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○上田評価改善課長 おはようございます。定刻前ではございますが、委員の皆様がおそろい

になりましたので、ちょっと早めですが、始めさせていただければと思います。平成26年第１

回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。 

 本日、進行役を務めさせていただきます評価改善課長の上田です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 本日は、委員の皆様にはお忙しいところ、大変貴重なお時間をいただきまして改めて御礼を

申し上げるところでございます。 

 初めに私どもの政策評価審議官、石田の方から御挨拶をさせて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。 

○石田政策評価審議官 委員の皆様、朝、早くからありがとうございます。本日は御多忙の中

でございますが、平成26年第１回目の農林水産省政策評価第三者委員会ということで御参集あ

りがとうございます。 

 御承知かと思いますけれども、現在、農林水産省では昨年12月に策定いたしました「農林水

産業・地域の活力創造プラン」に基づきまして、「強い農林水産業」、それから、「美しく活

力のある農山漁村」の創出に向けまして、担い手の農地集積・集約化、日本食・食文化、これ

もユネスコの無形文化遺産登録されましたけれども、そういったものの世界に向けた発信、あ

わせまして輸出の拡大、それから、６次産業化の推進や、農山漁村の活性化などの施策を展開

してございます。 

 また、あわせて今後の食料・農業・農村の基本になります基本法に基づく「食料・農業・農

村基本計画」の見直しにも着手をしているところでございます。こうした政策の展開に当たり

まして適切な目標を設定して、それをしっかり効果を測定・分析し、それを施策に適切に反映

するという、この政策の評価の仕組みが一層重要になっていくものと考えています。 

 この政策評価につきましては各省がやってございますけれども、昨年12月に各省が参加して

おります連絡会議において、「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」というも

のが策定されました。このガイドラインでは政策評価における施策ごとの目標の達成度合いに

ついてを我々も含めてより使いやすく、あるいは国民の皆様にも分かりやすいものにしていく

ために、新しい評価基準が示されたところでございます。後ほど事務的にも説明させますが、

我が省におきましても、このガイドラインを政策評価に反映させていきたいと思います。 

 以上、縷々述べましたような背景を踏まえ、本日は今回の見直しを予定しております33の政

策指標を中心に、平成26年度の政策目標設定等につきまして、御議論いただきたいと思ってご
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ざいます。委員の皆様方におかれましては忌憚のない御意見をよろしくお願いいたします。 

○上田評価改善課長 それでは、議事に入ります前に本日、御出席いただいている委員の皆様

を私のほうから御紹介させていただければと思います。 

 フジテレビ報道局取材センター経済部長兼解説委員の大山委員でございます。 

○大山委員 よろしくお願いします。 

○上田評価改善課長 それから、小池手造り農産加工所有限会社取締役の小池委員でございま

す。 

○小池委員 よろしくお願いします。 

○上田評価改善課長 それから、新日本有限責任監査法人戦略マーケッツ部シニアマネージャ

ーの左近委員でございます。 

○左近委員 よろしくお願いします。 

○上田評価改善課長 それから、水山養殖場場主、牡蠣の森を慕う会代表、NPO法人森は海の

恋人理事長の畠山委員です。 

 それから、速水林業代表の速水委員です。 

○速水委員 速水でございます。よろしくお願いいたします。 

○上田評価改善課長 それから、婦木農場代表の婦木委員でございます。 

○婦木委員 おはようございます。婦木です。よろしくお願いいたします。 

○上田評価改善課長 それから、三谷美重子税理士・社会保険労務士・行政書士事務所所長の

三谷委員です。 

○三谷委員 三谷でございます。よろしくお願いいたします。 

○上田評価改善課長 また、今回、オブザーバーとして御参加いただきます行政事業レビュー

の外部委員の御紹介をさせていただきたいと思います。 

 金子公認会計士事務所公認会計士の金子委員でございます。 

○金子委員 金子でございます。 

○上田評価改善課長 あさひ法律事務所弁護士の藤原委員でございます。 

○藤原委員 藤原でございます。よろしくお願いします。 

○上田評価改善課長 なお、政策評価第三者委員を務めていただいております橋本委員及び渡

邉委員、それから、今、御紹介させていただきました行政事業レビューの外部委員をやってい

ただいております二村委員につきましては、本日、所用ということで御欠席されています。 

 次に、今回の本委員会の資料の取り扱いについて御説明させていただきたいと思います。会
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議終了後、農林水産省のホームページで今回の資料につきましては、公表という形にさせてい

ただいております。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、

発言者の氏名とともに公表させていただくという形をとらせていただきたいと思いますので、

あらかじめ御了解いただければというふうに思っている次第でございます。よろしくお願いい

たします。 

 それから、お手元の方に資料等を用意させていただいておりますが、会議資料一覧をつけて

おります。また、議事進行に合わせて御説明させていただきますが、不足等がございましたら

事務局に申し出ていただければ対応させていただきたいと思います。よろしゅうございますで

しょうか。 

 それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきたいと思います。 

 議題１、平成26年度の政策評価の進め方について、担当から御説明させていただきたいと思

います。 

○北川評価改善課課長補佐 評価改善課で補佐をしております北川といいます。座らせていた

だきまして御説明をさせていただきます。 

 本日の委員会では、「配布資料一覧」の中の、資料１～４の説明を私の方からして、その後、

各局の方から資料５～７の説明をして、委員の皆様方から御意見をいただくことになっており

ます。各局の説明において11時過ぎ辺りに10分程度の休憩を挟みたいと思いますので、トイレ

等に行く場合には、その休憩時にお願いしたいと思います。 

 それでは、資料の１～４までをポイントを絞って御説明いたします。 

 資料１ですけれども、この資料は総務省が昨年12月に策定した「目標管理型の政策評価の実

施に関するガイドライン」のポイントを整理したものです。そのガイドラインに合わせ農林水

産省の方も政策評価に関する文書を改正してます。その改正点として大きく分けて２つあり、

１つめは、資料１の右の「重点化」でございます。具体的には、会議の開催年などを重点化し

ていくもので、農林水産省でも政策評価第三者委員会を年に２回開催するなどに取り組んでい

ます。２つめは、資料１の左の「標準化」でございます。これは、政策評価は各府省共通の５

区分ですることとしており、農林水産省でも規定を改定し、５区分の評価を行うことにしてい

ます。後ほど詳しいことを御説明いたします。 

 資料２－１ですけれども、「農林水産省政策評価基本計画」がございますが、本計画は５年

の計画となっております。なお、本計画に関しては、現在、農林水産省の「食料・農業・農村

政策審議会企画部会」で新たな「食料・農業・農村基本計画」の検討を行っていますので、そ
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れに合わせて、今後、こちらの政策評価基本計画も見直されることになっていくと思います。 

 資料３－１ですけれども、「農林水産省政策評価実施計画」ですが、この計画は毎年、変わ

っていく計画となっています。結論として、資料２－１の基本計画は５年の長期的な計画で、

資料３－１の実施計画は毎年変更される短期的な計画となっています。 

 両計画の主な改正点について御説明しますと、資料２－２、３－２の新旧対照表を見ていた

だきたいと思います。 

 資料２－２を見ていただくと、主なものとして、達成度合いの判定につきましては、これま

での「Ａ、Ｂ、Ｃ」の評価を「Ａ’、Ａ、Ｂ、Ｃ」の評価としました。また、この関係で、総

務省の策定したガイドラインを踏まえ、これらの評価を束ねた形で５段階に評価することにし

ました。それが次ページの下の方にキというのがございまして、課長通知を見れば具体的な判

定方法が分かるということでございます。 

 資料４がその課長通知でございますが、それを見てもらいますと、「Ａ’、Ａ、Ｂ、Ｃ」の

具体的な施策の評価がいくつあるかに対応して、大きな施策の評価を５区分で評価することに

しております。つまり、総務省のガイドラインを受けて５区分の評価をすることになっている

ことを踏まえ、細かな施策の評価は「Ａ’、Ａ、Ｂ、Ｃ」で行いますが、それらの施策を束ね

た形で大きな施策について５区分で評価することにしています。 

 資料２－２に戻っていただき、この資料の３枚目に「農林水産省政策評価第三者委員会等に

ついて」がありますが、その中で、「ただし、再任は原則として、１回までとする。」を削除

しています。これは他の審議会における委員の選定と同じ並びにするため削除したということ

でございます。 

 資料３－２を見ますと、年度がずれたことに伴う改正が主で、基本的に形式改正となってお

ります。 

 主な改正点をみると資料３－２の５ページで、「法第７条第２項第１号に区分される事後評

価」のところで、昨年は「農林水産分野の地球環境対策」及び「総合的な食料安全保障の確

立」としていましたが、今年は「農林水産分野の研究開発」としています。これは来年度から

「食料・農業・農村基本計画」が改正されるのに合わせて「農林水産研究基本計画」を見直す

こととなっており、そのために、現在の研究計画に対する委員の意見を聞くことにしておりま

す。本件について、具体的な説明は担当者から後ほどありますのでよろしくお願いします。 

 以上、申しましたように資料１～４まで、主なところを御説明いたしました。 

 私からは以上でございます。 
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○上田評価改善課長 若干、説明が行ったり、来たりしましたので補足しますと、もう一度、

資料１の総務省の行政評価局の資料を御覧いただければと思います。今までこの政策評価につ

いては、農林水産省では政策の指標ごとにランクづけをして評価を行っていたのですが、今後、

いわゆる政府全体で私どもで言うところの政策分野ごとに、しっかりと評価をしていきましょ

うというような形になったということでございます。それに合わせて、先ほど北川のほうから

御説明いたしましたように指標の立て方、これは従前、それぞれの指標単位で評価をいただい

ていたものをもう一度、こちらのガイドラインに合わせて評価のつけ方の符号を振り直したの

と、合わせて全体としての標準化に合わせた政策評価を今後、やっていこうという形のそれぞ

れの計画の修正という形になってございます。 

 具体的には、このガイドラインを定めた内容を私ども農林水産省のそれぞれの施策というか、

必要な計画に反映したということで、具体的には次回の委員会のときに実際の政策評価を御覧

いただくことになりますので、そのときに実際に見ていただきながら、御議論いただいた方が

分かりやすいかなというふうに思っておりますので、今回は一応、こういった形での政府全体

での政策評価の見直しに合わせて、私どもの計画についても修正をさせていただいたという形

になっているところでございます。 

 何か特段、御質問等はございますでしょうか。具体的なことについてはまた次回のときに御

覧いただきながら、御説明をさせていただきたいというふうに思っている次第でございますが、

よろしゅうございますか。 

 それでは、本日の本題でございます政策評価の事前分析表について入らせていただきたいと

思います。まずはいくつか政策分野が分かれておりますので、少し分けながら御説明をさせて

いただきたいと思います。まず、政策分野１から３及び関連が深い政策分野９について御説明

をさせていただき、その後、意見交換という形をさせていただきたいと思います。時間に限り

がありますので、事務方の説明は簡潔にさせていただいた上で、意見交換の時間をできるだけ

とりたいと思います。資料については、「指標の新設・見直し等について（案）」という資料

５というのをお手元に配布していると思いますが、これを中心に御説明をさせていただきたい

というふうに考えております。 

 それでは、政策分野１から説明をよろしくお願いいたします。 

○吉岡消費・安全局消費・安全政策課長 消費・安全政策課長の吉岡と申します。よろしくお

願いいたします。 

 皆様のお手元に資料５の大きいものがＡ３で配布されていると思いますので、これで今回、
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新設・見直しを行います指標について、御説明をいたします。 

 政策分野１は「食の安全と消費者の信頼の確保」です。今回、追加をいたします指標につい

て御説明をいたします。 

 現在、「食品表示の遵守状況の確実な改善」ということで、「生鮮食品の原産地の不適正表

示率」、それから、「加工食品の義務表示事項の不適正表示率」というものが目標になってお

りますが、これは平成25年度で目標値の終期となります。 

一方、平成25年６月に食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設いたします「食品

表示法」が成立をしておりまして、平成27年６月までに施行するということになっております。 

この法律に基づきまして、現在、消費者庁におきまして、JAS法、食品衛生法、健康増進法

の表示に関する規定を統合しました新たな食品表示基準及び執行体制が検討されております。

こういう状況でございますので、平成25年度で終期を迎えますこの目標につきましては、平成

27年度まで引き続きそのまま置くことにいたしまして、目標値を10％とし、新しい法律の基で

施行された監視結果を踏まえて、それ以降の目標については、検討したいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○及川生産局総務課生産推進室長 引き続きまして、資料５の２ページ目をご覧いただきたい

と思います。２、国産農畜産物を軸とした食と農の結びつきの強化でございます。説明者は、

生産局生産推進室長の及川でございます。よろしくお願いいたします。 

 今回、２の部分につきましては政策や予算の見直しに伴うような指標の新設・見直しのほか、

昨年、第２回第三者委員会で、評価が連続して低く、また、一部の委員からも、そもそも設定

がおかしいのではないかと、その見直しを検討すべきとご指摘があった加工業務用野菜であり

ますとか、チーズにつきまして見直しを行うこととしております。 

 上から（ア）でございます。国産農林水産物の販売促進活動を実施する者の国産農林水産

物・食品の消費拡大を図るための事業の活用による売上げ向上率でございます。平成25年度ま

では、日本の食を広げるプロジェクト事業として予算措置、支援措置を講じてきたところでご

ざいますが、平成26年度予算におきまして、事業名を、日本の食魅力再発見・利用促進事業に

再編されたところでございます。このようにいろいろと予算措置の名前をそのままつけますと、

毎年毎年、変えなければいけない。ただし、やろうとしていることや把握しようとすることに

関しては、差がないところでございますので、現行指標に記載していた事業名をやめまして、

一般的な表現ということで国産農林水産物・食品の消費拡大を図るための事業という表現に直
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させていただきたいと思っています。 

