制整備
・合併構想の早期実現と経
営管理体制の強化
ｃ．信用事業の健全性の確
保
・自己資本比率４％（農林
中央金庫は８％）以上を確
保すること
・破たん時において迅速に
貯金者の保護を図ること
ｄ．共済事業の健全性の確
保
・支払余力比率200％以上
を確保すること
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食料・農業・農村基本計画

第166回国会内閣総理大臣施政方針演
説

記載事項（抜粋）

　地域の主要な産業である農業は、新世紀の戦略産業として、大きな
可能性を秘めています。意欲と能力のある担い手への施策の集中化・
重点化を図ります。

施政方針演説等

第164回国会内閣総理大臣施政方針演
説

平成18年1月20日
　模倣品・海賊版の取締強化や特許審査の迅速化など、知的財産を創
造し、保護・活用するための基盤を整備します。

年月日

平成19年1月26日
関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

平成17年3月25日 第３の２の（１）のア、（４）のウ、（６）のア、ウ、第３の４
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１８年度
目標値

実績値 達成状況

目標①
a 406万ha
b  81万ha

a 407.5万ha
b  81.1万ha

--（注）
99％
（Ａ）

目標② 20ポイント 18ポイント
90％
（Ａ）

目標③ 9,982km 9,652km
97％
（Ａ）

目標④
a 2.47万ha
b  7,000ha
c   50.2km

a 2.51万ha
b  7,000ha
c   49.6km

97％
（Ａ）

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

農地海岸の保全・海辺の
再生

津波･高潮及び地震による災害か
ら一定の水準の安全性が確保され
ていない農地等の減少、失われた
自然の海辺のうち回復可能な海辺
の再生延長
a 津波･高潮：2.2万haに減少
　（基準：平成14年度 3.5万ha
　　　→目標：平成19年度 2.2万
ha）
b 地震：6,700haに減少
　（基準：平成14年度 8,200ha
　　　→目標：平成19年度
6,700ha）
c 海辺の再生：53kmに増加
　（基準：平成14年度 40km
　　　→目標：平成19年度
53km）

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け農地、農業用水等の整備・保全

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：農村振興局農村政策課

Ⅴ－⑨
施策名

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

安定的な用水供給機能及び排水条
件の確保のため、基幹的農業用用
排水路約４万５千kmのうち、各年
度ごとに機能低下のおそれのある
基幹的農業用用排水路の機能を確
保する（毎年度　各年度ごとに機
能低下のおそれのある基幹的農業
用用排水路の機能を確保）

達成目標

優良農地の確保・保全

a 優良農地の減少傾向に歯止めを
かける（平成21年度 405万ha）
b 被害の発生するおそれのある農
用地を減少させる（平成19年度
延べ76万ha）

基盤整備による担い手へ
の農地利用集積の促進

基盤整備の完了地区において、農
地流動化型の農地整備事業を実施
した面積に対する、意欲と能力の
ある経営体に利用集積された農地
面積の割合の増加（毎年度　20ポ
イント以上の増加を確保する）

施策の概要

（実績評価書⑨－１頁）

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　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。
①　優良農地の確保・保全
　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。
②　基盤整備による担い手への農地利用集積の促進
　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。
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
　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。
④　農地海岸の保全・海辺の再生
　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。

　平成18年度については、全ての指標の達成状況が良好であることから、講じた政策手段は概ね
有効であったものと考えられる。
　優良農地の確保、特に耕作放棄地の解消は喫緊の課題であり、望ましい農業構造を確立するた
めにも不可欠である。したがって、優良農地である農振農用地区域内に含まれている耕作放棄地
については、その発生状況等について速やかに的確な把握を行うとともに、効果的な解消・発生
防止策を講じるべきである。また、生産性の向上や食料供給力の確保を図るため、農業生産基盤
の整備を通じた担い手への農地の利用集積を引き続き推進する必要がある。

【評価結果の概要】

（注）目標①の達成状況において、達成目標ａについては、目標値は2005年農林業センサス（農山村地域調査）
　　をもとに算定した推計値を、実績値には農業資源調査に基づく数値を使用しており、値が連続しないこと
　　から、加味していない。
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社会資本整備重点計画

第166回国会施政方針演説

記載事項（抜粋）

　意欲と能力のある担い手への施策の集中化、重点化を図ります。
　国民生活の基盤となる安心・安全の確保と、美しい環境を守ることは、政府の大き
な責務であります。
　大規模地震対策や土砂災害対策など、防災対策を戦略的・重点的に進めます。迅速
かつ正確に防災情報を提供し、お年寄りや障害者などの被害を最小限にするように努
めます。

施政方針演説等 年月日

平成19年1月26日

食料・農業・農村基本計画 平成17年3月25日 第３の２の（３）、（７）

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

平成15年10月10日
　津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されていない地域の面積、地
震時に防護施設の崩壊による水害が発生するおそれのある地域の解消、失われた自然
の水辺のうち、回復可能な自然の水辺の中で再生した水辺の割合

土地改良長期計画 平成15年10月10日
　意欲と能力のある経営体の育成、安定的な用水供給機能等の確保、農業災害の防止
と安全・安心な地域社会の形成への貢献
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①　都市と農村の交流の促進、都市農業の振興

