
 

 

 

 

 

 

 

平成２６年 第２回 

農林水産省政策評価第三者委員会 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省大臣官房評価改善課 

 



平成26年第２回農林水産省政策評価第三者委員会 

議事次第 

 

 

日時:平成26年７月30日（水）15:00～18:10  

場所:農林水産省第２特別会議室（本館４階） 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 議 事 

（ １ ） 平成25年度実施政策の評価について 

（ ２ ） 総合評価書（案）について 

 

４ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

 

○上田評価改善課長 それでは予定の時間より少し早いのですが、委員の先生方にお揃いいた

だきましたので、開始させていただきたいと思います。 

 本日は平成26年第２回農林水産省政策評価第三者委員会ということで、委員の皆様方におか

れましては、お忙しいところ貴重なお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、石田政策評価審議官から御挨拶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。 

○石田政策評価審議官 委員の先生方、お暑い中、またご多忙の折、お集まりいただきまして

ありがとうございます。本日は、本年の第２回目の政策評価第三者委員会でございます。 

 農林水産省では現在「攻めの農林水産業」という形で政策展開をさせていただいております。

もう御承知だと思いますけれども、規制改革の議論や産業競争力強化の関係の議論等の結果も

踏まえて、昨年策定しました「農林水産業・地域の活力創造プラン」、これも改訂いたしまし

て、これに基づく各種取組を現在実施しているところでございます。また、来年の春に向けて、

同プランで示された基本方向なども踏まえて、食料・農業・農村の基本法に基づきます基本計

画の見直し作業も現在続けているところでございます。 

 こういった中で計画とか目標を実現していくことにおきまして、いつも申し上げていますけ

れども、実施しております政策について、自らその効果を把握し評価する、その評価結果を政

策に適切に反映するという政策評価の仕組み、枠組みを着実に実施していくことが重要である

と考えてございます。 

 本日の議題は平成25年度実施政策の評価、それから研究関係の総合評価の２つの議題でござ

いますが、特に124指標のうち、達成状況が低調であった18指標、それから150％を超えるとい

う９指標、そういった指標の要因分析等も含めて、御議論いただければと思ってございます。 

 本日頂きました御議論も27年度の予算要求等に適切に反映していきたいと考えてございます。

委員の皆様方には忌憚のない御意見をいただければと思ってございます。よろしくお願いいた

します。 

○上田評価改善課長 それでは、本日の委員の先生方の出席の状況でございます。 

 本日は橋本委員が御欠席ですが、政策評価第三者委員８名の委員の先生方、それから農林水

産省行政事業レビュー外部有識者の３名の方にお忙しいところ、御出席いただいているところ

でございます。 

 また、本委員会の資料につきましては配布資料一覧とともにお手元に用意させていただいて
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いるところでございます。不足等ございましたら、お申し出いただければ対応させていただき

たいと思います。 

 なお、お配りしています本資料につきましては、会議終了後に農林水産省のホームページで

公表することとさせていただいています。 

 また、会議の議事録につきましては、委員の皆様方に御確認をいただいた上で発言者の氏名

とともに公表することになっておりますので、あらかじめ御了解をいただければと思っている

次第でございます。 

 それでは、早速でございますが議事のほうに入らせていただきたいと思います。 

 議事の１つ目は、平成25年度実施政策の評価についてでございますが、資料１でもう既に委

員の先生方は御承知のことだとは思いますが、その内容についてポイントを御説明させていた

だきたいと思います。 

 審議官の挨拶の中でも触れたところですが、本日、御説明させていただく平成25年度の実施

政策の評価については、それぞれ目標に達する実績の達成度の度合を測定して、その結果を記

しているところでございます。 

 具体的には、資料１の１の「測定指標単位の目標の達成度合の判定について」というところ

で、それぞれ測定指標について、達成度合を定量的、定性的に判定させていただいているとい

うことでございます。 

 その上で２の「測定指標についての要因分析」のところでございますが、定量的、定性的に

達成度合が「Ｃ」となった指標、前年度の実績値を下回った指標で達成度合が「Ａ」、

「Ａ’」のものは除いた指標、達成度合が「Ａ'」、すなわち150％超の指標について御説明さ

せていただくということでございます。 

 なお、本年度より、１の２の「政策分野単位の目標の達成度合の判定について」があり、こ

れに基づき判定していますので、あわせて御参照いただければと思っております。 

 それから、資料２は委員の先生方、もうよく御承知のところでございますし、また本日も行

政事業レビューの外部有識者の先生方、３名にも御出席いただいているように、政策評価と行

政事業レビューは連携をとりながらやっていこうとなっているところでございます。委員の先

生方の参画とあわせて、それぞれの政策分野と手段の対応関係を明らかにするような取組等々

で資料面でもそういった工夫をさせていただいているところでございます。 

 以上、平成25年度実施政策の評価等について御説明申し上げたところでございます。 

 それでは、早速それぞれの政策分野の内容に入らせていただきたいと思います。 
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 まず政策分野の１、２及び８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

だければと思っているところでございます。毎度のことではございますが、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っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、政策分野１から説明をお願いいたします。 

○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。 

 委員の皆様方のお手元に、Ａ３の大きな紙が資料３としてお配りしてあるかと思います。こ

れに基づきまして御説明いたします。 

 めくっていただきまして３ページでございますが、中目標１「食料の安定供給の確保」の中

の政策分野１「食の安全と消費者の信頼の確保」について御説明いたします。 

 本政策分野は、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確保を図るために、フードチェーンにおける

取組の拡大と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ものです。 

 達成度合でございますが、まず「カドミウムの耐容摂取量」、「ダイオキシン類の耐容摂取

量」につきましては、「おおむね有効」ということになっております。 

 それから、「ＧＡＰの導入産地数」でございますが、達成度合が102％で「Ａ」、その下の

「ガイドラインに即したＧＡＰ導入産地数」につきましては達成度合が153％で150％を超えま

したため「Ａ'」という評価になっております。 

 次に、「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、達成度

合が100％で「Ａ」でございます。 

 「生産者等における食品の入出荷記録の保存の取組率」につきましては、達成度合が86％で

「Ｂ」の評価でございます。 

 それから、「食品に対する消費者の信頼の確保」でございますが、「生鮮食品の「原産地」

の不適正表示率」につきましては、達成度合が240％で「Ａ'」、「加工食品の義務表示事項の

不適正表示率」につきましては、148％で「Ａ」となりました。 

 政策分野１全体といたしましては、このページの一番下のところでございますが、２ページ

にございます表に当てはめますと、「③相当程度進展あり」となりました。 

 達成度合が「Ｃ」、それから150％を超えた指標の要因分析でございます。 

 ３ページの右側の備考欄に書いてございますが、まず緑色をつけました達成度合が150％を
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超えました「ガイドラインに即したＧＡＰ導入産地数」につきましては、平成23年３月に果

樹・大豆等のガイドラインを追加したこと、それからガイドライン策定２年目となりまして、

普及・導入に係る活動を的確に実施したということで、150％を超えるということになったと

要因を分析しております。 

 それから、「生鮮食品の「原産地」の不適正表示率」でございますが、これは消費者の産地

表示への関心の高さ、それから昨年表面化いたしました食品の不適切表示問題などを踏まえま

して、事業者が食品表示を徹底したことなどによりまして達成率が150％を超え、240％になっ

たと要因分析をしております。 

 また、オレンジ色をつけました前年度実績を下回った指標でございますけれども、「生産者

等における食品の入出荷記録の保存の取組率」につきましては、生産者が取り組む際に、労力

を含むコスト面での課題があったこと。それから普及推進活動の取組が低調だった、生産者の

参加が低調でございまして、そういうことにより不十分であったことが要因として考えられる

と分析をしております。 

 簡単ですが、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、政策分野２及び８につきまして生産局総

務課生産推進室長の及川から御説明申し上げたいと思います。 

 同じく資料３の４ページ目と５ページ目、見開きになっているかと思いますが、御覧いただ

きたいと思います。 

 こちらの政策分野２「国産農畜産物を軸とした食と農の結び付きの強化」でございますが、

大きく分けて２つの施策がありまして、「農業と国民との結び付きの強化」。簡単に言います

と、国産農畜産物の消費、需要喚起とそれと対応する供給をちゃんとやっていこうといったも

のになります。 

 あと５ページ目になりますが、「地産地消の推進」ということで、これにつきましては政策

分野９とも重なる部分でございますが、地域における食と農との結び付きを強化していくとい

ったことになっております。 

 これらを合わせますと合計17の指標になるわけでございますが、特に色分けされた部分につ

いて御説明申し上げたいと思います。 

 まず、オレンジ色で色分けされております達成度合が「Ｃ」、または前年度の実績を下回っ

た「Ｂ」についてでございますが、施策１のうち、（ウ）「日本型食生活の実践に取り組む人

の割合」につきましては、目標値23％を実績値15％ということで達成度合65％で「Ｂ」でござ
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いますが、前年度実績値18％よりも下回ったことからオレンジ色になっています。 