 続きまして、下の（エ）農林漁業体験を経験した国民の割合でございます。これにつきまし

ては下の方に米印で書いていますが、平成25年６月に閣議決定されました日本再興戦略におき

まして、農林漁業体験を経験した国民の割合について目標を定めました。それにつきましては

食や農林水産業の理解増進を図る指標として、そのまま測定し、新規に平成30年度に35％とす

る目標値を設定させていただきたいと考えているところでございます。 

 その下の（オ）でございます。従来、飼料用米、米粉用米の指標につきましては、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を測定しようとし

ていたところでございます。 

 ただ、同法律の計画につきまして、実際の認定数の増加率と実際の消費向けの増加率に乖離

がありますし、実際、この法律を使わなくても、米粉や飼料用米に取り組んでいる例が多いこ

とから、施策的に評価するには問題があったのかなと思われるところでございます。また、今

般、米政策の見直しを行いまして、今後、さらに新規需用米である飼料用米、米粉用米の生

産・需要の拡大を進めまして、水田のフル活用を展開していくこととしてございますので、現

行の食料・農業・農村基本計画にも記載されております作付面積を測定指標として設定し直し

たいと考えているところでございます。 

 （ク）でございます。指定野菜におきます加工・業務向け出荷量の関係でございます。これ

は前回の第三者委員会におきましてご指摘がありましたが、現行の指標では、重量野菜の作況

が大きく評価され、施策効果が評価されにくい問題点がございましたので、平成20年度を基準

年といたしまして、その増減率の平均で評価することとし、レタス等の軽量野菜なども、同じ

ように評価しやすい形に見直しをさせていただきたいと考えているところでございます。 

 続きまして、（シ）国産ナチュラルチーズでございます。これも前回の第三者委員会でも話

しましたが、チーズ向け生乳の生産量が現行測定指標でございますが、内部要因、外部要因に

より変動しやすいことから、指標としては適切でないところでございます。今後、国産ナチュ

ラルチーズにつきましては需要が拡大していく方向性があるわけでございますので、国産チー

ズの供給拡大を図っていく上で、各地で特色あるナチュラルチーズが生産される体制を構築す

ることが必要と考えていまして、国産ナチュラルチーズの製造事業所数を測定することとして、

改めて設定させていただきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○内田食料産業局企画課長 食料産業局の企画課長、内田でございます。よろしくお願い申し
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上げます。 

 資料のページ３をお願いいたします。政策分野３の食品産業の持続的な発展の（２）の②の

（ア）中小食品関係事業者における企業行動規範の見直し活動の実施率、これについて指標の

見直しを行いたいと思っております。まず、企業のコンプライアンスの徹底の第一歩でありま

す企業行動規範というものにつきましては、これまで達成率80％というところまできておりま

す。今後はこれが実効あるものというふうになっているかどうかというのが非常に重要であり

ます。 

 特に昨年末に発生しました例の冷凍食品の問題等を踏まえますと、企業における組織のマネ

ジメントの重要性が高まっております。よって、企業の社会的責任への取組の推進というのを

目標として設定したところであります。このため、コンプライアンスの徹底を図るものとしま

して、企業行動規範を既に策定をしている企業において、企業内で実効性のある活用がされて

いるかということを把握したいということで、企業行動規範の見直しの実施率、これを指標と

して設定をしたいと考えております。 

 この指標につきましては、昨年度の第１回の委員会におきまして見直しを行う指標というこ

とで設定をしまして、具体的には調査を実施し、その調査結果を踏まえ、細部設定をするとい

うことになったものでございます。今般、調査の結果、今の見直し率が大体67％となっており

ますので、これを基準値としまして平成26年度に70％、27年度に75％ということで、最終目標

は企業行動規範の策定率と同様に、平成30年度までに80％以上ということで策定をしたいとい

うふうに思っております。 

 次に、資料の６ページをお開き願います。中目標３の政策分野９、農業・農村における６次

産業化の推進でございます。多少、順序が前後いたしますが、まず、真ん中にあります新設と

ありますが、（３）農村に由来する資源の活用促進のバイオマス産業都市の構築、これにつき

ましてご説明をいたします。 

 これまでバイオマス全般を評価できる指標というのがございませんでしたが、この目標は関

係省庁が７省庁ございますが、内閣府、総務省、経産省、国交、文科、環境、当然、農水も入

ります、こういう７省庁の調整を経まして、今般、新たにバイオマス産業都市という目標が設

定されましたので、これを新設したいと考えております。目標値につきましては、昨年６月の

日本再興戦略及び12月の農林水産業・地域の活力創造プラン、これにおきまして2018年までに

バイオマス産業都市を約100地区、構築するということとされているために、この数値、具体

的には100という数字を設定させていただきたいと考えております。 
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 次に、その下に廃止とありますが、（３）の①の（エ）新事業創出に携わる人材の育成数で

ございますが、この目標につきましては、この指標の根拠となる事業が平成25年度をもって廃

止をされてしまいましたので、今年度以降は実績値の把握が困難となってまいります。したが

いまして、この指標を廃止することとしまして、この指標の廃止と併せて新たに人材育成に係

る指標を設定をしたいというふうに考えております。 

 その新たな指標というのが順番が前後しますが、一番上にあります新設とあります新たなビ

ジネスを創出できる人材（農山漁村ビジネスマネージャー）の育成数、これを新設したいと考

えております。今、我々は６次産業化ということを政策の大きな目標として施策を進めており

ますが、こういう６次産業化を初めとした新たな事業の創出に向けては、自らが地域に入って

新たな事業を立ち上げたり、既存の事業と結びつけていくと、こういう取組の核となる人材育

成が重要となっております。そのために、このための人材育成数を目標として設定をしたいと

考えております。目標値につきましては、新たに平成26年度から事業で始めます農山漁村地域

ビジネス創出人材育成委託事業、このプログラムの修了者を人材育成数とみなしまして、初年

度の平成26年度においてはいろいろプログラムの調査、検討、開発、また、実証等も行います

ので、まず、45人。実際にプログラムが起動に乗る翌年度以降は規模を２倍ということで、毎

年90名という目標を設定をしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○上田評価改善課長 平成26年度の政策評価をしていただく上での核になります指標について、

最近の施策の状況なり、あるいは前回の委員の先生方からの御指摘も踏まえて、見直しを検討

させていただいたところでございます。これまでのところにつきまして、委員の皆様から御意

見、御質問をいただきたいと思いますが、時間の関係で一通りいただいた上で、まとめて事務

方のほうから御説明させていただきたいという形をとら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。いかがでしょうか。大山委員、よろしくお願いします。 

○大山委員 大きい紙の２の新設になっている右側の赤い（エ）の農林漁業体験を経験した国

民の割合、日本再興戦略に基づいて目標を定めるということで、お聞きしたいのは実際に国民

の人口分布にしてパーセントをとるんだと思うんですけれども、体験を経験したということは

第一次産業をやっている人以外で例えば何か体験農場に３時間だけいた人とか、それから、分

からないのでお聞きしたいんですけれども、今、中学校とか高校なんか公立学校の修学旅行の

中では、例えば学校の趣向によっては岩手県の遠野に10日間、ずっと中学生が行っていて、そ

この農林漁業をきちっとホームステイでやるとか、ちゃんと教育プログラムとして修学旅行を
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やっているようなのとか、かなり多彩だと思うんですけれども、この割合というのはどういう

枠組みというか、どういう基準で目標値を見定めていくというか、推定計算していくという形

なのかお聞きしたいので、別に批判をしているんじゃなくて、この役所に限らず、政府の施策

は目標だけ掲げるんだけれども、そのやり方はどうやるのという疑問のことが多いものですか

ら、それをお聞きしたいなと思います。 

○上田評価改善課長 ありがとうございます。 

 ほかに。婦木委員、お願いします。 

○婦木委員 失礼いたします。先ほど大山委員も言われました点は私も非常に疑問がありまし

て、体験というのがあまりにも広うございますので、言われるように、２、３時間、いただけ

で体験になるのかとか、それから、それを一回、体験すれば、そのままずっと割合の中に含ま

れていくのかということです。毎年毎年、体験するということはなかなか不可能かもしれない

んですけれども、一回、体験するということになれば、それを含んでいくのであれば、どんど

ん、割合を含んでいきますよね。そのような考え方なのか、そのあたりをぜひお聞かせ願いた

いなというふうに思います。 

 それから、同じ２ページ目の一番下にナチュラルチーズの件があります。左側の指標を見て

いきますと、生産数量目標の達成というのが大きな課題なわけですが、その中でずっと見てい

きますと、牛肉とか肉については生産量になっていますし、産出額であったり、いろんなそう

いう生産にかかわるものなんですが、チーズに限って今回、見直しになりますと事業所の数に

なりますので、生産数量ということに関すると違和感があるのかなというふうに思ってござい

ます。今、酪農の情勢というのは非常に厳しい情勢になっておりまして、北海道なんかでもど

んどん酪農家が減って、生産数量目標が達成できていないという状況が出てまいりまして、今

後もさらに生産は下がっていくのではないかというように危惧されているところでございます

が、果たしてその件につきまして事業所数という、そういう指標でいいのかというのが私は非

常に率直に疑問があるんですが、そのあたりの考え方をぜひお願いしたいなというふうに思い

ます。 

 それから、もう１点、飼料用米・米粉用米につきまして、今、米政策の中で飼料用米という

のが非常に表に出てきたわけなんですが、もちろん、こうやって面積というのを指標にすると

いうのはもちろんいいと思うんですが、希望ですが、できれば分けてしていただくと非常に分

かりやすいなというふうには思ってございます。飼料用米と米粉用米というのを別々の指標に

していただくと、私どもとしては非常にありがたいなと思いますが、大くくりでももちろんい
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いんですが、説明されるときに分けた数字をぜひ教えていただきたいなというふうには思いま

す。 

 それから、最後の農村地域のビジネスマネージャー、これは新しく前のものを見直して廃止

したものを今度、新しく新設して農山漁村ビジネスマネージャーの育成という、それをいわば

国として取り組んでいきますよという内容の指標にかかわるものだと思うんですが、現場にお

りますと、こういうのは既にどんどん行われているわけです。そのあたりをどう把握していく

のかというのに非常に疑問があるというか、違和感があるんです。 

 例えば私は丹波の出身ですが、丹波では最近、この１年ぐらいの間にシェアハウスが９軒で

きました。そこに誰が来るかというと都会からどんどん若い人が入ってきます。そういう中に

は、服飾デザイナーとか、プログラマーとか、そういうクリエーターのような本当に東京で活

躍しておったような人が来てシェアハウスに住んで、それから、自ら会社を作って地域を盛り

上げていこうという活動を、これは経産省の関係もあるんですが、そういう活動をされている

人もいます。また、どんどん、農業をやりたいという若い人たちがシェアハウスに住みながら

地域の農家に入って、そういう人たちがつながりながら地域が盛り上がっていくという、そう

いう現状が今、どんどん、起こってきております。 

 そういう、どんどん、民間で起こっていくことに対して、国としてこういう育成事業を恐ら

くされると思うんですが、後追い的な感じがして、逆に地域で起こっているものをどんどん吸

い上げていって数字化した方が、私は非常に活力を見る上ではいいのではないかなというふう

に思うんですが、なかなか、その辺は手法的には難しい面があろうかと思いますが、その辺の

ご意見をお聞かせ願えればうれしく思います。 

 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 ２ページのところの一番下の（シ）の国産ナチュラルチーズ製造事業所数のとこ

ろなんですけれども、恐らく外部要因の影響が大きいということで、この指標への見直しとい

うものを検討されたというふうに思うんですけれども、本来であれば、外部要因の影響云々と

いうよりは施策事業の目的、あるいは直接の効果がどういったものなのかという観点から、検

討される方がよりセオリティカルで正しいというふうに思います。 

 ですので、チーズ向け生乳の生産量というのも目的にするのであれば、この見直しというも

のはいかがかなというふうに思いますし、事業者数を増やすということを目的とするのであれ
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ば、この見直しは妥当だというふうに思われますので、その点についてどういう検討をされた

のかというところについて確認をいたしたいというふうに思います。少なくとも私が諸外国の

状況を見ております限りは、外部要因の影響が大きいから指標を見直すといった例というのは

ほとんどないように思われますので、あくまでも施策事業の目的、あるいは直接の効果がどう

いったところなのかというところからの検討というのが必要なのかなというふうに思います。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 ほかに。三谷委員。 

○三谷委員 ２ページの飼料用米・米粉用米の作付面積、今年、平成25年比較で２万ヘクター

ルほどですか、平成32年には平成25年比で６倍ぐらいというふうに急拡大していくわけですけ

れども、現場の農家の方は安定対策で収量加算が出るようなことの施策の変更もあって、飼料

用米の作付に関する関心がかなり高まっています。そうした中で、現場では種苗が足りないだ

とか、そういうこともございますし、一方で飼料用米を使いたいという畜産農家の方、配合飼

料がすごく高くなっていますので、高い金額で固定化してきている状況下で大変厳しいわけで

して、将来、飼料用米を使いたいんだという需要も一方であります。そうした中で、急拡大し

ていく中で作り手の種苗が足りないというところに対してのちゃんとその準備ができているか

ということと、それから、作ったら誰か必ず使い手がいなければならないわけですけれども、

このあたりのマッチングというか、そういったところのすり合わせの方向性なんかはどうなっ

ているのか、そのあたりの方向性をお尋ねしたいというふうに思います。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 そのほか、何かございますでしょうか。 