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

③　意欲に溢れ、豊かで住みよい農村の実現

18 年 度
目 標 値

実 績 値 達成状況

814万人 795万人

13.2万区画
12.7万区画
（暫定値）

目標② 485万円
448万円
（暫定値）

92.4％
（Ａ）

５計画 １計画

49.40%
55.7％

（暫定値）

100% 80.70%

　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。

　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。

　良好な農村景観の形成など、地域の特色を活かした自ら考え行動する意欲あふれた取組を
推進するとともに、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、豊かで住みよい農村の実現を図る。

第３の３の（１）、（２）、（３）、（４）

年月日

平成19年1月26日

２１世紀新農政２００６ 平成18年4月4日

【評価結果の概要】

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

平成15年10月10日
第２の１の【個性ある美しい村づくり】
（目指す主な成果）汚水処理人口普及率、農業集落排水処理人口普及率

土地改良長期計画

第166回国会内閣総理大臣施政方針演説

記載事項（抜粋）

（魅力ある地方の創出）
…都市と農山漁村との交流の推進など、農山漁村の活性化に取り組みます。

施政方針演説等

食料・農業・農村基本計画 平成17年3月25日

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
都市との共生・対流等による農村の振興

評価実施時期：平成19年７月 担当部局名：農村振興局農村政策課

Ⅴ－⑩
（実績評価書⑩－１頁）

施策名

施策の概要

都市と農村の交流の促進、都市農
業の振興

　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り、農村地域の振興を図る。

76.3％
（Ｂ）

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

目標①

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

目標③

　農村地域の振興を図るための諸施策については、概ね良好な結果となっている。しかし、
農村人口の減少や高齢化が進行し、活力が低下している中で、農村地域を活性化し、農村等
が有する多面的機能を発揮していくためには、地域の知恵や資源の活用、持続的・自立的発
展に向けた地域の創意工夫をより一層後押しすることが必要となっている。
　十分な成果には至っていない都市と農村の共生・対流については、団塊の世代や若者の活
力を活用した地域の取組を積極的に支援する「農山漁村活性化プロジェクト」を推進し、今
後は農村等への定住、二地域居住の促進を含めた関係府省との連携強化を図るとともに、自
ら考えて行動し共生・対流を促進するような自治体や民間団体の取組等を積極的に支援し、
こうした地域の自主的な取組を全国運動として展開していくことが必要である。
　また、良好な農村景観を形成することにより、個性ある魅力的な地域づくりにつなげるた
めには、その有効な手法を検討すること等が必要である。

事業・対策を実施した地域における総合的
な生活環境に関する住民評価値（各年度
100％）

意欲に溢れ、豊かで住みよい農村の
実現

87.2％
（Ｂ）

達　成　目　標

グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者
数（平成21年度：880万人）

都市的地域における市民農園の区画数
（平成21年度：15万区画）

中山間地域の一戸当たり農家総所得の維
持（各年度485万円を維持）

景観農業振興地域整備計画の策定数（平
成21年度：50計画）

農業集落排水事業による生活排水の処理
人口普及率（平成19年度：52％）

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

Ⅴ．地域　自ら考え行動する農山漁村の活性化

２１世紀新農政２００７ 平成19年4月4日 Ⅴ-１農山漁村活性化に向けた地域の創意工夫の後押し
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１８年度目標値 実績値 達成状況

目標①

100％

(ｱ) 64.46％

(ｲ) 33.4％

(ｳ) 91.9千万ｍ3

97％

(ｱ) 63.51％
（見込み値）

(ｲ) 33.58％
（見込み値）

(ｳ) 91.3千万ｍ3

（見込み値）

97％
（Ａ）

　各目標は概ね順調に推移しているものの、森林吸収源対策については、最新のデータに基づ
き試算した結果、現行の整備水準では森林吸収目標1,300万炭素トンの達成が困難と見込まれ
ることから、追加的な森林整備を実施するなど、今後とも森林吸収源対策を着実に推進するこ
とが必要である。
　また、近年、特に局地的な集中豪雨が頻発する傾向が強まっており、地域的に甚大な被害が
発生しやすい状況にあることから、我が国の自然条件や近年の山地災害の発生形態の変化を踏
まえ、治山施設の設置等を推進することにより、豪雨、地震、流木等による山地災害を防止
し、地域の安全性を向上させていくことが必要である。
　平成19年2月23日の「美しい森林づくりのための関係閣僚による会合」において、国土の保
全、水源のかん養、地球温暖化防止、生物多様性の保全等の公益的機能を有し、国土の３分の
２を占める森林を適切に整備・保全する「美しい森林づくり推進国民運動」を展開することが
確認・了承された。今後は幅広い国民の理解と協力のもと官民一体となってこの運動を展開す
ることとしており、この運動を通じて、森林の有する多様な機能が十全に発揮され、良好な状
態に維持されている森林と緑豊かな国土を未来に引き継いでいくことが重要である。

達成目標

重視すべき機能に応じ
た森林整備の計画的な
推進

次の指標を満たす割合の平均を100%と
する。
(ｱ) 水土保全機能
　育成途中にある水土保全林のうち、
機能が良好に保たれている森林の割合
を維持向上させる。
（基準 H15:63% → H20:66%）
(ｲ) 森林の多様性
　針広混交林などの多様な樹種・樹齢
からなる森林への誘導を目的とした森
林造成の割合を増加させる。
（基準 H15:31% → H20:35%）
(ｳ) 森林資源の循環利用
　育成林において、安定的かつ効率的
な木材供給が可能となる資源量を増加
させる。
（基準 H15:8億4千万ｍ3 → H20:9億6
千万ｍ3）

