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３ 議 事 

 （１）最近の政策評価をめぐる動き等について 

 （２）平成24年度実施政策の評価について 

 （３）総合評価（総合的な食料安全保障の確立）の評価方針について 

 

４ 閉 会 
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○上田評価改善課長 それでは、定刻となりましたので「農林水産省政策評価第三者委員

会」を開催させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 私は７月１日付で評価改善課長を拝命いたしました上田です。本日の司会進行役を務め

させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 改めまして、本日、委員の皆様にはお忙しいところ、大変貴重な時間をつくっていただ

きまして、ありがとうございます。 

 初めに、委員会の開催に当たりまして、後藤政策評価審議官から御挨拶させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○後藤政策評価審議官 政策評価審議官の後藤です。 

 委員の皆様方におかれましては、御多忙の折、平成25年第２回農林水産省政策評価第三

者委員会に御出席いただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 ６月に閣議決定されました「経済財政運営と改革の基本方針」におきまして、行政事業

レビューと政策評価の一体的な推進が重要であるということがうたわれております。そこ

で本日は第三者委員会委員の皆様方に加えまして、行政事業レビューの外部有識者会合の

委員、藤原委員と二村委員のお二方に、オブザーバーという形で御参加いただいておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、本日の主な議題ですが、平成24年度実施政策の評価と、総合的な食料安全保障の

確立の評価方針となっております。24年度実施政策の評価につきましては、全120指標の

うち達成度合が低調であった13指標、達成度合が150％を超えた10指標を中心に御議論い

ただくこととしております。 

 また、測定指標がC判定となったものについては、関連する事業のレビューシートも併

せて配付させていただいております。 

 本日の御議論を通じまして、政策評価第三者委員会の委員の皆様と行政事業レビュー外

部有識者の委員の皆様が一堂にお集まりいただき、当省の政策について共通認識を持って

いただくことで、政策評価、行政事業レビュー、今後これらが一体的に推進していく第一

歩となるということになれば、まことに幸いに存じます。 

 本日の御議論を受け、24年度政策の評価結果につきましては、26年度予算要求等にも反

映していくことといたしております。委員の皆様におかれましては、どうぞ忌憚のない御

意見をよろしくお願い申し上げます。 

○上田評価改善課長 それでは、今、後藤審議官の挨拶にもありましたが、本日は農林水

産省行政事業レビュー外部有識者のお二人の方にオブザーバーとして御出席いただいてお

りますので、私から御紹介させていただければと思います。 

 まず、あさひ法律事務所弁護士の藤原道子委員です。 

○藤原委員 弁護士の藤原道子と申します。本年度から委員をさせていただいております。

どうかよろしくお願いいたします。 

○上田評価改善課長 もうお一方、東京女子大学現代教養学部准教授の二村真理子委員で
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す。 

○二村委員 東京女子大学の二村です。よろしくお願い申し上げます。 

○上田評価改善課長 なお、もう一人、外部有識者を務めていただいております、沖本委

員は本日、所用により御欠席されております。 

 次に、本委員会の資料の扱いですが、会議終了後に農林水産省ホームページ上で公表す

ることとしております。また、会議の議事録につきましては、委員の皆様に御確認いただ

いた上で御発言者の氏名とともに公表することとしておりますので、あらかじめ御了承い

ただければと思っている次第です。 

 また、配付資料につきましては資料一覧をつけております。御覧になっている途中で不

足等がございましたら、お申し出いただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、早速ですが、議題１の「 近の政策評価をめぐる動き等について」、担当か

ら御説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○勝野評価改善課課長補佐 それでは、御説明させていただきます。 近の政策評価をめ

ぐる動きということで、配付資料一覧というクリップでとめた資料の中の資料１を御覧く

ださい。座席表の次になっております。先ほど後藤審議官からの御挨拶にもありましたと

おり、経済財政運営と改革の基本方針の中に「実効性あるPDCAの実行」ということが位置

づけられております。政策の効果と質を高めるための政策インフラとして政策評価が位置

づけられております。 

 ２つ目のポツに各府省において政策評価と行政事業レビューの連携強化を図り、一体的

な取組を促進するということも書かれております。まさに本日の会合はそういったものの

一環ということになります。 

 次の資料１－参考を御覧ください。こちらは、総務省の政策評価分科会の資料から抜粋

しております。先ほどの政策インフラとしての政策評価という流れの中で各府省の政策評

価というものの評価基準の基準化などを年内に取りまとめていこうということで議論が始

まっております。 

 資料２では「政策評価と行政事業レビューの作業（イメージ）」ということで、上段が

政策評価、下段に行政事業レビューのことが記載されております。それぞれ評価書やレビ

ューシートをチェックしていって、有識者の方に点検や意見をいただいて、ここに「会合

の合同開催」と書かれておりますが、本日がこういった場になっております。８月末予定

で予算の概算要求決定とともに評価書及び行政事業レビューを公表していこうということ

になっております。また、これらが政策の改善・見直しや来年度の予算要求に対して反映

されていくという流れになっております。 

 資料２－参考１では、政策評価と行政事業レビューの関係性について整理させていただ

いた資料をお付けしております。 

 政策評価では、政策分野ということで農水省におきましては21の政策分野が掲げられて
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おり、それぞれの中に測定指標という形で目的設定がされていますが、その目標を達成す

るための手段として個々の事業がある、そこで行政事業レビューに対応しているというこ

とで、さらにこれを詳しく説明した資料が次のページにあります。 

 資料２－参考資料２、評価書という形で出てくるのが測定指標になりますが、レビュー

シートではそれを成果指標と呼んでおりまして、同じような成果指標を掲げた事業が幾つ

かあるということです。ここで例としてレビューシート番号001～003を掲げており、これ

はあくまでも例ですけれども、政策評価の達成手段一覧の中に短冊のような形でこれらの

事業等が紹介されていて、ホームページ上ではレビュー番号をクリックしていただくと、

レビューシートを御覧になれるという形で整理をさせていただいています。目標がうまく

設定されているかとか、その目標が達成されていない場合に個々の事業についてどうなの

かということを点検していくということになります。 

 今回、御参考までに資料９として「達成度合が『C』又は『有効性に問題がある』と判

定された指標に関連する行政事業レビューシート」も配付させていただいております。こ

ちらは、本日、議論する時間はなかなかとれないかとは思いますけれども、本日、御参加

いただいているお二人の委員の方には、この行政事業レビューのチェックをしていただい

ているということになります。 

 資料３ですが、こちらは今年度の評価書の構成について御説明させていただいておりま

す。ほぼ昨年度と変わっておりませんが、１点だけ測定指標の達成状況欄が「『A』又は

「おおむね有効」となった指標について、その要因を簡潔に記載」とさせていただいてお

ります。 

 御説明は以上となります。 

○上田評価改善課長 ただいま、担当から 近のめぐる情勢、特に政策評価と行政事業レ

ビューの連携強化について御説明させていただいたところですが、何か御質問等はござい

ますか。 

 よろしければ、引き続きまして、議題２の「平成24年度実施政策の評価について」御説

明させていただきたいと思います。まず、政策分野１～２、及び指標の見直しについて御

説明させていただき、その後、意見交換をさせていただきたいと思っております。大変申

しわけございませんが、時間に限りがありますので、説明は簡潔にさせていただき、意見

交換の時間をできるだけとりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、政策分野１から御説明をお願いいたします。 

○境消費・安全局消費・安全政策課長 消費・安全政策課長を務めております、境です。 

 資料４の２ページ、中目標１「食料の安定供給の確保」の政策分野１「食の安全と消費

者の信頼の確保」につきまして、御説明をさせていただきます。 

 まず、政策分野の概要ですけれども、本政策分野につきましては、食品の生産から消費

に至るフードチェーン全体において安全管理の取組強化が求められている中、食品の安全

と消費者の信頼の確保を図るということで「（１）食品の安全性の向上とフードチェーン
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における取組の拡大」、「（２）食品に対する消費者の信頼の確保」のための施策を実施す

るというものです。 

 達成度合ということでピンクの項目が右側にありますが、各指標の達成度合につきまし

ては、上から順番に「（ア）カドミウムの耐容摂取量」、「（イ）ダイオキシン類の耐容摂取

量」については、「おおむね有効」です。 

 「（ア－１）GAP導入産地数」については、達成度合が102％で「Ａ」、「（ア－２）うち、

ガイドラインに則したGAP導入産地数」については、達成度合が150％超となっております。 

 「中小規模層の食品製造事業者におけるHACCP導入率」については、達成度合が32％と

いうことで「Ｃ」。 

 「生産者等における食品の入出荷記録の保存の取組率」については、達成度合が107％

で「Ａ」。 

 「（ア）生鮮食品の『原産地』の不適正表示率」については、達成度合が150％超となっ

ております。 

 「（イ）加工食品の義務表示事項の不適正表示率」については、102％で「Ａ」となって

おります。 

 達成度合が「Ｃ」及び150％を超えたものにつきまして、指標の要因分析を御説明させ

ていただきます。表の一番右側の「備考（要因分析等）」という欄を御覧ください。 

 まず、オレンジ色をつけました達成度合が「Ｃ」の「（イ）中小規模層の食品製造事業

者におけるHACCP導入率」につきましては、世界的な景気低迷の影響により事業者が設備

投資を抑制する傾向が続いていること、HACCP導入のための人材確保が困難であること、

HACCP導入の前提となる洗浄殺菌等の衛生・品質管理の基盤となる施設や体制の整備が不

十分な中小事業者が存在するということによりまして、施策の効果が十分得られなかった

ことが要因と考えられております。 

 緑で色をつけた達成度合が150％を超えた「（ア－２）ガイドラインに則したGAP導入産

地数」につきましては、ガイドラインを策定した当初に、一時的にガイドラインに則した

GAPの導入が集中した可能性とガイドラインに則したGAPの普及・導入に係る活動を的確に

実施したことが要因と考えられます。 

 「（ア）生鮮食品の『原産地』の不適正表示率」につきましては、監視取締りの強化、

表示制度の普及啓発の推進及び福島原子力発電所事故を契機とした消費者の産地表示への

関心の高まりに伴い、事業者が食品表示を徹底したことが要因と考えております。 

 御説明は以上です。 

○及川生産局総務課生産推進室長 では、引き続きまして、政策分野２「国産農畜産物を

軸とした食と農の結び付きの強化」につきまして御説明申し上げます。私は、生産局総務

課生産推進室の及川です。よろしくお願いします。 

 資料４の３ページを御覧ください。この政策分野２につきましては、国産農畜産物の需

要喚起をするとともに、供給面における対応をしっかりやっていこうというものです。こ
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のうち施策については２つありまして、全国的、マクロ的に国産農畜産物の消費喚起、供

給拡大を図っていくもの、もう一つ、施策２として地産地消の推進といった分類になって

おります。多数、指標がありますので、先ほどありました達成度合が「Ｃ」もしくは

150％を超えたものにつきまして、特に説明させていただきます。 

 まず、「（イ）朝ごはんの摂取促進等を通じた米の消費拡大」につきましては、対23年度

実績値として、増減率が-2.9％ということで「有効性に問題がある」ということとなって

おります。 

 要因としては、そもそも前年度との比較で評価しておりますが、22年度に東日本大震災

の影響として、米の買いだめ等があったといったことで消費が上がったわけですが、23年

度はその需要増加が落ち着いたことから減少になったこと、また、23年度産米は22年度産

米と比べて価格が上昇したことといったものの影響があろうと思います。現在、これにつ

きまして我々は官民を挙げて、米の消費拡大として「めざましごはんキャンペーン」、そ

のほかに米飯学校給食の拡大に向けた取組を推進しているところです。 

 この件に関しまして、以前、事前説明のときに渡邉委員と二村委員から米の消費拡大に

ついて、マスコミ等の影響もあり、米の消費摂取量が減っている動きがあるが、それに対

してどのように対応しているのかという御指摘があったかと思います。まず、これにつき

ましては、今、申し上げました「めざましごはんキャンペーン」において、シンポジウム

を全国３カ所、各500人規模で開催し、米のおいしさ、機能性に対する講演を行ったとこ

ろです。その結果、シンポジウム参加者を対象にしたアンケート結果で約８割が米を食べ

ようという気持ちになったということです。 

 もう一つ、米のパンフレットということでそれぞれターゲットを分けて、30代男性向け

のメタボ対策、20代男性向けの新社会人としての朝ごはん、主婦向け、受験生を持つ母親

向けみたいな形で４つのパンフレットをつくっております。特にメタボ対策としまして、

脱メタボ、ごはん食で楽をしてヘルシー大作戦といったパンフレットをそれぞれ５万部つ

くり、各スーパー等の大手量販店の売り場に配布させていただいているところです。 

 また、同じく渡邉委員から、栄養士や保健師からもごはんが悪者になっていないかとい

うことで、そこら辺に対する啓発をどうやっているのかといった御指摘が事前にあったか

と思います。これにつきましても、先ほど述べました米飯学校給食の拡大ということで毎

年８校ずつモデル校をセレクションしまして、米飯学校給食の回数を増やしていくといっ

た取組をしているところです。この中で当然のことながら、栄養士、栄養教諭にも御参加

いただきながら、検討会、情報交換会を開催させていただいているところです。また、そ

のモデル校での取組についても全国の自治体に配布しまして、米飯給食の重要性、推進に

ついて周知を図っているところです。結果として、米飯学校給食の実施回数自体は平成19

年のときは週３回ぐらいが全国平均ですが、平成22年度は3.2回と順調に拡大していると

いったところです。 

 引き続き、米の消費拡大対策に向けて25年度も新規事業として「日本の食を広げるプロ
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ジェクト事業」で今までの朝食対策、学校給食対策のほか、中食、外食向けの利用促進等