 続きまして、（エ）「米粉用米等の生産製造連携事業計画の認定数」でございますが、こち

らのほうは目標値77件に対して実績値56件で達成度合13％ということで「Ｃ」。 

 同じく（キ）「加工・業務向け指定野菜（ばれいしょを除く）の出荷量」でございますが、

目標値98万7,000トンに対しまして84万5,000トンで達成度合17％ということで「Ｃ」。 

 次のページになりますが、「チーズ向け生乳の生産量」でございますが、目標値63万トンに

対しまして実績値48万トンで達成度合21％ということで「Ｃ」となっているところでございま

す。 

 下の「地産地消の推進」でございますが、「学校給食における地場産物を使用する割合」で

ございますが、目標値27％に対して実績値25.1％で達成度合５％ということで「Ｃ」となって

おります。 

 あともう一つ、真ん中に緑色で色分けしておりますが、「国産小麦の新たな仕向け先用途と

して開拓すべきパン・中華麺用品種の作付シェア」でございますが、こちら目標値11％に対し

て実績値16％で、達成度合225％で150％を超えておりますので、「Ａ'」となっているところ

でございます。 

 政策分野２トータルの目標の達成度合としては右下に書いていますが、「③相当程度進展あ

り」となっています。 

 それぞれの色分けした個別の部分の要因につきまして簡単に御説明申し上げたいと思います。 

 なお、「地産地消の推進」の「学校給食における地場産物を使用する割合」につきましては、

先ほど申しました食料産業局所管の政策分野９におきまして、要因につきまして御説明申し上

げたいと思います。 

 まず、上から「日本型食生活の実践に取り組む人の割合」でございますが、こちらは栄養バ

ランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合は５割を超えているものの、指標である日

本型食生活の実践に取り組む国民の割合の増加には至らなかったということで、食料消費に関

する国民への情報提供など行動変容やその定着には、個人はさまざまなライフスタイルを営ん

でいることから個人差があるといったことに加えまして、展開した施策に対して厳格な指標と

なっていた可能性があると考えているところでございます。 

 続きまして、（エ）「米粉用米等の生産製造連携事業計画の認定数」でございますが、米粉

用米につきましては、そもそも製粉コストが小麦粉よりも高いということで 終製品価格がど

うしても小麦粉よりも高くなっているといったところ、平成24年産以降、 終製品の需要がな
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かなか伸びていないということと、あと飼料用米につきましては、平成25年度におきまして備

蓄米、加工用米への転換がされたことから、いずれも生産量が減少したところでございます。 

 続きまして、（キ）「加工・業務向け指定野菜（ばれいしょを除く）の出荷量」でございま

すが、こちらにつきましては、まず、加工・業務向けではなくトータルの指定野菜の作付自体

が減少し、出荷量もそれに伴って減少したといったところでございます。また、ある一部の品

目につきまして仕向け量を増やしたものもあれば減ったものもありますが、その重量の関係か

らトータル的に減ってしまったといったことでございます。 

 続きまして、（サ）「チーズ向け生乳の生産量」でございますが、こちらにつきましてはチ

ーズ向けの仕向け量自体は増えておりますが、酪農家の離農や震災の影響等により飼養頭数が

まず減少している、また、猛暑等の影響によりまして生乳生産量が伸び悩んだというバックグ

ラウンドがある中で、取引価格の も安いチーズ向け生乳の供給を大幅に拡大することが困難

な状況にあったといったことでございます。 

 あと、（オ）の「国産小麦の新たな仕向け先用途として開拓すべきパン・中華麺用品種の作

付シェア」のところでございますが、こちらについては近年産地と実需者が一体となってご当

地の麺文化やパン文化、そういったものに定着した形で産地形成に取り組んでいること、また

それを背景としまして新品種といったものの対応が進んできていること、さらに施策的にも、

パン・中華麺用品種加算措置といったものが実施されたということからトータル的に作付シェ

アが伸びたと分析しているところでございます。 

 続きまして、政策分野８でございます。10ページ目になります。 

 政策分野８「持続可能な農業生産を支える取組の推進」でございますが、「環境保全効果の

高い営農活動の促進」ということで肥料削減とかエコファーマーといったもので進めていく、

いわゆる「環境保全型農業を進めていく取組」といったものが１つと、あと「有機農業の取組

の拡大」といった施策の２つに分かれているところでございます。 

 そのうち、オレンジ色の「Ｃ」となりましたのは、下のほうにあります「有機ＪＡＳ認定農

産物の生産量」で、目標値125.3％に対しまして実績値114.7％で達成度合43％ということで

「Ｃ」。 

 あともう一つ、上のほうに緑色でありますが、「化学肥料の使用量の低減」につきましては、

目標値131万トンに対しまして実績値103万トンで達成度合2,654％ということで「Ａ'」。

150％超ということで緑色となっております。政策分野８全体の達成度合としましては、「③

相当程度進展あり」となっているところでございます。 
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 続きまして要因分析でございます。「有機ＪＡＳ認定農産物の生産量」につきましては、全

体的には有機農業の推進は図られているところですが、東北地方においては震災等の影響があ

り、関東・九州での増加によりまして全国的に増えている中で特に東北が伸び悩んだといった

ところで全体的に足を引っ張ってしまった点が局地的な理由として一つ。もう一つは、全国的

にもっと伸ばすべきところ、５月の第三者委員会でも議論させていただきましたが、市町村レ

ベルでの取組が17％という状況で、これ以上の拡大がなかなか難しかったといったところが反

映されていると認識しているところでございます。 

 続きまして、「化学肥料の使用量の低減」でございますが、これにつきましては従来から環

境保全型農業の取組といったことで推進してきたのがまずベースにある中で、平成20年産の肥

料原料の価格の高騰ということで、化学肥料の買い控えといったものが１度進んでしまいまし

て、その中で、またリン酸・加里成分を抑制した低成分肥料の切り替えといったものが見られ

るなど、全体的に使用を抑える傾向が引き続き続いているという状況と認識しているところで

ございます。 

 簡単でございますが、以上です。 

○上田評価改善課長 それでは、政策分野１、２、８について御説明申し上げたところでござ

います。委員の皆様から御意見、御質問等をいただきたいと思いますが、一通りいただいた上

でまとめてそれぞれの担当から回答させていただければと思っていますので、委員の先生方よ

ろしくお願いいたします。 

 では、大山委員、お願いいたします。 

○大山委員 Ａ３資料の４ページの（１）「農業と国民の結び付きの強化」の①の（ウ）「日

本型食生活の実践に取り組む人の割合」という指標の達成度合は「Ｂ」であった。この要因分

析、これは真相であり乗り越えるべき部分だと思うのですけれども、個人はさまざまなライフ

スタイルを営んでいることから個人差があって、展開した施策に対して厳格な指標となってい

た可能性があるという要因分析がございます。要は、恐らく自給率も高めて国産の日本型食生

活を推進していこうという政策の目標で、恐らくよく言われるように穀物、たんぱく質、野菜

をバランスよく30品目１日なるべく食べましょうとか、そういうものの政策がどのぐらい国民

の中に定着しているかという。 

 これは、まず私の意見と、それからこの目標の立て方と評価の仕方についてですけれども、

例えば、厳格な指標を続ける限り、達成度合は「Ａ」とか「Ａ'」になかなかなりにくいと私

は今後も推測するんです。 
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 では、評価として政策がちゃんと有効で、常に「Ａ」を目指すというフィロソフィーでやる

のであれば、あえて緩い政策目標にしてしまうこともありますけれども、ただ、そういう考え

方よりは、あえて大きな目標に向けて沿った厳しい指標を続けていくという考え方をとったほ

うがいいのかというのは今後の政策評価の中の議論になるのではないか。その辺をどう考える

かというのと、あと一応、私、経済関係の報道機関なので、若干の意見を言わせてもらいます。 

 今の政権、今生産労働人口が減りつつあって、人手不足で、特に女性の仕事への誘導という

か、女性の働き手をもっと増やさなければいけないというのは、政府全体の方向性を秋にも示

されるのだと思います。 

 そうすると、具体的なことを言うと、朝ご飯とか、ご飯をつくるのが女性かどうかという議

論は別として、現実問題、東京に限らず都市部だと共稼ぎの方が増えてくると、寝る前に朝６

時に炊飯器が炊けるようにして朝起きて味噌汁つくって魚焼いてということを共稼ぎのお母さ

んとか都市部だとしにくくて、調理パンと菓子パン、前の日仕事終わりに買っておいて冷蔵庫

に入れておいて、朝チンして家族で食べるみたいなことは、これから女性が働くとどんどん増

えていくので、日本型食生活の実践の、これは今指標の概念だけですけれども、もうちょっと

細かい国民へ向けた指針とか、あり方みたいなものをもし今後これをやっていく場合には、ま

た工夫もされていったほうがいいかなと思います。 

 ですから、今意見を言わせていただきましたけれども、あえて厳しい指標を今後も持ち続け

て現状の問題点というか、真相を探る形に持っていくのか、それともいい評価をとるべきで、

現実に合わせた緩いというか、厳格過ぎない現実に合わせた指標でいくのかというところは、

来年度以降、今後も検討課題かなと要因分析を見て思った次第です。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 渡邉委員、お願いいたします。 

○渡邉委員 同じ（１）「農業と国民との結び付きの強化」の（ウ）ですが、「日本型食生活

の実践に取り組む人の割合」ということで達成度合が下がっていて、今、大山委員さんのおっ

しゃっていたことと重なってくるのですけれども、厳格な指標になっていた可能性があるとい

う分析についての意見ですが、私は逆にこの指標というのは厳格にしていく必要があると思っ

ています。 

 それは、まず食生活が個人の健康と非常に密接に結びついているというのがあります。日本

型食生活の定義というのも示していただいているのですが、国民にとっては非常に漠然として

いて難しいところではありますが、これを推進していくことは今、国民の間で激増してかつか
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かる年齢も低年齢化している糖尿病なども早期に予防することにつながります。つまり子供た

ちにとっては将来の生活習慣病の予防の観点からも日本型食生活というのは、非常に栄養的に

優れていて、米を主食として主菜、副菜の組み合わせ、季節折々の日本の食材も豊かであった

り、お魚も摂取することになるとか、問題になっている脂質の摂取が非常に抑えられるという

意味でも、健康面と密接に関わっているので、国民に日本型食生活というのはどのようなもの

であるのかということをしっかり周知して、なおかつそれを推進していくことは糖尿病をはじ

めとするさまざまな生活習慣病の予防、医療費の削減にも繋がっていくことなので、これにつ

いて26年以降どのような指標にされていくのかと関心があります。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 速水委員、お願いいたします。 