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　森林の有する多面的機能を将来にわたって持続的に発揮させていくためには、国民のニーズ
に応えた多様で健全な森林への誘導、国民の安全・安心の確保のための効果的な治山事業の推
進等が必要であることから、多様で健全な森林への誘導に向けた効率的・効果的な整備、森林
の保全の確保、国民参加の森林づくりと森林の多様な利用、山村の活性化等に関する施策を推
進する。
①　重視すべき機能に応じた森林整備の計画的な推進
　国土の保全や水源のかん養といった水土保全機能、生物の生育の場としての生態系を保全す
る機能及び林産物を供給する機能等国民のニーズに応じ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、森林よるCO2の吸収量1,300万炭素トンの達成に向けて、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。
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
　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。
③　山地災害等の防止
　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、荒廃地があり人家数
が多い集落など防災上特に緊急性、必要性の高い集落について重点的に保全対策を実施し、災
害の未然防止を図る。
④　森林病害虫等の被害の防止
　森林病害虫等による被害で最も深刻な松くい虫の被害について、保全すべき松林における被
害率を、全国的に１％未満の「微害」レベルにするとともに、他の森林病害虫やシカ等の野生
鳥獣による森林被害等を防止し、健全な森林の維持を図る。
⑤　国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進
　森林の整備・保全を社会全体で支えていくという気運を醸成していくため、企業等による森
林づくりや里山林の再生活動促進等により、国民参加の森林づくりを一層推進する。
⑥　山村地域の活性化
　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。
【評価結果の概要】

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：林野庁企画課

Ⅵ－⑪
（実績評価書⑪－１頁）

施策名
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目標② 100％ 92％
92％
（Ａ）

目標③ 5万4百集落
5万2百集落
（見込み値）

92％
（Ａ）

目標④ 100％
67％
（見込み値）

67％
（Ｂ）

目標⑤ 1,600団体 1,863団体
116％
（Ａ）

目標⑥

(ｱ) 123％
（見込み値）

(ｲ) 17流域
（見込み値）

(ｳ) 58万人
（見込み値）

有効性の
向上が必
要であ
る。

５年間で４千集落を対象に、周辺の森
林の山地災害防止機能等が確保された
集落の数を増加させる。
（基準 H15:4万8千集落 → H20:5万2千
集落）

山村地域の活性化

（「健全で安心できる社会」の実現）
　「京都議定書目標達成計画」に基づき、地球温暖化対策を加速します。

施政方針演説等

平成19年1月26日

山村地域の定住並びに都市と山村の共
生・対流について、新規定住者数、交
流人口等の維持・向上を基本にしつつ
以下の指標を用いて全国的な視点から
総合的に有効性の判断をする。
(ｱ) 全国の振興山村地域の中から抽出
した市町村に対し、新規定住者数、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
割合の前年度比
(ｲ) 森林資源を積極的に利用している
流域の数
（H15:約10流域 → H20:約20流域）
(ｳ) 山村地域の住民を対象にした用排
水施設などの生活環境整備の受益者数
（H20:80万人）

森林病害虫等の被害の
防止

第166回国会施政方針演説

記載事項（抜粋）

森林内で自発的に活動する団体数を増
加させる。
（基準 H15:1,165団体 → H18:1,600団
体）

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

海外における持続可能な森林経営への
寄与度を100％とする（各年度）。

山地災害等の防止

松くい虫被害について、保全すべき松
林を有する都府県のうち、保全すべき
松林が適正に保全されていると認めら
れる（被害率が１％未満の「微害」に
抑えられている）都府県の割合を100％
とする（各年度）。

国民参加の森林づくり
と森林の多様な利用の
推進

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの） 森林・林業基本計画 平成18年9月8日

第２　森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標
３　森林の有する多面的機能の発揮に関する目標

年月日
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１８年度目標値 実績値 達成状況

目標①

（実績値は2010年農
林業センサスにより
把握）

指標(1)

　H16: 4.51ｍ3/人
日 → H17: 4.74

ｍ3/人日

指標(2)
　H16: 2,726台 →
H17: 2,909台

指標(3)
　H16: 26％ →
H17: 34％（見込み
値）

指標(4)
　H16: 587,190ha
→ H17: 608,093ha
（見込み値）

有効性の向上
が必要であ
る。

目標② 16,946千ｍ3
18,197千ｍ3

（見込み値） （Ａ）

（「健全で安心できる社会」の実現）
　「京都議定書目標達成計画」に基づき、地球温暖化対策を加速します。

施政方針演説等

平成19年1月26日

　望ましい林業構造の確立については、素材生産の労働生産性の向上や森林組合による施業
受託面積の増加等が見られ、効率的かつ安定的な林業経営を担い得る者の育成が進んでいる
ものと考えられるが、国産材の競争力を高め、林業の採算性を向上させるためには、さらに
施業の集約化や路網と高性能林業機械の組合せ等により生産性の向上を図り、原木の生産コ
ストの低減や量的に安定した供給を推進していくことが必要である。
　国産材の供給・利用量については、４年連続して前年を上回る結果となり、着実に増加し
ている状況であるが、平成27年の目標達成に向け、流通・加工の低コスト化や品質・性能の
確かな製品の安定供給による国産材製品に対する信頼性の向上を推進するとともに、消費者
の視点に立った製品開発や木材の良さ、国産材利用の意義等を広めるなどの利用拡大のため
の普及啓発活動を一層推進していくことが必要である。
　さらに、利用されずに森林内に残されていた小径材等の木質バイオマスの利用を推進し、
木材を総合的に利用することにより林業の採算性の向上につなげていくことが重要である。

