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平成19年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成20年３月、６月 担当部局名：生産局総務課

評価書公表時期：平成20年７月

【施策名】
国産農畜産物の競争力の強化 政策体系上の位置付け Ⅲ－⑤

【施策の概要＜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。

【施策に関する目標】
① 価格競争力を高めるため、低コスト・省力化技術の導入、担い手注１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 米の生産コスト

＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
米60kg当たり生産コストを25％低減 15.9千円/60kg 千円/60kg ％（ ）
（平成27年度：13.0千円/60kg） （集計:８月予定） （集計:８月予定)

(基準値：平成15年度：17.4千円/60kg (基準値から (基準値から

→目標値：平成27年度：13.0千円/60kg) 8.6％低減) ％低減)

（参考）
<18年度目標> <実績値> <達成状況>
16.3千円/60kg 16.3千円/60kg 100％（A）
(基準値から (基準値から

6.3％低減) 6.3％低減)
＜目標達成のための主な政策手段＞
① 強い農業づくり交付金注２ 【34,067（40,506）百万円の内数】

産地における競争力強化に向けた水稲直播栽培の導入や高性能農業機械の効率利用等の「攻め」の取組を
支援し、生産性向上を推進。

② 高生産性地域輪作システム実証事業注３ 【15（15）百万円】
高生産性地域輪作システム実証・確立のための地域実証、啓発・普及の一体的な取組を推進。

＜目標に関する分析結果＞
19年度の米の生産コストは、8月に公表予定なので実績値を把握することはできないが、近年順調に低下し

てきており、原油価格の高騰等の影響が想定されるものの、前年度に引き続き、低減が図られるものと期待さ
れる。
これは、

① 共同利用機械・施設の導入の推進
② 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 水田農業構造改革注４による、地域水田農業ビジョン注５の実現に向けた産地づくりに対する支援
④ カントリーエレベーター（ＣＥ）注６施設が導入されている産地における、当該施設を拠点とした担い手育
成・品質管理体制の強化

等について、前年度に引き続き取り組んだことによるものと考えられる。
なお、コスト低減の取組については、各地域の地域水田農業ビジョンに基づいて関係者が一体となって取り

組むとともに、同ビジョンの実現に向けて施設整備、技術導入等が必要となる場合は、強い農業づくり交付金
等による支援が可能となっており、効率的かつ効果的なものとなっている。

＜改善・見直しの方向性＞
米の生産コストについては、順調に低下してきており、目標の達成が期待されるが、今後更なるコスト低減

のため
① ＣＥ等の共同乾燥施設の利用率向上による利用料金の低下の促進、及び同施設を拠点とした担い手育成等
の取組に関する計画の着実な実施とより高い効果の発揮に向けた計画内容の見直し

② 省力・低コスト化のため水稲直播栽培等新技術等を導入した革新的な営農モデルの構築と、その成果を生
産現場に分かりやすく提示する効果的なＰＲによる取組の拡大
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を図っていくこととする。

目標 ② 大豆の生産コスト
＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

大豆60kg当たり生産コストを3割程度低減 21.3千円/60kg 千円/60kg ％（ ）
（平成27年度：17.2千円/60kg） (集計中９月予定) (集計中９月予定)

(基準値：平成15年度：23.3千円/60kg (基準値から (基準値から

→目標値：平成27年度：17.2千円/60kg) 8.6％低減) ％低減)

（参考）
<18年度目標> <実績値> <達成状況>
21.8千円/60kg 21.3千円/60kg 133％（A）
(基準値から (基準値から

6.4％低減) 8.6％低減)
＜目標達成のための主な政策手段＞
① 強い農業づくり交付金 【34,067（40,506）百万円の内数】

産地における競争力強化に向けた機械化適性の高い品種の育成・普及等の「攻め」の取組を支援し、生産
性向上を推進。

② 高生産性地域輪作システム実証事業 【15（15）百万円】
高生産性地域輪作システム実証・確立のための地域実証、啓発・普及の一体的な取組を推進。

＜目標に関する分析結果＞
19年度の大豆の生産コストは、９月に公表予定なので実績値を把握することはできないが、17年産、18年産

と２年連続で順調に低減してきており、19年度においても、おおむね生育が順調であったことから、前年度に
引き続き低減が期待される。
これは、

① 産地の農協を中心に組織された産地協議会が策定した産地強化計画に基づき、需要に即した計画的な生産、
品質・生産性の向上等の産地改革の一層の推進や水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）
注７の導入による担い手の育成・確保の加速化

② 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が開発した気象条件・土壌条件に応じた省力安定生産技術
（以下「大豆300A技術」という。）等の新技術の普及

に取り組んだことによるものと考えられる。
なお、コスト低減については、各地域の産地強化計画に基づいて関係者が一体となって取り組むとともに、

同計画の実施に当たり、施設整備、技術導入等が必要となる場合は、強い農業づくり交付金等による支援が可
能となっており、効率的かつ効果的なものとなっている。

＜改善・見直しの方向性＞
大豆の生産コストについては、近年順調に低下してきており、目標の達成が期待されるが、今後更なるコス

ト低減のため、
① 地方農政局ブロックごとに設定した大豆300A技術等新技術の普及目標の達成に向けた地方農政局、都府県、
産地の各段階における現地検討会や栽培技術講習会の開催、パンフレットの作成等