についても展開していこうと思っているところです。 

 「（エ）生産者と実需者の連携による米粉用米・飼料用米の利用拡大のための『米穀の

新用途への利用の促進に関する法律』に基づく生産製造連携事業計画の認定数」です。目

標値100件に対しまして、実績値が53件といったところで達成度合が「Ｃ」となっており

ます。これにつきましては、法施行以降、順調に認定数が伸びてきたところですが、既に

今年の５月の第１回委員会においても御説明申し上げましたとおり、東日本大震災の影響

によりまして需要が鈍化し、その目標達成が困難となったことから、指標の目標について

24年度から２年延長して26年度までに100件という形にさせていただきたいと思っている

ところです。 

 これにつきましても、引き続き新たな米粉製品の開発を図るための実証支援を25年度か

ら行うことによって展開を図ってまいりたいと考えているところです。 

 「（キ）加工・業務向け指定野菜の出荷量」です。目標値に対しまして、23年度実績値

として達成度合は２％で「Ｃ」という評価になっております。これにつきましては、まず

全体的な話として、23年度の野菜出荷量が天候不順の影響を受けて不作となっている中で

特に加工業務用向けの出荷量の２割強を占めるタマネギ、１割を占めるニンジンにつきま

して、主要産地の北海道で単収を大きく下げてしまい、全体的に影響を与えたということ

になっております。 

 ただ、これにつきましてよくよく分析をしたところ、キャベツやレタスについては基準

年の20年に比べますと、190％アップと品目によっては非常に伸びているということ。ま

た、指定野菜の全出荷量に占める加工業務用野菜の割合については、20年が10.6％だった

のに対して23年度は11.2％と堅調に増加しているところです。我々の考え方としましては、

現在の重量ベースの指標においては、どうしても重たい野菜、俗に言う重量野菜の減少が

大きく評価され、今、消費者の購入の中心になっているカット野菜の葉物の増加がなかな

か評価されにくいのかなといった点もありまして、次回の第三者検討委員会までには、そ

ういった評価指標の見直しも併せて検討していきたいと思っているところです。 

 １つ飛ばして、「Ｃ」をそのまま続けさせていただきますが、「（サ）チーズ向け生乳の

生産量」です。24年度におきましては国際価格が軟調傾向、円高基調もあって簡単に言い

ますと、輸入チーズ価格が低下して競争が激化したこと。また、国内的に言いますと、加

工原料乳、いわゆるバターの需給が極めてタイトでそちらに仕向けを優先せざるを得なか

ったといったことがあり、全体的にチーズ向けの仕向けは伸び悩んだところです。 

 これにつきましては、今年度は加工原料乳、いわゆるバター需要も改善し、また、輸入

チーズ価格の上昇もあるといった状況の中でチーズ向け出荷量も、現時点の業界調べでは

改善しているところですので、引き続き国内対策におきまして、チーズ向け生乳の供給拡

大を図ってまいりたいと考えたところです。 

 １つ戻っていただき「（コ）国産花きの産出額」につきましては、23年度実績値として
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目標値に対し達成度合は50％で「Ｂ」となりましたが、前年度の達成度合よりは低いため、

今回のように要因分析を行わせていただいているところです。 

 外部要因としましては、そもそも23年度の花き需要において、御存じのとおり花きとい

うのはイベント、ギフトといった用途も多いわけですが、これもまた東日本大震災におき

まして、特に３月時点の需要の減が大きかったという消費行動に大きな影響がありました。

また、これも先ほど申し上げました円高基調によって輸入額が引き続き高いレベルで推移

したということで、国産花きがマーケット拡大しづらかったといったところです。 

 これにつきまして、我々としましても国産花きの強みである高品質な花きの生産供給体

制として、特に日持ち保証といったものを展開しながら、国産シェアの奪還を図っていき

たいと思っております。二村委員からも事前の説明のときに御指摘がありましたが、輸出

という点で実は植木、盆栽といったものも含めて国産花きと言うわけですが、これについ

ては堅調に輸出額が増えておりまして、花き全体で平成20年は53億円の輸出額実績に対し

て、24年は約83億円ということで、ジャンパン・ブランドとして伸びているところです。

今後、切り花につきましても同じように高品質を売りに展開しながら全体的に花き輸出も

頑張っていきながら、この施策の指標達成に向けて引き続き努力させていただきたいと思

っております。 

 今度は色が変わりまして緑色「（オ）国産小麦の新たな仕向け先用途として開拓すべき

パン・中華めん用品種の作付シェア」です。これにつきましては、24年度目標値に対して

実績値の達成度合が150％を超えております。 

 まず、主な要因としましては、近年、国内で製パン適性に優れた新品種、例えば今、北

海道のほうで「ゆめちから」といった品種が普及しておりますし、ラーメン用小麦も開発

されまして、今、博多ラーメン用で「ちくしW2号」といったものも普及しておりますが、

こういった作付けシェアが拡大していること。また、国内的な支援施策としましても、こ

ういったパン、中華めん用品種に対する特別な加算措置も講じていることもあり、こうい

った取組によって150％超えになったのかなと思っているところです。まだまだ 終目標

の19％に至っていないという状況ですので、引き続きこの方向性に沿って取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上、「Ｃ」及び150％超えになった部分につきましての御説明を終わりにさせていただ

きます。 

○國井食料産業局企画課長 食料産業局企画課長です。よろしくお願いします。 

 私からは、１点追加で前回の第三者委員会で積み残しになっておりました指標の変更に

ついて御説明をさせていただきます。資料７の３枚目を御覧いただければと思います。フ

ァイルにとじられている中に「事前分析表」という赤い耳がついているのではないかと思

いますが、ここのところが資料７になっております。 

 「中小規模層の食品製造事業者におけるHACCPの導入率」、この25年度目標が前回はまだ

検討中ということで御説明をさせていただきましたが、今回、見直しをいたしましたので、
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それについて簡単に御説明いたします。左が現行で、右側に見直しと矢印が書いてあるか

と思いますが、現行は目標年度が24年度で50％に持っていくという目標でした。基準値は

平成18年度の16％、これを50％まで持っていくという目標でこれまで施策を展開してきた

わけです。見直し後ですが、その右側に書いておりますけれども、 終目標年度を平成35

年といたしまして、目標としては50％、基準値は先ほど説明があったかと思いますが、24

年度の実績の27％、10年間かけて27％を50％まで持っていこうということです。単年度目

標については、１％アップの25年度は28％にしたいということです。 

 この背景ですが、資料７の１ページ目を御覧ください。そこの「測定指標の選定理由及

び目標値の設定の根拠」という欄が真ん中の右側にありますが、これまでHACCPの導入率

を特に１億円から50億円の販売金額の層をターゲットに50％まで、24年度までに上げよう

という目標を立ててきたところです。 

 しかしながら、これまで実績でいきますと「Ｃ」判定が多く、基本的には達成ができな

かったという反省も踏まえまして、これも前回少し御説明申し上げたかと思いますけれど

も、今回、HACCP支援法というHACCPを導入しようとする事業者を支援するための法律がち

ょうど本年の６月に期限を迎えましたので、これの延長法案を国会に提出し可決、成立を

したところです。 

 この法律を通すに当たりまして、我々はこれまでの反省を踏まえて、中身を単純延長す

るのではなくて、実際に事業者に対して政策公庫から資金をお貸しするという法律ですが、

これまでは平成10年にできてから毎回５年度ずつに延長を繰り返してきたわけです。ただ、

なかなかこれまで進まないという事情もありまして、そこの要因について分析をすると、

景気の低迷等の経済情勢もありますが、そもそもターゲットにしている中小事業者が

HACCPという高度な衛生管理のシステムに至る前段階の一般的な衛生管理ですとか、そう

いったところも手が回っていないというのが実情でありますので、いきなりHACCPまでい

ってもらうというのはハードルが高いだろうという結論に至ったわけです。 

 そういったこともあって、今回の法改正ではこれまで有効期限が５年だったのですが、

これを10年に延長いたしました。 

 その考え方は、 初の５年間でHACCPまで一気にたどり着けないような方々でも手前と

なる一般的な衛生管理ですとか従業員教育、そういったところにまずは取り組んでいただ

いて、その後の５年間、２段階目でHACCPまで到達してもらうという制度設計にしたわけ

です。そのためにHACCPまでいきなりいかなくても資金を融資できるような形にしました

ので、そういったことで今回、法律の期限を平成35年までの10年間に延ばしたということ

になっております。 

 したがいまして、今回の政策目標もそれに併せて新しい改正法の期限になります平成35

年をターゲットに据えたわけです。目標値の50％ですが、これまで24年度までで達成する

と言っていたものが残念ながらできませんでしたので、国会の審議等でもいろいろ御質問

をいただきましたけれども、この50％というのは引き続き維持したい。これを10年間かけ
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て現状の27％から延ばしていきたいということで、目標を定めたところです。そこにいく

までの間にどうやって伸びるのかということですけれども、先ほど申し上げたように２段

階のステップで導入率を高めていこうとしておりますので、 初の５年は１～２％程度の

伸びでいって、残りの後半の５年で３％程度増加する。そういった目標設定にいたしまし

て、こういった形で今回、設定させていただいたところです。 

 長くなって恐縮ですが、私からは以上です。 

○上田評価改善課長 それでは、ただいま政策分野１及び２、それに関連する指標の見直

しについて御説明させていただいたところです。個々にお答えするのではなく、委員の皆

様から御意見、御質問を一通りいただいた上でまとめてそれぞれの担当者から回答させて

いただきたいと思っておりますので、まず、先生方から御質問、御意見をちょうだいでき

ればと思いますが、いかがでしょうか。 

 速水委員、お願いします。 

○速水委員 ありがとうございました。 

 今、御説明いただいたHACCPの件はいつもなかなか伸びないので、大変だなと思ってお

りますし、食料生産をしている現場もおっしゃられるとおり、なかなか投資に向かわない

ところがあるのだろうと理解しております。 

 今回、方法、目標を少し変えられたことは、ひょっとしたらHACCPの目標をとってしま

うのではないかと心配をしていました。日本型みたいな形でぐっとレベルを落としたもの

をやるのかなという心配をしていたのですが、今の御説明ですと、HACCP自体は目標とし

てずっと掲げておくということなので、逆に安心をしたところです。しかし、目標はきち

んと国際的に通用するものにしておいて、そこの目標に誘導していくということは、大変

だと思いますが、今のやり方自体には余り抵抗感なく、これでいいだろうと思いました。 

 問題はそこも含めて成果をどこまで出せるのかというので、次に成果が出なかったら全

く根本的に考え方を変えなくてはいけないなというところで、多分、 後の粘り腰に追い

込まれているところがあるなと、HACCPに関しては思います。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 左近委員、お願いします。 

○左近委員 私がこの委員会に協力させていただくようになって約２年経つのですけれど

も、記憶が間違っているかもしれないのですが、HACCPですとか花き、チーズ向け生乳な

どの指標で数年にわたってＣ判定、問題があるという指標が幾つか見受けられると思いま

す。間違っているかもしれませんが、セールティカルに言えば、目標未達成のものについ

てその原因を分析して改善策、対応策を検討していくというのは非常に正しい方法だと思

っております。この委員会でもその点は重点的にやられているということは、正しいやり

方だと思っております。 

 とはいえ、こういう目標管理、マネジメントをきちんと機能させていくためには、例え
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ば２年続いてＣ判定になったものに関しては、目標そのものについて何らかの問題がある

のか、もしくは取組に努力なり有効な手立てを打てていないのか、いずれかの原因が考え

られると推察されると思います。 

 そうしますと、今、アメリカの実績評価の中でやられている方法ですが、特にこういう

課題のあるもの、例えば２年間Ｃになったものに関しては評価改善課と各担当課との間で

目標の見直しについて一度、検討する。その上で例えば年度の半ばあたりに目標達成に向

けてどういう取組をしているのか、現状はどうなっているのか、年度後半に向けてどうい

う取組や努力ができるのかといったものを、余り作業を増やすということを考えているわ

けではないのですが、こういうマネジメントをちゃんと機能させるためにはそういう取組

をしてもいかがかなと個人的に考えます。 

 先ほど申し上げましたアメリカの例ですが、今のオバマ政権になって、業績マネジメン

トがオバマ政権の場合は重要指標に限って２年以内にその目標を達成すべきという目標を

各省が立てて、その目標に対する取組を四半期ごとにレビューしていくという仕組みを導

入しております。 

 当然、その政策の結果とその予算ですとか取組、見直しに活用していくということもそ

うですが、第一に目標を達成すること、成果を上げることが重要だというところを重視し

た取組だと、今年１月にアメリカに行って伺ってきました。 

 例えばですが、そういった取組を参考にしながら農林水産省でも、特に課題にあるもの

に関しては目標の見直しの検討、あるいは目標達成に向けての取組に関して評価改善課と

各担当課との間で年度の途中あたりにレビューをしてみるという取組もよいのではないか。

それによって 終的には全ての政策が目標を達成するところにいけるのではないかと感じ

ます。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 渡邉委員、お願いします。 

○渡邉委員 私は栗東市から来ているのですけれども、ここに参加させていただいている

理由の１つが、栗東市から来ているのですけれども、栗東市の学校給食完全米飯化に取り

組んできたという経緯があるからと思っています。ちょうど10年ぐらい前に栗東市に引っ

越しまして、子供の入学とともに学校給食で、そのころから完全米飯化に取り組んできま

した。 

 平成18年度から子供の健康的な意義とか地産地消という観点から、給食がこのままでは

子供たちにとってどうなのかということで栗東市教育委員会といろいろ話し合いをしまし

て、保護者の有志もたくさん増え、完全米飯給食につながりました。今、当時の倍ぐらい

の栗東市のお米が給食に出されています。それに伴って地場野菜の利用率も非常に上がり

まして、農協の方も喜んでくださいましたし、学校の給食を考える栄養士さんも、パンか

らごはんにしたことで給食の献立に地元の野菜が使いやすくなったと聞いております。 
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 ところが、年々お米の消費量がじわじわ減っていくというのは本当に残念に思っている