達成目標

望ましい林業構造
の確立

(ｱ) 効率的かつ安定的な林業経営
を担い得る林業経営体・事業体に
よる事業量のシェアを増加させ
る。
（素材生産　基準 H17:48% →
H27:60%）
（造林・保育面積　基準 H17:58%
→ H27:70%）

(ｲ) 効率的かつ安定的な林業経営
を担い得る林業経営体・事業体数
を増加させる。
（基準 H17:2,200 →
H27:2,600）

　平成18年度は農林業センサスの
実施されない年であり、実績値を
把握することが困難であることか
ら、以下の指標を用いて総合的な
判定を行うこととする。
指標(1) 素材生産の労働生産性が
向上すること

指標(2) 高性能林業機械の普及台
数が増加すること

指標(3) 森林組合に占める中核組
合の割合が増加すること

指標(4) 森林組合による長期経
営・施業受託面積（私有林）が増
加すること

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を担う林業の持続的かつ健全な発展並びにこ
れを通じた森林の適正な整備及び保全を図るため、林業の担い手確保、望ましい林業構造の
確立、国民の需要に即した林産物の供給及び利用等に関する施策を推進する。
①　望ましい林業構造の確立
　林業の持続的かつ健全な発展を図るため、効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これら
の林業経営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立する。
②　木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進
　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について広く国民の理解を得ることなどにより、国産材の供給・
利用を拡大する。
【評価結果の概要】

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

木材産業等の健全
な発展及び林産物
の利用の促進

国産材の供給・利用量を拡大す
る。

（基準 H16:17,333千ｍ3 →

H27:23,000千ｍ3）

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

森林・林業基本計画 平成18年9月8日
第２　森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標
４　林産物の供給及び利用に関する目標

年月日

第166回国会施政方針演説

記載事項（抜粋）

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利
用の推進

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：林野庁企画課

Ⅵ－⑫
（実績評価書⑫－１頁）

施策名
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１８年度
目標値

実績値 達成状況

目標①

2,016千ﾄ
ﾝ

（1,944
千ﾄﾝ）

1,809千トン
-32.4%
(-)
注２

目標② 100% 10/13（暫定値）
76%
（B）

目標③
75魚種49
協定

75魚種50協定
-%
（A）

平成14年3月26日

主な栽培漁業対象魚種及
び養殖漁業等の生産量の
確保

資源回復計画の着実な実
施

平成18年度　2,016トン
(1,944トン：注１)

漁獲努力漁削減実施計画
の早期策定　毎年度100%
確保

注１：内水面漁業では漁獲統計の集計方法が変更になり、前年度との比較が不可能となったことから、実績値及び
達成状況の対象外とした。18年度目標値の（　）書きは、内水面漁業を除いた数値。
注２：18年度については16年度に生じた台風などの自然災害や18年度に生じた低気圧による被害の影響が大き
く、関係漁業生産量は1,809千トンとなり達成状況は低い水準となった。達成状況を単純に計算すると低くなるもの
の、これらの影響が残っているなどの外的要因を除いて評価することが困難なことからランク付けは行わず｢－｣評
価とした。

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　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。
①　主な栽培漁業対象魚種及び養殖漁業等の生産量の確保
　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。
②　資源回復計画の確実な実施
　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。
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
　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。
【評価結果の概要】

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

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

毎年度

　主な栽培漁業対象魚種及び養殖漁業等の生産量の確保については、施策は一定の効果
は発現しているものの、予測の範囲を超えた外的な要因で目標値達成はできなかった。
水産基本計画による自給率目標の設定を受けて関係漁業の漁業生産量の平成29年の自給
率目標値の達成を図るためには、より一層の積極的な水産資源の増大に資する施策を実
施していく必要がある。そのため、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。
　資源回復計画の着実な実施については、平成18年中に作成された資源回復計画13計画
中10計画において早期に漁獲努力量削減実施計画を作成しており、達成状況はＢランク
であった。今後、資源回復計画策定から半年以内に漁獲努力量削減実施計画の策定がな
されるよう施策の推進を図っていくこととする。
　国際機関による管理対象魚種及び漁業協定数の維持・増大による水産資源の管理につ
いては、我が国周辺水域では、資源水準の多くが低位にある中で、漁獲努力量削減の取
組が着実に増加している。また、排他的経済水域外においては、平成18年度に新たに漁
業協定を締結しており、今後はこの管理体制の下、より一層の資源管理の推進を図るこ
とが重要である。

達成目標

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの） 水産基本計画

記載事項（抜粋）

第１の１　水産物の安定供給の確保
第２の１の（１）水産物自給目標の意義（２）水産物の自給目標の定め方
　　　２の（２）我が国漁業の持続的生産目標
第３の（２）排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理
　　　（３）排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存
及び管理
　　　（７）排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発
　　　（９）国際協力の推進