 よろしければ、ここで事務局からいくつか御質問をいただいている点について御説明させて

いただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。それでは、お願いいたします。 

○吉岡消費・安全局消費・安全政策課長 「農林漁業体験を経験した国民の割合」のことにつ

いて、一体、どうやってこれを把握していくのかというやり方について御説明をさせていただ

きたいと思います。平成23年３月31日に第２次食育推進基本計画というものが決められており

まして、この中で国民の割合というものを目標にするということが定められております。委員

の方からご指摘いただきましたように、全国民を対象として、どれくらいの人がやっているか

ということを把握するというのはなかなか難しいわけでございまして、そのやり方としてどう

するかというと、結局、抽出調査にならざるを得ないということです。平成22年度からこの調
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査をずっとやってきておりまして、そのやり方について御説明をしたいと思います。 

 東京、神奈川、それから、大阪などの東京圏、近畿圏というエリアと、それから、それ以外

の地方圏という調査エリアの二つにまず分けます。それから、全国4,000人を対象といたしま

して、男女比率ですとか、年齢比率ですとか、国勢調査の人口構成比率に合わせまして、人数

を割り振って、無作為抽出のアンケート調査をするというやり方で４年間やってきております。

統計的にそういうことをやっておりますので、当然、バラツキは出ると思いますけれども、一

定の傾向というものは出てきておりますし、ある年に全くかけ離れたような数字が出るという

ようなことには現在なっておりません。 

 それから、どういうことをやったら体験したというふうに見るのかということなのですけれ

ども、これもまさにご指摘があったように、芋掘りを１回やったらいいのかとか、３時間やっ

たらいいのかというところも非常に難しいところでございます。決めると、また、それはそれ

で、その線引きはいいのかということで難しくなりますので、現時点では回答者に委ねている

という状況でございます。 

 ただ、農林漁業体験といたしまして、例示として田植えとか、稲刈りとか、野菜の収穫とい

うものを挙げたりとか、やっているのはどういうところでやっていますかという問いもござい

まして、それを見ますと、先ほどまさにお話のありました、学校の取組に参加をしているです

とか、地方自治体や地域の取組に参加をしているですとか、それから、民間のツアーなどに参

加をしているという、そういう選択肢がございまして、そこに丸がついてくるという状況でご

ざいます。 

 もちろん、農林漁業体験といいますといろんなものがございますので、「その他」の欄があ

るのですが、そこにも結構、丸がついています。そこは多分、市民農園とか、家庭でやってい

る自家菜園とか、そういうことをやっていても家族の中でやっていれば、これも農林漁業体験

と思えば、多分、丸がついてくるということではないかと思います。このように、全体を把握

するための調査というのを仕組んで、今、やっているところでございます。 

○及川生産局総務課生産推進室長 生産局でございます。 

 まず、ナチュラルチーズにつきまして、婦木委員及び左近委員の方からご指摘のあった件の

御説明を申し上げたいと思います。ご指摘のとおり、生産数量目標の達成に向けて、我々とし

ましては生乳全体の量を基本計画で定めているところです。特に、指標を設定する際に、今後、

需要が伸びるものを施策的に支援していきながら、全体的な目標値を達成していくという流れ

になっているところでございます。その点、生乳、牛乳に関しましては、特に国産のナチュラ
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ルチーズについては需要が伸びていることから、これまでもチーズ向け生乳の生産量を指標と

しているところでございます。 

 先ほど左近委員からご指摘いただきました外部要因で評価を見直すのはいかがなものかとい

うことでございますが、説明が不足しておりましたが、もともと、我々としましては、チーズ

の取組につきましては、生乳の確保ができて、それで、飲料乳に振り分けて、また、バターな

どの加工原料乳に振り分けていく中で、チーズ向けが、その年その年の状況によって変わって

しまうということは、前回の第三者委員会においても御説明を申し上げました。そういう不安

定である中で、現場では今、６次産業化の中でチーズの取組を推進しているところでありまし

て、我々としましても、チーズの国内製造を増やしていくための取組を支援しているところで

ございます。 

 そういった施策の観点からも、６次産業化及び地域の特色ある国産ナチュラルチーズの製造

を推進する施策の観点からも、ナチュラルチーズ製造所を測定指標とした方が施策効果として

は直接反映しやすいと考えております。簡単に言いますと量的な指標ではなく、取組に着目し

た指標に見直した方がいいのかなと考えているところでございます。 

 また、飼料用米と米粉用米の件でございます。 

 まず、婦木委員からご指摘ありましたが、もともと、我々の基本計画上におきましても測定

指標の設定上も、飼料用米と米粉用米は、それぞれ仕分けが違いますので、目標数値は設定し

ているところでございますが、制度的なことをいえば、いわゆる米の政策の中では、新規事業

米というくくり方をしたり、法律上も同じ扱いをさせていただいていることから、評価として

は一体的に扱った方がいいと考えております。簡単に言いますと、今後、主食用米ではなく、

こういった需要のある米の作付を増やしていく政策を推進していく方向性を表すには、一本で

よろしいんじゃないかなと考えているところでございます。 

 また、三谷委員からご質問のありました飼料用米の施策でございますが、詳しい担当者がい

ますので、担当室長から御説明を申し上げます。 

○綱澤穀物課米麦流通加工対策室長 穀物課の米麦流通加工対策室長の綱澤でございます。よ

ろしくお願いいたします。飼料用米の種の供給のことと、マッチングのことでよろしかったで

しょうか。 

 まず、種の供給のことでございますけれども、飼料用米は、一般品種と別に多収性品種の種

子をご用意をさせていただいて、都道府県の種子協会、不足する種子につきまして補完的に一

般社団法人日本草地畜産種子協会等を通じまして、補完的に生産者の方に供給させていただい
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ているところでございます。平成26年産につきましては１万数千ヘクタール分の種子を確保さ

せていただいているところでございます。 

 それから、もう一つのマッチングの取組でございます。飼料用米につきましては、畜産農家

と耕種農家が直接に結びついて供給されるケースと、配合飼料工場等を通じまして飼料用米が

配合飼料となって畜産農家に供給される、二つのケースがあるわけでございます。こういった

マッチングの支援でございますけれども、それぞれ畜産農家のご希望を都道府県の農業再生協

議会を通じまして需要を把握させていただきまして、耕種農家の生産とのマッチングを進めて

おりますが、今、畜産農家からのご希望は約７万3,000トンほどございまして、そのうち１万

3,000トンにつきましてはマッチングをさせていただいて供給を確保しているところでして、

トン数でいえば、約２割ぐらいは供給できるようにマッチングを進めているところですが、引

き続き行政や関係機関の関与のもと、取組を推進していきたいと考えているところでございま

す。 

○内田食料産業局企画課長 婦木委員からビジネスマネージャーについて御説明をいただきま

した。ご指摘のとおり、現在、日本各地で今さまざまな方々が、いろいろ、さまざまな取組を

されているということは我々も承知をしております。私も兵庫に勤務していたことがございま

すので、特に丹波のエリアはそういうことが非常に盛んだということは認識をしております。

我々がこの事業で目標としていることというのは、例えば今ある取組が点の取組であれば、例

えばそれを連携するですとか、より幅を広げるですとか、より取組を高度化していくためのお

手伝いが何かできないかなということで考えております。具体的には今後、プログラム、カリ

キュラムを作っていきますが、その中でいろいろ各地域のすぐれた先進事例なんかも調査をし

まして、そのプログラムにおいて参考にしていくということを考えております。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 一応、委員の先生方から御質問いただいた件について事務方から御説明

させていただきましたが、指標等々につきましてはなかなか今ある指標の中で、できるだけ使

えるものをというような形でやらせていただいているということで、十分、本当にフィットし

ているかという先生方の御指摘もあるとは思いますが、その中でできるだけ使えるものの中で

指標を考えてみたら、こういうことではないかというのが事務方から御説明させていただいた

ことでございます。 

 また、三谷委員から施策的な飼料用米についての御質問もありましたが、この点について私

どもの方でも非常に問題意識を持っているところでございまして、そのあたりにつきましては
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先ほど御説明させていただいたような取組等を通じて、引き続き対応を行っていきたいという

ふうに考えているということであります。 

 今の御説明は、必ずしも十分とは言い切れないところも多々あるかとは思いますが、加えて

何か御質問等があればお願いできればと思いますが、畠山委員、お願いします。 

○畠山委員 農林漁業体験を経験したという、その話ですけれども、私は明後日もそれを受け

入れなければいけないんですけれども、ごく一般の方が農業を体験したとか、全然、くっつけ

ない形の単独で漁業を体験したとかということの数字を出すというのは、そんなに意味がある

ことでしょうか。 

 私たちはそのことに20年前から気がついて、農家の子どもを海に呼んで海の体験をさせると、

それから、海の子どもたちは山へ連れていって山の体験をさせると、こういうことで縦割りの

弊害といいますか、自然は全部つながっていて、そこに人間がどういう存在かということを流

域全体を通して子どもたちが勉強するというふうな趣向に持っていかないと、単にこれだけ全

国に百姓がいて漁師がいて、その数字を拾ってどうこうというふうなことにぬれ着をすすぐよ

うなことは、何かもったいないような気がしますよね。見る視点をもう少し幅広い目でやるこ

との意味をもう少し考えていただきたいというふうに私は思います。 

 それは、教育的なことからもすごく意味があるというふうに私は思ってずっとやってきてい

るわけですから、ぜひ、物事の趣向を部分的にだけ見るだけじゃなくて、同じ体験をさせるな

らちゃんともう少し工夫したことを体験させて、そういう体験をどのぐらいやっていますかと

いうふうに持っていくべきじゃないかと思いますので、参考意見として述べさせていただきま

した。 

○上田評価改善課長 ありがとうございます。貴重な御体験に基づく御意見をありがとうござ

いました。 

 ほかに。よろしければ次の議事の方に移らせていただければと思います。もちろん、後ほど

十分意を尽くせない部分につきましては、また、御質問、御意見等を後ほどいただければと思

いますが、とりあえず、今の御説明についてはここで一旦、終了させていただきまして、次の

方に移らせていただきたいと思います。 

 続きまして、政策分野５から８及び10、11について御説明させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○光吉経営局総務課長 経営局総務課の光吉と申します。よろしくお願いします。 

 それでは、資料５の４ページをお開きいただきたいと思います。ここは中目標２ということ
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で、農業の持続的な発展にかかわるものでございます。 

 まず、政策分野５ということで、意欲ある多様な農業者による農業経営の推進ということで

施策と目標が並んでおります。この部分は農業政策の中でもいわゆる農業経営に関するもので

ございます。農業経営に関連しましては、右側にいろいろ見直しや廃止など書いてございます

けれども、そこにも書いてございますが、昨年、政府全体の成長戦略として日本再興戦略とい

うのを策定いたしました。あるいは農林水産業につきましては、総理を本部長とする関係閣僚

で構成する本部で、農林水産業・地域の活力創造プランというのを策定いたしました。その中

で、考え方や目標などを定めたところでございます。 

 具体的に申し上げますと、そこで農業経営にかかわることとしては、農業の競争力を強化し、

持続可能なものにするには農業の構造改革を加速化することが必要だと、経営感覚豊かな農業

経営者が大宗を占める強い農業を実現する、そのためにも今後10年間で担い手の農地利用が全

農地の８割を占める農業構造を確立するというふうな考え方と目標を定めたところでございま

す。このように例えば現在ですと、左側に現行のもので（１）の施策の①の（ア）というとこ

ろで、農地面積のうち販売農家が担う面積の割合というふうに出ておりますが、ここは担い手

ということに着目するのではなくて、いわゆる販売をしている農家全体ということで捉えてお

りますが、先ほど申し上げましたように日本再興戦略なり、この活力創造プランで昨年の方針

の中で今後、やっていくということの考え方自体、構造改革をしていくと、進めていく、ある

いは担い手に着目して、ここに育成・確保して集積をしていく、ここに焦点を当てて政策をや

っていくというふうに決めたところでございます。 

 こういうこともございまして、政策分野５の中の施策（１）の名前も担い手の育成確保、あ

と、後になりますけれども、一番下の方に（３）という金融関係がございますが、そこの名称

につきましても担い手への資金調達の円滑化ということで、担い手ということに焦点を当てた

施策名としております。 

 それで、目標でございますが、（１）の担い手の育成確保という施策の目標につきましては、

見直しということで今後10年間で担い手の農地利用が全農地の８割を占める農業構造の確立、

これは先ほど申し上げた目標でございますが、それをここに記しております。これは担い手、

いわゆる認定農業者や集落営農など、そういう人たちでございますが、担い手が利用している

農地面積の割合というのは、この10年間で農地面積の３割から５割に増加しております。それ

で、現在は220万ヘクタールになっているんですが、これを今後10年間で８割まで拡大してい

きたいということです。平成25年の農地面積が454万ヘクタールということなので、これを前
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提にすると８割というのは360万ヘクタール、したがって、360マイナス220ということで、こ