② 担い手経営革新促進事業注８による規模拡大等に向けた経営革新に対する支援や、高生産性地域輪作システ
ム（注：文末の用語解説参照）の普及

③ 生産性限界打破事業の活用による生産性の飛躍的な向上を実現するための新たな営農モデルの構築への支
援

を行っていくこととする。
目標 ③ 生乳生産コスト

＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
生乳100kg当たり労働費を２割程度低減 1,883円/100kg 円/100kg ％（ ）
（平成27年：1,614円/100kg） （集計中11月予定）

(基準値：平成15年度：2,018円/100kg (基準値から (基準値から

→目標値：平成27年度：1,614円/100kg) 6.7％低減) ％低減)

（参考）
<18年度目標> <実績値>
1,917円/100kg 1,911千円/100kg <達成状況>
(基準値から (基準値から 106％（A）

5.0％低減) 5.3％低減)
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＜目標達成のための主な政策手段＞
① 強い農業づくり交付金 【34,067（40,506）百万円の内数】

地域の核となる協業法人経営体の育成・哺乳ロボットの活用等畜産生産基盤育成強化のための条件整備等
の「攻め」の取組を支援し、生産性向上を推進。

② 未来志向型技術革新対策事業 【5,882（0）百万円の内数】
生乳の生産に革新をもたらす先進的な技術の導入等、新たな活路を切り拓いていく未来志向型の取組を推

進。
＜目標に関する分析結果＞

19年度の生乳100kg当たり労働費は、11月に公表予定なので実績値を把握することはできないが、近年順調
に低下してきており、前年度に引き続き、低減が図られるものと期待される。
これは、

① 飼養規模や飼養管理方式（フリーストール注９（フリーバーン注１０）・ミルキングパーラー注１１方式、スタン
チョン注１２方式）に応じた自動給餌機や搾乳ロボット注１３、搾乳ユニット自動搬送装置注１４等の導入

② 地域の自然条件を活かした放牧方式の導入
③ 法人化
④ 牛群検定注１５情報の活用による生産性向上や乳牛の能力向上
⑤ コントラクター注１６（作業請負業者）の活用
等を推進したことによるものと考えられる。
なお、地域、産地の課題や戦略に応じたコスト低減の取組への支援に当たっては、効果の高いものを優先し

て交付金を配分し、また、技術の普及に当たっては、周辺産地等への波及効果を踏まえて先進的なモデル性を
有するものに対して助成しており、効率的かつ効果的な取組となっている。

＜改善・見直しの方向性＞
目標は達成しているが、配合飼料価格等が上昇している中で、更にコストを低減することが重要である。こ

のため、引き続き、これまでの取組を推進するとともに、20年度においては、新たに、①生産工程管理マニュ
アルや施設整備計画の策定とともに、②ＩＣタグやＩＴ技術を組み込んだ機器等の導入により効率的な生産工
程管理を行う施設の整備に対する支援を行う。
目標 ④ 肉用牛生産コスト

＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
生体100kg当たり労働費を２割程度低減 10,568円/100kg 円/100kg ％（ ）
（平成27年：9,058円/100kg） （集計中11月予定）

(基準値：平成15年度：11,323円/100kg (基準値から (基準値から

→目標値：平成27年度：9,058円/100kg) 6.7％低減) 低減)

（参考）
<18年度目標> <実績値> <達成状況>
10,757円/100kg 10,490円/100kg 147％（A）
(基準値から (基準値から

5.0％低減) 7.4％低減)

＜目標達成のための主な政策手段＞
① 強い農業づくり交付金 【34,067（40,506）百万円の内数】

産地における競争力強化に向けた地域内一貫生産体制の確立等畜産生産基盤育成強化のための条件整備や
家畜改良増殖等の「攻め」の取組を支援し、生産性向上を推進。

② 未来志向型技術革新対策事業 【5,882（0）百万円の内数】
肉用牛の生産に革新をもたらす先進的な技術の導入等、新たな活路を切り拓いていく未来志向型の取組を

推進。
＜目標に関する分析結果＞

19年度の生体100kg当たり労働費は、11月に公表予定なので実績値を把握することはできないが、ここ２年
順調に低下してきており、前年度に引き続き、低減が図られるものと期待される。
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注１７

③ 早期出荷による肥育期間の短縮注１８

④ 完全混合飼料（ＴＭＲ注１９）給与方式、自動給餌機の導入
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⑤ コントラクター等の活用
等を推進したことによるものと考えられる。
なお、地域、産地の課題や戦略に応じたコスト低減の取組への支援に当たっては、効果の高いものを優先し

て交付金を配分し、また、技術の普及に当たっては、周辺産地等への波及効果を踏まえて先進的なモデル性を
有するものに対して助成しており、効率的かつ効果的な取組となっている。