施政方針演説等 年月日

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
水産物の安定供給の確保

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：水産庁企画課

Ⅶ－⑬
（実績評価書⑬－1頁）

施策名
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１８年
度目標
値

実績値
達成状
況

目標① 1,500人 1,242人
83%
（B）

目標②
375経営
体

234経営体
62.4%
（B）

目標③ 4.00倍 4.00倍（暫定値）
-%
（A）

目標④ 40% 41%（暫定値）
102%
（A）

目標⑤
5.2千ha
に削減

5.18千ha
103%
（A）

平成１８年度実績評価書要旨

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：水産庁企画課

施策名
水産業の健全な発展

政策体系上の位置付け

Ⅶ－⑭
（実績評価書⑭－1頁）

施策の概要

　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ため、以下の施策を推進する。
①　新規就業者の確保
　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、新規就業者の確保を
図る。
②　漁業経営改善計画の認定者数の確保
　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。
③　消費地と産地の価格差の縮減
　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。
④　汚水処理人口普及率の向上及び安全性が確保されていない漁村の面積の削減
　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。

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

【評価結果の概要】

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　水産業の健全な発展にとっては、漁業の健全な発展と漁村の振興が重要であり、この
うち、漁業の健全な発展に資するものとしては①効率的かつ安定的な漁業経営の育成や
担い手の確保及び②適正な魚価の確保が、漁村の振興に資するものとしては生活環境等
の確保が重要である。
　担い手確保については、平成16年度以降減少傾向にあるが、平成18年度から新たに立
ち上げた事業等により1,242人の新規漁業就業者の確保につながった。しかしながら、
就業対策は景気の変動等の影響を受けやすいことから効果が継続されるよう努める必要
がある。特に、景気の動向等により新規漁業就業者数の確保に関する政策の効果が十分
に発揮されていない点については、例えば学生、サラリーマンなど異業種からの参入を
促進するための施策など、支援の対象ごとにニーズにあった就業支援策を講じるべきで
ある。
　漁業経営改善計画の認定者数については、資源の悪化、魚価低迷、燃油価格の高騰と
厳しい経営環境のもと、累計で234経営体にとどまり、達成状況はＢランクであった。
このため、経営環境を改善するための施策を講じ、計画策定数の増加を図る必要があ
る。
　消費地と産地の価格差の縮減については目標を達成したが、引き続き水産物流を担う
産地市場の構造改革の取組を適正に進め、流通コストの縮減を図る必要がある。
　漁村の生活環境の確保については、順調に目標を達成しており、今後とも引き続き事
業の推進を図ることが重要である。

汚水処理人口普及率 平成18年度　40%

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

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

社会資本整備重点計画 平成15年10月10日

汚水処理人口普及率
　76％（H14年度）→86％（H19年度）
津波・高潮による災害から一定水準の安全性が確保されていない地域の面
積
　約15万ha（H14年度）→約10万ha（H19年度）

平成19年度　5千haに削減

漁業経営改善計画の認定者
数の確保

平成18年度　375経営体

消費地と産地の価格差の縮
減

毎年度4.00倍以内を確保

達成目標

新規就業者数の確保 毎年度1,500人
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水産基本計画 平成14年3月26日

第１の２　水産業の健全な発展
第３の２（１）効率的かつ安定的な漁業経営の育成
　　　　（３）人材の育成及び確保
　　　　（５）水産加工業及び水産流通業の健全な発展
　　　　（10）漁村の総合的な振興
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１８年度
目標値

実績値 達成状況

目標① 100% 80%
80%
（Ｂ）

目標② 100% 82%
82%
（Ｂ）

目標③ 100% 81%
81%
（Ｂ）

目標④ 100% 77%
77%
（Ｂ）

達成目標

相手国関係者等を対象
に

したアンケート調査
(各年度１００％)相手国関係者等を対象

に
したアンケート調査
(各年度１００％)相手国関係者等を対象

に
したアンケート調査
(各年度１００％)

飢餓・貧困の削減への貢献

地球環境保全への貢献

我が国の農業政策への理解の促進

突発的・大規模な問題への
適切な対応

相手国関係者等を対象
に

したアンケート調査
(各年度１００％)

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
食料・農業・農村に関する国際協力の推進

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：大臣官房国際協力課

Ⅷ－⑮
（実績評価書⑮-1頁）

施策名

H17.3.25

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　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た
め、以下の４分野を目標として事業を実施する。
①  飢餓・貧困の削減への貢献
  途上国における農業の生産性・生産力の向上や農業所得、農村生活環境の向上等を目標とし
て、食料・農業・農村に関する国際協力を推進する。
②  地球環境保全への貢献
　途上国における砂漠化の防止、持続的な水資源の保全・利用、地球環境保全型農業の推進等
を目標として、食料・農業・農村に関する国際協力を推進する。
③  我が国の農業政策への理解の促進
　 EPA、WTO農業交渉等の国際農業交渉の円滑化等を目標として、食料・農業・農村に関する
国際協力を推進する。
④  突発的・大規模な問題への適切な対応
　自然災害、紛争等からの復興、越境性疾病の防疫等をを目標として、食料・農業・農村に関
する国際協力を推進する。