ところです。今年もまた消費量が減りまして、その要因の分析にいろいろ書いてくださっ

ているのですけれども、一番の要因というのは、お米とかごはん粒の、ごはんに対しての

私たちの価値がすごく低下してきてしまっていることではないかなと思っています。「ご

はんを食べたい」、「白いごはんがおいしい」という味覚とともに、「ごはんはすばらしい

な」という意識とかがどんどん失われているし、ごはんはすばらしいなとか、日本人の命

をつないできた本当に主食であるごはんというものへの価値が下がってきている、その辺

が一番の根本の要因ではないかと思います。 

 また、価格が上昇したということも書かれていますが、ごはんはやはり一番安いです。

エネルギーが摂取できるのに、20円か30円ぐらいの食べ物の中では本当に安い価格の食べ

物です。それで高くなったから買わないということではなくて、ごはんというものを食べ

たいと思う志向が大人にまずないということが考えられます。 

 一方、先ほどいろいろキャンペーンとかパンフレットで、メタボ対策にごはん食という

ことを言っていただいて、それはもっともだと思います。ごはんを中心に日本型食生活を

組み立てると、全体的にローカロリーで肥満が防止され、今、問題になっている生活習慣

病が予防できるというのは、日本人がずっとやってきたところで実績もあると思うのです

けれども、「ごはんを食べると太る」という意識を持っておられる大人の方が非常に多い

と思います。 

 先ほど事前の説明で、私の質問についての回答もいただいたのですけれども、私は保健

指導をしているのですが、「メタボ対策のためにごはんを減らしましょう」という指導を

される指導者、保健師さんや栄養士さんは非常に多いです。実はそれ以外にお菓子とかジ

ュースの嗜好品での問題も大きいので、その辺を見直していくことのほうが重要です。加

えて、ごはんは太ると思い込み、ごはんを食べることに後ろめたさを感じている大人の方

が非常に多いなと思います。 

 つい先日、栗東市の学校給食の共同調理場の委員会がありまして、10年ぶりに参加をさ

せていただいたのですけれども、この４月から文部科学省の学校給食実施基準が少し変更

されまして、カロリーを控えましょうということが言われているらしいです。そこで栄養

士さんがそのために主食のごはんを減らすとおっしゃるのです。その方は、セレクト給食

のデザートなどにすごく力を入れているのですが、その辺の指導者の考え方に疑問を感じ

ます。 

 お米の消費量がこうして長い間ずっとどんどん減り続けていくところを見ていると、今、

述べました意識や考え方が大きな問題になっているのではないかと思います。大人の認識

を変えるのはなかなか難しいですが、これから子供たちにごはんのおいしさとか、ごはん

の大切さはしっかり伝えていかないといけないというところから、目標の設定を根本的に

見直していきたいなと思うところです。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 
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 三谷委員、お願いします。 

○三谷委員 花きの生産額のかなりの減少ということですが、山形県で花き農家の経理な

どを拝見していますと、花の生産者はかなり経営が疲弊してきているという感じがいたし

ます。例えばシクラメンの生産農家ですと、暮れになりますとシクラメンの需要期という

ことで、イメージしていただきたいのですけれども、3,000円だとか4,000円だとか大鉢の

シクラメン、従前ですとああいうものが結構売れていたということですが、生産者の立場

で言うと、今はああいったものは市場で価格が生産コストを確保できるような、もしくは

収益を上乗せできるような価格がつかないということで、私どものお客様はここのところ、

ミニシクラメン、スーパーの店頭などで500～600円ぐらいで売れるような、ああいった量

でカバーして市場で収益の確保をできるような、同じシクラメンでもそういった形で生産

体制を変えているということなのです。 

 考えてみると、ずっとデフレ化のもとで給与は家庭においてだんだん減っている状況下

では、本当に高い技術を持っていらっしゃるのだけれども、立派なシクラメンをつくって

も現場で売れない。したがって、現実に売れてコストが回収できるものに生産をシフトし

ていかなければならない状況下にずっときているということです。先ほどの中央卸売市場

あたりの取扱金額、花というのはほとんど100％が市場で取引されますので、１つの要因

にはお花の価格の低下傾向、そういった要素もあるのではないかという感じがいたします。

現場を知っていますと、花の農家が結構、御苦労をなさっているということを御承知願い

たいということで発言させていただきました。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 大山委員、お願いします。 

○大山委員 今のお話を幾つか聞かせていただいて、例えばごはんの場合などもそうです

し、花きの場合もそうですし、チーズなどは為替要因によるマーケットの価格の問題とい

う要素もありますが、要は、需要喚起が難しいという傾向の中でどう対応するかという話

だと思います。 

 そうすると、目標設定するときに絶対にこういうふうにやるのだという、空手形的なア

プローチではなくて、徹底的に現実の人々の需要のその時点その時点の状況から逆算する

ようなアプローチを政策目標の中に少しでも盛り込めたらという気がしています。メタボ

の元凶でとにかく炭水化物、悪玉、デブ論みたいなものが中年の私たちなどだと、メタボ

検診に行くと、絶対にごはんを食べないでくださいよと言われる同僚もいます。本当に１

日にお仏壇に乗せるごはんぐらいしかごはんを食べない人が多いです。 

 だから、例えば先ほどおっしゃっていたメタボ対策にもごはん有効というパンフレット

など、需要喚起するためには何からの前向きな健康に働きかけるインセンティブとか、そ

ういうものはこれから老人が大量に増え、中年も増えていくわけで、そういうところのア

プローチからできることとか、石川遼君が卵かけごはんを食べていると言ってもあれもイ

メージで終わってしまうので、どきっとしてごはんを食べざるを得ないというか、そうい
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うところからのアプローチとPRで目標を立てるという考え方というか、方策というか。 

 花きなども景気に左右されるので、銀座の近くの花屋などに聞くと、バブルのときはお

やじがホステスさんに何万円もするランを大量に買って、お誕生日に大量に売れていって

非常に花が売れたというが、多分、もうその半分もいっていない。それは多分、不可逆的

で、バブルが来なければそういうおやじさんたちも減るとか、そういう中で民間の会社さ

んとも意見交換をされた上でどういう目標を立てるかとか、新しいお花を贈るイベントが

今の低成長の日本人の家族の生活様式や気持ちの中でどういうところにアプローチできる

か。恐らく需要喚起はそういうところも大変ですが、民間の方との意見交換も含めて汗を

かいた上でそこから逆算して目標を立てるとか、そういうアプローチもあるのではないか

と思いました。 

○上田評価改善課長 ありがとうございます。 

 婦木委員、お願いします。 

○婦木委員 今の需要と供給のバランスの関係で需要喚起が必要だというのは、非常に意

義深いお話だとお伺いしておりました。それを言うなら、もう一つ言わせていただきます

と、米粉の製品につきましては、現場では非常に問題になっているのではないかと思いま

す。私ども現場では、米粉をつくったら補助金がたくさんつくということで、そういう方

向で生産者は動いたと思います。それによって非常に多くの米粉のためのお米がつくられ

るようになった。ところが、今度それを使うところが少なくなったということで、結局、

今度はそれが余ってきたということになると、補助金がつかないということになりますの

で、非常に現場ではどちらを向いたらいいのかという、そういう状況になっていると感じ

ております。 

 そういう中で、やはり 終的な需要、供給のバランスがうまくとれていかないと、幾ら

目標を高く掲げていても目標倒れになってしまうというあたりで、その辺の探りを入れな

がら目標設定が必要かなと思います。その続きの小麦についても、今、非常に需要が高ま

ってきておりまして、それならつくろうということでたくさんつくられてきた。結局は需

要があればつくる、もうかるのであればつくる、それが生産者の本当の声だと思いますの

で、例えば米粉ということであれば、米粉の需要をどうやってつくっていくのかというと

ころの政策があってしかるべきだと思います。 

 具体的に言いますと、米粉の製粉の一番のネックになっておりますので、例えば後で出

てきますが、６次産業化をはじめいろいろな施策の中でその辺の喚起も含めて目標設定を

されるという、大きな意味で考えていただくといいのかなと感じました。ぜひそのような

バランス感を持って取り組んでいただければと思っております。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 それでは、このあたりで担当からお答えさせていただきたいと思います。 終的にはま

た皆さんからいただいた御意見を紙に整理してお答えさせていただきたいと思いますが、

まず、左近委員はじめ、数名の方々から評価の観点から御意見を賜ったところです。非常
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に有意義な御提案に感謝したいと思います。ちょうど今、総務省で評価方法の見直しの検

討等も始まっているところでして、これに併せて私ども農林水産省の政策評価もどういう

ことを行っていくかということを検討していくことになろうかと思いますので、また、特

に左近委員からいただいた御意見等も参考にさせていただきながら、見直しなり今後のや

り方を考えていきたいと思っている次第です。 

 それでは、各局から、すみませんが、時間の関係もありますので、簡潔にお願いできけ

ばと思います。 

○境消費・安全局消費・安全政策課長 ごはん食のお話を渡邉委員からいただきましたが、

資料４の３ページに、先ほど説明はなかったのですけれども、「（ウ）日本型食生活の実践

に取り組む人の割合」というものがございます。これはＢ評価で86％という、18％取り組

んでいるということなのですけれども、日本型食生活に取り組んでいるというのは５項目

全てに取り組んでいるというものを挙げております。その中の幾つかを御紹介しますと、

１つは主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスをとっている、ごはんなどの穀類をしっ

かりととっている、それから、食文化や地域の産物を活かしているという、こういった項

目を入れてあります。 

 先ほどから御意見にございましたように、食育を進める中で地域に根ざした実践活動が

やはり重要だろうということで地域の食材を使う、あるいは教育ファームを活用するとか、

そういったことにも取り組んでおります。ただ、なかなか実績を見ても成果が思うように

上がっていかないのは事実ですが、その活動の中で地元においても食育の推進リーダーを

養成して、そういった方に引っ張ってもらおうという取組も進めております。今後、いろ

いろな国際化が進む中で、食育には十分に力を入れていかなければいけないと考えており

ますので、渡邉委員を始め皆様方にも、ぜひ御支援を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○及川生産局総務課生産推進室長 左近委員、渡邉委員、三谷委員、大山委員、婦木委員

に対して、全て私から答えさせていただくことになりますけれども、まず 初にチーズか

ら御説明申し上げますと、チーズについては極めてナチュラルチーズのニーズが非常に国

内で増えているといったことに伴って、国産もナチュラルチーズ向け需要に対応していく

といったことで取り組んでいるところです。 

 おっしゃるとおり、まだまだ先ほど言ったいろいろな要因等もありまして、伸び悩んで

いるところですが、方向性としては６次産業化の促進ということで国産プレミアムの評価

を高める形での国産チーズの消費拡大を進めるべく、チーズ向け生乳供給安定対策事業等

を展開しながら達成を高めていきたいと思っているところです。 

 続きまして、花については全くおっしゃるとおり、それこそ平成の１桁年度は産出額が

非常に大きかったわけです。景気による影響というのは当然のことながらあるということ

はわかっておりますが、花をいかに生活に取り入れるかといったことも含めて、いわゆる

花育活動といったものを我々としても展開しております。情操教育としての展開、花を見
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ると血圧が下がるとかそういった医学的効果もあるのではないかと言われている部分もあ

りますので、そういったもの。 

 実需といいますか、実際の小売店と提携した実験ですけれども、要するに、この花が５

日、７日は日持ちするという保証をした販売をすると、そこのスーパーで対前年度比で

45％の売り上げ増になったという事例もあります。これは日持ち保証することで安心して、

消費者の方々が１週間楽しめるということでお買い求めやすくなったのではないかといっ

た展開もしています。 

 今後、花につきましては我々としましても「攻めの農林水産業」の展開の中で花に向け

た施策展開もこれから確実にやっていくということで、むしろ需要喚起としてはまだまだ

逆に言うと、余地が大きいのかなということで取り組んでいきたいということです。 

 後に、担当室長からももしあれば補足はしていただきますが、一番の問題であります

米です。米につきましては、従来から先ほど言いました「めざましごはんキャンペーン」

といったことをやっておりました。頑張って、そういったキャンペーン参加企業としまし

ては、約4,400社の御協力をいただきながら展開してきたわけです。その中でテレビCM等

でも展開しているといったところです。 

 ただ、委託事業のみでは変な言い方ですが、生産者や実際の実需の声がなかなか聞けな

かった部分もあるのかなといった面、また、 近の家計調査を見ますと、中食、いわゆる

弁当需要でのごはん食の需要が増えているといったことも当然のことながら把握しており

ますので、25年度からは日本の食を広げるプロジェクトということで、今まで委託事業だ

ったものから、むしろ地区の取組、市町村レベルの取組も含めまして、全国レベルの取組

と草の根的な地区のレベルからの消費拡大の取組を展開しながら、進めていきたいと思っ

ております。 

 その中では当然、先ほどからいわゆる幼児期、教育過程の中で米というものに対する偏

見がないように米飯給食ということも当然のことながら展開していきたいと思いますし、

また、そういった中での学校給食対応というものも引き続き展開していきたいなと考えて

いるところです。 

 目標自体の見直しといいますか、これ自体もやはり我々としても、食料・農業・農村基

本方針も兼ねまして、そちらの目標を見直すだけではなく、それに向けて我々としても頑

張って施策を十二分に発揮しながら何とか達成していきたいと思っているところです。 

 なお、花については昨年、今年も「Ｃ」ではなかったので、Ｂ判定です。３年連続して

評価が低かったのはチーズのほか、加工・業務用野菜でございましたので、加工・業務用

野菜につきましては、３年連続して「Ｃ」という判定はそもそも指標の設定がおかしかっ

たのではないか。先ほども言ったように、軽量野菜、葉物野菜ではかなり取組が増えてい

るといったことも評価する方向での見直しをやっていきたいと思っているところです。 

○綱澤米麦流通加工対策室長 補足で御説明させていただきます、米麦流通加工対策室長

です。 
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 学校給食のことですけれども、米飯学校給食につきましては農林水産省として文部科学