○速水委員 ありがとうございます。同じページのすぐ下、米粉のところですけれども、ここ

で「製粉コストが高く 終製品価格を押し上げている」と書いてあるのですけれども、これは

私ちょっと分からないのですけれども、小麦粉の製粉コストと米粉の製粉コストというのは全

く違う技術で、片一方は技術的に高くなってしまうのか、それとも製造の量が少ないので、結

果的に米粉のコストが高くなっていくのかということによって、将来、米粉が増えてくればコ

ストが下がっていくんだというのと、技術的にどうしても高くなってしまうんだというのとで

は、何か少し見通しが違ってくるような気がするので、そこをお教えいただきたいのと、すぐ

下に、今度は小麦のパンや中華麺用の新品種が高まって作付が増えたって。それが225％にな

って、 終目標値が32年に19％なのが、もう既に16％までいっているというところがあるので

すけれども、片一方は米粉を増やしていこうと、片一方は小麦をパンだとか麺用に増やしてい

こうという２つの計画が動いていて、片一方で225％という数字が出てくると、新品種だとか

作付の補助の直接支払交付金なんかのバランスというのですか、成果に対する補助のバランス

みたいな話というのは近い将来問題になってくる可能性は当然ありますよね。 

 終的に米粉でいくのか、小麦をパンだとか麺用に増やしていくのかというのは、どこかで

バッティングするところが出てくるような気がするのですけれども、その辺の整合性みたいな

ものはどう考えているのかを補助のバランスを含めて少しお聞かせいただければと思います。

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。 

 ほかにございますか。婦木委員、お願いいたします。 

○婦木委員 私も同じところで、「国産農畜産物を軸とした食と農の結び付きの強化」という
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点のところをお話させていただきたいのですが、これはずっと指標がＢ、Ｃというのは非常に

多くなっておりまして、ぱっと見ただけでも大変だなという感じはするのですが、私これずっ

と見させていただきまして、どのように考えられるかは分からないのですけれども、結局国民

の需要、それと政策というのは本当にこれで一致しておるのかというのを大きな目で見る必要

があるのではないかなと考えております。 

 恐らく小麦は非常に伸びていますよね。国民の皆さんは恐らく国産を食べたいという需要が

非常に多いと思うんです。それによって新しい品種もできたし、そういう需要もある。そうす

ると、売れるのであれば作ろうよという話になりますよね。政策的にもいろいろな援助がある。

そういう形でここに集中していったという考え方ができます。 

 逆に、ところが日本型食生活という、そういうものから徐々に日本人の食生活の形態が変わ

ってきていると。洋風化していったり、いわゆる粉物を非常に食べるようになったり、それか

ら外食・中食が非常に多くなったり。そういうふうに食生活が大きく変わってきているのだと。

そういう中でも国産のものを食べたいんだというような需要が実はあろうかと思うのです。そ

ういう日本の国民の皆さんの大きな需要の流れというのがあると思いますので、それに対応す

る政策を打って、その需要を喚起して供給していけば、これは自然と全体のバランスはよくな

って、この指標の達成は伸びるであろうと考えます。 

 そうすることが本当にいいのかどうかというのは、先ほどの渡邉委員のお話にもあったわけ

ですけれども、この指標を見る限りではそういうものが如実にあらわれた結果であろうと思っ

ています。そういう中で農水省として、また国として、果たしてどこら辺を目指していくのか

という大きな議論をしなければいけないという、そういう部分であろうかと思います。 

 特にパン用の小麦等の需要につきましては非常に伸びておりますし、私自身もそのような声

はよく聞きますし、もしこれをもっと伸ばすのであれば、指標の目標値をもっと上に上方修正

する必要があるのではないかなと思いますし、実際には種の入手だとか県によっては指定品種

の問題だとか、いろいろな枠がまだまだありますので、そういうものを改善することによって、

さらにこれを伸ばせる可能性はあると思います。 

 その一方、米粉につきましては、いっときゴパンとかが出て非常に注目されましたけれども、

非常に厳しい状況にはなってきているという、そのようなことが非常に見て取れると思います

ので、一つ一つの問題ももちろん大事なのですが、大きな流れの中でどのように考えていくの

かというのをこれから議論していく必要があるなと感じております。 

 以上です。 
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○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。畠山委員、お願いいたします。 

○畠山委員 この会で前々からそういう主張はしているのですけれども、実は昨日私、佐賀県

の海苔の生産者の方々の集まりに呼ばれて、ちょっと行ってきました。日本で一番いい海苔を

作っているところで、約20億枚作っているんだそうですけれども、今までは海苔というのは大

体贈答品に行くらしいのですけれども、今は20億枚の、もうほとんどコンビニだそうです。要

するに、コンビニのおにぎりに海苔がなっているということですよね。１個のおにぎりって、

海苔を半分使うんです。だから、20億枚ということは40億個のおにぎりにそれがいっていると

いうことですよね。だから、米の消費のことを考えるときに米だけで考えないで、水産物とあ

わせて国として考えていかなければいけないということですよね。 

 そうすると、どうやったら安くて美味しい水産物が獲れるような環境をつくっていくかとい

うことをここに加味していかないと、日本の健康も含めた食料問題は解決できないのではない

かということを、また改めてここでこの数字を見ながら思いましたので。コンビニで40億個の

おにぎりというのは、40億個って米にしたらどれぐらいになるんですか。思わぬところがある

んだなということをちょっと見てびっくりしました。 

 今、おにぎりって結構売っていますよね。だから、どうやってお米を水産物とあわせた形で

消費に向けていくかということもこの数字の中にぜひ織り込んでいただければいいかなという

ことをちょっと感じております。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 藤原委員、お願いいたします。 

○藤原委員 行政事業レビューのほうからすみません。 

 抽象的な質問なのかもしれないのですけれども、４ページのところの指標ですけれども、高

齢化で総体的な摂取量が恐らく個別には低くなると思うんです。そうした場合に、単に消費喚

起とか供給拡大とか需要喚起とかといったとしても、さっきおっしゃったように国民の需要と

か実態を考えれば、需要って国内に限れば少なくなると思うんです。そうした場合の指標が絶

対指標なのか相対指標なのか、その辺の工夫をする必要があるのではないかと思うんです。単

に量を増やせ増やせで増えるものでもないと思うので、その辺の指標の立て方について、すみ

ません、ちょっと抽象的な質問ですけれども、農水省として今後どういう方針なのかというこ

とをお聞きしたいと思うんです。 

○上田評価改善課長 よろしければ、このあたりで事務方からお答えさせていただこうかと思
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うのですが、よろしいですか。 

 それでは、お願いします。 

○吉岡消費・安全局消費・安全政策課長 食育のところについて御意見いただきましてありが

とうございました。 

 「日本型食生活の実践に取り組む人の割合」ということで備考のところに書いておりますよ

うに、日本型食生活といいますのは、委員からも言っていただきましたけれども、米を中心に

農産物、畜産物、水産物等多様なものを食べて栄養バランスが良い食生活というのを日本型食

生活というふうに、どこかで定義をしているわけではないのですけれども、そういうような合

意になっていると思います。 

 いろいろなアンケート調査がございまして、「栄養バランスに配慮した食生活を送っている

かどうか」という聞き方をすると、６割弱の方が「やっています」とおっしゃっているので、

その指標で見ると６割の方が日本型食生活に取り組んでいるという見方もできると思います。 

 今、農林水産省が行っております指標といたしましては、「主食、主菜、副菜を基本に、食

事のバランスを」ですとか、「ごはんなどの穀類をしっかりとっている」など、５つあるので

すけれども、実は、一項目ずつ「達成できていますか」というのを聞きますと、「食事のバラ

ンスを」は６割の方が「とっています」とおっしゃり、それから「ごはんなどの穀類をしっか

りととっていますか」というと、８割の方が「とっています」という答えがアンケートで返っ

てくるのです。ただ、 後の「食文化や地域の産物を活かし、ときには新しい料理も」という

問いに対しては途端に低くなりまして、４割弱という答えです。 

そうしますと、まさに御指摘をいただいたように、こういう指標でこれからもいくのかどう

かというところを考えなければいけないと農林水産省としても思っております。 

 冒頭、審議官から御挨拶申し上げましたように、基本計画の見直しの中でも食育ということ

をこれからどういうふうに進めていくのかということも１つのテーマとして挙がっております

し、消費・安全局では、これを考えるために有識者会議を設置しまして検討を進めております。 

 初に大山委員がおっしゃったように、厳しい目標のままいくのか、それとも達成するため

に目標を緩くするという、そういう思想ではないと思うのですけれども、実態をいかに適切に

表現できる、確認できる指標をつくるかという視点で来年度以降の指標をどうするかというこ

とを考えていきたいと思います。 

○及川生産局総務課生産推進室長 それでは、速水委員、婦木委員、畠山委員、あと藤原委員

のお話も若干の関係がありますので、私のほうから伝えさせていただきます。 
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 順番が飛びますが、婦木委員の御質問と藤原委員の御質問について簡単に言いますと、指標