　上記①の目標に対し、途上国の状況や抱える課題を把握するための基礎的な情報収集、途上
国の自立的発展のためのワークショップ等を通じた農民組織化や専門家等の人材育成を目的と
した事業を、②の目標に対し、途上国に係る研究結果等の収集や地球規模の環境問題に対する
効果的な援助方針の検討を目的とした事業を、③の目標に対し、｢農業の多面的機能｣、｢品種
保護制度｣等の概念や我が国の農業政策に関する理解の促進を目的とした事業を、④の目標に
対し、アジア地域における動植物検疫及び食品の安全性に関する能力向上等を目的としたワー
クショップ、研修等の事業を実施した。これらの事業に対して、相手国の関係者やワーク
ショップ等の参加者等を対象にしたアンケート調査の結果は目標値100％に対し、約80％の達
成度であった。
　今後、グローバル化の進展やWTO交渉及びEPA交渉の進展等から、ますます効率的で有効な取
組を推進していく必要がある。
　その際、三つの重点分野（①我が国の食料安全保障の確保にも資する協力・交流、②WTO・
EPA等の国際交渉における我が国のイニシアティブ発揮に資する協力、③我が国への影響が顕
在化してきている地球規模の環境問題や越境性疾病への対応）の取組を検討していくことで、
今後の達成度の向上を図っていく必要がある。
　また、食料・農業・農村に関する国際協力の取組をより効果的・効率的に進める観点から、
相手国の関係者等に対するアンケート調査について、現在の内容では把握できない相手国の
ニーズや今後に向けた改善点などを把握できるように項目数や内容を工夫する必要がある。

【評価結果の概要】

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

食料・農業・農村基本計画

記載事項（抜粋）

第３の１（７）国際協力の推進

施政方針演説等 年月日
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２５年
度目標
値

実績値
達成状
況

目標①
１兆円
規模

3,739億円
(対前年比13.0%の

増加)

概ね
有効

第166回国会内閣総理大臣施政方針
演説

記載事項（抜粋）

地域の主要な産業である農業は、新世紀の戦略産業として、大きな可能性
を秘めています。意欲と能力のある担い手への施策の集中化、重点化を図
ります。「おいしく、安全な日本産品」の輸出を２０１３年までに１兆円
規模とすることを目指すとともに、都市と農山漁村との交流の推進など、
農山漁村の活性化に取り組みます。

施政方針演説等

食料・農業・農村基本計画 平成17年3月25日 第３の２の(５)のウ　輸出促進に向けた総合的な取組の推進

年月日

平成19年1月26日

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

  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。世界的な日本食のブームやアジア
諸国の所得水準の向上等を好機ととらえ、農林漁業者の経営発展等に寄与するため、
海外での日本食・日本産品の普及、販路創出・拡大や国内外での輸出環境整備等を行
い、農林水産物の輸出拡大を図る。達成目標として農林水産物・食品の輸出額を平成
25年までに１兆円規模とする。

　平成18年は、輸出額の伸び率が13.0%と、おおむね良好な達成状況であったものの、
平成17年同様、水産物輸出の伸長に支えられたところが大きい。今後はその他の農産
物や食品についても、輸出の拡大が期待される品目を中心に、きめ細かな輸出支援を
行うことによって、拡大傾向を加速化する必要がある。

【評価結果の概要】

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

平成１８年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
農林水産物・食品の輸出の促進

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：大臣官房国際経済課輸出促進室

Ⅷ－⑯
（実績評価書⑯－１頁）

施策名

達成目標

農林水産物・食品の輸出
額を平成25年までに1兆円
規模とする

農林水産物・食品の輸出
額を平成25年までに１兆
円規模とする
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執行額

18年度

（政策手段別評価書1頁）

政策手段名

　国内産麦については、需給の安定を確保するため、需要に応じた良品質麦生産を推進する
こととし、小麦の需要と生産のミスマッチ率を低減することを達成目標としている。
　平成12年産より需要に即した良品質麦の生産を推進する観点から民間流通に移行したが、
需要者との取引価格のみでは生産コストが賄えなくなることから、その経営安定等を図るた
めの新たな措置として、麦作経営安定資金を生産者に交付している。さらに、需要に応じた
良品質麦生産を推進する観点から品質に応じて麦作経営安定資金の助成額に差を設けてい
る。

　麦作経営安定資金については、
①　導入した平成12年以降、順次政府買入数量が減少し、平成17年度において、国内産麦の
全量が民間流通に移行したこと
②　ミスマッチ率は着実に改善するとともに、入札価格が上昇傾向で推移してきたこと
から、民間流通への移行と需要に応じた良品質麦生産の推進という面で一定の成果を上げた
と評価できる。
　ただし、19年産小麦のミスマッチ率は17.6％となり、今まで順調に減少してきたミスマッ
チが拡大しているが、これは、は種前契約が19年産から導入される品目横断的経営安定対策
の交付要件に位置づけられた影響が大きいと考えられる。品目横断的経営安定対策の導入に
伴って廃止される麦作経営安定資金助成金について、政策手段別評価を行うことは、当該政
策目標の政策手段として位置付けられていることからやむを得ないものの、原因と結果が適
合していないという面がある。
　平成19年度から新たな制度に変わる中で、需要に応じた良品質麦の生産を、どのような政
策で後押しし、その効果をどのように検証するのかについて検討する必要がある。

　需要に応じた良品質麦生産の推進

政策手段の概要

【達成目標】

【評価結果の概要】

政策手段に関する
評価結果の概要と
達成目標

予算額

103,646百万円 99,588百万円

平成１８年度政策の政策手段別評価書要旨

政策体系上の位置付け
麦作経営安定資金助成金

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：総合食料局食糧貿易課

Ⅰ－②－目標③
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４ 農林水産省政策評価会委員による意見の概要