＜改善・見直しの方向性＞
目標は達成しているが、配合飼料価格等が上昇している中で、更にコストを低減することが重要である。こ

のため、引き続き、これまでの取組を推進するとともに、20年度においては、新たに、①生産工程管理マニュ
アルや施設整備計画の策定とともに、②ＩＣタグやＩＴ技術を組み込んだ機器等の導入により効率的な生産工
程管理を行う施設の整備に対する支援を行う。
目標 ⑤ 飼料作物生産コスト

＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
１TDNkg注２０当たり生産費用価注２１を３割程度低減 43.4円/TDNkg 円/TDNkg ％（ ）
（平成27年：33.7円/TDNkg） (集計中21年６月予 (集計中６月予定)

(基準値：平成15年度：48.2円/TDNkg (基準値から 定)

→目標値：平成27年度：33.7円/TDNkg) 10.0％低減) (基準値から

％低減)

（参考）
<18年度目標> <実績値> <達成状況>
44.6円/TDNkg 44.6円/TDNkg 100％（A）
(基準値から (基準値から

7.5％低減) 7.5％低減)

＜目標達成のための主な政策手段＞
① 強い農業づくり交付金 【34,067（40,506）百万円の内数】

産地における競争力強化に向けた飼料作物の生産技術の高度化や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等の「攻め」の取組を支援し、生産性向上を推進。

② 耕畜連携水田活用対策事業 【5,404（6,208）百万円】
水田における効果的な飼料作物の生産振興を図るため、地域の創意工夫を活かした飼料生産振興に直結す

る取組を推進。
＜目標に関する分析結果＞

19年度の飼料作物の生産コストは、21年６月に公表予定であるため、実績値を把握することはできないが、
近年順調に低下してきており、前年度に引き続き低減が図られるものと期待される。
これは、

① 水田を活用した飼料作物の生産・利用に係る調整活動、排水条件の改良等簡易な基盤整備、放牧牛や飼料
生産収穫用機械等の導入等、地域の創意工夫を活かした飼料作物生産の取組への支援

② 稲発酵粗飼料の給与実証、稲わらの完全自給に向けた収集・供給や安定的な生産・流通体制を構築するた
めの取組等への支援

③ 飼料作物の生産から完全混合飼料（ＴＭＲ）の調製・供給までを行うＴＭＲセンターを核とした拠点的な
地域システムの構築

④ 遊休農地等における放牧の拡大、生産性・作業効率の高い牧草地の改良
⑤ コントラクターの育成による飼料生産の外部化
⑥ 青刈りとうもろこし等高単収型作物の作付けの拡大
等の諸施策を講じてきたことによるものと考えられる。
なお、これらの取組は、自給飼料の生産コスト低減のみならず、飼養規模の拡大や高齢化に起因する飼料生

産の労働力不足の軽減と、喫緊の課題である水田や遊休農地の有効利用等の地域の取り組むべき課題の解決に
役立つものであり、効果的かつ効率的な取組となっている。

＜改善・見直しの方向性＞
飼料作物生産費用価の低減のためには、単収や作業効率の向上等を図ることが必要であるが、単収は天候の

影響を受けやすいことを踏まえると、目標達成のためにはこれまでの取組に加えて、既存農地を活用した飼料
生産や耕作放棄地の畜産利用といった効率的な自給飼料生産を一層推進する必要がある。
このため、19年度の取組に加え、新たに、現在、有効利用されていない水田裏作への飼料作物の作付や緑肥

作物の飼料利用、耕作放棄地を草地として有効活用する取組を普及・促進する。
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
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転換を推進することにより、品質の改善を図る。
目標 ⑥ 麦の新品種作付シェア

＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
加工適性が高い等良品質な麦の新品種の作付面積の 21.0％ 23.1％ 123.6％（Ａ）
シェア（都府県） （平成22年度：30.0％）
(基準値：平成16年度：12.1% (基準値から (基準値から

→目標値：平成27年度：30.0%) 8.9％増加) 11.0％増加)

＜目標達成のための主な政策手段＞
① 強い農業づくり交付金 【34,067（40,506）百万円の内数】

産地における競争力強化に向けた多様な実需者ニーズに対応したきめ細かな品質管理等の「攻め」の取組
を支援し、品質の向上を推進。

② 未来志向型技術革新対策事業 【5,822（0）百万円の内数】
麦の新品種の生産に革新をもたらす先進的な技術の導入等、新たな活路を切り拓いていく未来志向型の取

組を推進。
＜目標に関する分析結果＞

平成19年産における麦の新品種の作付けシェア（都府県）は23.1％であり、目標値を2.1ポイント上回った。
これは、「麦新品種緊急開発プロジェクト注２２」等により開発された早生・多収品種、病害抵抗性品種等新品

種の早急な普及を図るため、
① 全国８ブロックにおいて、実需者、生産者、試験研究機関、行政機関を構成員とする協議会を開催し、新
品種の評価を行うとともに、

② 全国各地において、農協等の生産者団体が主体となって産地協議会を組織し、地域の実需に即した目標や
課題解決のための具体策を明確化した「産地強化計画」を策定し、品質や収量の優れた新品種の導入に向け
た取組等を前年度に引き続き推進したことに加えて、水田経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）注６