の設定に関しまして今後人口が減っていく中、また売れるもの売れないものがある中でどうい

う指標がいいのかと考えているところでございます。 

 今回指標にさせていただいているのは、そういった意味では何かを単純に総量を増やすとい

うよりは、今後国産農畜産物が売れる、もしくは国民から需要の高い用途はどれだろうという

ことについて誘導施策とともに、施策周知する中で設定をさせていただいているところでござ

います。 

 例えば、先ほども議論ありましたように主食用米自体は減少傾向にある中におきまして、同

じく米でも飼料用米というのは、たくさんのトウモロコシ等を輸入している中で、そういった

ものに転用可能ではないかとか、チーズ向け生乳につきましては生乳の中の飲用乳につきまし

ては伸び悩んでいる中で、チーズについては国産ニーズが高く、まさに国産需要があります。

野菜につきましても加工・業務用野菜というのは、先ほど畠山委員からコンビニの話もありま

したけれども、コンビニでカット野菜とか売られている中において、そういった加工・業務用

野菜を増やさなければいけない。まさに今後の消費者動向、国産への需要動向を見据えた形の

指標というのは置かれるべきであろうと考えているところでございます。 

 藤原委員の御質問に絡む話でございますが、その際、結局指標設定のターゲットはいいけれ

ども、もともと指標として間違っているのも幾つかあったのではないかなと思いまして、前回

５月のときに例えば加工・業務用野菜につきましては重量ベースではなく伸び率で評価しまし

ょうとか、チーズ向け生乳につきましては製造事業所数で把握しましょうということで御説明

し、お認めいただいたと考えているところでございます。 

 あと速水委員の御質問に関しまして、米粉の加工コストの話は担当室長から追加説明させて

いただきますが、その前に小麦と新規需要米の関係についてどのように考えるのかということ

について、説明させていただきます。 

 そもそも水田フル活用ということで貴重な地域資源である水田を有効活用していくという中

におきまして、先般米政策というのを大幅に見直したところでございます。その中で、引き続

き飼料用米、米粉用米につきましては収量に応じて、一反当たり 大10.5万円、戦略作物助成

ということで直接支払交付金で支援しております。一方、麦につきましては3.5万円という形

でやっているということでございます。 

 政策的には、そういったそれぞれの取引価格とか、そういったものに応じてかかるコストと

いったものを見合った形でやりますが、そこに関しては、あくまでも我々としましては、小麦
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全体の需要に占める国産の比率がまだまだ低い中におきまして、まだまだやっていかなければ

いけませんし、また米につきましても主食用米が減っていく中におきまして、米粉用について

は、引き続きコスト削減の技術開発をしていきながら、まずは新規需要米といったものも振興

することで全体的な水田活用というのを進めていきたいなと考えているところでございます。 

 それでは、製造コストにつきまして綱澤室長のほうから補足説明をお願いします。 

○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をしております綱澤と申

します。よろしくお願いいたします。 

 速水委員から米粉の製造コストということでございます。 

 もちろん、新しい取組なので、そういうイニシャルコストはかかるという点もありますけれ

ども、もう一つは米粉につきましては小麦粉と違いまして粒が堅いということで、製造自体に

もコストがかかるという、そういう問題がございます。具体的には小麦粉ですと小麦からその

まま粉にできるんですけれども、米粉の場合ですと一旦水に浸します。その上で粉にしていく

というようなことでして、浸水のための時間がかかったり、あるいは堅いということで、粉に

するために電気でやるんですけれども、電気代がかかるといった、こういったことがありまし

てコストがかかるという部分がございます。現在、製造コストの低減のための技術開発の支援

をさせていただいているところでございます。 

 それから、畠山委員からおにぎりの話、水産物の話等がございました。 

 まずおにぎり、どれくらいだろうかという数量のことでございますけれども、おにぎり、大

きいおにぎりから小さいおにぎりがありますけれども、例えば、コンビニエンスストアで売ら

れている標準的なおにぎりは100グラムとか110グラムとか、それくらいのものが多い。120グ

ラムとかいろいろありますけれども、仮に110グラムだといたしますと、精米に直しますと、

2.2で割っていただければよろしいので50グラムということになります。仮に40億個というこ

とになりますと、今計算したので桁が間違っていたら申しわけないのですが、20万トンという

ことになろうかと思います。 

 おにぎりでは海苔も一緒ですけれども、こういった中食・外食での米の需要は増えてきてお

りまして、現在主食用米の消費の約３分の１が中食や外食の需要でございます。こういった需

要に応えるような取組も進めていきたいと考えております。 

 関連して大山委員からもライフスタイルに伴って朝食のお話がありましたけれども、私ども

今年ご飯食のフォーラムをさせていただきまして、その際にも時短和食というような形で時間

をかけないで食べる。おにぎりとは違って海苔で巻いて握らないのですけれども、海苔の上に
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ご飯を置いて短時間で食べていただくような、そういうメニューの提案などもさせていただき

まして、そういったライフスタイルの変化に対応したような提案も今後とも進めていきたいと

思っております。 

○上田評価改善課長 それでは、委員の先生方からいただいた御意見について一通りお答えを

させていただいたところですが、ほかに何かございますか。 

 よろしければ、次の政策分野に入らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、１、２、８はここまでということにさせていただきまして、続きまして次の政策

分野に入らせていただきたいと思います。 

 続きまして、政策分野３、５から７及び９から11について御説明させていただきます。 

○内田食料産業局企画課長 食料産業局企画課長の内田と申します。よろしくお願い申し上げ

ます。 

 それでは、資料の６ページになりますが、政策分野３につきまして御説明をさせていただき

ます。 

 今回時間的都合がございますので、目標を達成できなかった指標、オレンジになりますが、

あと大幅に超過した指標、これグリーンになっていますが、そこを中心に御説明をさせていた

だきます。 

 まず６ページの第１点目としまして、３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」でございます。これにつきましては、達成度合は

「－」となっておりますが、25年度につきましては、これが基準年でございますので達成度合

の判定は26年度から行うという意味でございます。 

 ２点目としまして、（３）の①の（イ）です。「海外展開による事業基盤の強化」の、「ア

ジアにおける我が国食品産業の現地法人数」でございますが、これは目標値を675法人と設定

していましたところ、実績値は709法人ということで、達成度合の判定は「Ａ’」となってござ

います。この要因としましては、株価の上昇や収益力の回復を背景に、食品関連事業におきま

しても潜在的な投資マインド、これが刺激されたことに加えまして、我が国食品産業の現地法

人支援対策としまして、いろいろ食品関連企業等の関係者に対する研修や情報提供等を行って

まいりました。このことが、こういう増加に寄与したものであると分析をいたしております。 

 以上、一番下の黄色い欄になりますが、政策分野３に関する政策分野単位での判定結果につ

きましては「③相当程度進展あり」となりました。 

 続きまして11ページまで飛んでいただきますが、政策分野９「農業・農村における６次産業
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化の推進」でございます。 

 まず１点目としまして、施策（１）の①の（ウ）「隠れた知的財産の発掘・活用による売上

げ拡大」でございます。これも達成度合「－」となっておりますが、初年度である25年度はデ

ータベースの構築を行いまして、実際実績値が出る26年度から評価をしていきたいということ

で「－」になってございます。 

 次にオレンジでございますが、同じくその２つ下、（オ）の「植物新品種の品種登録に係る

平均審査期間」でございます。これは目標値を2.38年としておりましたところ、実績値は2.48

年ということで、判定の結果「Ｂ」と、前年度を下回る結果となりました。 

 この要因としましては、そもそも出願件数が増加しているということに伴い、審査対象の案

件が増えていることに加えまして、審査の精度を高めるために実際に同一の場所で比較栽培を

行うという栽培試験というものを積極的に行ったため、結果として審査期間が延びてしまった

ということによるものと分析をしております。 

 この平均審査期間につきましては、出願件数ですとか出願状況や内容に影響を受けるという

面もございますが、引き続き審査の質、これは当然確保しながら、これまで以上に計画的に審

査を推進することで 終目標年度には目標値が達成できるように審査期間の短縮を図ってまい

りたいと考えております。 

 ３点目は、（２）「地産地消の推進」の②の（ア）「学校給食における地場産物を使用する

割合」でございます。この指標につきましては、先ほど説明ございました政策分野２の再掲と

なりますが、目標値を27％と設定していましたところ、実績値は25.1％ということで、判定は

「Ｃ」となりました。 

 この要因としましては、学校給食で地場産物を活用した優良事例などの情報収集や普及啓発

といったことは順調に行ってまいりましたが、学校給食に対する地場産物の生産・供給体制を

きちんとつくるというところまではなかなか至らなかったと分析をいたしております。 

 次に、（３）「農村に由来する資源の活用促進」の①の（ア）「バイオエタノール製造コス

ト」でございます。 

 これにつきましては目標値を、前年度実績値は１リットル当たり201円でございますが、こ

れよりも減少するという設定をしておりましたが、実績値は214円と前年度より上昇したとい

うことで、判定の結果「Ｃ」となりました。 

 この要因としましては、トウモロコシ等々の飼料価格や原油価格が高騰いたしまして、製造

コストが増加したこと。その対策としまして熱回収の効率の改善や燃料の転換、具体的には重
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油から液化天然ガスに燃料を転換するなどの取組を実施しましたものの、製造コストの増加分