評価全般に関する意見

・ 評価会での評価方法として、全体１６分野のうち８分野ずつ分けて評価会で議論す

るだけではなく、政策全体をパッケージで理解でき、実際の結果が分かるようなやり

方が必要なのではないか。（長谷川委員）

・ 評価書の資料として副次的な指標を添付するなど、政策の全体が委員にとっても分

かりやすいような形で提示して欲しい。（八木委員）

政策全般に関する意見

・ 農協を通じて需給情報を流すといっても限界があるので、供給不足時につくられた

農協のビジネスモデルが通用しない今の状況の下では、農政当局としては、これまで

担い手のための農政や新たな米政策、農地制度の問題、農地・水・環境保全向上対策

等の政策に取り組んできた中で、農協との関係を一体どう考えていったらいいのかが、

残された最大の課題ではないかと思う。（立花委員）

各政策分野及び政策手段の評価に関する意見

【主要食糧の需給の安定の確保】（政策分野）

・ 委託販売、共同出荷をはじめとする農協のビジネスモデルは、作れば売れるという

わけではない今の時代にマッチしていない。生産者が販売先や販売量を直接把握でき

るような体制に移行すべきではないか。（立花委員）

・ 農協もリスクをとっていくらなら売れるかを見込みながら農家から買い取る売買契

約とし、農家自身も農協に売る方が得か、そうでないかを考えながら売るようにして

いくべきである。（立花委員）

・ 農協を通じて需給情報を流すといっても限界があるので、供給不足時につくられた

農協のビジネスモデルが通用しない今の状況の下では、農政当局としては、これまで

担い手のための農政や新たな米政策、農地制度の問題、農地・水・環境保全向上対策

等の政策に取り組んできた中で、農協との関係を一体どう考えていったらいいのかが、

残された最大の課題ではないかと思う。（立花委員）

・ これまでの取組を評価することは結構だが、需要に応じた売れる米作りに取り組ん

だ結果、売れる米づくり、米の消費拡大にどう結びついたのか、結果を明らかにして

取組にフィードバックすべきである。また、需要に応じた米づくりのための取組がど

う結果に現れているのかが明確になるような指標のとり方を考えるべきである。（合

瀬委員）

・ 生産調整について一律的な配分を行っている協議会の割合が減少しているというこ

とは、認定農業者など一生懸命やっている農家に配分が集中されてきているというこ

とだと思うが、その点は大変評価できる。（田中委員）

・ 生産調整は、計画を立てたが結局計画どおりの作付けが行われず、たまたま作況が

悪かった結果需給が均衡した。生産調整自体がうまく機能していないのではないかと

考えられるので、より適切な対策を講じるべきではないか。（田中委員）

・ 市場原理を背景として、米価が年々下がっている。法律では、米麦の需給と価格の
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安定を目的としているが、需給バランスをとることだけによって価格を安定させるこ

とができるのか疑問である。（永石委員）

・ 需要に応じた米作りについては、政策優先となっていて、消費者ニーズ優先になっ

ていないのではないか。（長谷川委員）

・ 農協が農家に提供している情報の内容として、販売先や販売数量に関する情報が少

ない。どういう情報を流して、それがどう反映されたかという問題意識を持って評価

して欲しい。（八木委員）

・ 農業者自身が市場ニーズ等を把握することには限界があるので、販売・流通の状況

などの詳細な情報を提供できるツールを増やすべきである。（長谷川委員）

・ 直販や外食・中食向け等、個人では入手しにくい情報についても国が積極的に収集

し、情報を共有できる仕組み作りを進めるべきである。（永石委員）

・ 食味がそれほど変わらなくても、宣伝方法により米の価格は大きく違う。表示の方

法も重要であり、例えば「食味ランキング」の決定方法等の情報も公開するべきであ

る。（永石委員）

[麦作経営安定資金助成金]（政策手段）

・ 麦については、地域ごとで需要に応じて品質向上を目指していくことが大事である。

特に麦の主要産地である北海道や九州を中心に、需要に関する情報をしっかり出しな

がら品質向上を進めていかなければ、ただミスマッチだけを見て評価できるものでは

ない。（永石委員）

・ ミスマッチ率の指標に加え、「売れる麦作り」が実質的に進んでいるかどうかを傍

証するデータがなければ政策を評価するのが難しい。（八木委員）

・ 次年度の指標として、ミスマッチ率の低減のみが目標として適当かどうかの検討が

必要である。（八木委員）

・ ミスマッチ率の拡大自体は問題だが、その原因は制度の変更に伴う生産者の行動パ

ターンの変化であり、市場の動向等によるものではないので、そこのところの因果関

係が分かりやすくなるような構成に整理したほうがよいのではないか。（工藤委員）

【食の安全及び消費者の信頼の確保】（政策分野）

・ 地球温暖化など、加速度的な環境の変化の中で速やかな対応を行っていけるのか危

惧している。新たな細菌や微生物、カビなど、今までとは異なる様々なことが起きる

可能性があるのではないか。そういったことについての、政策や仕組み、消費者への

情報提供などを是非迅速に打ち出していって欲しい。（長谷川委員）

【望ましい食生活の実現に向けた食育の推進】（政策分野）

・ ふだん家に閉じこもっている子育て世代の母親は、自分の意見を言いたいがその機

会がないと感じているので、インターネットなどのツールをうまく活用して、そうい

った意見の収集や情報の伝達を行ってみてはどうか。（長谷川委員）
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【環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換】