省と協力しながら進めさせていただいています。実施基準のお話もありましたところです

が、おかげさまで今、3.2回まできております。現在の目標といたしましては、３回に達

していない学校地域につきましては週３回を目標とする。また、３回の達成ができている

ところにつきましては、例えば３回のところは４回にしていただく、こういった目標を設

定していただくということで文部科学省から通知を出していただいているところです。こ

れに沿って農林水産省としては、引き続き連携しながら取組を進めていきたい、このよう

に考えているところです。 

○上田評価改善課長 よろしいですか。 

 それでは、いただいた意見を全てお答えできていない部分もありますし、お答えした部

分も含めてまたしっかりと整理した上でお答えさせていただきたいと思います。 

 藤原委員、お願いします。 

○藤原委員 藤原です。 

 需要と供給のところで目標値を見ると、ほとんどプラスなのです。私がちょっと疑問に

思ったのは、日本自体、国内を見れば人口高齢化で減少している、かつ、そうなると需要

のカロリー数も減っていくということになると、それを見据えた、単純に増加して需要が

増えるということが本当にそうなのかということをどの程度、この目標値に入れているの

か。海外への輸入を増やせばそれは別ですが、国内シェアを考えた場合に本当にそういう

単純に増やすことにニーズがあるのか、人口とか必要絶対カロリー数の面、その点も含め

てこの目標値を設定されているかという前提的な疑問を感じたものですから、質問させて

いただきました。 

○二村委員 オブザーバーなので、いつ発言していいものかと思っていたのですが、藤原

先生と同じ方向の質問をします。 

 やはり目標を何か掲げていて、それを達成するためにいろいろな政策をなさっていると

いうことはよく理解しているつもりでおります。ですけれども、そもそも掲げている目標

はある時点での目標だったはずで、それが時間の経過とともに、要は経済とか社会という

ものは変化していくわけで、恐らくその中で需要も変化していきているのだと思うのです。 

 ごはんの政策について事前にコメントしました。私も実際に炭水化物を減らすと、すぐ

に体重に効くものですから減らしているのですが、やはりそういうごはんの消費量が減少

するような変化が世の中にあるのではないかなと思います。今回は出ていませんが、ごは

ん食ではなくて恐らく世の中の人がパンであるとかパスタであるとか、そういう代替財の

ほうに移行しているという変化もあると思います。一定のカロリーがあって、しかも、今、

その摂取カロリーを減少させていこうという傾向にある中でそれがごはんだけではなくて、

ほかの財に流れているという現状をとめるのは難しいと思います。もちろん意識の変化を

引き起こすためのいろいろなアクションは行えると思うのですけれども、その変化を完全

にとめるのは難しいと思います。生産者の方がいらっしゃるので、それをそのまま容認す
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るというのは難しいとは思いますが、生産者の方にも変化に関しての指導、情報提供をし

ながら、現状に見合った目標の設定がよろしいのではないか。そういったことをなさって

いますかという、同じ質問にしたいと思います。 

○勝野評価改善課課長補佐 ありがとうございます。政策評価全体のお話なので、私から

回答させていただきます。 

 現在、政策評価の指標に掲げているものについては、食料・農業・農村基本計画という

平成22年３月に策定された基本計画で定められた大きな目標、例えば自給率50％とかそう

いった目標に向けたそれぞれの個別パートの目標値の設定になっているということで、か

なり長期的なものを見据えた目標設定になっているものですから、なかなか途中で船のか

じ取りを変えるわけにはいかないという部分があります。ある程度長期的な目標に向けて

設定するのですけれども、食料・農業・農村基本計画自体が５年ごとの見直しになってお

りますので、そこは定期的な見直しがなされるという構成になっております。 

○上田評価改善課長 それでは、申しわけございませんけれども、このあたりで政策分野

１及び２についての質疑は終わらせていただき、次に移らせていただければと思います。 

 続きまして、政策分野３～11及び成果重視事業並びに指標の見直しについて御説明させ

ていただきたいと思います。 

○國井食料産業局企画課長 それでは、政策分野３と９、成果重視事業について食料産業

局から御説明させていただきます。 

 資料４の４ページ、食品産業の持続的な発展ですが、時間に限りがありますので、成果

達成できなかったもの、大幅に超えたものを中心に御説明させていただきます。まず１点

目「（１）フードチェーンにおける連携した取組の推進」のうち「（ウ）１中央卸売市場当

たりの取扱金額」です。これにつきましては、目標値557億円と掲げていたわけですけれ

ども、実績値が547億円ということで「有効性の向上が必要」と判断しております。 

 この要因ですけれども、特に青果物というのは非常に天候の影響を受けやすく、24年度

の場合は好天によってかなり生産量が増加して大幅な単価安が生じたこと。それから、景

気低迷に伴う取引数量の減少等の理由があります。あと、東京電力福島原発の事故によっ

て放射能の影響を受けて、福島県産農水産物の出荷制限も行われておりますので、こうい

ったところが主な原因かと分析をしているところです。 

 内部的には、卸売市場整備基本方針に基づく経営展望を策定することになっており、24

年度末までに約６割の開設者が策定はしてはいるのですけれども、なかなかその効果がす

ぐにあらわれるというものでもありませんので、若干、この効果が出てくるのには時間が

かかるのかなと考えております。 

 今後は中央市場の関係者に対して補助事業等の活用をPRして、市場のコールドチェーン

化の推進をし、市場の取扱高の回復を行っていく必要があると考えているところです。 

 「（２）国内市場の活性化」のこのうち「（イ）６次産業の市場規模」の部分、これは色

がついておりません。「おおむね有効」ということですが、目標値１兆円に対して実績値
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が１兆円で、数字だけを見ると横ばいなので、おおむね有効である理由を本欄に書かせて

いただいております。これは昨年並みの金額となっているわけでして、要因としては大震

災の影響を受け、農産物、直売所等の売り上げは減少したのですが、農産物の加工等の売

り上げは逆に伸びており、市場規模全体が昨年度並みになったということが挙げられます。

震災の影響を考慮しても実績値が１兆円を維持したということですので、総合的に評価し

ておおむね有効と判断をさせていただいたところです。 

 ②の「（イ）食品製造業に係るCO2排出量」です。これにつきましては、目標値1,550万

トンだったのに対して実績値は1,709万トンですので、数字的に見ますと、Ｃ判定20％と

なっております。 

 この要因ですけれども、御承知のように原発事故の影響に伴い、火力発電が非常に増加

したわけです。そうすると、化石燃料の消費量がどうしても増加してしまいますので、こ

の数値を計算する上での元データになるところの炭素排出係数が非常に悪化をしてしまっ

たわけです。それでこの結果になったわけですけれども、目標達成のためには食品産業の

環境対策支援事業など、もろもろの事業を講じ、あるいは「夏季の省エネルギー対策につ

いて」の文書を公表して普及したり等、そういった取組を行ったのですが、原発事故の影

響に伴う炭素排出係数の悪化が大きく影響して、このような結果になったものと判断して

いるところです。 

 「（３）海外展開による事業基盤の強化」のうち①の「（イ）アジアにおける我が国食品

産業の現地法人数」です。これは逆に緑ですので、大幅に超過をしている。目標値が657

法人だったのに対し、実績は694法人という結果になっております。 

 これにつきましては、これまでの長期の円高を受けまして、食品関連産業の潜在的な投

資マインドが喚起されたということと、あとは施策的には先ほども出ましたけれども、食

料・農業・農村基本計画の中で海外展開による事業基盤の強化が政策の１つの柱とされて

おりますし、また、昨年の３月に「食品産業の将来ビジョン」も策定いたしまして、成長

するアジア市場の需要を確実に取り込むという流れになっております。食品産業全体がこ

ういったことで、海外のほうに大きく展開していったということが影響していると判断し

ているところです。 

 以上が政策分野３でして、７ページ、政策分野９について引き続き御説明をいたします。 

 政策分野９（１）の「（ア）農業者の経営の多角化による雇用数、事業収入」で２つの

目標を掲げておりますけれども、１つ目の雇用数については白くなっておりますとおり、

「おおむね有効」、前年度より増加しております。 

 他方、事業収入については前年度実績値が１事業体当たり846万円という実績値でおり

ましたが、24年度の実績はこれに対して815万円ということで額的に減少しております。

ということで、「有効性の向上が必要」であるというように達成度合についてはしており

ます。 

 この要因ですけれども、東日本大震災の影響によりまして農産物直売所、あるいは農産
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加工の取組における事業収入全体として減少しているということと、それから、６次産業

化の取組が施策の展開によって浸透してきたということもありますので、取り組む事業体

数は大きく増加しています。ただ、取組開始当初ということですので、まだ小規模な取組

が多く、数は増えたものの１事業体当たりで割ると、どうしても少なくなってしまうとい

うことが考えられております。 

 そういったことで、このような結果になったものと考えておりますが、今後は個別相談

の実施ですとか、さまざまな事業者とのネットワーク形成や連携強化に対する補助事業な

どを活用しまして、引き続き支援を実施していきたいと考えております。 

 「（イ）六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定数」、これは逆に目標値513件に対

して1,321件ともう既に前年の段階から大幅に上回っているものです。これについては、

22年３月の法律の施行以降、全国各地で説明会等の開催やホームページの周知などで法認

定に関する認知が農林漁業者の皆様の間に拡大したということ。 

 それから、全都道府県に６次産業化のサポートセンターを設置して、プランナー等によ

る総合化事業計画に取り組む皆様のサポート体制が充実されたことが要因ということで分

析をしているところです。 

 「（カ）農林水産物・食品の輸出額」、これにつきましては、前年度実績が4,511億円だ

ったわけですが、24年度については4,497億円ということで、若干、減少しておりますの

で、そこを踏まえて有効性の向上が必要であるという達成度合の判定をしております。こ

れにつきましては御承知のとおり、円高に加えて何より原発の事故で、諸外国において日

本産食品に対する輸入規制が未だかなり実施されているということですので、こういった

影響が外部要因としては非常に大きかったと考えております。 

 他方、内部的には24年度についての要因としては、一般会計予算の執行抑制等で一部、

海外に出て行って店舗を出すとか事業の執行に遅れが生じたこと、あるいは予定した見本

市に計画どおりに出展できなかったということが影響していると考えているところです。 

 ８ページ（３）の「（オ）地域食材を５割以上活用した創作料理の売上高」という指標

です。 

 これについては、前年度実績が0.3億円ということで、目標値は0.7億円だったのに対し

て実績値は4.2億円と大幅に増えております。そういったことで150％を超えているので、

要因分析をしているわけですが、これは「B-1グランプリ」などの食による地域おこしの

取組がマスコミでも非常に多く取り上げられておりまして、地域食材を活用した創作料理

への注目度が高まっているということ、それから、実施している事業の中で平成22年度に

採択した料理で着実に売り上げが伸びているというものの他に、特に23年度に採択した料

理で１つメディアに大きく取り上げられて非常に売り上げを伸ばしたものがございます。

その影響がかなり強く出ているために、こういった結果になったと承知しております。 

 政策分野９は以上です。 

 14ページ、成果重視事業です。今回は１つしかありませんが、「成果重視事業ソフトセ
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ルロース利活用技術確立事業」が対象事業です。平成20年度から24年度まで実施して、24

年度で 終を迎えたものです。これにつきましては、左のほうに①～③まであるとおり、

ソフトセルロース系原料を使ってバイオ燃料を製造する。そのために必要な目標を３つ立

てて４つのモデル地区で実施したものです。モデル地区のうち１つは、既に前年度で終了

しておりまして、残りのモデル１、２、４が今年度、 後になったわけです。いずれも全

て当初掲げていた目標を達成したという結果になっております。 

 ということで、実用化に向けて一定の技術的成果が得られたわけですが、原料収集時に

おける貯蔵、あるいは燃料製造過程におけるコストや製品品質の安定など、課題もこの事

業で明らかになったところですので、この成果をもとに今後、民間主導でこの原料からの

バイオ燃料製造技術の実用化が期待されると考えているところです。 

 食料産業局からの説明は以上です。 

○浅川経営局総務課長 経営局でございます。続きまして、政策分野の５と６について説

明させていただきます。資料４ですと、５ページが政策分野５になります。 

 政策分野の５は、「意欲ある多様な農業者による農業経営の推進」でございまして、こ

の政策分野は、意欲のある農業者が農業を継続できる環境を整備するために、経営体の育

成・確保、人材の育成・確保、農業経営の特性に応じた資金調達の円滑化や農業災害によ

る損失補填のための施策を行うという分野になっております。 

 全体的な達成度合ですが、11の測定指標がございますが、「Ａランク」あるいは「おお

むね有効」が６件、残り５件が「Ｂランク」、あるいは「有効性の向上が必要である」と

いう結果になっております。 

 この５分野全体につきましては、要因分析を行った指標がございませんので、指標ごと

の説明は省略させていただきたいと思います。 

 続きまして、６ページでございます。政策分野６「優良農地の確保と有効利用の促進」

でございます。 

 この政策分野は、優良農地の確保と有効利用の促進を図るために、計画的な土地利用の

推進と転用規制の厳格化、耕作放棄地対策の推進、意欲ある農業者への農地集積の推進と

いった施策が入っております。全体的な達成度合ですが、４つの測定指標のうち、「Ａラ

ンク」が１件、「Ｂランク」が１件、「Ｃランク」が１件、残り１つは調査中ということに

なっております。 

 この調査中につきましては、具体的には、６の（３）の①の（ア）「農地利用集積円滑

化事業による集積面積」のところが調査中となっております。この理由ですが、この事業

を実施する主体であります市町村や農協において、６月末まで経営所得安定対策、これは

前の政権で戸別所得補償と言っていた対策ですが、この交付申請の受付・審査業務を行う

必要がありまして、このため、この農地集積の事業に係る実績調査に遅れが生じてしまっ

たことにより調査中となっております。今後、９月ごろには今年度の実績が把握できると

いう見込みを立てております。見込みでございますが、目標の過半以上は集積できている
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のではないかと見込んでおります。 