の10年間で140万ヘクタールを集積していきたいということです。それで、各年度の数字につ

きましては毎年14万ヘクタールというふうに設定をしているところでございます。これが

（１）の見直し関係でございます。 

（２）の施策でございますが、これは人材の育成・確保等ということでございます。ここに現

在、四つ目標がございますが、このうちの②、③につきましては女性に関する目標でございま

す。②を見ていただきますと、若手女性基幹的農業従事者がいる全ての農家で家族経営協定の

締結の推進をすると。家族経営ですと、どうも生活と経営というのがごっちゃになっていると

ころがございますので、いろいろ役割分担とか、目指す方向だとか、家族経営協定というのを

策定していこうという話がございますが、これについての目標を設定しているということと、

③は市町村レベルで農地の移動についての許可などを行う農業委員会という組織があったり、

あるいは農協がございますけれども、こういったところの役員に女性の方がもっと登用される

ようにしようと、そういう目標を設けております。 

 これらの目標自身、あるいはこれらの切り口、考え方というのは非常に重要だとは思ってい

るんですが、これにつきましては関連する事業が右側にございますように、女性・高齢者等活

動支援事業というのがございまして、これで啓発などを図ってきたところですが、昨年の行政

事業レビューの中でこの事業についてご指摘をいただきまして、いろいろなメニューが入って

いる中で女性に何を求めているか不明確、あるいはむしろ意識の問題ではないか、登用するの

ならほかの手段でできるのではないかといったご指摘がございまして、予算としてこの事業に

つきましては平成25年度をもって廃止をいたしました。 

 それで、ほかに法律や税制という措置があるわけではございませんので、むしろ、団体や現

場に対してこういったことを行政として働きかけていくと、そういう形をとってできるだけ進

めていきたいとは思っていますが、事業の廃止に伴いまして目標としてはここを削るという整

理でございます。 

 その代わりといっては何でございますけれども、新たに新設の②といたしまして、女性関係

の目標を設定できたらと思っております。これは地域農業の活性化や６次産業化における女性

の能力の活用ということで、女性が入っている経営体においては６次産業、加工など、そうい

ったことが進捗しているというふうなことが見られます。こういった点に着目いたしまして、

これについての取組を後押しするというふうな事業を平成26年度の新規事業、輝く女性農業経

営者育成事業というのを設けております。これで支援をしていきたい。むしろ、先ほどのよう
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な目標ではなくて、女性の方が地域農業の活性化や６次産業化に取り組む、こういった取組を

後押ししていく上で売上げが伸びていくようにしたいということでございます。これが基準年

平成24年度、671億というのを２割増しということで、目標年度、平成26年から平成28年、こ

の３年間で800億に近づけるように努力していきたいということを書いてございます。 

 次に、施策（３）につきましては先ほど申し上げたとおりで、ネーミングと言葉を変えてい

るところでございます。 

 以上が政策分野５でございます。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。政策分野６につきましても、施策（３）につき

ましては、まさに先ほどと同じでございまして、農地の集積ということをここで掲げておりま

す。農地と経営が不可分であることから、両方に記載をしておりまして、ここで書いてある目

標につきましては先ほどと同様でございます。説明は省略させていただきたいと思います。 

○前島農村振興局農村計画課長 農村振興局農村計画課長の前島でございます。私の方からは

農村振興局の担当分野でございます政策分野７、10、11について御説明を申し上げます。 

 ５ページをご覧ください。まず、７につきましてはご覧いただいてお分かりになりますよう

に、特段、変更を加えておりません。今回、指標等の見直しはございません。 

 次が７ページでございます。政策分野10ということで、「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」というものがございます。こちらにつきましては二つの施

策について見直しをしたところでございます。 

 一つ目が施策（１）の都市と農村の交流等、①国民のグリーン・ツーリズムの潜在需要への

対応強化でございます。この中で指標といたしまして、「グリーン・ツーリズム施設年間延べ

宿泊者数」というものがございますけれども、こちらについて指標の変更などをお願いすると

いうものでございます。これまでは国民のグリーン・ツーリズム施設への交流人口である「グ

リーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数」、これを指標としておりました。平成26年度以降

にありましては、都市と農山漁村の更なる交流人口の拡大を目指すために、「グリーン・ツー

リズム施設年間延べ宿泊者数」、これをまず上方修正いたしますとともに、新たに「訪日外国

人旅行者数」を加えた指標に見直すこととしたいと考えております。 

 年間延べ宿泊者数の上方修正につきましては、近年の景気回復に伴いまして交流人口が増加

傾向にございます。これを踏まえまして、１人当たりの宿泊観光旅行回数を平成20年のリーマ

ンショックによる景気後退以前の水準まで引き上げるということにいたしまして、「グリー

ン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数」、これをまず1,200万人に見直しております。これに
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「訪日外国人旅行者数」を加えることといたしております。 

農山漁村におきまして、これまで以上に訪日外国人の受け入れを推進することといたしまし

て、「訪日外国人旅行者数」100万人という目標を新たに設定しております。この1,200万人と

100万人、これらを合わせまして「グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数及び訪日外国

人旅行者数」1,300万人、これを新たな目標とすることとしたものでございます。 

なお、この数的目標につきましては、「農林水産業・地域の活力創造プラン」におきまして、

農山漁村の活性化の施策として昨年末に明記されたところでございます。 

 次に、（２）都市及びその周辺の地域における農業の振興でございます。こちらにつきまし

ては、これまでは指標として「都市地域における市民農園の区画数」、これを掲げておりまし

た。これを「都市住民を対象とした都市農業に対する意識・意向調査」に見直したいと考えて

おります。これは昨年度の事前分析表におきまして、『平成26年度以降につきましては多様な

市民農園の実態等を把握した上で、指標等を見直す予定』としていたことを踏まえたものでご

ざいます。 

 これまでの指標でございます区画数の増加につきましては、予算等の資源を投入すれば増加

するという、いわばアウトプット的な指標でございました。このようなことから平成22年の第

三者委員会の場におきまして、区画数の増加だけでは都市農業の理解度の促進を図ることにつ

ながらないのではないかというご意見をいただいておりました。このようなご意見も踏まえま

して、都市農業の振興や都市農地の保全に対する国民的理解の醸成を推し量るアウトカム指標

として見直すこととした、ということでございます。 

 目標値の測定方法につきましては、「地産地消による新鮮で安全な食料の供給」ですとか、

「身近な農業体験・交流活動の場の提供」、「防災空間の確保」といった項目につきまして都

市側にお住まいの方を対象とした意識・意向調査、こういったものを活用するということを考

えております。 

 次に、８ページをご覧いただきたいと思います。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」につきましては（５）の鳥獣被害対策の推進につきまして、二つの指標の

廃止と、これに伴う新たな指標を設けるということを考えております。 

まず、（ア）の「鳥獣による農作物被害金額」、こちらにつきましては自然条件や気象条件、

食害される農作物の種類などの不確定要素ですとか、農業者サイドの被害対策の影響が及ばな

い外的な要因によって、数値が大きく変化するということがございます。施策効果を適切に評

価し難い面を有しているのではないかというふうに考えております。 



 21

また、（イ）の「被害防止計画の作成市町村数」につきましては、平成24年度の被害防止計

画の作成市町村数が1,195となりまして、目標としていた1,099市町村を大きく上回るというこ

とで目標を達成したところでございます。 

これらのことから、この二つの指標につきましては廃止することとしてはどうかと考えてお

ります。 

 新たな指標といたしましては、「鳥獣被害対策実施隊の設置市町村数」とすることを考えて

おります。これは近年の野生鳥獣による農林水産被害の広域化、深刻化ですとか、狩猟免許の

所持者の減少といった課題に対応するためには、早急に捕獲等の鳥獣被害対策の実践的活動を

担う鳥獣被害対策実施隊を設置する市町村を増加させ、これによって鳥獣被害対策の担い手を

確保するということが、非常に重要になっているというふうに考えております。こちらの数値

を新たな指標としてはどうかというふうに考えております。 

なお、こちらの指標につきましても、「農林水産業・地域の活力創造プラン」におきまして、

野生鳥獣の有害捕獲等の鳥獣被害対策の実践的活動を担う鳥獣被害対策実施隊の設置を促進す

ることが明記されております。 

 私からの説明は以上でございます。 

○及川生産局総務課生産推進室長 続きまして、生産局から５ページ目に戻っていただきたい

と思います。５ページ目の下にあります８、持続可能な農業生産を支える取組の推進でござい

ます。（２）有機農業の取組の拡大につきまして、現行政策を見直しまして新たに市町村段階

における有機農業の推進体制の整備率に変更したいと考えております。 

 この背景としましては、今年４月に新しく有機農業推進法に基づきます基本方針を策定した

ところでございます。その方針におきまして有機農業の面的拡大として、耕地面積に占める有

機農業の取組面積を倍増する数値目標を、大きな政策目標として打ち出したところでございま

す。 

 本来であれば、このまま、その取組面積の割合を測定指標にすべきところでございますが、

毎年毎年とる統計データという形では把握しておらず、年を離れた形の把握方法でしかないの

で、毎年の測定指標としてはなじまないのではないかなと考えておりまして、同じ基本方針で

同様に定めています数値目標の中で、これまでも従前の基本計画でも位置づけられており継続

的に評価ができること、また、今回、新しい基本方針を作る上でも有機農業を面的拡大する上

でも最も重要であると、委員の方からのご要望、ご指摘のあった市町村段階における受け入れ

体制、推進体制の整備率を測定指標としまして、基本方針に定めていますように50％を位置づ
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けたいと考えているところでございます。 

 この市町村の推進体制でございますが、ご存じのとおり、有機農業につきましては大規模化

というよりは、多くの人が新規参入する場合に、就農相談をする単位は市町村であること、ま

た、市町村レベルの段階で見ますと、既に地域で取り組んでいる先進的な有機農業者などを紹

介して、技術的な研修もアドバイスできることから、この推進体制の整備率を指標として設定

させていただきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 経営・農地、それから、都市・農村に係る政策等々、幅広い分野につい

て御説明させていただいたところでございます。ここで委員の皆様から再び今の説明に対して

の御意見、御質問をいただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。速水委員。 

○速水委員 ありがとうございます。最後にご説明いただいた有機農業の推進体制の整備のと

ころなんですが、ご説明の中でも一部触れられていたんですけれども、市町村自体の指導体制

というのは、非常に指導ができるという人材が余り育っていないというふうに私どもの感じで

は感じております。そういう意味では中身がちゃんとできていないと、指導体制の整備率だけ

ではえらく差がついてしまうのだろうと思うんです。 

 指導体制を作っただけのところと、先ほど言われたように地域の有機農業者の先行事例があ

って、そこをきっちりと紹介をして、本当の指導体制がきっちりできているというふうな、民

間の力もうまく使いながらやっているという場合と、指導体制を作りましたよというのとでは、

かなり差がつく事業だなというふうに感じておりまして、確かにないよりははるかにましで、

指導体制がない限り、指導をよくする指導ができないというのが正直なところですから、まず

は体制を作るのがいいのかもしれませんが、そこの中身に関しては何らかの形で常に抑えがき

くようにというか、分かるような状態を、ただ、指導体制ができましたよと言われるだけじゃ

なくて、どんなのができたんですかというようなものが常にチェックができているという状態

で、それを少しずつ有効なものに変えていくというふうなものを仕組んでおくという必要が、

この調査の中でもあるんじゃないかなというふうに感じております。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 大山委員。 

○大山委員 経営局関係のことで一つは質問と一つは意見を言わせていただければと思います。 

 質問の方は、今の政府全体の農業への取組の担い手の育成と農地の大規模化というか、集約

化の方向に沿った目標の件でご説明いただきました、４ページと５ページに同じものが掲載さ



 23

れている担い手の利用する農地面積の割合、10年間で140万ヘクタールというやつですけれど

も、多分、今、政府の規制改革会議なんかでも民間の農業以外のいろんな企業の出資の割合と

か、いろんな議論がなされている中で、質問したいのは恐らくこれ以上、耕作放棄地を増やさ

なくて、意欲のある担い手を大規模化も含めてどんどんやっていくというところに平仄を合わ

せたようなあれだと思うんですけれども、10年間に140万ヘクタール、年間14万ヘクタールと

いうのは不勉強というか、現実的な感覚が私は分からないのであれですけれども、野心的な目

標数値と見てよろしいんでしょうか。それとも、これから場合によっては農業経営にかかわる

法制度的な枠組みが変化する中でもうちょっといけるとか、それとも、これはちょっと行き過

ぎかなとか、そういうことが現時点で経営局の方でもし何となくコメントできることがあれば、

教えていただきたいということです。難しいかもしれません。 

 それからあと、意見で、とんちんかんなことかもしれませんけれども、この委員会で去年、

婦木さんのところの農業従事者の方のお話を聞いたり、ほかにもいろんな農村に、私はそんな

に行く機会はないですけれども、聞くと担い手を確保する最後は収入の問題で、サラリーマン

の中堅で就職して40歳ぐらいの平均年収が、景気が悪いときは400万円台だけれども、500万円

ぐらいあって、そのぐらいの収入があって子どもを大学にやれるぐらいの収入のめどが立たな

いと、どんどん、どんどん、農業に入ってくる人はいないよと、本音みたいなお話をすごく聞

くんです。 

 これは意見とあれなんですけれども、こういう政策目標の中に例えば担い手を増やしていっ

て、サラリーマン並みの収入を目指す割合はどのぐらいいくとか、そういうような生々しいけ

れども、パンチがあって、本質は農業の持続可能性と担い手の育成というのは、多分、生々し

いところにもかかわるような気がするので、今後、もしそういうようなものをうまくにじませ

るような目標とかを立てるのも入れた方がパンチがあって、いいのではないかなと非常に思う

ことが多いものですから、今日、委員の方にも実際の農業者がいらっしゃるので、何をとんち

んかんなことを言っているんだと思われるかもしれませんけれども、そういう意見も、これは

意見です、言わせていただきました。質問の方は、この目標が現実的なのか、野心的なのか、

それとも難しいのかみたいな現時点でいただけるコメントをお聞きしたいなと思います。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 ほかに。婦木委員。 