・ エコファーマーの生産物であることが消費者に明確に分かるような仕組みを推進す

るべきではないか。（長谷川委員）

・ 認定制度というものは、認定する者の責任が非常に重い。エコファーマーを認定し

た後、その実施状況をきちんとフォローする仕組みがないと、何か事件が起きた際に

制度自体が非常に不信感を持って見られるのではないかと懸念している。（田中委員）

・ 現場にとってはエコファーマーになること自体は付加価値というより、むしろ認定

されていて当たり前という時代である。生産物に付加価値をつけるためというよりも、

環境保全型農業を推進していくのだという姿勢そのものが重要ではないか。（永石委

員）

・ エコファーマー制度の効果について、例えば地下水の調査で化学肥料や農薬がどれ

だけ減ったかといった指標を検討してはどうか。（永石委員）

・ エコファーマー制度については、GAP など環境保全型のほかの取組とも合わせて
全体として環境と調和のとれた持続的な農業生産体制に発展させていくべきではない

か。（八木委員）

・ 現場では、減農薬や減化学肥料による農産物は、直売所だけでなくスーパー等にお

いても差別化商品として売られているのも事実であり、それをいかにうまく施策とし

てバックアップしていくかが課題だと思う。（八木委員）

【担い手への経営支援の条件整備】（政策分野）

・ 農業共済の事務費は、効率化を進めていることは理解したが、それでもまだ民間と

１０％近く開きがあるので、より見直しを進め、その分を農業者に還元できるように

するべきである。（長谷川委員）

【農地、農業用水等の整備・保全】（政策分野）

・ 基盤整備は、まさに農業が産業としてテイクオフするための、民間で言えば企業の

工場の設備投資に当たるものであり、そういった位置付けの下に取り組むべきである。

（立花委員）

・ 基盤整備の中でも、畦畔の除去など簡易な手法も含め、より多様でコストのかから

ない手法を普及させ、基盤整備を契機とした面的集積が進むことを期待する。（立花

委員）

・ 耕作放棄地に関する問題は、事態が深刻であることから、できれば現地調査等を通

じた中で、より積極的な取組方法を考えて欲しい。（八木委員）

・ 耕作放棄地の全てを解消するのは現実的には無理なところもあるので、本当に優良

農地として面的に整備して残すべきところと、そうではないところを整理して対処し

ていく方が分かりやすいのではないか。（永石委員）

【森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮】（政策分野）
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・ 崩落危険箇所の減少という目標設定の仕方では、ただ事業量を追う形になりかねな

い。むしろ「崩落による財産や生命被害の減少」を目標とし、達成手段としてもコス

ト面から例えば移住などの選択肢も想定して、検討すべきではないか。（立花委員）

・ 路網整備による搬出可能な森林面積の拡大という効果は理解できるが、路網整備は

アウトプット指標なのではないか。路網整備により実際に供給された木材量というア

ウトカム指標が必要なのではないか。（長谷川委員）

・ 国際協力については、数値的把握ができていると思われるＣＤＭを用いてはどう

か。（長谷川委員）

・ 事業の当事者がアンケートの回答者である場合は、なかなか悪い評価が出来ない。

また逆に１００％いいという評価もしにくいなど、政策をアンケートだけで評価する

のは不安な面もあるので、側面的にアンケートの結果を理解できるような補足的な資

料の工夫が必要ではないか。（八木委員）

・ 山村地域の活性化に関する目標は、数値としては達成されているが書きぶりがやや

楽観的すぎるのではないか。実態的にはかなり厳しく、引き続き大きな課題である。

（八木委員）

【水産業の健全な発展】（政策分野）

・ 新規就業者がその後定着したか、あるいは離職率が高いのか等を事後的にフォロー

するべきではないか。（田中委員）

・ 水産資源量自体が減少する中で、例えば鮮度などに気をつけて付加価値をつけたり、

ブランド化等により高く売るための取組を産地で行っている。流通経費の縮減も大切

だが、そのことと付加価値をつけて高く売ることを推奨していくこととは矛盾しない

のか。（合瀬委員）

・ 産地価格と消費地価格の価格差について、付加価値をつけることと流通コストを下

げることとは分けて考える必要があるのではないか。途中で多段階の流通経路を通る

ことによる流通マージンは問題であり下げる必要があるが、一方で付加価値を高める

ことは、生産者の手取りも増えるし、消費者にとってもよいことだ。価格差４倍とい

う目標の中で、流通コストだけを下げるという工夫ができるのかどうかを知りたい。

（合瀬委員）

【食料・農業・農村に関する国際協力の推進】（政策分野）

・ 国際協力について例えば農業の協力、貧困対策といった目的が掲げられているので、

アンケート以外にも副次的な指標として農業生産高の増加率など、数値で出せるもの

があればより理解が深まるのではないか。（長谷川委員）

・ 国際協力については、副次的な指標が必要である。また、現地で活動しているＮ

ＧＯなどを対象としたアンケートも行ってはどうか。（長谷川委員）

・ 事業の当事者がアンケートの回答者である場合は、なかなか悪い評価が出来ない。

また逆に１００％いいという評価もしにくいなど、政策をアンケートだけで評価する

のは不安な面もあるので、側面的にアンケートを理解できるような補足的な資料の工

夫が必要ではないか。（八木委員）