 また、来年度の評価に当たりましては、農協などの負担にも配慮しつつ、本委員会に間

に合うように調査時期について調整をしたいと考えているところでございます。 

 それでは、要因分析に移りたいと思います。６の（１）「計画的な土地利用の推進と転

用規制の厳格化」の目標①の（ア）「農用地区域内農地面積の増加」で要因分析を行って

おります。こちらは、0.4万ha増加という目標でしたが、暫定値であるものの、0.9万haの

減少と見込んでおりまして、目標達成には至っておらず、達成度合は「Ｃ」という結果に

なっております。 

 その主な要因ですが、減少の要因が３つございまして、１つ目は農地転用などに伴って

農用地区域からの除外があったということ、 

 ２つ目が、農用地区域内での荒廃した耕作放棄地が発生したということ、 

 ３つ目が、都道府県の農業振興地域整備基本方針の変更を受けて、市町村の農業振興地

域整備計画が見直されたことによって農地面積が精査されたことに伴って減少したという

要因がございます。 

 一方、増加要因としては、農用地区域外から編入があったということ、また、荒廃した

耕作放棄地が復元されたということで増加要因となりましたが、結果としてプラスマイナ

スで見た結果、農用地区域内の農地面積が減少したという結果が出ております。 

 なお、東日本大震災からの復興に向けて災害に強い新たなまちづくりなどのための農地

転用の需要が発生しているという状況もございます。 

 今後は、この指標の目標値達成のために、計画的な土地利用の推進と転用規制の厳格化

をさらに進めていきたいと考えているところですが、特に、「日本再興戦略」において

「農地のフル活用」ということが、農林水産業の競争力を強化するための具体策として位

置づけられておりますので、このフル活用に向けて農用地区域内にある耕作放棄地の再生

を着実に進めるとともに、10ha以上の集団的な農地の農用地区域への編入などを推進して、

取組をさらに強化していきたいと考えております。 

 以上です。 

○加藤農村振興局農村計画課農村政策推進室長 引き続きまして、農村振興局です。よろ

しくお願いいたします。 

 私どもの担当の３分野について御説明をさせていただきます。同じく資料４の６ページ、

政策分野７「農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備」についてです。 

 本政策分野は農業水利施設の保全管理、良好な営農条件を備えた農地の確保のための施

策を行うというものです。本政策分野には２つの施策がありますが、いずれも「Ａ」とい

う判定になっております。 

 続きまして８ページ、政策分野10「都市と農村の交流等及び都市とその周辺の地域にお

ける農業の振興」についてです。 

 この分野につきましては、都市と農村の交流を促進するとともに都市農業の振興を図る
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ために、都市農業の持つ機能、効果に対する都市住民の理解を促進するための施策を行う

というものです。２つ施策がありますが、「Ａ」と「Ｂ」という判定になっております。 

 ９ページ、政策分野11「農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全」です。 

 この分野につきましては５つの施策がありまして、基本的にはＡとなっておりますが、

その中で１つだけ緑色の部分があります。施策（４）の①の「（ア）農業集落排水事業に

よる農業集落排水処理人口普及率」についてですが、平成24年度の目標値71％に対して実

績値が84％、達成度合としては500％を超えるという計算式になっておりまして、これは

150％を超えておるということです。 

 この要因といたしましては、処理人口の普及率については整備人口を整備対象人口で割

るという式で算出しておりますが、特に農村部におきまして人口減少が進む中で分母とな

る整備対象人口が減少したということで、処理人口普及率が高い値になったということを

要因として考えております。 

 今後につきましては、施設整備対象人口の変動状況をきちんと見きわめまして、目標値

の再検討を行いたいと考えております。 

 達成度の算出式についてですが、政策分野17、水産庁で漁業集落排水についても同じよ

うに目標を掲げておりまして、こちらの算出式は当該年度の実績値をその年の目標値で割

るという、わかりやすいというか素直な式でやっております。実は、私どものほうは当該

年度の実績値から基準値を引いております。これが分子でして、分母が当該年度の目標値

からやはり同じく基準値を引いているということで、達成度合を算出しておりました。こ

のやり方ですと、かなりぶれが大きくなるということがありますので、漁業集落排水の指

標と同じく算出のやり方を変えたいと思っております。 

 もう一点、指標の見直しを行いたいと思っております。資料７を御覧ください。つづり

のほうの一番後ろについております。赤いインデックスで「事前分析表」とある、先ほど

HACCPの関係で御説明させていただいたと思いますが、同じ資料７です。 

 後のページ「指標の新設・見直し等について」の下の段です。政策分野11（４）の②

の「（ア）震災の被災地域における営農再開が可能となる農地面積」につきまして御説明

させていただきます。 

 こちらの指標は「農業・農村の復興マスタープラン」に基づき、平成26年度までに農地

約1.9万haでの営農再開を可能とすることを測定指標として設定しておりました。平成25

年度の目標値といたしましては1.4万haです。被災地におきまして、復旧・復興に向けた

計画づくり等の取組の進展、あるいは予算の成立等を踏まえまして、復興マスタープラン

を随時、見直しておるところです。今年の５月29日に改正いたしました。その中で営農再

開可能面積の見通しも見直したところですので、それに基づいて設定をしております本指

標につきましても、平成26年度の目標値を1.9万haから1.6万ha、平成25年度の目標値は

1.4万haから1.3万haへ見直しをさせていただきたいと考えております。 

 説明は、以上です。 
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○及川生産局総務課生産推進室長 後にまた資料４の６ページ、「８．持続可能な農業

生産を支える取組の推進」です。指標としまして、まず「（ア）エコファーマー累積新規

認定件数」は評価としては「Ｂ」。 

 「（イ）酪農経営の苦情（悪臭、水質汚濁関連）発生割合」につきましては、これまで

の環境保全的な取組の推進等に伴い、成果が上がってきているところですが、どうしても

苦情というものの評価といったことで、昨年の第２回第三者委員会におきまして、指標と

していかがなものかという御指摘もあったことから、前回、本年５月の第１回第三者委員

会で説明しましたが、指標につきましては次回から廃止ということになります。評価とし

ては、150％超で達成をしているといったところです。 

 「（ウ）化学肥料の使用量の低減」につきましても、従前からの土壌診断、また、施肥

設計の見直し等に伴う支援措置といったことで、減肥基準の取組を進めているところです。

そういった反映のもと、これは平成22年度の実績値での評価になりますので、平成20年度

の際の肥料高騰の影響からの回復段階が全て終わっていないということで、全体的な使用

量の低減としては150％超となっているところです。 

 後に「（２）有機農業の取組の拡大」ということで、「（ア）有機JAS認定農産物の生産

量」につきましては「Ａ」となっております。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 それでは、今、一通り御説明させていただいた件について委員の皆

様から御意見、御質問をいただいた上でまとめて、また担当から回答させていただきたい

と思います。いかがでしょうか。 

 橋本委員、お願いいします。 

○橋本委員 ２点お伺いしたいのですが、私の理解するところだと、政策評価は事業とか

法令とかそういうツールごとに国民に対する説明責任を尽くす、というものだと思います。

そういう観点から、１つは３の（１）の①の「（ウ）１中央卸売市場当たりの取扱金額」

なのですが、これはもともと目標自体が現状維持という形になっています。ですから、そ

れだけ恐らく現状が非常に苦しくて、政策を打たないと減ってしまうということがあるの

だろうとは思います。しかし、数値を見ますと、余りうまくいっていないようですので、

補助事業なり基本方針を市場ごとにつくらせてということが中身になっているようですけ

れども、そもそも政策的にうまくいっていない、あるいは中央卸売市場を通してマーケッ

トを拡大していくことが少し壁に突き当たっているのではないかという印象を少し持ちま

すので、ここについては、有効性の向上が必要という結果になった要因について説明をも

う少し伺いたいというのが１点であります。 

 もう一点は、６の（１）の①の「（ア）農用地区域内農地面積の増加」、私は行政法を専

門にしているのですが、行政法の目で見ると、農地法とか農振法、あるいは土地改良法な

ども絡むのでしょう、非常に大きな問題です。農水省としても、さまざまな法制度といい

ますか、政策ツールを駆使してこれをやっていくというお話になるだろうと思います。そ
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こで毎年度0.4万ha増加というところでマイナスになっている、こういうことですので、

やや要因の分析が抽象的といいますか、短くて抽象的な印象を持ちます。 

 それから、御説明の中にもあったように今の政権になって、こういったことについて集

約化をして農地なども使うようにするということに恐らくなっているのでしょうから、例

えば農地転用規制の厳格化ということになると、具体的にどういうことをやるのか、市町

村とか農業委員会などそういうところが動かなければいけないような問題がたくさん出て

くると思います。そういうことについて農水省として具体的にどういうことをなさってい

て、それについて今後、どういう形で目標実現に向けて改善というか、目標達成のための

施策を打たれていくのかということについて、ここももう少し説明を具体的にお伺いした

いと思ったので、質問させていただきます。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 速水委員、お願いします。 

○速水委員 同じ点で１つ、市場ですが、中央卸売市場での取扱量を増やすとか維持して

いくという政策と、６次産業化と農家の産地サイドで加工を進めるとか、直接販売をして

いこうという２つの方向が同時に動いていくわけです。もちろん、６次産業化の規模はま

だまだ小さいので、中央卸売市場を重視していかなければいけないというのは十分わかる

のですが、しかし、正直に言えば政策としては矛盾しているわけです。そこの整理をどこ

かの段階でしていかざるを得ない。今はいいかもしれないが、どこかで整理していかなけ

ればいけない。一体農家に対してどちらを勧めるのか。 

 そういうときに中央卸売市場の役割とは一体何なのだ。物を集めて、そこでまた欲しい

人に分けていくという役割なのか、あるいは卸売市場に集まってくる情報を管理するのか、

ファイナンスなりそういうものをそこで担保するのかという中央卸売市場の役割分析がも

っともっと必要であって、そこの物流だけを見てその金額ベースでの議論というのはそろ

そろ視点を変えていかないと、先ほどの６次産業化を進めていく方向であるならば、やは

りちょっとおかしいのではないか。単純に見てしまえば、税がそうやって入っていくのだ

ったらその入れ方はおかしいでしょうと言われたら、耐えられないと思うのです。規模が

違いますよと言ってしまえばそうですが、やはりおかしいだろうと感じていました。 

 それと同じ４ページ、（２）のCO2のところなのですけれども、農業者の方々を含めて

CO2の排出量を減らそうというのは、ほかの産業界と比べてなかなか難しいことなのだな

と思いますが、例えば選択的なエネルギーを選ばせるとか、あるいはオフセットを考えさ

せるとか、そういう制度的なものをほかの産業界ではかなり導入しているわけなので、農

業の世界の中にそういう考え方は入っているのかどうか。そうでもしていかないと、なか

なか減っていかないだろうと思いますので、そんな気がいたします。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 ありがとうございます。 
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 三谷委員、お願いします。 

○三谷委員 ６ページの「（３）意欲ある多様な農業者への農地集積の推進」ということ

で、ちょっと発言させていただきます。 

 「（ア）農地利用集積円滑化事業による集積面積」ということで、これは調査中となっ

てございます。私は現場で集落営農等の法人化のお手伝いなどをさせていただいておりま

すが、これが結構インセンティブになって地域を取りまとめして法人化しようという動き

が現実にあります。 

 私も集落営農で平成19年から自民党時代の経営安定所得対策、それから、民主党に変わ

って戸別所得補償ということで政策の推移を拝見していましたけれども、流れ的には自民

党の平成19年の施策で、よし、組織化してまとめようという動きがあったところに、民主

党の政策が入ってきて何か逆戻りした感がありました。集落営農の構成員になった方が自

分でやっても補助金がもらえるのだったら抜ける、そういう動きも少し散見されたところ

です。 

 今の政策では円滑化のための補助金、10aで２万円ですか、それと同時にリタイアして

いく人にも70万、50万、30万というような施策がありましたし、基本的には大枠から見る

と、現場を見ている立場からすると、ばらまきではなくて平成19年当初の一定の要件を満

たした本当に地域の農業を背負っていく人に補助金と施策も選択と集中が必要であり、ば

らまきは全体の農業の地域の活性化にはつながらないという感じを持っております。 

 これから自民党になって、またさらにたたいていくのでしょうけれども、私どもの地域

の山形県では１戸当たり３haとか４haの耕作面積を持っている方たちが結構多いのですが、

病気になった、リタイアするということで一遍に受託面積も含めて６ha頼むわ、７haこち

らも頼むわと、そういう状況を見ていきますと、それだけの大きな面積が一遍に動くとい

うことは、組織でないと受け皿がなかなかないという状況です。 

 趣味的農業の方には徐々にリタイアを促進していって、本当に地域をまとめてやってい

こうという方たちに施策を選択・集中して後押しするような制度にもう一度、立ち返るの

が本来なのかなと現場を見て、そんな感じがしておりますので、御検討いただければと思

います。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 婦木委員、お願いします。 

○婦木委員 大きく言うと、２つの点で質問したいと思います。 

 先ほど速水委員からありました市場に関係することですが、現場におりますと、以前は

当然、農産物が市場に全部集まって、それが卸売業を通って小売業に行くというのが従前

の流れでした。ところが、今言う６次産業化とかフードチェーンとか、いろいろな契約と

いう内容の流通の形態が物すごく増えてきました。そういうことによって、市場の存在意

義はどこにあるのかということを、もうそろそろ考え直す必要があるのではないかと思っ

ております。 
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 もし必要があるのであれば、例えば農家と市場が連携して市場自体が都市に向かっての

市場開拓をしていくとか、実際にそういうことをやっている市場を運営している会社もあ

りますが、そういう方向を推進していくとかいろいろな方向をしていかないと、先ほど速

水委員が言われたように、こちらもあちらもというのは逆方向の内容に捉えられるのでは

ないかと思います。 

 もう一つ言いますと、食品産業の海外移転を推進するような内容のものがあります。こ

れは農水省がやるのか、経産省がやるのかわからないですけれども、海外に移転すると、

国内の農産物はどうなるのか、単純に考えますと、そういう印象も持ってしまいます。そ

れは農林水産省としてどうなのかという思いを私などは単純に思ってしまいます。そのあ

たりはいろいろと状況はあると思いますが、国内の我々国民が税金を払って、何を農水省

に期待しているかというと、やはり国内の農産物が安心して安全に食べられる、そういう

ものがしっかりと国内で流通していく、それが一番求められる部分だと思うのです。そこ

をいかに充実させていくのかというのがこの省の一番大事な部分だと思いますので、その

本質を十分に認識していただいて、整理が必要な部分もあるかもしれないので、そのあた

りはお願いしたいと思います。 

 もう一点は、私も非常に関心がありますが、６次産業化についてです。この内容で、１

軒当たりの収入というのは完全なる収益ということですね、これは売り上げですか。 

○勝野評価改善課課長補佐 売り上げです。 

○婦木委員 売り上げですか。具体的に言いますと、例えば数が増えたから売り上げが減

ったということなのか、そのあたりも精査が必要かなと思います。今、農村部の特に若い

連中は６次産業化という御旗のもとに気分が高揚しているというか、今まで普通に生産し

ていたらなかなか収益が上がらなかった、お米にしても野菜にしても収益に結び付かなか

った。ところが、今度、６次産業化という旗が振られた途端、例えばインターネットで物

を売るとか、いろいろな加工をしてそれをうまく販売に結びつけるとか、そういうことに

補助金が出る、この際、それに取り組もうという空気が日本国中にあります。 

 私の地元でもそういう空気があり、どんどんその認定に応募していくという動きが実際

に起こっています。現場におりますと、私自身もそうですが、６次産業化に取り組むため

に一番必要なものは何かといったら資金でも何でもない時間なのです。その経営者がそれ

に取り組むための時間が一番必要です。ところが、それをつくり出すために本来の生産が

落ちてくるとか品質が落ちてくるとか、そういうことが非常に懸念されると思います。で

すから、そのあたりの精査も十分された上で認定というものを考えてもらいたい。 

 認定という基準は誰がどこでどうやってつくってどうなのだ、オープンになっているの

か、私も勉強不足でわからないのですけれども、そういうことがきっちりと決まっていて、

これが確実に５年後にきっちり収益が上がって、地域の農業生産とかそういうものに結び

ついていくという確実なものがなければ、そこに血税を導入して利用してもらうというこ

とが果たして大盤振る舞いみたいな形になっていいのかどうかというのは非常に私自身は
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懸念を持っておりますので、その辺の精査を進めながら慎重に進めていっていただきたい