への移行による品質向上等へのインセンティブ効果が相まったことによるものと考えられる。
なお、新品種の普及については、各地域の産地強化計画に基づいて関係者が一体となって取り組むとともに、

同計画の実施に当たり、新品種の導入に対応した施設整備、技術導入等が必要となる場合は、強い農業づくり
交付金等による支援が可能となっており、効率的かつ効果的なものとなっている。

＜改善・見直しの方向性＞
麦の新品種の作付シェアについては、増加が期待されるが、今後更に新品種の導入を推進していくため、引

き続き、
① ブロック協議会における新品種の評価活動等を通じた、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

② 各産地協議会において策定した、産地強化計画の評価・見直し
③ 政策課題についての認識の共有化を図るため、地方農政局ごとのブロック会議を通じた各都道府県
に対する情報の提供

等の施策を効果的に実施していくこととする。
③ 需給事情を踏まえた加工用、業務用注２３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 指定野菜注２４(ばれいしょを除く)の 加工向け野菜の出荷数量

＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
指定野菜の加工用向け出荷数量 68万トン 万トン ％（ ）
（平成21年度：70万t） (集計中８月末予定) (集計中８月末予定)

(基準値：平成17年度：66万トン (基準値から (基準値から

→目標値：平成21年度：70万トン) 2万トン増加) 万トン増加)

（参考）
<18年度目標> <実績値> <達成状況>

67万トン 68.6万トン 260％（A）
(基準値から (基準値から
1万トン増加) 2.6万トン増加)

＜目標達成のための主な政策手段＞
① 加工・業務用対応型野菜生産流通拡大事業 【43（0）百万円】

供給が不安定なこと等から輸入野菜にシェアを奪われている加工・業務用国産野菜の安定供給体制の確立、
契約取引の推進に必要な知見を有する産地指導者の育成及び気象変動リスクの軽減を図るビジネスモデルを
提案することにより、加工・業務用国産野菜のシェアの奪還を推進。
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② 野菜低コスト供給パートナーシップ確立事業 【97（0）百万円】
加工・業務用需要に適切に対応できる野菜の低コスト生産・流通体制を確立するため、生産者・流通業者

・実需者の連携の下、有限責任事業組合（ＬＬＰ）注２５等の枠組みを活用し、高性能機械のリレー利用、通い
コンテナ注２６による一貫輸送等を推進。

＜目標に関する分析結果＞
19年度の指定野菜の加工向け出荷数量は、８月末に公表予定なので、実績値を把握することはできないが、

近年出荷数量が増加傾向にあることから、目標の達成が期待される。
これは、これまで、加工・業務用野菜の出荷推進のための課題検討会や産地と実需者との交流会事業の実施

による取引機会の創出、及び加工・業務用に求められる品質や栽培管理のポイントなど生産に必要な情報提供
を推進してきたことに加えて、19年度は特に輸入野菜にシェアを奪われている品目（寒玉系キャベツ、府県産
たまねぎ、冬レタス）等に重点を置き、
① 全国９地区に設置したモデル産地における加工・業務用向けの栽培体系の実証試験の実施
② 加工・業務用需要に取り組む産地強化計画を策定した産地に対する実需者との交流会の実施、、契約取引
に必要な知見を有する人材育成のための産地指導者育成研修の開催

③ 産地と食品産業が連携して積極的に国産野菜の利用を進める取組に対する表彰の実施
等に取り組んだことによるものと考えられる。
なお、上記②の取組に当たっては、国は、各産地において地域の実情に即して「産地強化計画」（産地で取

り組む戦略タイプ、具体的な数値目標等の内容を含む。）を策定した産地を優先して採択することとしており、
効率的な事業の執行を行っている。

＜改善・見直しの方向性＞
指定野菜の加工向け出荷数量は目標の達成が期待されるところであるが、今後更に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、
① 剥き等の一次加工をした供給が必要な品目、端境期などに供給が不安定な品目などについて、加工・業務
用向けの栽培体系の実証試験の実施、品種の検討、栽培技術の確立等の課題解決策の検討

② 契約取引の推進に必要な知識を有する人材育成のための研修会
等を行うこととする。

④ 我が国の優れた農林水産物を知的財産注２７と捉え、その権利化と積極的な保護・活用を推進する。
植物新品種については、審査期間の短縮により、育成者権注２８の保護・活用を図る。
目標 ⑧ 植物新品種の品種登録注２９に係る平均審査期間

＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
植物新品種の品種登録に係る平均審査期間 3.1年 2.9年 106.9％（Ａ）
（平成20年度：2.5年）
(基準値：平成17年度：3.2年 (基準値から (基準値から

→目標値：平成20年度：2.5年) 0.1年短縮) 0.3年短縮)

＜目標達成のための主な政策手段＞

① 品種登録迅速化総合電子化システム 【169（0）百万円】

「行政サービスの向上」、「迅速な権利付与」、「権利の保護の強化」を可能とする総合的な電子化シス
テムの構築を推進。

② 審査制度国際化促進情報整備協力事業 【7（8）百万円】
世界各国により異なる審査方式、出願様式、料金体系名称審査基準等の調和を図るために必要な情報を収

集し、日本との審査データの相互受け入れシステムの検討を推進。
＜目標に関する分析結果＞

植物新品種の品種登録に係る平均審査期間は、2.9年であったことから、目標を達成。
これは、これまで、効率的な審査体制の構築を推進してきたところであり、19年度においても、