を吸収するには至りませんで、結果、製造コストが増えてしまったということによるものと分

析をいたしております。 

 次に、５点目としまして、同じく今のバイオエタノールの２つ下のオレンジであります「六

次産業化法に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定」でございますが、目標値を10件とし

ておりましたが、実績値は５件ということで、判定の結果「Ｂ」となりました。 

 この要因としましては、農産物の直売・加工等のいわゆる６次産業化の取組というのは順調

に増加しておりますが、前年度まで景気が低迷をしていったということで、この景気の低迷等

により、事業者の方々が新規事業へ挑戦するという意欲が低下したことによるものと分析をし

ております。 

 次がグリーンの部分で、今の（ウ）の３つ下の（カ）でございますが、「小水力発電等の再

生可能エネルギーの導入に向けた計画作成に着手済みの地域数」でございます。 

 これは目標値を400地域としていたところ、実績値は851地域ということで、判定度合は

「Ａ’」となりました。 

 この要因としましては、平成23年の東日本大震災を契機としまして、全国的に再生可能エネ

ルギーの導入に係る関心が高まったことや水の水利使用手続の簡素化が進んだことに加えまし

て、補助事業の拡充によりまして想定を上回るペースで、全国で小水力等の発電の導入の取組

が促進されたことによるものと分析をしております。 

 以上、このページ、政策分野９に係る分野単位での達成度合につきましては「③相当程度進

展あり」となってございます。 

 当局関係の測定指標及び政策分野別の判定結果は、以上でございます。 

 なお、続きまして、各委員に事前に御説明をした際に頂戴しました御意見等について、今こ

こで当方から考え方を御説明させていただきます。 

 まず、11ページの（３）の（ア）、指標の「バイオエタノール製造コスト」、この関連につ

きまして婦木委員及び速水委員より御意見がございました。このバイオエタノール、バイオ燃

料生産拠点確立事業につきましては外部有識者から成る委員会において本年５月に取りまとめ

られました報告書、これを受けまして各事業実施主体と議論、調整をしまして、この補助事業

による支援は、平成26年度限りとすることにしたところでございます。 

 婦木委員からは、この事業にこれまで投入された支援措置が無駄になったのではないかとの

御指摘を頂戴したところであります。この事業の結果につきましては、バイオエタノール生産



 18

事業における自立化、事業化といったことの達成はできなかったものの、この実証期間中にお

いて米や小麦を原料としたバイオエタノールの製造コストの削減ですとか、製造効率や品質に

係る目標の達成、あるいは製造技術の確立、また特に新潟の取組における地域循環型のエネル

ギーモデル構築等一定の成果はあったと考えております。 

 なお、これまでの成果及び今回明らかになった課題につきましては、各事業実施主体が作成

します報告書におきまして、これまでの事業の総括も含めて整理する予定となっております。 

 また、速水委員からは、この事業の廃止に当たり、事業内容を組みかえて取り組んだらどう

かというような御意見を頂戴いたしました。今回の支援を打ち切るという判断につきましては、

あくまでもバイオ燃料生産拠点確立事業対象３地区に対するものでございまして、農水省が実

施しておりますバイオエタノールを含めましたバイオマス全体に係る評価や判断を行ったもの

ではないということを御理解賜ればと思っております。 

 農林水産省としましては、引き続き農山漁村に豊富に存在するバイオマス資源を活用して地

域の雇用創出や所得の拡大につなげていく、こういう取組への支援は重要であると認識をして

おりまして、現在進めておりますバイオマス産業都市に対する支援措置等により、地域バイオ

マスの産業化に係る取組をさらに推進していきたいと考えてございます。 

 次に、小池委員からでございますが、同じく11ページの（２）の②の（ア）「学校給食にお

ける地場産物を使用する割合」に関連をしまして、学校向け、給食向けの販売単価が非常に安

く設定をされてしまって、市場や直売所等の価格が上がると、そちらのほうに出荷されてしま

うですとか、地域の旗振り役がＰＴＡや農家などをきちんと取り込んで学校給食向けの販売単

価を上げる運動と地場産物の利用促進を連動して行っているといった地域は取組が成功してい

る。また、農水省が単独で動いても数字はなかなか伸びませんので、文科省がしっかりと音頭

を取って連携して動いていくことが必要性ではないかとの御意見を頂戴しました。 

 まず学校給食における価格面でありますが、給食費、ちょっと細かい説明になりますが、給

食費は給食を行う学校が生徒１人１回当たりの栄養摂取量ですとか食品構成を考慮して、年間

１人当たりの食品別総使用量というのを算出しまして、これに各食品別に前年度の平均購入価

格ですとか過去の価格変動、物価指数などを考慮して決定されるといったものとなっておりま

して、現在ＰＴＡ等関係者の了解がなかなか得られず、給食費を値上げするということが困難

な状況にございます。このため非常に予算が限られている中で食材の仕入れを行う必要がある

ということから、ＪＡへの出荷等に比べて安い価格で仕入れるというのが一般的でありまして、

価格が折り合わないといった場合は、地域の食材がなかなか利用できないという場合もあり得



 19

ると聞いております。 

 こうした状況を踏まえまして、市町村や食育に関心のあるコンサルタントの方々が主体とな

りまして、ＰＴＡ及び地元農家が参加する協議の場を設置しまして、地産地消の観点から地場

産の農林水産物を学校給食に活用する体制の整備や協議を進めるため、今年度から学校給食地

場食材利用拡大モデル事業というのを行っております。 

 また、文科省との連携についてでございますが、平成25年12月に各都道府県知事に対しまし

て、学校給食における地場産農林水産物の利用促進について文科省と農水省の連名で通知を行

いまして、今政府の目標としましては第２次食育基本計画で平成27年度までに地場産物の使用

割合を30％という目標を立てておりますが、これを再度周知したところでございます。さらに

文部科学省におきましては、食育の多角的効果について検証するスーパー食育スクール事業、

「ＳＳＳ」で「スーパー食育スクール」、この事業を今年度から実施しており、先ほど御説明

をしました農水省で実施する学校給食地場食材利用拡大モデル事業と連携をして推進すること

によりまして、学校給食における地場産農林水産物の利用促進をさらに図ってまいりたいと考

えております。 

 後になりますが、藤原委員からは同じく11ページの（１）の①の（オ）「植物新品種の品

種登録に係る平均審査期間」に関連しまして、国が新品種の品種登録に係る審査業務を実施す

ることによって農業者の雇用や所得の確保にどう結びつくのか。また、新品種の品種登録に係

る審査、この業務につきましては、国ではなくて企業や大学、研究機関が行ったほうがいいの

ではないかというような御意見を頂戴いたしました。 

 説明になりますが、品種登録制度につきましては、これは植物新品種の育成者に対しまして

知的財産権の一つであります育成者権という権利を与えることによりまして、新品種の育成を

振興して、農業の生産性向上と高付加価値化に貢献するものでありまして、この審査期間を短

縮するということは、すぐれた優良品種の早期普及、これを促進するということになりますの

で、結果として農業者の雇用と所得の確保に結びつくのではないかなと考えております。 

 また、具体的な審査業務でございますが、これは当然公平・公正に審査を実施する必要があ

るということで、これは植物の新品種の保護に関する国際条約という条約がありまして、当然

我が国もこれに加盟しておりますが、この条約において「審査は国の機関が実施する」と定め

られておりますので、引き続いて国において実施をしていきたいと考えております。 

 当局所管の測定指標及び政策分野別の判定結果の御説明及び各委員様から頂戴した御意見に

対する考え方は以上でございます。 
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○光吉経営局総務課長 経営局総務課長の光吉と申します。お世話になっております。 

 私からは、政策分野で５番と６番について御説明をさせていただきます。 

 資料の７ページを御覧いただきたいと思います。 

 まず、５番の「意欲ある多様な農業者による農業経営の推進」についてであります。 

 まず、全体としての達成度合ですが、一番下のところにございますように「③相当程度進展

あり」となっております。これは中身を見ますと、「Ａ」のものが５つ、「Ｂ」のものが３つ、

「Ｃ」が１つ。「青年新規就農者数」につきましては早々にデータを出したいと思っておりま

したが、残念ながら今調査中でございまして「調査中」と書いてございます。これらを踏まえ

まして「③相当程度進展あり」となっております。 

 このうち、「Ｃ」のものにつきましては色づけしておりますけれども、（１）の①の（ウ）

「農地面積のうち集落営農が担う面積の割合」でございます。これは前年度実績値が11％でご

ざいますので、0.1％減ったということで「Ｃ」となっております。目標値が13.4％に対して

実績値が10.9％であったということでございます。目標に至っていないのは、高齢化が進展す

る集落営農の数が減少する中で、その影響が出ているものと思われます。ただ、これにつきま

しては高齢化が進んでかつ集落営農の数が減っている中であっても0.1％でございますので、

ほぼ前年と同じ数字になっているということがございます。 

 それと、何よりでございますけれども、本年の５月に26年度の目標、指標につきまして御説

明をさせていただきました。その際に、今日この７ページで御覧いただいている目標なり指標

なりというのは兼業農家や小規模な経営を含め、意欲ある農業者全てが農業経営を実現できる

環境を整備しようという観点で設定されている目標でございます。これを本年５月に御説明申

し上げたように、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しよ

うと目標を変えて、指標も「担い手が利用する農地面積の割合」という形で構造改革を進めて

いく観点で見直すこととしております。 

 そういう意味で目標などが変わるわけでございますが、今回の（ウ）につきましても、ある

意味集落営農の面積の割合が減っても、その部分がほかの例えば認定農業者の農家ですとか、

あるいは法人のほうにいけば、それはもう力強い構造をつくる上で望ましいわけでございます

ので、先ほど申し上げたように中仕切りをするのではなくて担い手という概念で８割を目指す、

こういったことに取り組んでいきたいと思っております。 

 政策分野の６でございます。これは次の８ページになります。 

 「優良農地の確保と有効利用の促進」ということで、達成度合につきましては「Ａ'」が１
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つ、「Ｂ」が２つ。１つが「調査予定」ということで、全体として先ほどと同様に「③相当程

度進展あり」となっております。このうち、（２）の「耕作放棄地対策の推進」ということで

「Ａ'」となっております。目標値といたしまして6,000ヘクタールとしていたところを実績値

が１万ヘクタールということで167％の達成度合になっております。この原因といたしまして

は、農地法を改正いたしまして遊休農地が発生したときにきめ細やかにいろいろな法的措置を

して、利用・再生を促していく仕組みというのを作りましたけれども、その運用が実効されて

いるという面と、それと予算でございますけれども、耕作放棄を再生する際に支援する交付金

がございます。こういったものが効果を上げていて増加をしているものと思っています。 

 目標につきましては、平成22年から32年までの11年間で約10万ヘクタール再生するという目

標を掲げております。前半のまさに今目標にしている面積というのは平成26年度までは毎年度

6,000ヘクタールでありますけれども、後半の平成27年度以降は毎年度倍増して1.2万ヘクター

ルに加速していく目標としております。ハードルが上がるわけでございますけれども、先ほど

申し上げたような対策ですとか、昨年法改正をして各県の公的なセクターで農地の貸付けをや

っていく仕組み、農地中間管理機構制度というのを設けましたので、こういうことも活用しな

がら頑張っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○前島農村振興局農村計画課長 続きまして、私からは農村振興局の担当する政策分野でござ

います７、10及び11について御説明申し上げます。私、農村振興局農村計画課長の前島と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

 まず、政策分野７でございます。資料の９ページを御覧いただきたいと思います。 

 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」についてでございま

す。こちらの分野は、農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備を図るため、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ものでござい