ということが現場としての意見です。 

 長くなって恐縮ですが、宮古島という島があります。皆さん、行かれた方もいらっしゃ

ると思いますが、昔は多分、サトウキビとかそういう１次産業で成り立っていました。と

ころが、いろいろな人が入ってきました。観光とかいわゆる６次産業化にどんどんシフト

していきました。そこの人たちが特に若い人たちがみんな、そちらのほうへ労力としてシ

フトしていくわけです。肝心のサトウキビを生産する人が少なくなったり、農村の景観を

守る人が少なくなったというのが現状なわけです。 

 そうすると、もともと６次産業化でよいものをきっちりそこに積み上げて、さらに伸ば

していこうというのが本来の目的だったのに、ところが、それによって根本の農業生産と

か環境の維持とか、そういうところが崩れていっているという話を現地の人に聞いたこと

があります。ですから、そういうことがないように、ぜひ慎重に進めていっていただきた

いと思っております。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 よろしければ、一旦、お答えをさせていただければと思います。いかがでしょうか。 

○國井食料産業局企画課長 食料産業局です。いろいろと御意見をちょうだいしまして、

ありがとうございました。 

 まず、橋本委員から卸売市場の関係で御指摘をいただきまして、市場を通じたマーケッ

トの拡大が壁に突き当たっているのではないか、もう少し要因等を詳しく教えてほしいと

いうことだったと思います。卸売市場ですが、国産青果物については御承知のことかもし

れませんけれども、約９割がまだ卸売市場を経由しています。これを通じたマーケットの

拡大というよりは、現時点で必要欠くことのできないインフラでありますので、そこを充

実といいますか、維持していくことは必要だと考えておりまして、こういった目標を立て

ているところです。 

 その上で要因として、先ほど簡単には御説明したのですが、大きく分ければ外部要因と

内部要因があります。外部要因は、青果物というのはかなり天候による影響が大きくて、

かなり出来が良いと、どうしても皆が価格が安くなることを警戒して市場に出さなくなる、

避ける傾向がありますので、詳しくは御説明しにくいですが、過去の野菜の卸売価格の推

移等を見てもその辺はデータ的に顕著に出ておりますので、昨年についてはそこがかなり

強く作用したということが１つです。 

 加えて、中長期的な話としては景気低迷による、特に高い価格のものの取引数量の減少

ですとか単価の低下がかなり要因になっているのかなと思います。部分的かもしれません

が、原発の影響で福島県産の青果物や水産物に出荷制限がついているというたことが外部

要因としては主なものだと考えております。 

 内部要因につきましては、これも先ほど申し上げましたが、平成22年10月に卸売市場の
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整備基本方針ができまして、それに経営展望というものがあるわけですが、これに基づい

て全体の市場開設者にこれを策定した上で実施に移すように指導しているところです。６

割程度まではいっていますが、まだ効果が実際に出てくるところにタイムラグがあるのか

なということでして、総合的に見ると、短期的にはやはり青果物の販売の低下、これが一

番大きかったのかなと考えているところです。 

 併せまして速水委員から御指摘があったことについても加えて申し上げます。 

 速水委員から、要は市場の取扱量を維持していくということと、他方で６次産業化を進

めるということは市場外を増やすことなので、そこが矛盾しているのではないかという御

指摘です。ある面においてはおっしゃるとおり、当然の全体のパイが増えなければ自主的

に加工して独自のルートで売るという６次化の考え方からすれば、市場に出回るものが減

っていくのではないかというのは、ごもっともな部分があると思います。 

 そういった中で、正にこれも委員が御指摘のとおり、まだ６次化の量が少ないから、そ

このところを考えていないのかなということもおっしゃいましたが、一面においては確か

に６次化というのは 近、政策を展開し始めたところということもありますので、いわゆ

る従来型の市場との数量的な関係をどう捉えるのかというのは、正直申し上げて、まだそ

れほど詳細な分析が中でも進んでいるわけではありません。そういったところは、御指摘

のとおりで、６次化が進んでいく中で全体としてどう捉えていくのかというのは今後のま

さに課題になってくると考えております。 

 食料・農業・農村基本計画の見直しも今後始まりますし、あるいは卸売市場は市場の整

備基本方針、これも５年に一度でしたか、見直すことになっておりますので、前回は22年

にやっていますから、これの見直しもまた来ます。そういった大きなそれぞれの見直しの

中で委員の御指摘のような要素も考えていかなければいけないのかなと思っております。

現時点ではそういったお答えをさせていただきたいと思います。 

 あと、これは市場ではありませんが、併せて速水委員の御指摘の中でCO2の排出量のお

話がありました。御覧いただいたとおり、食品製造業におけるCO2の排出量となっていま

すので、業界、経産省と一緒になってやっています。カーボン・オフセットとか一緒に事

業もやっておりますので、食品製造業においてはやっておるのですが、農業に広めること

になると申しわけありませんけれども、担当外になってしまいますので、その部分につい

てのお答えは私からはいたしかねるところです。 

 続きまして、婦木委員からお話があった市場の関係ですが、これは先ほど速水委員にお

答えしたのと一部重なってきまして、確かに市場の存在意義をどのように考えていくのか

というのは御指摘のとおりだと思います。先ほど速水委員の関係でお答えしたとおり、や

はり基本計画の改定、市場の基本方針の改定、そういったものの中で今後、考えていかな

ければいけない課題だと思っています。 

 婦木委員からもう一点目としてお話がありました、食品産業の海外移転のお話です。要

は、食品産業が海外に出て行くということは、国内農産物の主要な仕向け先の産業が外へ
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出ていくと、国内農産物は一体どうなるのかという御指摘だったかと思います。これにつ

いては、今、政府で「攻めの農林水産業」ということで省内、官邸の本部をつくっていろ

いろと検討しています。その中で海外展開については、林大臣のほうからFBI戦略という

略称で言っておりますが、Made IN Japan、Made BY Japan、Made FROM Japanということ

で、海外展開については３種類あると考えています。 

 その中で食品産業自体が海外に出て行って、そこで市場を開拓するというのがMade BY 

Japanということで、日本のつくり方等でそこで市場を開拓するということで進めていく

というのがまず１つあります。他方、輸出の促進ということで進めているのがMade IN 

Japanです。日本産の農産物をとにかく外国に売り込もうということで、2020年に１兆円

という目標を掲げて今、戦略も練り直しているところです。 

 そうなると、要は外国で日本の食品産業が頑張って、日本式の料理ですとかそういう方

法でつくったものを展開すると、そのうち現地でも本物が欲しくなる。やはり日本産のも

のを使ったものが欲しくなるということで、これがMade IN Japanですが、さらに輸出に

もつながっていく、こういう相乗効果を期待してやっています。さらに言えば、食品産業

が出ていくと言いましても、基本的には国内に主たるものを残した上での展開という形が

多いと思いますので、必ずしも空洞化とかそういうところには結びつかないといいますか、

結びつけないように我々としてもやっていきたいと考えております。 

 同じく婦木委員のお話で、６次産業化の事業収入の話です。数が増えたから減るのかと

いう御指摘だったのですけれども、これはまさに売上高ということで当然、もともと早く

から取り組んでおられる方はうまくいっていれば、順調に売り上げが伸びてくるのですが、

６次化の熱があって、みんな我も我も認定という形になっているということを委員がおっ

しゃいました。そういうことで、参入してくる、取り組まれる方が大分増えてきているわ

けです。そうなると、 初から売り上げが多いというわけではないので、要するに、頭数

が増えたら 初の頃は、単純にその頭数で割れば落ちてしまったのではないかと今回は分

析したということであります。当然、経営が安定してくれば１事業体当たりの事業収入も

増える、あるいは増える方向に持っていかなければいけないと我々としても考えておると

ころです。 

 認定の関係で、本来の農業生産がおろそかになっては元も子もないという御指摘はまさ

にそのとおりです。私どもとしても、そういった農業基盤がしっかりしていないまま６次

産業化に取り組んではアブ蜂取らずというか、共倒れになってしまう危険も非常にはらん

でいると思っておりますので、そこは実際に個別の認定の際のやり方になるとは思います

が、当然、基盤となる農業生産がどれぐらいしっかりしているものなのかというところを

見させていただきつつ、計画のほうの審査なりをしていると承知しておりますし、今後と

もそういったところはしっかりチェックをしていなかければいけないということが１つ。 

 それから、今まではかなり認定、認定ということで、認定をすることにどうしても当初

は主眼があったのですが、今後はちゃんと認定をした人が軌道に乗っているかということ
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をフォローしなければいけないと思っています。フォローアップに今後、力を入れていこ

うと思っておりますので、そういった中でも婦木委員が懸念されるようなことがもし見受

けられるのであれば、そこはそれでまたプランナーの方とかそういった方たちと一緒にな

って、うまく経営が改善するようにフォローさせていただきたいと考えているところです。 

 食料産業局の関係の御質問に対する回答は以上です。 

○加藤農村振興局農村計画課農村政策推進室長 農村振興局です。 

 橋本委員から農用地区域内の農地面積につきまして御指摘を頂戴しました。各委員の先

生方も御案内かと思いますが、平成21年に農地法を改正いたしまして、農地転用の厳格化

等も今、進めておるところです。具体的に農用地区域への編入面積につきましても実は増

加をしておりまして、平成22年については被災３県を除いた数値ですが、約2,000ha、平

成24年についてはまだ暫定値ですけれども、約4,000haが編入されておるということで、

一定の成果を上げているものと認識しております。 

 しかしながら、実際には面積は減っております。先ほど経営局から簡単に御説明をさせ

ていただきましたが、もう少し詳しく減少要因を御説明いたします。 

 減少と増加、それぞれプラス、マイナスありますが、まず、減少要因といたしましては

農用地区域から除外された面積、こちらが平成24年の数値で約5,000haです。耕作放棄地

の発生により１万1,000haのマイナスです。それから、農地面積を精査いたしましたとこ

ろ、約8,000haの減少というのが主な減少の要因です。 

 他方、増加要因ですが、農用地区域への編入ということで先ほど申し上げた約4,000ha、

耕作放棄地の再生により約9,000haを農地に復元したということで、プラス、マイナスあ

りますが、残念ながらトータルでは約9,000haが減少しておるという状況にあるというこ

とです。 

 このような状況を踏まえまして、１つには耕作放棄地の発生を抑制するということをき

ちんと強力に進めていく必要があると認識しておるところです。政府全体といたしまして

も農地をフル活用していくという大きな方針がございますので、その農地のフル活用に向

けて、まず、先ほどの農用地区域内にある耕作放棄地の再生、これをきちんと着実に進め

ていくということが１点目です。 

 集団的な農地が農用地区域の外にある場合には、きちんとそれも農用地区域へ編入して

いくということが２点目です。 

 それから、農用地区域からの除外につきましては、国といたしましても、地方農政局等

を通じて地方自治体のほうに指導、助言を行っていくということです。 

 このようなことを通じて、都道府県、市町村、農業委員会ときちんと連携をいたしまし

て、農地面積の目標を達成できるように、さらなる取組を強化していきたいと考えており

ます。 

○浅川経営局総務課長 三谷委員から御指摘がありましたので、お答えしたいと思います。 

 現場の実態を踏まえた御意見をいただいたと思っておりますが、日本再興戦略で目標が
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立てられました。これはどういう目標かと言いますと、今、中心経営体への農地の集積が

５割ですが、それを８割に引き上げるということで、今後10年で担い手と呼ばれる人たち

の経営を効率化し、さらに強化する。そのためにはどうしてもこういうようなことが必要

だろうということで目標を立てております。 

 しかしながら、一方、農用地面積のところでもありましたが、現状では農業者の高齢化

が進んでおりまして、今やっている人たちがリタイアしたときに農地がどうなるのかと、

子供が農村に住んでいる後継者ならいいのですが、都市部に住んでいますと、耕作放棄地

になる可能性がかなり大きいと我々は懸念しております。したがいまして、耕作放棄地が

発生しないように、ある意味未然に防止をするという観点もあり、こういうような出し手

があと少ししたら出しそうな農地を強力に担い手に集積していなくてはいけないというこ

とで、我々現在、その方策を検討しております。こういうことを通じて、今後、担い手の

経営を強化していくということをやっていきたいと思っております。 

 もう一つ、戸別所得補償についてのお話がございました。どういう範囲の方に支援する

かというのは、それぞれの政策、政権のスタンスが影響してくるわけですが、昨年末に政

権交代がありまして、今の戸別所得補償について現場の実態や政策の効果、これはプラス

の効果とマイナスの効果とありますが、そこを検証して新たな政策にしようということで

現在、検討しているところでございまして、それぞれの現場の方の御意見 

も聞きながら、今後詰めていくことにしております。 

○上田評価改善課長 一通りお答えさせていただいたところです。もちろん全部というこ

とではない部分もありますので、紙に整理してお答えさせていただきたいと思いますが、

何かほかにありますか。よろしければ、ここまでで政策分野１～11の説明と意見交換を終

了させていただきたいと思います。 

 長時間にわたっていますので、ここで休憩を10分ほどとらせていただきまして、その後

の政策分野に移らせていただきたいと思います。今、５時10分過ぎですので、20分から再

開させていただければと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（休 憩） 

 