① 審査官の増員（５名）
② 審査待ちを解消するのに必要な現地調査旅費の確保
③ 出願書類の見直し
④ 栽培試験を実施する独立行政法人種苗管理センターにおける温室などの施設の整備
等に取り組んできたことによるものと考えられる。
なお、本取組については、海外の審査データの活用、大型施設の導入や効果的な職員の配置、新しい電算シ

ステムの導入等の手段を各審査工程に講じることにより、計画的に平均審査期間の短縮化を図るものであり、
効率的な事業の執行となっている。

＜改善・見直しの方向性＞
目標は達成されたが、今後、育成者等に対して改正した種苗法や品種保護制度のメリットの浸透を図るとと

もに、出願者の代理人となる弁理士や行政書士に対して育成者権の研修を実施することで出願件数が増加する
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と見込まれることから、
① 現地調査旅費の必要額の確保
② 審査官の必要人員の確保
③ 独立行政法人種苗管理センターにおける栽培試験の実施体制の強化
④ 19年度に開発した品種登録迅速化総合電子化システムの本格稼働（20年4月）
⑤ 審査基準の世界標準に合わせた見直し（海外等において既に出願審査された品種について国内審査を簡略
化することを可能とする制度改正（20年4月））

を行い、 終年度（20年度）の目標達成を図ることとする。

【施策に関する評価結果】
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、生産コスト低減では、米、大豆、生乳、肉用牛、飼料作物について、目標の達成が期待され

る。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。
麦の実需者のニーズへの対応では、新品種作付けシェアについては、目標を達成した。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、近年増加傾向に転じており、目標の達成が期待される。今後、剥き等の一次加工が必要
な品目（さといも、たまねぎ）について、加工・業務用向けの栽培体系の実証試験の実施や、契約取引を推進
するための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。
植物新品種の審査期間の短縮については、目標の達成に向けた審査の事務がなされており、今後、 終年度

（平成20年度）に向け、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。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
食料･農業･農村基本計画 H17.3.25 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
注３０ 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
21世紀新農政2006 H18.4.4 Ⅰの４の（１）

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
米、大豆については、着実に生産コストの低減が図られてきているところであるが、担い手への施策の集中

化・重点化を図り、効率的な生産体制の構築を推進するとともに、新たな生産技術の普及を図り、一層のコス
ト低減に取り組んでいく必要がある。
生乳及び肉用牛の労働費については、着実に低減が図られてきているところであるが、配合飼料価格の高騰

により、畜産経営は大きな影響を受けていることから、労働費については一層のコスト低減に取り組んでいく
必要があるとともに、自給飼料の増産は喫緊の課題であり、官民一体となって輸入飼料への依存体質から国産
飼料に立脚した畜産経営に転換するための諸施策を推進する必要がある。
麦については、加工適性の高い品種の普及が 重要課題であり、それに適応した新品種の作付シェアについ

ては目標を上回り良好な結果となっているが、生産コストの低減も主要な課題であることから、今後は、新品
種作付シェアに係る分析の中で、生産コストの低減状況も分析していく必要がある。

【政策評価会委員の意見】
・ 米・大豆のコストを全算入生産費としていることについては、取引価格と比較した際に、経営が赤字である
との誤解を招きかねないので、丁寧に解説するべきである。（永石委員（第１回））

・ 食料・農業・農村基本計画に掲げている麦の生産コストを３割低減させる目標を追加するべきである。（立
花委員（第２回））

・ 産地づくり対策の予算が３年間固定で、生産調整が拡大すると単価が減ることや、飼料米や米粉が収入減少
影響緩和対策の対象となっていないことなどについて、改善を検討されたい。（永石委員（第２回））

・ 生産資材の高騰により、米の生産コスト低減の目標の達成は難しくなるのではないか。（永石委員（第３回））
・ 米の生産については、「水稲におけるたい肥投入量の増大」という目標を掲げる「環境と調和のとれた持続
的な農業生産体制への転換」の政策分野と「米の生産コストの低減」という目標を掲げる「国産農畜産物の競
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争力の強化」の政策分野に分かれているが、１つにまとめることはできないか。（永石委員（第３回））
・ 米の生産コスト低減の目標は、食用米だけの指標なのか、非食用米も含めた指標なのか。（合瀬委員、八木
座長（第３回））
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（別紙）

１ データ、資料等

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）
＜目標設定の考え方＞

生産コストの低減については、食料・農業・農村基本計画注３０の目標年次である平成27年度に向
けて、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、「農業経営の展望注３１」において、水田作における効
率的か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、「農業構造の展望注３１」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。

さらに、米、大豆の生産コストについては、物財費、労働費、利子等を含む生産に必要なコスト
の平均を示す数値である全算入生産費で算出されている。米・大豆については、上記の食料・食料
・農業・農村基本計画において平成27年度に向けた目標を設定する際、全算入生産費が指標とされ
たこともあり、米、大豆の生産コスト低減の効果を評価する上で も妥当な指標と思われることか
ら、全算入生産費により算出された生産コストを目標値として設定する。