まして、３つの測定指標がございます。御覧いただきますように、いずれも「Ａ」ランクとな

っております。 

 施策の（１）「農業水利施設の戦略的な保全管理」につきましては、「基幹的農業用用排水

施設の機能診断済み割合」を測定指標としておりまして、25年度の目標値55％に対して実績値

54％ということで達成度合94％となっております。 

 次に、施策の（２）「良好な営農条件を備えた農地の確保」につきましては、「基盤整備を

実施した農地における耕地利用率」と「排水対策を実施した水田における麦・大豆の作付率」
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を測定指標としております。このうち、農地における耕地利用率につきましては、25年度目標

値107％に対し、実績値107％、達成度合100％となっております。また、水田における麦・大

豆作付率につきましては、25年度目標値16.4％に対し、実績値16.2％と、達成度合97％となっ

ておりまして、いずれも目標を達成しております。 

 これらを踏まえまして、政策分野７の目標の達成度合といたしましては「②目標達成」とな

っております。 

 続きまして、12ページを御覧いただきたいと思います。 

 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

でございます。こちらの分野は、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

るため、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もの

で、２つの測定指標がございます。 

 施策（１）の「都市と農村の交流等」につきましては、「グリーン・ツーリズム施設年間延

べ宿泊者数」の25年度目標値921万人に対し、実績値925万人、達成度合105％で「Ａ」ランク

となっております。 

 次に、施策（２）の「都市及びその周辺の地域における農業の振興」につきましては、「都

市的地域における市民農園の区画数」の25年度目標値15.8万区画に対し、実績値15.4万区画、

達成度合64％で「Ｂ」ランクとなっております。 

 これらを踏まえまして、全体の評価といたしましては「③相当程度進展あり」となっており

ます。 

 続きまして、次の13ページを御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」についてでございます。こち

らの分野は、農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全を図るため、農村コミュニティの

維持・再生、中山間地域等直接支払制度、地域が主体となった地域資源の保全管理対策等の施

策を行うもので、12の測定指標がございます。こちらの分野につきましては、10の測定指標は

「Ａ」ランクとなっておりますが、「Ａ'」ランクと「Ｃ」ランクとなったものがそれぞれ１

つずつございます。これら要因分析が必要となった測定指標が２つございますので、それらに

つきまして御説明させていただきます。 

 施策（４）「災害に強い農村社会の形成と快適な農村の暮らしの実現」の③の（ウ）の「東

海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定される地域等において、今後対策が必要な水門・

樋門等の自動化・遠隔操作化率」につきましては、25年度目標値５％に対し、実績値11％、達
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成度合は220％となっておりまして、150％を超えておりますので「Ａ'」ランクとなっており

ます。 

 この要因といたしましては、南海トラフ地震などの大規模災害の発生が懸念される中、当省

や国土交通省といった海岸関係省庁におきまして、「津波・高潮対策における水門・陸閘等管

理システムガイドライン」の通知、操作従事者の安全確保を 優先とする効果的な管理運用に

向けた提言、水門等の操作についてのパンフレットの配布など、管理運用体制の構築に向けた

具体的手法の周知に努めたこともあり、水門・樋門等の自動化・遠隔操作化率の向上が想定よ

りも進んだものと考えております。 

 自動化・遠隔操作化の対象とする水門・樋門の数というのが37基でございまして、想定の

５％というのは37基のうち２基が自動化・遠隔操作化されるということだったのですが、これ

が先ほど申し上げたような理由によりまして４基において取組が進んだということでありまし

て、達成度合で見ると220％という大きな数字になってしまったということも「Ａ'」という評

価になった理由の一つとして挙げられるのかなと考えております。 

 今後の対応方向といたしましては、25年度は先ほど申し上げたような取組の結果もあり、年

度目標値を上回ったところでございますけれども、28年度の目標値に対しましては、まだ22％

の進捗度合でございますので、現在設定しております年度ごとの目標値の達成に向けて引き続

き施策を推進していきたいと考えております。 

 また、この施策に関連いたしまして、事前の御説明の際に畠山委員から東日本大震災では地

震後に消防団員の方々が水門を閉めに行って、多くの方がお亡くなりになった、このようなこ

とから、水門の自動化・遠隔操作化が進むのはよいことではあるが、非常用電源の喪失により

遠隔操作ができなくなる場合などへの対応はどうなっているのかという御質問、御意見をいた

だいております。 

 この点につきましては、水門等の自動化・遠隔操作化に当たりましては、安全かつ迅速・確

実な操作が可能となるようバックアップ電源の確保などにより信頼性の高い運用体制を構築す

る必要があると考えております。 

具体的な電源喪失対策といたしまして、発電機や電源装置等を併設した電源設備の多重化、

自重や水圧により閉鎖が可能となる水門等の構造の採用といった対策事例を紹介し、自動化、

遠隔化の検討において留意するよう推進しているところでございます。 

 ただ今申し上げましたのはハードの対策でございますけれども、 終的には単にハードで守

るというだけではなくてソフトでも守ることとしております。例えば、先の東日本大震災の際
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に宮古市では15分退避ルールというものを設けておりまして、これもあって消防団員の方々の

被害はなかったと伺っております。こうした、ソフト対策もハード整備にあわせて推進してい

るところでございます。 

 続きまして、施策（５）「鳥獣被害対策の推進」のうち、鳥獣による農作物の被害の軽減を

図るための「鳥獣による農作物の被害金額」につきましては、25年度目標値192億円に対し、

実績値230億円ということで、基準値との関係で達成度合では－81％となっておりまして、

「Ｃ」ランクとなっております。 

 その要因といたしましては、市町村において作成されました被害防止計画に沿って、野生鳥

獣の捕獲や侵入防止柵の整備等の被害対策が実施されているところではございますが、野生鳥

獣の捕獲頭数も増加しております。 

結果として、増殖率が捕獲頭数を上回っておりまして、野生鳥獣生息頭数は増加し、侵入防

止柵が未整備な地域に被害が拡大すること等によりまして、農作物の被害金額は増加したもの

と考えております。 

 今後の対応方向といたしましては、農作物の被害金額は自然条件や気象条件により野生鳥獣

の生息頭数が変動することや食害される農作物の種類など、不確定な要因により影響されるた

め、施策の効果を適切に把握する指標として難しい側面を有しているということ、また、もう

一方の「被害防止計画の作成市町村数」という策定指標につきましては、25年度において

1,315市町村で策定されたことで、施策目標としていた「被害があると報告されている市町村

の８割である1,162市町村」を達成しているということもございます。こういったことから、

次年度以降の測定指標につきましては、捕獲を中心とした施策の方向性と合致し、外的な要因

に左右されにくい新たな目標値の設定を検討することとしているところでございます。 

 これらを踏まえまして、多くは「Ａ」評価ということで一部「Ａ'」と「Ｃ」があるわけで

すけれども、当該分野の評価といたしましては「③相当程度進展あり」という判定となってお

ります。 

 農村振興局の説明は、以上でございます。 

○上田評価改善課長 それでは、各政策分野について御説明させていただいたところです。委

員の先生方から御質問、御意見等いただければと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 三谷委員、お願いいたします。 

○三谷委員 ７ページの「農業の持続的な発展」に関しての（１）「意欲ある多様な農業者に

よる農業経営の育成・確保」ということで、①の（ウ）「農地面積のうち集落営農が担う面積
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の割合」ということで未達成ということ、それと同時に有効性に問題があるということでオレ

ンジの帯がついているわけですけれども、私ども山形県ですけれども、集落営農の法人化等の

相談を承っています。ついこの間も新しい中間管理機構の運営方針というか、それに伴う補助

の制度等の説明会がございました。私も出席させていただきましたけれども、出席者は各行政

機関の方、それからＪＡの担当者、それと集落営農の役員の皆さんということですが、実は山

形県の場合は集落営農の組織はあるけれども、なかなか法人化が進んでいない。そうした中で

国のほうでは中間管理機構の役割を強く推進して農地を８割担い手に集積するということです

が、そうした中で「有効性に問題がある」というような達成度合が出ているわけですけれども、

現場では民主党の前の時代の法人化施策、平成24年までの５年の間に法人化しましょうという

ことで、あのときも大分強く推進されていたわけですけれども、政権が代わり、また今度中間

管理機構が出てきて、政策が随時変わっていくことに対する不安というか、ある意味不信感と

いうか、そういうのが現場にございまして、私としては「有効性に問題がある」というような

達成度合の政策評価が出たということではございますけれども、是非持続性ある政策を堅持し

ていただきたいことと、それから目先、常に政策の達成に向けてご努力しているということは

分かりますけれども、出来ていないから、ではこの施策は打ち切るだとか、そういうまた現場

で混乱を生じないような持続可能性を持った施策で農家が安心して取り組める。例えば、リタ

イアに対する補助だとか、それから農地の集積だとかに対する補助だとか、むしろ問題があれ

ばさらにそこに工夫を加えて後押しをするような施策も打ち出しつつ、10年でという長いスパ

ンで政策目標を掲げていらっしゃいますので、そういった中では短絡的な判断を是非なさらな

いで、現場の信頼を勝ち得ながら持続的な政策を是非打っていただきたいということを要望さ

せ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した。 

 ほかにございますか。大山委員、お願いいたします。 

○大山委員 関連して。特に今のところの経営局のご担当のところで今のお話も含めて、いわ

ゆる農地中間管理機構制度ができて新しい枠組みと組織もできて、私、中間管理機構ができて

からの報道機関として現場取材をしていないので肌感覚で物を言えなくて大変申しわけないの

ですが、集約化して 終的な目標はコストをなるべく下げる方向に持っていって、付加価値を

上げて農業従事者の方々の所得を上げていこうという大きな概念で始まっていると思うんです。 

 これは来年度以降の目標と政策評価の置き方かと思うのですけれども、例えば集落営農が担

う面積の割合というのと、それから荒廃農地の再生利用面積の数字を見ていく話と、あとは調
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査予定となっています農地利用集積円滑化事業による集積面積と。ほかにも３つ、４つの指標