○婦木委員 失礼します。大山先生からいろいろお話をいただいてありがとうございます。 

 まず、私は担い手というものの設定、恐らく今までずっとの説明の中には認定農業者、それ
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から、集落営農、それから、法人等のそういう参入、それから、新規就農というのもあります

よね。そのあたりの使い分けと、その人たちが８割を担うということですので、ずるい言い方

をすれば、担い手のとり方でどうにでもなるというふうに私は思っています。ですから、例え

ば認定農業者、私は実は認定農業者で市の会長もしておるわけですけれども、認定農業者を誰

が認定するか。市町村が認定しますよね。市町村によって基準とか、そういうものが若干手心

というか、そういうものがありまして、最終的に農業委員会が精査して決定するというような

仕組みを作っておると思うんですが、そのあたりの例えば国としての線引き、それをある程度、

きっちりしていかないと、こうやって大きく認定農業者というのがどんと出ていくということ

になると、認定農業者像というものをはっきりしていかないと、なかなか、皆さんにご理解を

いただくことは難しいのではないかというふうに考えております。 

 ですから、認定農業者も例えば２年に１回、農林省のホームページからアクセスして経営状

態を報告しないということになっていますよね。そういうことが実際にどれぐらいやられてお

るか分からないですけれども、私は認定農業者で私の会は100人がおりましたけれども、全員、

してくださいよと言ったら、認定農業者はよろしいわという、そういうご意見を言っていただ

けるちょっと年配の認定農業者の方も非常に多いようでございますので、そういう人も含めて

の８割ですから、そのあたりの生々しいのかよく分からないんですが、現場ではそういうよう

な話ですので、８割はいわば僕らからいったらえらく野心的なというふうはもちろん思うんで

すが、いわゆる担い手のとり方で逆に言えば、どうにでもなるような数字かなというふうにう

がった見方をしてしまうんですが、そのあたりをきっちり新規の例えば就農者の担い手となる、

そういう基準、そういうものが統一される必要があるのではないかなというふうに思いました。 

 そういう人たちがやることについて、みんなで応援していきますよという、そういうものの

筋書きのそもそもの担い手というものをはっきりしてもらいたいというふうに考えるわけでご

ざいます。全てが多分、そこが出発点になると思いますので、是非、お願いしたい。 

 それから、有機農業の関係で市町村段階での推進体制の整備率で、非常にそれは必要なこと

だと思うんですが、一般的に見たら、有機農業の農産物の生産量というのを指標にしていたの

がこのようになるというのは、逆に普通、考えると後退したかなというイメージを持ってしま

うんですが、具体的に面積というのがある程度、分かるのであれば、本当に面積だとかという

ことが本当に出てくると、曖昧でなく数字として表されるのではないかなというふうに一般的

には思いますので、どうかなということです。 

 それと、有機農業の推進体制なんですが、左側のもともとの指標は有機JAS認定農産物です
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よね。有機JASの認定というのは非常にレベルが高いわけです。有機農業というのは一般的に

有機農業というのと、有機JASの認定をとるか、とらへんかというのはものすごくレベル的に

違うわけですよ。そのあたりをちゃんときっちり仕分けをされてどこを目指すのか。有機JAS

をとる人をしっかり作っていくんだということなのか、有機農業をしたいというふうに入って

きた若い子たちをやりなさいよという形で受け入れればそれでいいのか、このあたりでものす

ごく開きがあるように思います。そのあたりをきっちりとどこを目指すのかというものをお知

らせいただいたらいいのかなというふうに思います。 

 つい先日も有機農産物の偽装じゃないですけれども、有機JASをとらずに有機農産物と表示

したというのが全国紙に載ったりしていましたけれども、有機農業という言葉自体、なかなか、

皆さんに浸透していない現実があると思います。例えば農家のじいさん、ばあさんたちは自分

のところで堆肥を作って入れて、とりあえず、薬をやらへんだら有機やろ、だから、有機とし

て人に売る。それを有機と表示できるか。これはできないんですよ。 

 有機JAS法に基づいてきっちり検査を受けたり、届けを出したり、きっちりして年間５万円

の検査料と講習会１回１万円というのを払って、そういうものをしないと実はJASというもの

はつけられない。そのあたりは本当に分かっているのかなというふうに現場では思っておるわ

けですけれども、そういうことがなかなか現場でも、また、消費者の皆さんにもまだ十分な内

容が伝わっていないのではないかなというふうに思いますので、そのあたり、有機農業とした

ときに、どこをどういうふうに目指していくのかというのを、農水省としてはっきりさせると

いうのが必要ではないかなというふうに思っています。 

○上田評価改善課長 小池委員、よろしいですか。 

○小池委員 お願いします。今の大山委員さんのそこにちょっと絡まる話なんですけれども、

農業者という人がかなり小規模でも農業者になっていて、通常、例えばサラリーマンの奥さん

の専業主婦だったら何かを作ってとか、ちょこっとどこかにアルバイトに行って月に２万円を

稼いでいるとか、そういうものはほぼ商業とか、そういう分野としたらカウントされない、た

だの趣味のお遊びという人数でカウントされないと思うんですけれども、農業は一応、そうい

う方たちも農業者としてカウントされているので、多分、実質的な本当に耕作して収入を得て

いるという人と、かなりかけ離れた人数なんだろうと思うところが１点あって、でも、農業を

集約したり、誰かがやってくれて作ってもらうということは、とてもやってほしいことで大事

なことなんだと思うんです。 

 私なんかは中山間地域なので、作ってくれたらうれしいという人がいっぱいいるんです。ど
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うしてかといったら、作らなかったら草が生えるので、それをシルバー人材センターの人に頼

んで刈ってもらったら、収入ゼロで５万円くらい出費するんです。では、反対に今度はすごく

立地条件のいい、誰もが借りたいというところの人は今度は貸さないと思うんです。どうして

かというと、貸してしまうと施設とか設備とかといったら、農業者の人は10年単位とかで貸し

てもらって、ここで農業をしようと思いたいと思うんですけれども、今度、貸す側の人はここ

にもっとお金を出してくれる人が買ってくれたり、何か商業施設みたいなものが建ってしまっ

たらうれしいと、貸しちゃったら売れないので、効率的に集約して農業をしたいところの農業

者は中途半端に売りたくなかったり、借りてほしいところは借りてもらえなかったり、随分、

ジレンマがあるんだろうと思って、農業委員会という方たちがいて、農地を簡単に売らなかっ

たというところが農地を守ってきた一つのことではあろうと思うんですけれども、固定資産税

とかが高い商業地を持っていた方は、どうやってその土地を有効に生かして収入を上げるかと

いうことに必死にならないと、固定資産税赤字になるんですけれども、農地は税金がおかげさ

までただのようなものだったので、自分がその土地を持っている責任者としていかに活用しな

ければいけないかということは、すっ飛ばしてきたと思うんです。 

 その辺のことを借りたい人にちゃんと貸すという、そのことが現状ではつながりにくい。税

金を上げればいいですよというふうでは困るんですけれども、私もシルバーセンターにお金を

払っているような人なので困るんですけれども、その辺のジレンマというのをとても感じてい

て、どういうふうなことをすればいいかは分からないんですけれども、市場原理に任せておく

と集約もできないし、借りてほしいという人はいっぱいいるんだけれども、借りてもらえない、

貸さない、何かそういうところが少し考えてほしいことかなと思います。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 いろいろ、実体験に基づいた御意見を賜ったところでございますが、ほかに。左近委員。 

○左近委員 ７ページのところの「グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数及び訪日外国

人旅行者数」のところなんですけれども、こちらのところを見ますと、訪日外国人旅行者の受

け入れを含めたグリーン・ツーリズムの推進が明記されたということで、既存のグリーン・ツ

ーリズム施設年間延べ宿泊者数に訪日外国人旅行者数を加えたというところなんですけれども、

加えた訪日外国人旅行者数というのが非常に大きい数字でありますし、旅行者数が増えること

がグリーン・ツーリズム施設の利用につながるかどうかというところも、必ずしも明らかでは

ないと思いますので、これを足すというのは指標としては問題があるのかなというふうに思い

ます。統計的にもし把握が可能なのであれば、グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数の
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うち、外国人旅行者数の割合ですとか、あるいは人数みたいなところで把握される方がより適

切ではないかというふうに思います。少なくとも現状案の訪日外国人旅行者数全体を加えてし

まうというのは、指標としては問題があるのかなというふうに思います。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 ほかに。よろしいですかね。また、お答えをさせていただいた後、加えて御質問等があれば

受け付けたいと思いますが、とりあえず、今までいただいたことについて事務方から御説明さ

せていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○光吉経営局総務課長 それでは、担い手と農地の関係で、大山委員、婦木委員、小池委員か

らご質問、ご意見をいただきました。先生方がおっしゃっていただいたことは関連するのでま

とめた形になりますが、お答えをさせていただければと思います。 

 大山委員から意見として伺いましたが、所得だという話は何だかんだいってそのとおりだと

思います。究極的にはなりわいとしてやっていく上ですから、どれだけ所得があるかというこ

とが重要だと思います。それで、実は担い手だとか、構造改革だとかいうときは担い手という

言い方をしていますけれども、かた苦しい法律上の言い方をしますと、食料・農業・農村基本

法にもありますし、農業経営基盤強化促進法にもあるんですが、担い手を正確に法律的にいう

と、効率的かつ安定的な農業経営という言い方をします。 

 これが担い手という言葉に俗っぽくなって８割とか言っているんですが、これはまさに委員

がおっしゃったサラリーマン並みの所得みたいな形で、生々しくはもちろん言っていないんで

すが、これは一体何かというと、役人っぽい言い方で恐縮ですが、経営体の主たる従事者の方

の労働時間がほかの産業の方と同等であって、主たる従事者１人当たりの生涯所得がその地域、

東京都など、いろいろ違いますが、地域における他産業従事者と遜色ない水準になるようなイ

メージで、かた苦しくて恐縮でございますけれども、所得概念というのが極めて労働時間とと

もに大事だというふうに思っています。ですから、担い手、担い手と申し上げておりますけれ

ども、こういったことを目指す、それで、究極的にはこれを実現していく経営体を育てていく、

そこに農地を集めていって実現できるようにするというのが話でございまして、まさにおっし

ゃっているとおりだと思います。 

 それで、８割自身が野心的なのか、あるいは担い手のとり方でどうにでもなる世界があると

いうお話でございました。担い手としては今、申し上げた効率的経営、安定的な経営体を目指

して頑張ろうとするような認定農業者ですとか、新規就農をするばかりで、そこにはまだ到達
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できないけれども、何とか新規就農者らしい頑張る目標を設けて頑張っていこうというような

認定就農者、あるいは集落営農など、こういった方がいわゆる担い手になってくると思います

が、このとり方、特に認定農業者自身、これを国で一律的に、もちろん、法律の制度があった

り、こういう考え方でやりましょうという通知をしたり、あるいは経営指標でチェックをしま

しょうなど、いろいろご案内のとおりやっているんですが、かなり画一的にやり過ぎると、か

えって現場が動かないということとのせめぎ合いのところがあって難しいところですが、目標

としてはそれぞれの先ほど申し上げたような所得を目指して頑張るということの基本理念はあ

るんですが、そこのところを画一的にするまで何か線引きをするというのは、なかなか正直、

難しいところがございます。 

 それで、８割が野心的かということですが、もちろん、目標である限りは目指すところで、

このままぼうっとしていれば達成できるものではないという意味では、意欲的な部分はもちろ

んございます。ただ、これは制度の話でいえば、基本的な制度改正は平成21年に農地法を直し

て、企業の関係でいえば、リースとかで入れるようになりました。それと、大きい話としては

昨年の臨時国会で農地中間管理機構法というのを提出をして成立をしていただきました。これ

が流動化とか集積では大きい役割を極めて果たすと思っています。 

 具体的には、都道府県において一般社団ですとか財団で公的部分が半分以上あるところ、こ

こが公的な機関となって借り入れをして貸し付けを行っていくと、この枠組みを設けています。

４月１日時点で39の県で立ち上がって、ほかについても順次、行われているところでございま

す。それで、この枠組みができた後、今後は出し手の方から見れば公的機関なので、安心して

バイで民民でやるよりは貸し付けることができて、受け手の方からすると、まとまった農地と

して貸してもらえるし、そこで場合によっては区画整理などもしてもらえるという仕組みにし

ておりますので、メリットがかなりあると思います。 

 それと、こういった制度だけではなくて人・農地プランというのがございまして、地域の現

場レベルで今後の担い手をどうするのか、農地利用をどうするのか、徹底して話し合ってもら

うと、こういった取組もございますけれども、これとセットで進めていくと。それと、昨年の

補正予算と今年度の当初予算を合わせまして必要な予算、財政支援を充実させたところでござ

います。枠組みとこういった支援、そして、現場におけるプランといった取組、こういったも

のを三位一体でとり進めていくことで、何とか実現をしたいということでございます。 

 それで、小池委員から平場におきましてはなかなか転用期待もあって貸さないんじゃないか、

それで、中山間地域ではなかなか貸したい人はいるけれども、借り手がいないんじゃないか。
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これは非常に本質的な御意見です。それだけに難しい問題でございます。農地をほったらかし