また、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。

なお、生乳、肉用牛の労働費及び飼料作物の生産コストについては、使用していた統計データの
公表の考え方が、18年度分から「年」公表の考え方から「年度」公表の考え方（例：18年生産費（調
査期間17年４月～18年３月）→18年度生産費（調査期間18年４月～19年３月））に変更となったた
め、目標値と実績値を再計算した。これにより、生乳、肉用牛の労働費に係る評価結果に変更はな
かったが、飼料作物生産コストについては、評価開始年度である17年度及び18年度に実施した政策
の評価結果について、ＢランクからＡランクに変更となった。

（旧統計データ） → （新統計データ）
（目標値）（実績値） （目標値）（実績値）

平成17年度 45.0円 46.0円(Ｂ) 45.5円 45.5円(Ａ)

平成18年度 43.8円 45.5円(Ｂ) 44.6円 44.6円(Ａ)
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目標① 米の生産コストを25％低減（平成27年度）
＜目標値と実績値の推移＞

（把握の方法）農林水産省「米及び麦類の生産費」により達成状況を把握する。
＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（達成率の計算方法）
達成率(％) = (当該年度実績値－H15基準値(17.4千円/60kg))

÷(当該年度目標値－H15基準値(17.4千円/60kg))×100
（当該年度の達成率）

【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
947 905 888 778 872 906 855 870

(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
537 532 527 469 514 532 507 522

(概算値)
資料：農林水産省「作物統計」

目標② 大豆の生産コストを３割程度低減（平成27年度）
＜目標値と実績値の推移＞
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（把握の方法）農林水産省「工芸作物等の生産費」により達成状況を把握する。
＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（達成率の計算方法）
達成率(％) = (当該年度実績値－H15基準値(23.3千円/60kg))

÷(当該年度目標値－H15基準値(23.3千円/60kg))×100
（当該年度の達成率）

【参考データ】
１ 大豆の （単位：万トン）

生産量 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 22.9 22.9

(概数)
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
192 189 180 153 119 168 161 166

(概数)
資料：農林水産省「作物統計」

３ 大豆の10ａ （単位：h/10a）
当たり労働 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
時間 15.5 14.9 14.4 13.7 12.5 11.6 10.1

資料：農林水産省「工芸作物等の生産量」
４ 大豆の一戸 （単位：a/戸）

当たり平均 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
作付規模 94 101 103 106 107 120 138

資料：農林水産省「工芸作物等の生産量」
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目標③ 生乳100kg当たり労働費を２割程度低減（平成27年度）
＜目標値と実績値の推移＞

（把握の方法）農林水産省「畜産物生産費」により達成状況を把握する。
＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（達成率の計算方法）
達成率(％) = (当該年実績値－基準値)÷(当該年目標値-基準値)×100

（当該年度の達成率）

【参考データ】
単位：千ﾄﾝ

生乳の生産量 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
8,415 8,312 8,380 8,405 8,285 8,293 8,091 8,024
資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」

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）
＜目標値と実績値の推移＞

（把握の方法）農林水産省「畜産物生産費」により達成状況を把握する。
＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（達成率の計算方法）
達成率(％) = (当該年実績値－基準値)÷(当該年目標値-基準値)×１００
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（当該年度の達成率）

【参考データ】 部分肉ベース、単位：千ﾄﾝ
１ 牛肉の 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

生産量 365 329 364 353 356 348 346 359
資料：「畜産の動向」

２ 肉用牛の 単位：頭／戸
１戸当た 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
り飼養動向 肉用牛 24.2 25.5 27.2 28.6 29.7 30.7 32.2 34.1

うち
肥育牛 － 85.0 87.0 95.4 96.7 86.5 99.9 107.8

資料：「畜産の動向」

目標⑤ 飼料作物生産コストを３割程度低減（平成27年度）
＜目標値と実績値の推移＞

（把握の方法）農林水産省「畜産物生産費」により達成状況を把握する。
＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（達成率の計算方法）
達成率(％) = (当該年度実績値－H15基準値(48.2円/TDNkg))

÷(当該年度目標値－H15基準値(48.2円/TDNkg))×100
（当該年度の達成率）

【参考データ】
１ 飼料作物

の収穫量の
推移

２ 大家畜１
頭当たり飼
料作物面積
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○飼料作物の収穫量の推移（ＴＤＮベース）
（単位：千㌧、％）

12 15 16 17 18
収穫量 3,928 3,517 3,712 3,614 3,509
対前年 1 ▲ 6 6 ▲ 3 ▲ 3

資料：農林水産省「畜産統計」

○大家畜１頭当たり飼料作物作付面積
（単位：a/頭）

12 15 16 17 18
全国 20.6 20.5 20.4 20.6 20.5

資料：農林水産省「作物統計」、「畜産統計」
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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）
＜目標設定の考え方＞

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、都府県において新品種への作付転換が遅れていることから、当面（平成22年

度に向けて）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、平
成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、平成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。