が現在あるのですが、集約化とコスト削減につながっていく目に見えるような、難しいと思う

んのすけれども、地域によっては農地を出す人の地代の相場が違うだとか、いろいろあるのは

お話を聞いていますけれども、何かそういう新しい政策評価の指標や方針や枠組みを立てたほ

うがいいのかどうか。その辺もし現時点で、制度始まったばかりで行政施策をされている方の

ご所感があれば教えていただけないかなと思います。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。渡邉委員、お願いいたします。 

○渡邉委員 11ページの「農業・農村における６次産業化の推進」の（２）「地産地消の推

進」の②の（イ）ですけれども、「学校給食における地場産物を使用する割合」の実績値が前

年度下回って25％ぐらいということです。初歩的な質問で、学校給食にはセンター方式、自校

式があると思うのですけれども、どの程度調査されているのかということと、地場産物を使用

する割合ですけれども、１品目でも使われていたら、それはオーケーという計算ですか。私、

滋賀県の栗東から来ているのですけれども、子供が小学校に入るときに学校給食の活動をして

いたんです。当時のメニューは、まずご飯がすごく少なくて、平成15年ぐらいだったんですけ

れども、ご飯は週に２回だったんです。あとはとても甘い菓子パン類、チョコチップパンとか

アップルデニッシュとかあとハンバーガーの日も含めるとそんな主食の日が週３回ほどありま

した。こんなものを学校給食で子供が覚えていったら、将来絶対病気になるなというところで

私たちは活動を始めました。栗東というのは非常に豊かな田園もあって美味しいお米も穫れま

すので、まず主食をすべてご飯に変えましょうということをして、平成18年から栗東市の学校

給食は完全米飯になったんです。 

 それに伴いまして、翌年から順次地場の農産物をおかずに使っていく割合が増えていきまし

て、地元の農家の方々も学校給食へ食材を提供しようということで販路ができました。地場産

物のカウントの仕方がどうなのかよく分からないのですけれども、うちは品目ベースでいくと

多いときで６割ぐらいありまして、今でも５割ぐらいは栗東食材を使っています。メニューを

見ると、８割ぐらいは「栗東食材の日」というふうに書かれています。 

 管理栄養士の立場から見せていただいても、当時の献立に比べてこの日本型食生活というの

が現在はかなり定着します。子供たちはお肉が多かったり甘いものが多かったりすれば残食は

減るということで、残食を出さないために調整はされていますが。 

 主食がご飯になって副食も、例えば汁物でも地元のお野菜がたっぷり入る汁物がほとんど毎
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日出されているのですが、私は将来の子供の生活習慣病予防の観点からも非常にいい給食に変

わったな。栗東市は、給食については地産地消が非常に進んでいると実感しているところです。 

 ですので、実績を下回ったということ。目標を下回ったということの要因分析として、学校

給食に対する地場産物の生産供給体制の構築を進めるには至らなかったということで、いろい

ろな方法でこれを解決していくようなことをしていただいているようですけれども、栗東では

主食をご飯に変えていくということから、地元の農家の方々が給食への食材の供給で結集して

おられ、今に至っているということでお伝え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。 

 ほかにございますか。婦木委員、お願いいたします。 

○婦木委員 ちょっと範囲が広かったので、とりあえずのところから質問したいと思います。 

 食品産業の持続的な発展の中の６次産業化の市場規模、これは１兆円から２兆円になったと

いう形で増えていますよね。この２兆円の内訳です。参考資料を見ると、加工の部分、それか

ら直売の部分だとかいろいろとそういう項目が４項目ぐらいあったと思うのですが、２兆円の

内訳を教えていただきたいと思います。 

 それは何でかというと、農業生産の全体が９兆円とかそのあたりです。その中で２兆円って

すごく大きい数字になってくるので、そのあたりで３兆円、４兆円、将来的には10兆円とかい

う何か野心的な目標を掲げておられるのですが、そのあたりの内訳がどういう状況なのかとい

うのを教えていただきたいと思います。 

 それから、先ほどの「意欲ある多様な農業者による農業経営の育成・確保」の農地面積のカ

ウントの部分ですが、それぞれの人たちが担っていますよと。これは５月の議論の中で指標を

変化させて、いわゆる担い手という形の中で８割持っていきますよという、そういう話になっ

たのですが、現時点で担い手という網をかけたときにどういうような状況になっていますか。

25年度の実績の中から今想定されている担い手というものを想定した場合に、どのぐらいの数

字になるかというのを教えていただけないでしょうか。恐らくこれ（ア）でしたら、販売農家

と言ったら、30アールつくって50万販売すれば販売農家になりますから、担い手というところ

に入るのか入らないのか分からないのですが、そのあたりは25年度の実績から言うと想定され

ている担い手という部分でどのぐらいの数字になるのかというのを教えていただきたいと思い

ます。 

 それから、先ほどから渡邉委員さんからも話が出ております学校給食の関係ですが、私自身

も給食の食材を取りまとめる生産者の代表をしております。これずっととんとん拍子に上向く
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という状況ではありません。 

 １つに、生産者側、ここは農水省ですから、どうしても生産者側の意見が多いのですが、逆

に文科省側から言いますと、学校給食に係るコストをできるだけ抑えたいという、そういう意

図がありまして、センター化したり大型化したり、それから調理業務の外部委託だったり、い

ろいろな状況の変化があります。そういうものに対して私たち生産者も対応し切れないという

のが、実は現実です。そのあたりのいわゆる調整役だとか、そういうものがないと、これは恐

らく上昇しないと私現場におって感じております。そのような政策も恐らく今後打たれていき

ながら政策目標を達成されると思うのですが、その辺のお話をお聞かせいただければなと思っ

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。 

 ほかにございますか。 

 よろしければ、事務方から今までいただいた御意見、御質問についてお答えさせていただき

たいと思いますが、できるだけ委員の先生方の御意見に的確に、簡潔にお答えいただけますか。 

○内田食料産業局企画課長 では、まず渡邉委員からいただいた学校給食の関係でございます。 

 比率の調査の範囲とか割合でございますが、これは単独調理場、学校に調理場がある学校に

つきましては50校に１校の割合、また共同調理場、センター方式の学校につきましても、これ

も50センターに１センター、こういった割合でトータルで458の学校及びセンターを対象とし

て調査を実施いたしました。 

 調査対象期間、これは平成24年になりますが、夏の６月の１週間、５日間と11月の１週間、

これを調査しまして、月曜から金曜日、各５日間の学校給食に使用した食品、これは品目数に

なりますが、このうち当該都道府県で生産・収穫・水揚げされた食材の使用品目数、これで計

算をしているという状況にございます。 

 続きまして、婦木委員から６次産業化、２兆円の内訳を教えてほしいというお話がございま

した。２兆円というのは厳密には1.9兆円でございまして、大体の内訳としましては農業関係

の直売、農業、林業、水産業、林業というのは、要はキノコとかそういう特用林産物になりま

すが、そういう農業、特用林産物、水産の加工が約8,000億円強、直売も8,000億円超と。残り

がいくつか含まれます。今細かいデータを取り寄せていますので、またそれが入手次第、細か

い内訳は御説明したいと思います。 

 加えまして、給食における地場産物の活用につきましては調整役が必要という御意見がござ
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いました。これにつきましては、本年度から学校給食地場食材利用拡大モデル事業というのを

やっておりまして、ここで例えば文科省でやっておりますスーパー食育スクール、これと連携

をしまして、名称は「地産地消コーディネーター」と言っておりますが、こういうふうに先生

御指摘のとおり、そういうことを専門にやる人材がいないとなかなかうまくいかないというこ

とでございますので、そこは文科省のスーパー食育スクールとうまく連携をしまして、こうい

う地産地消コーディネーターというのを育成して、育成の折には、これを全国に派遣して、そ

この給食で地場のものが使われるような具体的なシステムをつくっていくということを今年度

から取り組んでいきたいと考えております。 

○光吉経営局総務課長 経営局関係の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、三谷委員から山形県のお話をお聞かせいただいて、継続性ある政策をというお話、そ

して大山委員からは中間管理機構ができた後に新しい政策評価目標というようなお話がござい

ました。 

 まず政策がよく変わるということについては、それで現場の方が不安感、不信感があるとい

うことについては、お詫び申し上げないといけないと思っています。 

 先ほどおっしゃっていただいた法人化の話にしても、法人化することは予算も含めて引き続

きやっていきたいと思っています。 

 それと、経営政策としては戸別所得補償があったわけですけれども、あれは予算措置だけで

基本はやっておりました。それを新しい制度を今後経営所得対策としてやっていくんだという

ことを安定した制度にしようと。くるくる変わるのではなくて、しっかりと確固とした制度で

やっていこうということで法律を変えて、法律に基づいて全面的にやっていく。法律になれば

くるくる変わるということはなかなかないですから。 

 ということで法改正を先般の国会に出して、新しい経営所得対策というのを法律の形で成立

をさせたところですので、安定したものができたと思っていますので、これをしっかりやって

いきたいと思います。 

 山形県では４月１日から農業支援センターという形でさっきおっしゃっていただいた中間管

理機構が動いていると思います。これを中心にしながら集落営農法人化、あるいは担い手の農

家の方、こういった方に集めていく、こういった作業を御指摘いただいた現場の信頼を勝ち得

ながら、しっかりやっていきたいと思います。 

 大山委員からの新しい政策評価につきましては、今回25年では出ております施策の（１）の

①「意欲ある多様な農業者による農業経営の育成・確保」にある「販売農家が担う面積の割
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合」、「法人経営が担う面積の割合」、「集落営農が担う面積の割合」、これを全部廃止して、