○上田評価改善課長 それでは、時間になりましたので、会議を再開させていただきたい

と思います。 

 続きまして、林野庁、水産庁の関係であります政策分野の12～14、及び15～17について

御説明させていただきます。 

○佐藤林野庁企画課長 林野庁です。よろしくお願いいたします。 

 林野庁につきましては、政策分野の12～14です。資料４の10～11ページの２ページにわ

たって書いております。御覧いただきますとわかりますように、今回の林野庁の評価結果
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につきましては、要因分析を要する測定指標はありませんでした。より詳細は資料５、イ

ンデックス番号の12～14の評価書に記載しておりますが、ここでは説明は省略させていた

だきます。 

 次に同じインデックス番号12の参考資料、このうち12参考－６ページを御覧ください。

上段のところですが、前回の第１回農林水産省政策評価第三者委員会で御説明いたしまし

たとおり、海岸防災林の復旧状況については今回、御紹介させていただくことになってお

ります。ここにありますとおり、被災状況140kmに対しまして平成24年度末までの着手済

延長は54km、着手率は38.6％となっております。なお、海岸防災林の復旧・再生に当たり

ましては、津波堆積物等に由来する再生資材も活用しながら樹木の生育基盤を造成し、準

備の整った箇所では地域の自然条件等を踏まえながら樹種を選定して、順次、苗木の植栽

を進めております。今後も地方自治体や関係機関と連携しながら、海岸防災林の再生を進

めることにしております。 

 林野庁からは以上です。 

○橋本水産庁漁政課長 引き続きまして、水産庁の漁政課長です。水産関係について御説

明を申し上げます。 

 まず、水産関係ですけれども、資料４の12～13ページです。中目標５「水産物の安定供

給と水産業の健全な発展」という項目の中で政策分野15～17が水産庁関係です。 

 まず、達成度合の全体の傾向を御説明いたしますと、水産庁関係の測定指標が18項目ご

ざいますが、そのうちＡ判定またはおおむね有効という項目が８項目、Ｂ判定は５項目、

Ｃ判定または有効性に問題ありが２項目あります。それから、150％を超える達成度合と

なったものが１項目、実績把握が今の時期よりもっと後の時期になるため、来年度に評価

するものというのが２項目です。なお、Ｂ判定につきまして、23年度はＡの判定だったも

のが24年度にＢになったというものはありません。 

 したがいまして、要因分析すべき項目はＣ判定または有効性に問題ありの２項目、

150％を超える達成度合となった１項目の合計３項目です。この３項目につきまして順に

御説明したいと思います。その要因分析ですが、資料５で御説明させていただきたいと思

います。 

 まず初めに、達成度合の低かった２項目、その要因の御説明です。政策分野15の（１）

の②の「（ア）主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量」がＣ判定となっております。

この要因から御説明いたしますが、資料５の評価書15－２～３ページをお開きください。 

 まず、数字のところですけれども、御承知のとおり、先の大震災で漁船や養殖施設など

が甚大な被害を受けたということです。特に養殖業は北海道から沖縄まで広範囲に被害が

及んだことから、生産量が大きく落ち込んでおります。そのため本指標は、実は昨年度初

めてＣ判定となりましたが、本年度もＣ判定となったということで２年連続ということに

なっております。 

 その要因ですけれども、評価書15－３ページに記載しておりますとおり、本指標は達成
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率の算出に直近３年間の実績平均値でやっております。したがいまして、22～24年度です

けれども、水揚げ高が大きく変動しやすいという漁業の特性に鑑みまして、１年間だけで

はなくて過去数年の数値により判定するとしているところです。そのために23年度、震災

の影響で生産量が大きく落ち込んでいるところ、24年度におきましても、まだ完全な復旧

には至っていないということで22～24年度の３カ年間の平均値が回復しませんで、特に23

～24年の２年分の影響が大きく出ておりますので、達成度が「Ｃ」となっております。 

 ちなみに単年度で見ますと、24年度の生産量は157万8,000tということで、23年度の141

万4,000tに比べれば16万3,000t増加しているということで回復の傾向は見せている、そう

いう状況です。 

 現行の算定方法は、大震災が発生して生産量が大幅に落ち込む事態というのは想定しな

いで、もっと安定した生産を前提とした指標となっておりますので、判定の仕方がいいの

かどうかということがあります。来年の春に作成します26年度の事前分析表からは、判定

方法につきまして実態をより正確に表す方法がないかどうか、検討したいと考えていると

ころです。 

 次に２つ目です。政策分野17の（２）の①「（イ）個人経営体の漁労外事業収入（水産

加工、直販等）」が有効性に問題ありとなっておりますので、この要因を御説明申し上げ

ます。 

 資料５の評価書17の参考－７ページをお開きください。中段ぐらいに「達成度合の判定

方法」という欄がありますけれども、ここに記載されておりますとおり、本指標は実績が

目標値を上回ればおおむね有効、それ以外は少しでも下回れば有効性に問題ありという判

定方法になります。すなわち、かなり厳し目の判定方法をとっております。24年度の実績

値が目標値の32万6,000円を１万円ほど下回った31万6,000円であったことから、達成度合

は有効性に問題ありとなっております。 

 ちなみに本指標は、農水省の統計部が出しております「漁業経営調査」から実績値を把

握しているところですけれども、前年度の実績値が判明する時期が毎年、夏の第三者委員

会に間に合わず、もうちょっと後の時期になりますので、前々年度の実績値を用いて評価

しておりますことを付言させていただきます。 

 評価書17－３ページの24年度実績値には23年度の実績値が記入されております。23年度

の実績がなぜ目標値を１万円ほど下回ったのかですけれども、正直申し上げまして、これ

は確たる要因を挙げるのは難しいところです。当該年度につきましては、震災の影響で岩

手、宮城、福島の東北３県の調査が難しいということで調査対象から外れております。そ

の分、３県分のデータが加えられておりません。実は従来からこれらの地域は漁労外収入

が多かったと考えられる地域ですので、そういった３県を外したことで全体として平均値

が下がる要因になったのではないかと推測しているところです。 

 あと、１項目だけ達成度合が150％を超えたというものがあります。これは政策分野15

の（１）の②「（イ）海面養殖業の総生産量に占める漁業改善計画策定海面における生産
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量の割合」です。その要因を御説明いたします。 

 資料５の評価書の15－４ページを御覧ください。中段のあたりの「２）内部的要因」に

内容を記載しておりますけれども、政策分野16の１番目の指標にもなっております漁業経

営安定対策、前は漁業所得補償制度と名前をつけておりましたが、現在、漁業経営安定対

策と称しております。これが23年度から発足しておりまして、その加入要件として漁場改

善計画の策定が必要とされました。それを受けまして、それまで計画を策定していなかっ

た養殖生産量の多い地域で計画の策定がとても順調に進み、本指標の実績値が22年度の

76.1％から23年度は87.5％に大幅に上昇しました。24年度は若干、減少していますけれど

も、ほぼ横ばいの85.5％になっているということです。 

 付言しますと、この指標は新しい水産基本計画の制定に伴いまして、24年度から目標値

の見直しを図っておりますけれども、24年度以降の目標値を設定する段階で22年度の実績

値、すなわち76.1％という数値しか判明していなかったということで、その76.1％を起点

として34年度に90％まで持っていくという目標を立てたということ。 

 それから、23年度経営安定対策の導入により実績値が急激にアップしたのですが、この

要因がこの時点で政策誘導効果を当時は想定していなかったということから、実績値が基

準値を大幅に上回ることになっているために数値上は400％以上の達成率となったという

ことです。 

 こういったことですので、現行の基準値が正直申しまして、実態よりもかなり低いまま

であるため、今後も達成率が数字上は非常に高い状況が続くことが見込まれますので、来

年の春に作成いたします26年度の事前分析表からは目標値及び判定方法の見直しを検討し

たいと考えているところです。 

 後に、速水先生から事前説明のときにいただいております御質問についてお答えさせ

ていただきます。先生から「主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量」「個人経営体

の漁労外事業収入」の２つの指標に関連して、被災地以外の指標の目標に対する達成度合

がわからない、被災地以外の目標を別に立てて実績を見ていく必要があるのではないかと

いう御指摘をいただいております。主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の目標値

は24年３月に基本方針を定め、34年度までに２万6,000tを増加させるということで、その

数値を目標値にとっているのですけれども、この数値はあくまで全国ベースの目標値でご

ざいまして、県別の目標までは、さすがに国が県別でこれだけだというのを決めるのかい

いのかどうかという問題があります。国全体でどうやっていこうかという目標を立ててお

りますので、基本方針では設定していないということで、被災地以外の目標を別に立てる

というのは、済みません、目標の設定上、残念ながら難しいところです。 

 ただ、生産量の実績につきましては、当省の統計部が公表しております「漁業・養殖業

生産統計年報」もありまして、県別に実績につきましては把握できますので、こういった

地域の実績値の動きは当然、注視してまいりたいと思っているところです。 

 もう一つ、個人経営体の漁労外事業収入ですけれども、当省統計部の「漁業経営調査」
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によりまして実績を把握しているところです。この統計につきましては、実績値の県別デ

ータが公表されていないので、被災地以外の目標値の設定が残念ながら困難な状況という

ことで、これにつきましては、現行の全国平均値で評価していくしかないかなと考えてい

るところです。 

 御説明は以上です。 

○上田評価改善課長 ただいま林野庁、水産庁から関係施策について御説明させていただ

いた次第です。それでは、委員の先生方から御意見、御質問をいただければと思います。 

 速水委員、お願いします。 

○速水委員 私の事前の質問にお答えいただき、ありがとうございました。 

 12ページの（１）、「（ア）主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量」のところでお

っしゃられるとおり、目標値を県別に割り振るというのは、当然できるものではないとい

うのは重々承知しています。ただ、スタート段階での基準値の数字はその実績の平均値で

すから、県も出ますね。今、おっしゃられたように、 終的なここで評価していく実績値

も先ほどの被災県を除いても出てくる。実際には将来の34年の拡大の数字というのはそん

なに極端に大きな数字を目標にしているわけではないので、実績値を両方で並べてしまえ

ば、何となく雰囲気として全体的に傾向は読めるのだろうと思います。参考資料で結構で

すので、そういう数字を出しておいていただければ、被災地は当然、栽培漁業が非常に盛

んなところですから、かなり数字の乖離は大きくなってくるのかもしれませんが、他の地

域の雰囲気は読めるなという気がいたします。もし可能であれば、そういう出し方も見せ

ていただければ結構かと思います。 

○上田評価改善課長 畠山委員、お願いします。 

○畠山委員 先ほど農政のほうで米の消費のごはんをどうやって食べてもらうかというこ

とが随分、皆さんから意見が出ましたが、このことは前々から私はずっと言い続けており

ます。そこへ来てびっくりしましたが、ごはんを食べてもらうポスターが大きく張ってあ

ります。前から言っていますが、あそこにシジミのみそ汁を一緒に載せられるような国に

しないと、この国の食料政策は非常に難しいのではないかと思うわけです。 

 前にも言いましたけれども、奥様方から意見を求めると、もしシジミの値段が今より半

値になった週３回みそ汁を出すとみんな言うのです。シジミのみそ汁はだしをとることは

ないし、楽だし、とにかくおいしいから、そうすると、シジミのみそ汁を出せば、それは

もうごはんに移行するというのは目に見えています。例えば我が家なども幼稚園から小学

校まで孫が４人同居しているのですが、食べ物の様子を見ていると、ママがシジミのみそ

汁をやれば、みんなやはりごはんを食べています。だから、学校給食などでも、もしシジ

ミのみそ汁がふんだんに出るようになれば、黙っていてもお米を食べるような文化にまた

返っていくのではないか。 

 水産のほうは魚離れ、年々消費が減っているとずっと言っています。だから、魚を食べ

てくださいというポスターだけを張っても、それはなかなか難しい。あくまでもごはんと
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の取り合わせということになりますから、こういうお役所はどうしても縦割りと聞いてお

りますが、そこを何とかもう少し協調して両面作戦でいくような方向に持っていっていた

だけたらいいのではないかということが要望としてあります。 

 たかがシジミですけれども、私はせんだって宍道湖に行きました。宍道湖は日本一のシ

ジミの産地ですが、これが今がた減りなのです。なぜだろうと思っていたら、宍道湖に斐

伊川という川が流れていますが、その支流に大きなダムが２つ先にできているのです。こ

れはそうだなということは大体わかりますね。 

 では、宍道湖の次のシジミの産地はどこかというと、青森の十三湖です。汽水域でシジ

ミがとれますが、十三湖には岩木川という川が流れているのです。岩木川の源流はどこだ

と思いますか、白神山地ですよ。つまり、白神山地の森が実はシジミをつくっているので

すが、私はびっくりしました。白神山地を見学に行って、岩木川をずっとさかのぼって行

ったら、津軽ダムという巨大ダムをつくっているのです。お米の消費を１つ取り上げても、

こういうことが全部つながっているということです。 

 だから、本当に縦割りの組織の中でもう少しトータル的に物事を考えていただきたいと

いうことが前々から私の立場として言い続けているところです。ですから、海のことは水

産庁ですが、では、シジミがとれない、アサリがとれない、どうしようかと思ったときに、

稚貝をどこかからとってきて種をまくというようなことをずっとやり続けているわけです。

これは根源に迫っていないということです。ですから、そういう考えは私たちの「森は海

の恋人運動」が今、小中学校の教科書に全部載っていて、そこで勉強した人がもう30代に

なってきていますから、もう少しだと思うのです。 

 ですから、これはぜひ国土交通省とも胸襟を開いて、ダムにたまっている養分をどうや

って海まで届けられるかという技術開発をするかとか、縦割りの枠を超えた形を頭の中に

入れて、これからしていただきたいと思います。 

 先ほども本職の農業の方々から農業外の６次産業化という話が出ておりますが、そのこ

とも例えば我々が直接、漁協を通さないで物を売るということをやると、横流しという言

葉があるのです。つまり、１次産業でとれたものは必ず漁協を通して売る、それは全部、

卸売市場に流れるという流れにもつながっていくのです。だから、そういう方向にどんど

んいくと、漁協の経営そのものもおかしくなってくるという矛盾が、先ほどと同じような

話でどうしてもできてしまいます。だから水揚げ高のうちの何パーセントかはそういうこ

とで自由に流通させてもいいという方向で、そういうことに対する補助金をつけるならつ

けるという方向にするなど、何か工夫が要るのではないかと思います。 

 ですから、我が家などでも息子たちが今、やっていますが、主体はほとんど漁協を通し

た販売に任せていって、その中のほんの少しの部分はインターネットで物を売るなど、お

もしろがってやっていますけれども、大概ああいうことは長続きしないということは生産

者の立場として知っておいていただきたいと思います。 

 そんなところです。 



37 

 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 大山委員、お願いします。 

○大山委員 水産関係の今後の目標の立て方についてのやり方の御説明がありましたが、

要は、被災３県が非常に大きな水産の基地というか、日本有数の地域ですので、例えばマ

クロ経済統計などでもリーマン・ショックのときの異常値処理をするとか、私は統計学の

細かい技術的なことはわかりませんが、そういう異変要因を算定されるときに、どういう

計算的になるかわかりませんけれども、そういう形にしないと、毎回、目標を立ててもい

つも「Ｃ」、「Ｃ」ということでだめではないかと言われて、この政策評価の目標自体の評

判も有効性が認められないまま続いてしまいます。今後も被災した地域にかかわる復興の

度合いとか、いろいろな面でかかわるものは水産に限らず考慮することがもし可能であれ

ば、数値目標を立てる以上、そういうことも必要かなと思いました。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 小池委員、お願いします。 