＜目標値と実績値の推移＞

（把握の方法）都府県を通じた調査で達成状況を把握する。
＜目標達成状況の判定方法＞

農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。
（達成率の計算方法）

達成率(％) = (当該年度実績値－H16基準値(12.1%))÷(当該年度目標値－H16基準値(12.1%))
×100

（当該年度の達成率）

【参考データ】
（円/60kg）

小麦の生産費 12年産 13年産 14年産 15年産 16年産 17年産 18年産
9,065 9,396 8,423 8,543 8,411 8,256 8,560
資料：農林水産省「米及び小麦の生産費」

目標⑦ 指定野菜(ばれいしょを除く)の加工向け出荷数量70万トン（平成21年度）
＜目標設定の考え方＞
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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。
目標値の設定に当たっては、輸入野菜に奪われたシェアを重点的に奪回することを目的として、加工・業

務用野菜需要への取組に向けたガイドラインを策定した８品目（トマト、レタス、ほうれんそう、キャベツ、
だいこん、にんじん、ねぎ、たまねぎ）を中心に「食料・農業・農村基本計画」の生産努力目標の着実な達
成に向け、平成19年度から開始した新たな野菜対策の 終年度となる平成21年度までに70万トンを達成する
ことを見込み、目標として設定。

＜目標値と実績値の推移＞

資料：大臣官房統計部「野菜生産出荷統計」
※平成19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。

（把握の方法）農林水産省「野菜生産出荷統計」により達成状況を把握する。
＜目標達成状況の判定方法＞

農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。
（達成率の計算方法）

達成率(％) = (当該年度実績値－H17基準値(66万トン))
÷(当該年度目標値－H17基準値(66万トン))×100

（18年度の達成率）
260%＝(686,000-660,000)／(670,000-660,000)×100

【参考データ】

１ ﾄﾏﾄ､きゅうり､なす､
ﾋﾟｰﾏﾝの４品目
の加工向け出

荷数量の推移

２ 用途別需要に （単位：％）
おける指定野 用 途 平成２年 平成12年 平成17年
菜（ばれいし 家計消費需要 0.5 ２ ２
ょを除く）の 加工・業務用需要 12 26 32

輸入割合の動 資料：農林水産政策研究所調べ
向

指定野菜（ばれいしょを除く）加工向け出荷数量の推移
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目標⑧ 植物新品種の品種登録に係る平均審査期間を2.5年に短縮（平成20年度）
＜目標設定の考え方＞

種苗は、農林水産業の基礎をなすものであり、優秀な特性をもった新品種が開発されることは、生産・消
費の両面で重要な意義を持つ。このため、品種登録にかかる出願から登録までの処理期間を短縮することに
より、植物新品種の保護の強化注３２と活用の促進を図る。
種苗法注３３に基づく品種登録出願件数は毎年増加しているため、これに対応しうる、審査体制の整備等を

総合的に進めるなどして、平均審査期間を平成20年度までに世界 短水準の2.5年にすることを目標として
設定する。

＜目標値と実績値の推移＞

注 平成18年度の目標が3.4年となっている理由
平成15年以降、出願件数の増加に対し、栽培試験、現地調査、審査が追いつかず、審査期間が延

びると想定したため。

（把握の方法）農林水産省生産局調べにより達成状況を把握する。
＜目標達成状況の判定方法＞

当該年度の目標を達成した場合はＡ、下回った場合はＣとする。
（達成率の計算方法）

達成率(％) = (当該年度目標値)／(当該年度実績値)×100
（当該年度の達成率）

【参考データ】

出願件数の （単位：件）
推移 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年

942 1,157 1,002 1,280 1,337 1,385 1,290 1,533
資料：農林水産省「作物統計」

植物新品種の品種登録に係る平均審査期間の推移
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２ 用語解説

注１ 担い手

効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して経営改善に取り組む農業経営。

注２ 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、農畜産物の高品質・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３ 高生産性地域輪作システム実証事業

北海道の畑作や各地域の水田作等において、農業経営の規模拡大と生産性の向上を両立する輪作体系

の確立を目指す事業（平成17～19年度に実施）。

北海道畑輪作については、畝から土塊・礫を取り除くことにより、ばれいしょの高品質化、収量向上

及び収穫作業の効率化を可能にする「ソイルコンディショニング技術」、水田輪作（稲・麦・大豆）に

ついては、一台で稲、麦、大豆の播種が可能な「ディスク駆動式汎用播種機による不耕起栽培技術」（耕

起、代かき（稲）、畝立て（大豆）を省略する栽培技術で、労働時間を大幅に削減でき、耕起を行わな

いため降雨後、早期に効率的に播種できる）の実証等を実施。

注４ 水田農業構造改革対策

米政策改革大綱※１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、「米づくりの本来あ

るべき姿」※２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５ 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６ 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７ 水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）