にしていてはいけないということについては、先ほど平成21年の農地法改正のときに農地の所

有者の理念として、ちゃんと使わなければいけないということは法律にお題目が書いてあるん

ですが、それとは別に現場がどういうふうにちゃんと動くかという話だと思います。 

 それで、まず、中山間地域の話は非常に難しい話です、受け手の話は。ここについては先ほ

ど申し上げた中間管理機構が引き受けをして、そこで現場の中で人・農地プランの中で話し合

いで貸し付ける先が見つかればそこもよし、あるいはそれ以外にも地域の農家以外の方につい

てもいろいろと日ごろから借り手を捜すとか、そういったことを機構のほうでしていただいて、

結びつけをきめ細やかにやっていくということに尽きると思います。 

 それとあと、平場のところですけれども、ここについてはまずほったらかしにして耕作放棄

にしているような場合については、これを指導・勧告なりして、ちゃんと使わないときは中間

機構が借りちゃうぞというような仕組みも設けたところです。それと、農家の方に転用期待が

もしおありになって貸さないということがあるといけないので、農地については転用の規制あ

るいは農振法という法律でゾーニングで土地利用規制をやっていますので、優良農地について

は転用ができない仕組みになっているところです。これをとにかくしっかり厳格にやっていく。

これに尽きるんだというふうに思っております。 

○及川生産局総務課生産推進室長 生産局からまず速水委員からご指摘のありました有機農業

の推進体制、指導体制につきましてお答えいたします。ご存じのとおり、有機農業推進法を平

成20年ごろに作りまして、１期の段階で、県レベルでは大体、技術的な指導体制が作られたと

ころです。 

 問題は、先ほども若干御説明を申し上げましたとおり、実際に受け入れる場合、市町村のデ

ータで見ていただくと分かりますように平成24年度時点で16.8％と、６分の１程度で、まだま

だ、立ち遅れている現状の中で、我々としましてはこの指標を見直す前に、平成25年度から市

町村が受け入れ体制をとるために必要な、ほかの市町村がこういうふうにうまくやっているよ

という先進事例の調査でありますとか、有機農業について市町村においてはきちんと理解され

ていない職員の方々も多いと聞いておりますので、トラブルを起こさないよう情報収集をした

上で、市町村の方に情報提供していき、市町村段階で、推進体制や受け入れ体制がしっかりで

きるように進めているというところでございます。 

 また、婦木委員からの量的な把握の方がいいのではないかというご指摘は、ごもっともでご

ざいまして、一番最初に申し上げましたとおり、本来であれば、毎年度毎年度、我々が把握で
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きればそういった形でやりたいと考えておりますが、今、婦木委員がおっしゃったとおり、有

機農業とJAS規格に基づく有機農産物は違うということで、実際の有機農業者の販路としまし

ては、JAS規格をとっているものは広域流通、市場販売をしていく流れのほか、地産地消であ

ったり、製販連携という形で１対１で取引し、あえてJASをとらない形での取引も比率的には

かなり高く、むしろ、昔からやっている方々は、そういう形で進んでおられる中で、ある意味

では有機JASだけで有機農業の実力は測れないということは、有機農業者の方からのご指摘も

今回の基本方針作成の議論の中でもあったところでございます。 

 我々としましては、有機農産物を増やすのか、有機農業の方を増やすのかと言われると、ま

ず、法律に書いていますように有機農業を推進することが目的でございます。ただ、当然のこ

とながら、販路としては、広域流通をするためには有機JASも必要になりますので、働きかけ

はやらないわけではないんですけれども、あくまでも有機農業を施策ターゲットとして考えて

いるところでございます。 

 そういった意味では、市町村段階で、有機農業をやってくれる人を受け入れてくれることに

着目を置きながら、施策を進めていかなければいけないと考えていますし、今回の基本方針に

対しましても有識者の方々がそういった方向性を厳しく言われたという状況だと思います。 

 以上でございます。 

○前島農村振興局農村計画課長 左近委員からグリーン・ツーリズムの潜在需要への対応強化

というところで、新たな指標に訪日外国人旅行者数、これを単純に足していくというのは問題

があるのではないか、割合などにする方が適切ではないかというご意見をいただきました。 

 まず、1,300万人という目標値ですけれども、これまでの1,050万人を1,300万人に増やして

いるわけですが、この中身は二つに分解することができまして、まず、国内旅行者、これを増

やすというところで1,050万人を1,200万人まで引き上げていくと、そこに更に訪日外国人旅行

者数を100万人足すということで、1,300万人というふうにすることとしておりますので、250

万人の増加になるわけですけれども、そのうちの外国人旅行者数による増加分というのは100

万人ということでございます。 

 この100万人の部分ですけれども、このような数字を設定した理由としては二つございまし

て、一つは、政府全体の目標として、東京オリンピックが平成32年に開催されるわけですけれ

ども、このときまでに訪日外国人旅行者数の受け入れ数というものを2,000万人にするんだと

いう、結構、意欲的な数字を掲げております。この中で、これまでですと訪日外国人旅行者の

方は京都や奈良ですとか、そういう史跡を中心に旅行されるということがございますけれども、
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2,000万人という目標を達成するという観点からすると、これまで訪日外国人をあまり受け入

れてこなかった、これは体制整備その他の問題があろうかと思いますけれども、農山漁村に対

してもできるだけ外国人の方に来ていただくという必要があるだろうということで、政府の受

け入れ目標の５％に当たる100万人を農山漁村に受け入れる目標としてはどうかというのが一

つの理由です。 

 もう一つは、今まで農山漁村ではあまり受け入れというものを積極的にしてこなかったわけ

ですけれども、中には積極的に取り組んでいる地域もあるわけでございます。そういったとこ

ろを見ますと、ざっと見て、受け入れ数の大体1.5％程度ぐらいの方が外国人旅行者数である

というように見てとれるわけでございまして、ここに、今、政府を挙げて「ビジット・ジャパ

ン」ですとか、様々な取組を、外国人の方に旅行していただけるように取組を進めているとこ

ろでございますので、農林水産省の方でも必要な予算、交付金などがございます。こういった

ものを政府が連携して行っていくことで、５％程度の受け入れということを考えてはどうかと

いうことで、2,000万人の５％で100万人ということでございます。 

 確かに、割合を掲げるというのもあろうかと思うのですけれども、考えようによっては宿泊

者数の何％を外国人旅行者数ということになりますと、国内の旅行者数が増加すると、それに

応じて訪日外国人旅行者数も増えていかないといけないということにもなります。そのように

考えますと、むしろ、数字で100万人なら100万人というような目標設定にした方が、過大な目

標設定にはなりにくいのかな、というふうに考えるところでございます。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 一通りいただいた御意見について事務方から御説明させていただいたと

ころですが、加えて。婦木委員。 

○婦木委員 すみません、有機農業の推進の関係につきましては非常によく分かりました。最

終的に有機農業という言葉、それが消費者の皆さんにちゃんと理解していただけるような、そ

ういうことをきっちりやっていただきたいなというふうに思っております。 

 それから、グリーン・ツーリズムの関係で、私がイメージしておったのと若干違ったので、

今、農村って結構、外国人の人がたくさん来るんですね。ご存じのようにウーフという仕組み

がありますので、そういう働きながら農村に行って、それから、有機農業なんかを一緒にやっ

て、そこに泊まっていくという、そういう団体が世界的にありまして、そういう方たちが丹波

にもよく来られていて、しばらく滞在して農業を手伝って旅行していくという人たちも結構あ

りますし、外国人の人って意外と農村に行きたいというのを非常によく聞いておりまして、私
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のところは京都から近いですので、ぜひ、そういう仕組みを作りたいなと思って頑張っていき

たいなと思っておるわけですけれども、フランスのあるプロバンス地方かな、あっちの方へ行

きますと、空き家対策として農家が空き家を管理して、そこに外国人の人がグループで１週間

ぐらい滞在するという、そういう仕組みを作っていますよね。そういうところに外国人が来て、

地方をずっと回りながらしばらく滞在して、自分で自炊しながら旅行していくという、そうい

う旅行のスタイルがあるようです。 

 そこでは、レストランで三つ星というのがあるんですけれども、空き家に対して麦の穂一つ、

麦の穂二つ、麦の穂三つという、そういう仕組みを作っていまして、麦の穂が三つだとかなり

グレードが高い、一つだと全部自炊みたいな、そういう仕組みを作っているわけですよ。我々

丹波市としてもそれをやりたいなと思っているんですが、丹波市は実は1,000軒ぐらい空き家

がありまして非常に問題になっておるんですが、そこを逆転の発想で何とかしたいなと思って

おるわけですが、そういう外国人の方々をどう受け入れて、地元の資産をどう生かしていくの

か。これは地方の一番やるべきことかなというふうに思っておりますので、是非、今回のオリ

ンピックも絡めてやっていきたいと思っておりますので、是非、ご承知おきいただいてご支援

いただければなというふうに思っております。 

○上田評価改善課長 ほかによろしゅうございますか。一応、予定した時間を若干超過してお

りますが、農業関係はここでとりあえず、一旦、終了させていただきたいと思いますが、もち

ろん、皆さん、後ほどまたお気づきの点については事務局の方に御質問なり、御意見を賜れば

と思っておりますが、とりあえず、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、司会進行の稚拙なところもございまして若干超過しております。ここで恐縮です

が、５分ほど休憩をとりたいと思います。この時計で11時25分ごろから再開で、林・水の方に

入る、ということでやらせていただきたいと思います。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、次に入らせていただければと思いま

す。 

 続きましては、政策分野12から14及び15から17ということで、林野の関係及び水産の関係に

ついて御説明させていただきたいと思います。時間の関係もございますので、説明の方を簡潔

にお願いできればというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤林野庁企画課長 林野庁でございます。林野庁関係について、政策分野では12、13、14
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の三つとなります。資料５の９ページ及び10ページで御説明をさせていただきます。 

 まず、政策分野12、森林の有する多面的機能の発揮でございます。この政策分野は６項目の

施策を設定しておりまして、今年度はそのうち３項目について見直しを行うこととしておりま

す。見直しを行う項目は施策（１）（２）（４）であり、全て森林整備保全事業計画の見直し

に伴うものでございます。 

 この森林整備保全事業計画ですが、森林法に基づき全国森林計画に併せて策定される公共事

業関係の長期計画であり、森林整備事業と治山事業に関する５年間の目標や事業量を定めてお

ります。政策評価の達成目標等には森林整備保全事業計画の目標等を反映させているものもあ

り、今般、この計画の目標等が見直されることに伴いまして、政策評価の目標等も見直すもの

でございます。なお、新たな森林整備保全事業計画については林政審議会での諮問・答申の手

続等は終わっておりますけれども、引き続き現在、策定作業中という取り扱いであり、場合に

よっては内容が変わることもございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それでは、９ページの施策（１）多面的機能に応じた森林整備の計画的な推進について御説

明いたします。この施策のうち達成目標①から③及びこれに係る測定指標について見直しを行

っております。 

 一つ目は達成目標①、土壌を保持する能力や水を育む能力の維持向上、測定指標（ア）につ

いてです。この測定指標につきましては、新たな森林整備保全事業計画の目標等を踏まえ、機

能が良好に保たれている森林の割合、これが現状は73.61％になりますが、適切な間伐等によ

り平成30年度には77.78％まで各年度に一定割合で向上させることを目標として設定しており

ます。なお、これまでは水土保全林対象としておりましたけれども、この機能区分が廃止され

ましたので、水源涵養機能及び山地災害防止機能／土壌保全機能のゾーニングがなされている

森林を対象として設定しております。 

 二つ目は達成目標②、森林の多様性の維持増進でございます。森林・林業基本計画におきま

して、公益的機能の一層の発揮のため、自然条件等を踏まえて育成複層林に誘導することとさ

れている育成単層林350万ヘクタールのうち育成複層林へ誘導した森林の割合を、先ほど御説

明しました新たな森林整備保全事業計画において、平成25年度の現状0.8％から平成30年度に

は2.8％に増加するということが指標として設定されますので、これに伴う見直しとなります。 

 次に達成目標③、森林資源の循環利用の促進の測定指標（ア）でございます。新たな森林整

備保全事業計画におきまして、森林施業の集約化や機械化に必要な林道等の林業基盤の整備に

より、木材の安定的かつ効率的な供給に資することが可能となる育成林の資源量を、平成25年
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度現状の13億2,000万㎥から、平成30年度の15億4,000万㎥に増加させるということを成果指標

として設定することによる見直しとなります。 

 続きまして、資料５の10ページをご覧ください。施策（２）山地災害等の防止でございます。

この施策については二つの目標において見直しを行うこととしております。 

 一つ目は達成目標①、防災上特に緊急性、必要性の高い集落における周辺の森林の山地災害

防止機能等の確保の測定指標（ア）でございます。達成目標については変更しておりませんが、

新たな森林整備保全事業計画における見直しに伴い、測定指標の見直しを行っております。具

体的には資料６の事前分析表（案）がございますが、その12－３ページをご覧いただきたいと

思います。そこの目標①の右側の目標値の設定根拠欄に記載しておりますとおり、山地災害の

おそれがある山地災害危険地区に近接する約13万7,000集落というのがございます。これにつ

きまして治山施設の設置等を重点的に進めることにより、周辺の森林の山地災害防止機能等が

適切に発揮された集落の数を平成25年度現状の５万4,700集落から、平成30年度には５万8,000

集落へ各年度に一定割合で増加させるということとしております。 

 また、資料５にお戻りいただきまして資料５の10ページをご覧ください。二つ目は達成目標

②でございます。海岸防災林等の延長7,400キロの機能維持、その測定指標（ア）についてで

す。新たな森林整備保全事業計画におきまして、海岸防災林等の総延長7,400キロのうち、治

山事業等の実施により機能が回復したものを含め、適切に保全されている延長の割合について、

東日本大震災により被災した海岸防災林の復旧計画も勘案しまして、平成25年度の現況98％を

平成30年度にはおおむね100％とすることを目標として設定したことによる見直しでございま

す。 

 この指標につきましては、これまでは機能が低下した海岸防災林等の回復率としまして、目

標値を各年度において100％としてきたところでございますが、平成24年８月の本委員会にお

きまして、こういった手法では東日本大震災の影響を適切に評価できていないのではないかと

いうご指摘をいただきまして、これも踏まえまして見直されたものでございます。 

 続きまして、資料５の10ページの施策（４）山村地域の活性化でございます。この施策につ

きましては達成目標①、新規定住者数及び交流人口の維持向上等山村地域の活性化のうち、二

つ目の測定指標（イ）の目標値等について見直しを行うこととしております。新たな森林整備

保全事業計画において、資源量に応じつつ、森林資源を積極的に利用している流域数を現状の

58流域から80流域へ増加させることを成果指標として設定していることによる見直しでござい

ます。 
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 具体的には、資料６の事前分析表（案）の12－５ページをご覧いただければと思います。こ