○小池委員 漁業のことは余り詳しくないのですが、農業の６次化で収益を上げるという

観点から述べさせてもらうと、農業は栽培ということ、でも、一等品だけとるということ

は工業のようにはできなくて、一等品ではない形の悪いもの、色が悪いもの、そういうも

のに関して、トマトでしたらトマトジュースやパスタソースにしたりして、流通に回らな

い廃棄ではない形で加工して収益を上げる。もうちょっと前の段階だったら、直売所で１

袋幾らというスーパーに出回らない、買ってもらえないものが直売所で売り上げになると

いうように、栽培しているものでもそのようにしたときにかなりの収益が上がるという形

があります。 

 詳しくない人が言うと幼稚かもしれないのですが、農業は栽培だったけれども、漁業は

捕獲になるので、市場に全く出回らない種類のお魚とか１箱にならないもの、そういうも

のが捨てられている。ましてや傷む、足が早いということに関しては破格のものなので、

そこの部分が６次化という形でお金にするということをしたときに、栽培している農業で

もここまでの売り上げというか経営を楽にするので、漁業の部分ではそこの部分を重点的

に何か施策が出て、消費者に迎えられるという形になると、もっと経営効果が出るのでは

ないかと思います。栽培しているものでもここまで難しいのに、捕獲という形のものだと

難しいとは思うのですが、そこがうまくマッチしたときに相当の経営効果があるのではな

いかと思うので、ぜひ努力していただきたいと思います。 

○上田評価改善課長 ありがとうございます。 

 それでは、一通り御意見をいただきましたので、基本的に時間の関係もありますから、

また紙にして御説明させていただきたいと思いますが、簡単に何かあれば。 

○橋本水産庁漁政課長 順番がばらばらになるかもしれませんが、直近の御質問からお答

えしますと、実は消費の拡大に関しては水産庁も非常に強い関心を持っております。今、

御指摘のとおり、まさに捕獲する漁船漁業なり、そういったものは当然、いっぱいとれる
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ときもあるし、そうではないときもある。いっぱいとれたときは、うまく流通させなけれ

ば産地のほうでは余ってしまって、一部廃棄しなければならないということも生じている

現状はありますので、今年度からよりきめの細かい川上、川下の情報を結びつけるための

事業を立ち上げております。一つひとつは小さなロットかもしれませんが、それが複数つ

ながることによって消費の拡大が図れるのではないかということで、今年度から流通の専

門家も含めたアドバイザー的なチームをつくって、その人たちの意見を参考にしながら消

費拡大するという取組をやっているところです。 

 それによりまして、例えば学校給食などでも本当はこういうものがこれだけこの価格で

そろえば買いたいのに、どこに頼んでいいかよくわからないためにその需要が埋もれてし

まっているという実態もあるようです。そういったものをどんどん結びつけて消費を拡大

していきたい、そういうことを考えているところです。 

 森林と海の環境の関係ですけれども、何度も御指摘いただいているところです。今年か

ら水産庁で多面的機能の発揮のための予算というものを新たに整備しまして、漁業者がそ

の環境がよくなるように木を植えるようなことについても、それを支援する事業を立ち上

げております。ですから、そういったものもぜひ活用していただければと考えているとこ

ろです。 

 目標値につきましては、我が方もいろいろ勉強してみなければならないと思っています

ので、判定がこれでいいのかどうか、先ほどのように異常に高い数値になっているところ

が幾つかありますので、その中で勉強してみたいと思います。 

○上田評価改善課長 また落ちているような部分は、正確に起こした上でお答えしたいと

思いますので、よろしゅうございますか。 

 それでは、申しわけありません、時間との関係で非常に足早になっておりますが、政策

分野、林野、水産の関係についてこれで終わらせていただきます。 

 後になりますが、今年度実施予定の総合評価（総合的な食料安全保障の確立）の評価

方針について、担当課から御説明させていただきますので、よろしくお願いします。 

○太田食料安全保障課長 食料安全保障課長です。よろしくお願いします。 

 今年度、総合評価を実施いたします。その評価方針につきまして、資料８に基づいて説

明をさせていただきます。テーマは総合的な食料安全保障の確立です。 

 政策所管部局は農水省のほとんどの局がずらっと並んでおります。テーマが大きいもの

ですから、多岐にわたるということになります。 

 評価対象期間は20～24年度の５年間になります。 

 「６．政策の目的・目標」、政策の体系といたしまして、一番上に食料・農業・農村基

本法があります。そのうちの食料の安定供給の確保の部分になります。 

 「基本理念」といたしまして、①将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的

に供給されるというのが根本的な考え方です。 

 ②といたしまして、そのために世界の食料の需給、貿易が不安定な要素を有しているこ
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とに鑑みて、国内の農業生産の増大を図ることを基本とする、これと輸入と備蓄とを適切

に組み合わせるということを方針としております。 

 ③不測の事態が起こったとき、このときには国民が 低限度必要とする食料が逼迫、あ

るいは逼迫のおそれがある場合においても国民生活の安定、国民経済の円滑な運営に支障

が生じないよう、供給の確保が図らなければならないとしております。この３本の柱が我

が国の食料政策の基本ということになります。 

 また、基本法には、このページの下のかぎ括弧にあるとおり、「国民が 低限度必要と

する食料の供給を確保するため必要があると認められるときは、食料の増産、流通の制限

その他必要な施策を講ずるものとする」ということも書いてあります。 

 この基本法の下に基本計画というものがあります。基本計画に基づきまして、平成22年

度から10年間の計画が設定されております。評価対象期間の20～24年度とは若干、ずれが

ありますけれども、現在は22年度からの基本計画に基づいて取組がなされております。そ

の内容が２ページです。取組の基本的な方針は、穀物を中心に、自国で供給可能な食料は

できるだけ自国で賄うということ、それから、その可能性を 大限追求しながら食料自給

率の向上を図るということが基本です。 

 それに加えまして、不測時のみならず平素から肥料、種子等の生産資材、エネルギーの

確保、こういったものも含めて総合的な食料安全保障を確立することが取組の基本的な方

針になっております。 

 更に、基本計画では、講じていく具体的な施策の中で、食料の安定供給につきましては

様々な不安要因、いわゆるリスクが生じているとしており、こうした不安要因に的確に対

応するために平素から食料の供給面、需要面に加えて物理的な入手可能性を考慮するアク

セス面、こういったものも考慮して総合的な食料安全保障を確立する必要があるとしてお

ります。 

 このために３つの取組を行うということで、 

 ①生産資材の確保等生産面における不安要因への対応 

 ②流通・消費面における不安要因への対応 

 ③国際的な食料の供給不安要因への対応 

ということになっております。 

 ７が政策の具体的な内容です。先ほどの①に対応して、肥料等の生産資材の安定供給に

向けて土壌診断に基づく適正施肥の徹底、遺伝資源の確保、輸入検疫、国内防除、防疫措

置の強化が掲げられております。 

 ②につきましては、新型感染症等に起因する大規模な流通の混乱等に備えまして、食品

産業事業者間の連携による食のライフラインの確保、米や麦の備蓄を掲げております。 

 ③につきましては、食料の需給情報の収集、分析、それから、中長期的なシナリオ予測、

国際協力の推進、海外農業投資の支援といったものを掲げております。 

 ８が評価の観点、今年度の評価の方針です。３つの観点から評価を行ってはどうかとい
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うことで掲げさせていただきました。 

 （１）が必要性です。基本法や基本計画に沿った取組になっているかどうか。各々の施

策が「総合的な食料安全保障の確立」に資する取組であるかどうか。 

 （２）が効率性の観点で、重複、欠落がないように整理をされているか。それから、効

果的・効率的な政策手法を通じた取組が実施されているかどうかということです。 

 （３）が有効性として、①～③と並べておりますけれども、それぞれについて充実やそ

の推進が着実に図られているかどうかということです。 

 私からの説明は以上です。よろしくお願いします。 

○上田評価改善課長 それでは、委員の皆様からも御意見、御質問がありましたら、よろ

しくお願いいたします。 

 左近委員、お願いします。 

○左近委員 ありがとうございます。総合評価ですけれども、冒頭に御説明があったよう

に非常に関係課も多く、政策としても非常に大きいものだと思われます。評価を実施する

際にまさに必要性、効率性、有効性を考えていく起点として、政策全体がどういう目標で、

どういう体系で、どういう取組をしているのかというのをいわゆる政策評価で言うロジッ

クモデルで整理をしていただいて、政策目標と施策との関連性をわかりやすく、また、効

率性のところに書いてあるように重複がないか、欠落がないかというところの分析にお役

立ていただくことがよいのではないかと思います。 

 もう一点、これも施策の内容を私が十分に理解しているわけではない中ですが、有効性

のところの３つの書きぶりを見ますと、いずれも施策の充実、推進みたいなところで書か

れており、ややアウトプット的かなと見受けられるのが懸念しているところです。なかな

か効果を全て定量的に把握することが困難なことも想定されますが、ぜひそこは成果の達

成度を明確にするという意味においても、アウトカムに注目してなるべく定量的に分析す

るというところと、各取組との関連性がどういう貢献なり、有効性を発揮するのかという

ところを丁寧に拾っていっていただくことが大切かなと思います。時間はかかるかもしれ

ませんが、御尽力いただくことを期待したいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 婦木委員、お願いします。 

○婦木委員 もう一つ、よくわからないのですが、５年間の対象の中で結局、食料安全保

障をどう確立できていったかという内容だろうと思います。こういう中で私が生産者とし

て一番考えるのは、５年間の間に生産力がどのぐらい上がったのだというところの明確な

主体となるような柱が、もう一つはっきり見えてこないような気がします。生産者として、

この５年間の間に安全保障にかかわることでもありますが、食料の安定供給が５年間の間

にいわゆる生産力としてどれだけ維持できたか、拡大してきたかという、そういうものが

中心になるべきだろうと思います。その生産力の中には、例えば生産をするための基盤は
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どうなのか、人力はどうなのか、それから、技術とかいろいろな要素があろうかと思いま

す。そういうものが恐らくこれから詳しく項目立てて、評価にかかわってくるだろうと理

解しておりますが、私たち生産者としては、そのあたりをまず中心として考えていってい

ただければありがたいと思います。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 ほかに各委員からなければ、太田課長から何かありますか。 

○太田食料安全保障課長 左近委員の御指摘につきましては、まさに政策評価の基本です

ので、そのようになるように資料の整理をさせていただきたいと思っております。 

 生産力につきましては、指標としては国内の農業生産ということですので、今、ある指

標としては食料自給率ということになろうかと思います。食料自給率につきましては、政

策目標を立てて推進しております。今、おっしゃったのは、それを構成する農地などの農

業資源であったり、農業技術であったりということであろうかと思います。今、課題とし

て食料自給率だけではなくて、食料自給力についても政策目標をつくる必要があるのでは

ないかという御指摘が各方面からありますので、そういったものにつきましては、次の基

本計画、次の基本計画は27年度から始まる基本計画ですが、その際の課題かなと今のとこ

ろは考えております。 

○上田評価改善課長 大山委員、お願いします。 

○大山委員 過去５年間について来年つくる評価書の形式というか、どういう雰囲気の文

書かというのが想像つかない面がありますが、これは淡々と過去５年間のここで挙げてい

るような政策の評価を事務的に書くものなのか、それとも食料安全保障というのは相当大

きい、どちらかというと今後の日本の将来の在り方にもかかわる大きい話なので、評価書

の中に政治的な表現のような理念的なものの位置づけとか、そういうものも書き込んでも

許される文書なるのかどうかわからないので、それをまずお聞きしたい。 

 そうであれば、基本計画とかいろいろな形の中で、例えば評価している2007年～2012年

はリーマン・ショックもあれば世界中が金融緩和して、その緩和したお金があちこちで穀

物の価格の変動にいったり、震災もあったりとか非常に激動の５年間であり、今後を見通

した場合、今のTPP交渉などもどうなるのかという、まさにグローバル要因がかなり複雑

に入ってくるものだと思います。単純に過去評価だけなのか、ちょっとしたニュアンスを

にじませるような文書にできるのかどうかというのをお聞きしたいと思います。 

○太田食料安全保障課長 現時点でアイデアがあるわけではございませんので、受け止め

て検討させていただきたいと存じます。 

○上田評価改善課長 よろしいですか。この件につきましては、いろいろと御相談させて

いただきながら進めさせていただきたいと思っていますし、本日、ちょうだいした意見な

ども踏まえながら、また検討させていただきたいと思っておりますので、今日のところは

よろしいですか。 

○上田評価改善課長 長時間にわたり、大変貴重な御意見、熱心な御議論をいただきまし
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て、ありがとうございます。予定していた議事は全て終了させていただきました。時間が

限られた中で御説明させていただいたということもありまして、至らぬ点も多かったと思

いますが、また御不明な点、いただいた御意見についてはしっかりと対応させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上で農林水産省政策評価第三者委員会を終了いたしたいと思います。本日

はどうもありがとうございました。 
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