水田経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）

品目横断的経営安定対策とは、農業従事者の急速な減少や高齢化など農業の生産構造が急速に変化し

ている等の情勢を踏まえ、今後の日本の農業を背負って立つことができるような意欲と能力のある担い

手が中心となる農業構造を確立するため、これまでのようなすべての農業者を一律的に対象として、個

々の品目ごとに講じてきた施策を見直し、意欲と能力のある担い手に対象を限定し、その経営の安定を

図るために、平成19年産から実施されている施策。

本施策の正しい理解の推進に資するため、品目横断的経営安定対策は以下のとおり用語が変更された。

品目横断的経営安定対策 →（北海道向け）

水田・畑作経営所得安定対策

（都府県向け）

水田経営所得安定対策

なお、当分の間は、新用語と旧用語を併記することとしており、次のとおり表記することとする。

品目横断的経営安定対策 →（北海道向け）

水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）
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（都府県向け）

水田経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）

注８ 担い手経営革新促進事業

担い手の経営革新を促進するため、品目横断的経営安定対策の対象者のうち、更なる経営発展を目指

す意欲的な担い手に、品目横断的経営安定対策による支援に加え、規模拡大等に向けた経営革新のため

の取組に対する支援を行う政策。平成19年産から実施。

注９ 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10 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11 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12 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13 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14 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15 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16 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17 繁殖部門の導入による一貫経営への移行

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18 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、 大の収益を確保し得る 適な肥育期間を超えて飼養が長期化するこ
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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19 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すべて

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20 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単位で表し

たもの。

注21 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22 麦新品種緊急開発プロジェクト

「新たな麦政策大綱」に基づき、平成11年度より農林水産省が立ち上げた、実需者等のニーズを踏ま

えた早生化・高品質化等を目標とした新品種の育成及びその栽培技術を確立するための研究を行うプロ

ジェクト。

※新たな麦政策大綱

①現在の政府全量買入れを、民間流通に３年から５年（平成12年産から平成14年産）で移行する、

②民間流通が定着するまで政府買入れを継続、③麦作経営安定資金の創設、④災害収入共済の導入な

どを柱として、平成10年５月に策定された政策。

本大綱において、輸入麦に及ばない国内産麦の品質の改善を図るため、①生産者・実需者の要望の

品種開発への反映、②目標を明確にした品種開発の推進、③研究成果の移転の促進、④緊急研究開発

プロジェクトの創設について緊急の対応を行うこととされた。

注23 加工用、業務用

消費に仕向けられる野菜については、小売店から直接消費者が購入する「家計消費用」のほか、食材

として外食・中食産業が購入する「業務用」、加工用に食品加工業者が購入する「加工用」に用途が大

別される。

※中食

レストラン等へ出かけて食事をする外食と、家庭内で手作り料理を食べる「内食」の中間にあって、

市販の弁当やそう菜、家庭外で調理・加工された食品を家庭や職場・学校・屋外等へ持って帰り、そ

のまま（調理加熱することなく）食事をすること。また、その食品（日持ちをしない食品）の総称。

注24 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）。

注25 有限責任事業組合(LLP)

「有限責任事業組合(limited liability partnership)」のことで、①構成員全員が有限責任で、②

損益や権限の分配が自由に決めることができるなど内部自治が徹底し、③構成員課税の適用を受けると

いう３つの特徴を兼ね備えている。構成員全員が無限責任の民法組合の特例として「有限責任事業組合

契約に関する法律」によって制度化された。

注26 通いコンテナ

何回も繰り返し使用される輸配送用のコンテナのことで、強化プラスチック製等反復使用に耐え得る

素材で製造されている。
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注27 知的財産

発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発明

又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。）、商標、商号

その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術

上又は営業上の情報をいう。

注28 育成者権

品種登録された植物を独占的に利用できる権利。種苗法によって保護される知的財産権の１つ。なお、

ここでいう「利用」とは、下記のとおりである。

・ 種苗の生産、調整、譲渡の申出、譲渡、輸出、輸入、及びこれらの行為をする目的をもって保管

する行為。

・ 収穫物・加工品の生産、譲渡の申出、貸渡しの申出、譲渡、貸渡し、輸出、輸入、及びこれらの

行為をする目的をもって保管する行為。

注29 品種登録

品種登録制度では、栽培される全植物及びきのこの一部を保護対象とし、品種登録をするには①区別

性、②均一性、③安定性、④未譲渡性、⑤名称の適切性を審査し、要件を満たしていれば品種登録され

る。品種登録がなされると「育成者権」が発生し、品種登録を受けた者は、「育成者権者」となり、業

として品種登録された種苗等の権利を専有する。

注30 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31 ｢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。

注32 植物新品種の保護の強化

育成者権は品種登録により発生する。これにより、育成者権者は、その登録品種を独占的に利用（生

産・販売等）したり、他者に対し利用権を設定することにより利益を得ることが可能となる。品種登録

に係る出願から登録までの処理期間を短縮することにより、権利付与が早期に実現でき、侵害行為に対

する権利行使、罰則の適用が速やかに行われ、権利侵害を防止できる。

例えば、品種登録出願が官報に公表された時点で、いわゆる仮保護が認められるが、①補償金の請求

ができるのは、品種登録後である。また、②仮保護期間中は、税関による輸出入の差止めができない。

注33 種苗法

植物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ことを目的として制定された法律。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/j/assess/pdf/kihonkeikaku.pdf