の（イ）の目標値の設定の根拠欄に記載しておりますとおり、森林資源を活発に活用している

流域数として平成21～25年度における路網開設実績等により算出した現状値、これは58流域で

ございますが、平成26～30年度における全国森林計画の路網開設計画延長等により算出した目

標値である80流域を平成30年度には達成するよう、一定割合で増加するということで、各年度

ごとの目標値を設定しております。 

 政策分野12については以上でございます。 

 続きまして、資料５の11ページをご覧いただきたいと思います。政策分野13、林業の持続的

かつ健全な発展でございます。この政策分野につきましては、施策（１）望ましい林業構造の

確立とそれを担う人材の育成確保の１項目のみでございます。達成目標を３項目設定しており

ますが、このうち今回見直しを行うこととした目標は２項目でございます。 

 一つ目は達成目標②、人材の育成確保で、このうち測定指標（ア）についてこれまでは准フ

ォレスターの育成人数でございましたが、これを森林総合監理士数へと見直しをしたいという

ことでございます。その理由につきましては、平成25年度末で森林総合監理士、いわゆるフォ

レスターに準じた役割を担う者である准フォレスターの育成人数が1,409人となっておりまし

て、当初の目標をほぼ達成したことから、准フォレスターを育成する事業は終了しまして、引

き続いて育成すべき森林づくりの計画作成等を支援する者である森林総合監理士について、資

格制度が開始されることによる見直しとなります。 

 二つ目は達成目標③、林業労働安全の向上で、指標（ア）につきまして林業労働死亡者数を

林業労働災害被災者数へと見直しをしております。これにつきましては、目標値設定の根拠と

しておりますのが実は厚生労働省の労働災害防止計画でございますが、ここで林業はこれまで

の第11次計画では、死亡災害が多発している労働災害多発業種として指定されておりましたけ

れども、平成25年度を初年度とする第12次計画からは、労働災害多発業種の指定が外れたとい

うことがございます。ただ、一方で林業における労働災害の発生率は依然として他産業と比べ

て高い状況にあると。こういった中で、引き続き労働災害全体の人数を減少させることが重要

となっておりますので、測定指標をこれまでの林業労働死亡者数から、負傷者も含めた林業労

働災害被災者数、つまり死傷者数とすることに見直したものでございます。 

 政策分野13については以上でございます。 

 最後は政策分野14、林産物の供給及び利用の確保ですが、今年度は達成目標や測定指標の見

直し等はございません。 
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 駆け足ではございましたが、以上をもちまして林野関係の政策分野についての説明を終わら

せていただきます。 

○菅家水産庁企画課長 水産庁の企画課長の菅家と申します。続きまして、水産関係の御説明

を申し上げます。 

 資料５の12ページをお開きをいただきたいと思います。このページが水産関係になります。

水産につきましては一昨年、平成24年になりますけれども、水産基本計画及び漁港漁場整備長

期計画、これを見直しておりますので、その際に大幅に指標、基準値等の見直しを行っており

ますので、今回、平成26年度におきまして、こういったものを見直すということはございませ

んが、１点、細かな見直しがございますので御説明を申し上げます。 

 政策分野15番の水産資源の回復の指標の一つとして②の（ア）のところですけれども、主な

栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の達成度合いの判定方法、これにつきまして平成25年

度の第２回政策評価委員会におきまして、指標の判定等において異常値の処理を工夫する必要

があるというご指摘を頂戴をしております。これを踏まえまして、ここを見直すこととしてご

ざいます。 

 具体的な見直しの内容でございますが、資料６の15参考－６というページがございます。15

－５の次のページになります。ここの施策（１）の目標②の指標（ア）の達成度合いの判定方

法という欄がございますけれども、要は生産量の増加率を達成率で見るという求め方なんです

けれども、以前は単純に過去３年平均ということでとっておったんですが、異常値を排除する

という観点から５中３ということに改めております。これによって適正な実態に即した評価が

可能になるというふうに、異常値を排除した評価が可能となるというふうに考えてございます。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

○上田評価改善課長 ただいま、林野関係及び水産関係について御説明させていただいたとこ

ろでございます。委員の先生方から御意見、御質問を一通りいただければというふうに思って

おりますが、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。 

 ページでいうと９の森林の有する多面的機能の発揮のところの赤字で書いてあるところの②

のところなんですけれども、育成複層林という言葉が出てきて、私自身は関係者なので知って

いるんですけれども、かなりこの言葉は分かりにくいと思うんです。複層林はまだ分かるんで

すけれども、育成がつくと皆様が理解するにも、なかなか、これは大変だろうと思うので、少

し、そこの説明をまずきっちりとしていただきたいなというふうに思っております。育成複層
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林の実際に今、どのような形になっているのかというところも増やしていくという計画なので、

なかなか、うまくいかない事業であることはよく知っているんですけれども、その辺を含めて

ご説明をいただきたいと思います。 

 それと、11ページにいきますと、森林総合監理士というフォレスターの話が出てきているん

ですけれども、これは以前から民間人をどう登用していくのかというのが今後の発展の問題だ

ろうという話がここでも出ていたと思うんですが、この目標の中に主に県の職員とか、そうい

う方々が多いと思うんですが、そういう意味では比較的達成が楽なんです、県の連中を勉強さ

せればいいわけですから。そこに本来、民間人がどう出てくるのかというのが非常に大事なポ

イントです。 

 今の制度の中では、民間人がサービスとして有価で森林管理のお手伝いをするというのは、

現実的にはほとんど公務員が監理士になっているということもあって、市場が全然できないま

ま、サービス業で終わっているんです。そういう問題もあるので、民間人をどう育てていくか

という視点から、民間人の割合というのをしっかりと押さえてこなければいけないだろうとい

うふうに思っております。 

 これは当初からそういう議論がずっと続いている話で、県のお役人がフォレスターになった

ら行政サービスで、ここはビジネスはできませんよという話が民間からは出ていたと思うんで

すけれども、それは上手に育てますというお答えがずっと続いていたので、では、どうやって

育っているのかという意味も含めて、もし、育っていないならば、今度、どうするのかという

ことを将来は聞きたいなと思っておりますので、そういうことでよろしくお願いいたします。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 ほかに。小池委員。 

○小池委員 すみません、林業に関してはほとんど知識がないので、私の身近であったことで

聞きたいことがあるんですけれども、里山整備事業というのが私の地域で行われて、かなり広

い範囲で伐採していただきました。その事業の予算としては請け負った方が、木を倒していく

だけまでが予算だよというふうにおっしゃられたんですけれども、みんなで必死になって頼み

込んで、せめて１メートル半ぐらいにカットして、その処理をしてほしいといったら引き受け

てくれて、間伐された木がある程度の短い状態で切られたんですけれども、その木というのは

誰も何もすることなくそのまま放置されて、今、３年目になろうとしているんですけれども、

そのときにそれを材木にするとか、欲しいとか、燃料にしようとか、それをそれこそ切り出し

て出すというアルバイトとかというのは、需要がなければないんだろうと思うんですけれども、
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何か違うものとそういうものがマッチングして、そこに一人でも二人でも雇用するような連携

の施策というのはあるんでしょうかというのをお聞きしてみたいと思います。 

○上田評価改善課長 ほかにございますでしょうか。 

 よろしければ事務方からお答えさせていただきたいと思います。 

○佐藤林野庁企画課長 速水先生と小池先生の方からご質問、ご指摘等をいただきました。育

成複層林の説明というのは、実は速水先生のほうがよくご存じだと思うんですけれども、役所

として簡単に御説明いたしますと、まず、育成単層林というのがいわゆる人工林の今までの典

型でございました。要は一回、山を全部伐って、そこに同じ時期に杉なら杉の木を一斉に植え

ると。そうすると、そこの木につきましては同じ樹種で、しかも林齢についても同じ森林にな

ります。 

 それに対しまして育成複層林と申しますのは、自然に生えてくるわけじゃない、簡単に言っ

てしまいますと人工林という意味では育成単層林と変わりないんですけれども、ある程度育っ

てきた杉林、最初は育成単層林のものを、全部伐るのではなくて間引きをする形で伐りまして、

その跡に例えば若い杉の木を植えると、もう一つは杉の木ではなくて広葉樹が生えるようにす

るといったことによって、育成単層林に対して、異なる樹種あるいは林齢によって構成される

森林を作っていくというのが育成複層林でございます。 

 林業の生産性という点では、同じような樹種、同じような高さの木がそろっている森林を一

斉に伐って植えていくというのが効率はいいんですけれども、その場合には一回全部、はげ山

といったら語弊がありますけれども、そこに木がなくなってしまうということになりますが、

育成複層林の場合ですと必ず木は残った形になり、それだけ裸の土地になる期間あるいは面積

が少なくなるといったメリットもございます。 

 あとは生物多様性という観点からもメリットがあるということで、より自然に近い形になり

ますので、育成単層林に比べると林業生産性の向上という面では若干デメリットがないわけで

はないんですけれども、そういった公益的機能の発揮ですとか、あるいは長期にわたる森林の

管理のコストといった面では逆にプラスになるという面もございます。実はこれも速水先生の

方がよくご存じだと思うんですけれども、戦後の日本は一時、木材需要が非常に多くて、それ

も国産で対応しなければいけないという時代がありましたので、相当奥の方まで伐って、そこ

に杉を植えてきました。しかも育成単層林という形で、同じ樹種、同じ年齢の木を植えてきた

という経緯がございます。 

 育成複層林にしようということはある意味、奥の方まで伐り過ぎて一律の杉林なら杉林にし
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てしまったものを、より自然の形に戻していこうという面もあるということで、ご理解をいた

だければと思っております。 

 ２点目の森林総合監理士と民間との関係でございます。こちらにつきましてはご指摘のとお

り、森林総合監理士、フォレスターという制度は今まで日本になかった制度でございまして、

一方でいかに早く導入するかといったことも大事でしたので、まず准フォレスターということ

で、特に県の普及に携わっている方々はかなりの人数がいらっしゃいますので、その方々をで

きるだけ活用したいということがございました。ただ、今、速水先生からご指摘がありました

が、これは別に県の職員の限ったものではございません。実際、森林総合監理士の登録につき

ましては、林業普及指導員資格試験の地域森林総合監理区分、これに合格すればいいというこ

とになっております。当該試験は都道府県の職員に限らず、市町村職員や民間の実務経験者等

でも受験できるという仕組みにしております。 

 また、林野庁では森林総合監理士の候補となり得る技術者を育成する研修を行うこととして

おりますけれども、この研修の対象には都道府県の職員だけでなく、民間の実務経験者も受講

できるということにしております。そういった形で官民を問わず、森林・林業に関する専門的

かつ高度な知識、技術や現場経験を有した林業技術者を育成し、市町村への支援を進めていき

たいと考えております。 

 小池先生の方からございました、伐採した後に木を倒すまではいいんだけれども、間伐され

た木が放置されたままである、それを材木、燃料等に利用することによって、雇用を増やして

いくという観点が大事だということで、おっしゃるとおりでございまして、林野庁もまさにこ

の方向に沿って、今、施策を進めております。かつての森林整備事業につきましては、余り間

伐した木について利用していくといった観点はなかったわけでございますけれども、数年前か

らは、なかなか全部の間伐材を利用することになると場所によっては逆にコストがかかるとか、

それによって余り間伐が進まなくなるといった面もありますけれども、ただ、これぐらいにつ

いては間伐材を利用するということを要件にしたりもしております。 

また、お話にございました里山整備の話では、例えば、林野庁の事業で森林整備事業とは別

に、森林・山村多面的機能発揮対策交付金というものがございます。これは里山林の景観の保

全などの管理活動も含めて、地域住民、森林所有者、自伐林家等が協力して行う取組を支援す

るというものでございますが、そこでは里山林を維持するための伐採だけじゃなくて、利用に

向けた取組についても対象にできる、これはただ実際に何に使うかというのは、地元の方々で

話し合ってある程度決めていただくという面が多いと思いますけれども、制度としてはそうい
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った利用も含めて対象にすることができるといったものでございます。 

○上田評価改善課長 一応、委員の皆様からいただいた意見について御説明させていただいた

ところですが、ほかに。速水委員。 

○速水委員 さっきの森林総合監理士の話なんですが、実は一昨日か、ドイツのフォレスター

が私のところへ尋ねてきていまして、中国である林業機械を使うのを指導しているという立場

なんですけれども、その林業機械を私が使っているので教えてくれといって私のところへ来て、

また、中国へ飛んでいったんです、北京から来て、また、飛んで帰っていったんですけれども、

インドネシアだとかマレーシアも含めて日本がODAだとか、いろんな形で協力をしたんだけれ

ども、最後の最後はそういうコンサルティングみたいなところがアジアですから、ニュージー

ランドだとかオーストラリアがばっととっていくわけです。結局、日本ではごくわずかのコン

サルが出ていけるだけで、個人的にそういう能力のある連中がなかなか出ていかない。 

 森林総合監理士の今後の発展というのは、地方自治体あるいは県等の行政サービスとして行

うものではなくて、一つのビジネスとしてのマーケットをきっちりと作っていくという姿勢を

林野庁というか、行政当局は持っていないと、今後、日本の森林管理技術というのは今は非常

に厳しい状態なんだけれども、技術自体は非常に高いものを持つんですね。民間の連中も随分

優秀な連中もいますから、もちろん、役人のＯＢも含めて、そういうマーケットを作っていく

という、管理指導するマーケットを作っていくというのは非常に大事だと思うんです。 

 林業関係の大学を出た連中も公務員にならない限り、なかなか、大手の製紙会社ぐらいしか

就職口がないということで、非常にもったいない人材が他産業に消えていくというふうなこと

もありますので、ここに関してはかなり真剣にマーケットを今後、作っていくために、一体、

どうすればいいのかというふうな検討を内部でやって、そこをきっちりと評価できるような仕

組みを作っていかないと、林業のただただ木材生産をするだけというだけではない知識として

の森林管理という部分の評価というのが、日本は優秀なだけに非常に惜しいなというふうな気

がいたしておりますので、これは意見でございます。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 非常に貴重な御提案をありがとうございました。 

 それでは、林・水関係はよろしゅうございますか。 

 それでは、次の議題、最後になりますが、今年度実施予定の総合評価（農林水産分野の研究

開発）の評価方針について、簡潔にポイントを突いて御説明いただければと思います。よろし

くお願いいたします。 



 41

○松井技術会議事務局技術政策課長補佐 それでは、技術会議事務局の松井でございます。よ

ろしくお願いいたします。資料７の今年度の総合評価の実施につきまして御説明を申し上げま

す。 

 １番の評価対象施策ですが、農林水産分野の研究開発でございます。 

 それから、評価対象期間ですが、平成22年度から平成24年度でございます。 

 ６番の政策の目的・目標ですが、食料・農業・農村基本計画が平成22年３月30日に閣議決定

されたことを踏まえまして、同じ時期に農林水産研究基本計画というものを策定してございま

す。研究基本計画におきましては、平成22年度の研究基本計画の策定時から10年程度を見越し

て、重点的に取り組むべき研究開発の課題を重点目標として定めておりまして、具体的には五

つの研究領域に分けて研究開発を推進しています。また、平成23年３月に発生しました東京電

力の福島第一原子力発電所の事故に対応するために、平成24年３月に農林水産研究における原

発事故への対応方針というものを策定しまして、その研究領域を追加しております。 

 その重点目標の構成でございますが、具体的には次のページにカラーの１枚紙をつけさせて

いただいておりますが、食料安定供給に関する研究、それから、地球規模課題に対応するため

の研究、それから、新需要を創出するための研究、地域資源を活用するための研究、それから、

シーズ創出研究、６番目の原発事故対応研究ということで、六つの大きな柱に基づいてやって

ございます。 

 ７番でございますが、その六つの研究領域につきましては、さらに13に分類にしておりまし

て、その13の分類に関しまして28の重点目標を定めてございます。それで、10年後の目標とい

うことで重点目標を定めておりますが、それぞれにつきましては５年後の期別達成目標という

のを定めているところでございます。 

 ８番の評価の観点でございますが、研究基本計画にかけるこれらの28の重点目標につきまし

て、その達成状況を評価・検証するということで、行っていきたいというふうに考えてござい

ます。 

 簡単ですが、よろしくお願いいたします。 

○上田評価改善課長 資料７にお示しさせていただきましたように、研究開発分野の評価につ

いて次期の基本計画の策定に向けて、こういった分野についての検証・評価を今後、やってい

きたいということでございますが、特に何か御意見、御質問等はございますでしょうか。よろ

しいでしょうか。速水委員、お願いします。 

○速水委員 研究分野はなかなか皆さん、すばらしい研究が進んでいるというのはよく存じ上
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げているんですけれども、そこを市場、つまり、婦木さんであったり、私どもであったり、そ

ういう現場にどう落としていくかというところが常々問題があると思うんですね。そこのコー

ディネーターを、基礎研究する人というのは私はその人たちにビジネスのセンスを磨いて、マ

ーケットの状況を見ながら研究をしろというのはもともと無理な話であって、基礎研究をする

人はそういうセンスがないから基礎研究をするのであって、逆に言うと、基礎研究のセンスし

かないから基礎研究をやると。だからこそ、すばらしい基礎研究ができるんだというふうに私

は信じて疑っていないし、基礎研究は非常に大事だと思っているんですけれども、そこは、し

かし、それだけで終わっていたら国の研究機関としては非常に問題なんだろうと。 

 基礎研究の中でマーケットとどうつないでいくかというコーディネーター役を、それぞれの

研究機関の中にどうきっちりと役を評価をしながら、どれだけの人をそこに張りつけられるか

というのが多分、国の研究機関の基礎研究を今後、ずっと続けていくためにも非常に大事だと

思うんです。どうもいつもそういう議論がありながらも、そういう立場の人の内部での評価だ

とか、ポジションだとか、そういうものが余り確立されてこないような気がずっとしているん

です、見ていて。最近はそうではないのかもしれませんけれども、その辺を今後ある程度、目

標にしていくということをやっていかないと、国の研究機関の基礎研究ということに関する必

然性が出てこないような気がするんです。 

 私は必要だと思っているんです。必要だと思っているから申し上げるんだけれども、そこを

どう外に出すのか、あるいは市場とどうつなぐのかということをできるセンスのあるやつを外

部からでいいとは思うんですけれども、引っ張ってくるなり、あるいは中でたくさん配置する

なり、それを内部できっちり人事として評価をしてやるということをやっていただくというこ

とが、かなり私は日本の第一次産業に対するサポートになるような気がいたしますので、よろ

しくお願いをいたします。 

○上田評価改善課長 ほかに。婦木委員。 

○婦木委員 速水委員とも全く同じような内容なんですが、いわゆる開発とか研究はいいんで

すけれども、活用という文言があるところとないところとあるんですけれども、研究があって、

それである程度のものは開発、その後は活用、そして現場で生かしてよかったねという全体が

そういうようになるような方向づけをきっちりちゃんとしてほしいというのと、１点だけ、こ

れをぱっと見て思ったのは、原発事故対応研究で農作物、農地は書いてあるんですが、水産関

係とか海の関係はここには当たらないのかどうかということなんですが、多分、国民の皆さん

はそこら辺も関心があるのではないかと思うんですが、そのあたりを教えてください。 



 43

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 三谷委員。 

○三谷委員 １番の農業の生産力向上と農産物の安定供給ということと、先ほど前段で私が質

問させていただいたのに関するお答えをいただいたわけですけれども、飼料用米を盛んに作り

ましょうという施策を挙げているけれども、用途についてのフォローが十分じゃないと、先ほ

どのお話だと２割ぐらいのマッチングには成功しているけれども、要は今、畜産農家が高い配

合飼料、あらかた９割ぐらいですか、輸入が、そうした中で非常に経営が苦しい状況が続いて

いるということなんです。 

 それで、実は畜産農家は国産の飼料用米を飼料の中に取り込んで、飼料コストを安くして、

大体、今の養鶏の方だと１トンで５万ほどなんです、平均すると飼料が。飼料用米を使うとそ

れが２万円に下がるということなんですよ。その差は３万円。それを配合飼料の中にどの程度、

取り込むかによって、今、赤字のものが黒字になる、そういうラインでぎりぎりの経営をして

いる、普通にやっていたら赤字だということなんです。 

 それと、例えば養鶏農家で大規模になればなるほど鳥の行き先が決まっています。系統立て

て生産体制が全体でできている中で、鳥肉を利用する業者の方で例えば鳥だと最初の10日間は

ひよこ向けの飼料、残りの40日はこの飼料、最後の仕上げの１週間はこの飼料ということで枠

組みがきっちり決まっていて指定されていて、米の飼料用米の入る余地がないんです。ごく小

さな消費地で地場の鳥を出荷しているというところは、生産者に飼料用米をどのぐらい取り込

んで、いい肉を作って喜んでもらうという、そういう裁量の余地があるわけだけれども、大き

なところほど、そういう余地がない。 

 したがって、先ほどの研究機関というお話がありましたけれども、例えば私の地元では豚に

いわゆるお米を食べさせて、おいしい、やわらかいお肉ができてブランド化しているところも

ある。そうした中で例えば鳥、牛に関しても飼料の中にどのぐらい配合できるのか、そして、

肉質はどういうふうになって、生産者は飼料コストが安く生産できて、しかも消費者に喜ばれ

るライン、そういったものをぜひ国のしっかりしたところで研究していただいて、業者にもそ

ういった情報を提供して、何しろ、国策として結構高い補助金を出して飼料用米を拡大してい

くわけですから、少なくとも外国から輸入する高い飼料を国で、全体として大きな枠組みの中

でできるだけ国で需給していくような、そういうふうなマッチングを、私はこの施策の中に一

つ飼料用米の利用拡大とマッチングの事業をきっちり入れ込んでもらってもいいんじゃないか

と思うぐらい、畜産農家関係は安い飼料を欲しいということで、そういううねりがありますの
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で、ぜひ、そこを捉えていただきたいというふうに思います。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 ほかによろしいですかね。 

 三谷先生からいただいた事業的なことは、また、行政的なことでもありますが、ただ、その

前にいただいた豚とか鳥の飼料用米の研究も含めて、何かお答えできることがあれば、速水先

生、婦木先生、三谷先生の三先生からいただいたことについて簡潔に御説明いただければと思

いますが。 

○松井技術会議事務局技術政策課長補佐 まず、速水先生からご指摘いただきました研究成果

の普及・活用というところですが、これは我々としても非常に重要な問題だということを常々

認識しているところでございまして、研究成果の普及のための実証事業のようなものにも取り

組んだりしているところでございます。また、コーディネーターを全国に配置して研究の組成、

それから、実用化にも取り組んでいるところでございます。また、研究成果の現場への普及に

取り組んだ研究者が評価されるようになるよう、今後とも努力していきたいというふうに思っ

ております。 

 それから、原発事故対応の研究で水産関係のことにつきまして婦木委員からご質問を頂戴い

たしましたけれども、これにつきましては取り組んでおりまして、５年後の成果の目標として、

具体的には水産生物の漁業環境中の放射性物質のモニタリングの継続、それから、動態解明と

いうことを研究のテーマに掲げているところでございます。林業に関しても同様でございまし

て、農業だけではなくて林業、水産業に関しても対象としているところでございます。 

 それから、飼料用米につきましては、飼料でどのくらい餌米を入れられるかというようなこ

とについての研究には、既に取り組んでおり、成果も出ているところでございますが、ただ、

今回、ご評価いただく研究に関しましては評価対象期間が平成22年度から平成24年度というこ

とでございまして、過去の設定した研究目標への達成状況ということでございますので、最近、

飼料用米というのが非常に重要な政策対象になっておりますけれども、最近取組を開始したよ

うな新たな課題につきましては、次期の研究基本計画の中に取り入れていくことになろうかと

思います。 

 以上でございます。 

○上田評価改善課長 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは……小池委員。 

○小池委員 時間が押しているところ、すみません、ちょっとだけ、私は薬剤師でドラッグス
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トア等で働いている経験もあるので、健康食品で昨日、ニュースで言っていたものですから、

健康食品は今まで健康増進法で効能・効果を言ってはいけないというふうになっていたんです

けれども、そのことはどんどん積極的に訴えて売っていきましょうというアメリカ的な販売で

経済振興を進めていこうというニュースを昨日見て、びっくりしたんですけれども、半分はい

いことで、半分は心配だなということがあって、健康食品は今、ダイエット関係のものとか、

高齢化になったのでコンドロイチン等、いろいろあって、DHCさんとか、小林製薬さんとかも

かなりの売上げを上げているんですけれども、何のデータもなく、そういうのを売っていいと

いう方針になると食品ということで、そこで、オレオレ詐欺まがいのどんなデータだか怪しい

ものを売りにして、大きくもうける道もできたということなので、農水省の方が多分、食品と

いう管轄になると思うので、この研究という部分の中に新しい食品の研究という部分の新しい

一面とともに、詐欺まがいのものが出てこないことを願った見地というか、それを持っていて

いただきたいなというのをお願いで、昨日、ちょっと驚いたので、ここの部分でちょうど話す

といいかなと思いましたので。 

○上田評価改善課長 ありがとうございます。健康食品の関係は、厚労省など関係省庁との兼

ね合いもありますし、委員の御不安、御心配のようなことがないような形で、当然、行政も進

められていくのではないかというふうに思っておりますので、その辺につきましてはご意見と

して拝聴させていただければと思いますので。 

○小池委員 野菜も書いていいというふうに昨日、言っていたので。 

○上田評価改善課長 その点についても御意見を承りたいというふうに思っておる次第でござ

います。 

 それでは、よろしゅうございますかね。 

 すみません、予定していた時間を10分ほど超過したところでございます。本日、長時間にわ

たり、御議論いただきました。特に非常に時間が限られた中での御説明となりましたので、御

不明な点がまだ残っておられることもあるかと思いますが、事務局までお知らせいただければ、

また、対応させていただきたいというふうに思っている次第でございます。 

 それでは、以上で第１回政策評価第三者委員会を終了させていただければというふうに思い

ます。本日はどうもありがとうございました。 
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