一本化して先ほどの担い手がとにかく中仕切りするのではなくて、とにかく８割をやっていく

んだという目標に一元化します。 

 また、政策分野６であります円滑化事業による集積面積につきましても廃止をして、中間管

理機構が政策のツールとしては中心になって円滑化事業というのは補完する役回りになります

ので、これも道具立てで仕分けをするのではなくて、先ほど申し上げたのと同じ、とにかくど

ういう対象者であれ、どういう道具であれ、担い手に８割やっていくんだということに一本化

して、これをきっちりやっていく形で進めていきたいと思っております。 

 それと、婦木委員から８割という話だが今幾らだというお話ですが、これは数字は古くなる

のですが、平成22年の段階で49％、およそ半分と見ております。認定農業者の農家であったり、

あるいは法人であったり集落営農であったり、こういった人を意識しております。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 一通りお答えをさせていただいたところでございますが、ほかに委員の

先生方から何かございますか。 

 一応農業関係はここまでで次以降は林水分野になりますが、何かありますか。 

 速水委員、お願いいたします。 

○速水委員 10ページの（２）の①の指標の達成度合が「Ｃ」の43％になった備考のところに

「全国的には市町村の体制整備が不十分である」と分析されているのですけれども、私自身、

農業は余り詳しくないのでお教えいただきたいのですけれども、こういう有機農業の指導にＪ

ＡＳの認定に関して市町村の果たす役割というのは、これが不備だから数字が落ちるというぐ

らい大きな役割を持っているのかという、そこだけです。 

○及川生産局総務課生産推進室長 それでは、生産局生産推進室のほうからお答えさせていた

だきます。 

 まず、有機ＪＡＳ認定農産物自体に関しては市町村に役割があるという意味ではなく、そも

そもそれを支える有機農業を営む者を増やさなければいけない。その場合、有機農業に取り組

むというのは新規参入者の方々が多うございまして、そういう方々を入れるためには、特に市

町村の方で農地の問題、また生活環境のご相談といったことができるところが必要だというこ

とでございます。 

○速水委員 よく分かりました。 

○内田食料産業局企画課長 先ほど婦木委員からご質問いただきました６次産業化の市場規模、
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２兆円の内訳でございますが、これは約1.9兆円でございまして、農水産物の加工分が約9,780

億円、農水産物の直売所分が約8,760億円、合わせて約1.9兆円となってございます。 

○上田評価改善課長 それでは、農業関係よろしいでしょうか。 

 よろしければ、ここで休憩をとらせていただきたいと思います。今この時計で47分ぐらいで

すので、細かくて恐縮ですが、この時計で57分ごろから次のものを始めさせていただければと

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、委員の先生方がお揃いでございますので次の政策分野に入ら

せていただきたいと思います。 

 続きましては、まず林水分野で、政策分野12から14及び15から17について御説明させていた

だきます。 

 それでは、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。よろしくお願いいたします。 

 それでは、林野庁関係について御説明をさせていただきます。政策分野では12、13、14の３

つとなります。本日は各政策分野の達成度合及び要因分析を行った測定指標を中心にご説明を

させていただきます。 

 では、資料３の14ページを御覧ください。 

 まず初めは、政策分野12の「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、森林の多面的機能が持続的に発揮されるよう６項目の施策、15項目の測定指標を設定して

おります。この15の各指標の達成度合は、「Ａ」評価が９つ、「Ｂ」評価が６つとなっており、

政策分野12全体の達成度合の評価としましては15ページの一番下の欄にございますとおり、

「③相当程度進展あり」となっております。 

 なお、このうち１項目、14ページのオレンジ色の部分ですが、施策（３）「森林病虫害等の

被害の防止」の測定指標の（ア）「保全すべき松林の被害率が１％未満の「微害」に抑えられ

ている都府県の割合」につきましては、達成度合は「Ｂ」評価でしたが、前年度の実績値を下

回ったため、その要因を分析しております。 

 具体的には、「微害」に抑えられている都府県の割合が24年度の78％から25年度には63％に

減少しております。その要因としましては、夏の高温少雨等の影響によりマツの樹勢が弱体化
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し、さらには松枯れの原因となる病原虫を媒介するマツノマダラカミキリの活動の活発化を招

いたことで被害量が増加したことが挙げられます。 

 また、松くい虫被害の予防策として薬剤散布によるマツノマダラカミキリの防除が行われて

おりますが、地域住民の要望により薬剤散布ができなかった地域や、松枯れ被害木の伐倒駆除

等の作業が困難な急傾斜地が多い高標高地域等において被害が広がっていることも、前年度よ

り実績値が低下した要因になったと考えております。 

 今後の対策といたしましては、防除対策として薬剤散布等を行う場合は地元住民のご理解を

事前に十分得るよう指導を徹底するとともに、地域において被害の要因を分析し、夏の高温等

による影響等に対応できるように適期に適切な防除対策を実施するよう各都道府県に周知徹底

することにより、松くい虫被害の抑制に努めてまいりたいと考えております。 

 政策分野12については、以上です。 

 続きまして16ページを御覧ください。 

 政策分野13の「林業の持続的かつ健全な発展」でございます。５項目の測定指標のうち、

「Ａ」評価が２つ、「Ｂ」評価が３つとなっており、政策分野13全体の達成度合の評価としま

しては、「③相当程度進展あり」となっております。このうち、オレンジ色の部分、「林業労

働死亡者数」につきましては「Ｂ」評価であったものの、25年は39人ということで、24年の37

人から２人の増加となっておりますことから、その要因を分析しております。 

 これまで労働災害防止のため、新規就業者への安全教育の充実等総合的な対策を講じてきた

ところでございますが、25年に発生した死亡災害の内容を分析しますと、禁止されている危険

な作業が行われているなど、基本的事項を遵守していないことに起因する災害も散見されます。

安全確保に関する事業体の組織的な意識啓発、具体的な取組が十分とは言えなかったことが死

亡者が増加した要因と考えております。 

 今後の対策としましては、これまでの取組に加えまして、新たに労働安全衛生規則の改正に

より義務づけられた高性能林業機械の運転業務従事者に対する特別教育の受講促進を図ります

とともに、経営者が安全の重要性に対してさらに認識を深めていただくよう働きかけを行うな

ど、労働災害防止に対する総合的な対策を講じることにより死亡災害の撲滅を目指してまいり

たいと考えております。 

 後に、政策分野14「林産物の供給及び利用の確保」ですが、５項目の測定指標のうち、

「Ａ」評価が３つ、「Ｂ」評価が２つとなっており、政策分野14全体の達成度合の評価としま

しては「③相当程度進展あり」となっております。 
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 林野庁からは、以上でございます。 

○菅家水産庁企画課長 水産庁企画課長の菅家と申します。よろしくお願いします。 

 続きまして水産関係のところでございますけれども、資料３の18ページ以降が水産の関係で

ございます。 

 18ページの政策分野の15「水産資源の回復」と、この結果概要を主要な指標を中心にまず御

説明申し上げます。 

 まず（１）の①の（ア）で「中位又は高位水準の魚種の比率」という指標を掲げてございま

すが、この達成度合は「Ｂ」となっております。有効性の向上が必要ということでございます。

この要因といたしましては、水産資源は環境要因の影響を受けるということが知られているわ

けでございますが、25年度におきましては中位又は高位の水準に向上をした系群というものも

あったわけでございますが、その一方で中位から低位の水準のほうに残念ながら落ちてしまっ

たものもございまして、その結果として中高位水準にある系群が１系群減少したということで

ございます。これによって「Ｂ」になっているということでございます。 

 次に、②の（ア）でございます。「主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量」、この指

標の達成度合は「Ｃ」となっております。この要因といたしましては、東日本大震災によりま

して漁船や養殖施設が甚大な被害を受けました。これによって平成23年度の生産量の実績が大

きく落ち込みまして、平成25年度におきましても完全な復旧には至っていないと、こういった

ことによるところが非常に大きいわけでございます。 

 特に海面養殖業につきましては震災による被害が北海道から沖縄県までの太平洋岸の広範囲

に及んでおりますので、生産量の落ち込みが顕著になったということでございます。 

 なお、こういった数字に結果なってしまうのは、これまでは異常値があった場合であっても、

これを含めて達成度合を評価するという算定方法であったことによるわけでございまして、25

年度、昨年度の第２回の評価委員会で委員の方よりそういった異常値の処理を工夫すべきだと

いう御指摘をいただいたところでございます。これを受けまして、本年５月の前回委員会にお

きまして、こういった異常値を排除できる算定方法に変更するということで御了解をいただい

たところでございまして、今後はこういった数字は除いて算定をしてまいると、達成度合を出

していくということになりますので、よろしくお願い申し上げたいと思っております。 

 次に、②の（イ）でございます。「海面養殖業の総生産量に占める漁場改善計画策定海面に

おける生産量の割合」、この指標の達成度合は「Ａ'」となっております。この要因といたし

ましては、今までこの計画を策定していなかったところであって、生産量が多い地域、ここで
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の計画の策定が進みまして、この結果、25年度も高い水準になったところでございます。 

 この結果、政策分野15の全体で見ますと、４つの主要な指標は「Ａ'」、「Ａ」、「Ｂ」及

び「Ｃ」がそれぞれ１つということになりまして、政策分野15全体としての達成度合の判定は

「③相当程度進展あり」となりました。 

 次に、19ページを御覧いただきたいと思います。 

 政策分野16「漁業経営の安定」でございますが、色のついているところについてでございま

すが、（１）の②の（ア）の指標「新規漁業就業者数」、この達成度合は「Ｂ」となったとこ

ろでございます。要因としましては、好景気となった関係で他産業への人材が流れたと分析を

しているところでございます。 

 ほかの３つの主要な指標は、いずれも「Ａ」または「Ｂ」になっております。この結果、政

策分野16全体で見ますと、４つの指標のうち「Ａ」が２つ、「Ｂ」が２つということで「③相

当程度進展あり」となっております。 

 次に20ページを御覧いただきたいと思います。 

 政策分野17「漁村の健全な発展」でございます。 

 この政策分野17につきましては主要な指標が10ございます。全て「Ａ」または「Ｂ」になっ

ておりまして、要因分析が必要な指標はございませんでした。この結果、全体で見ますと

「Ａ」が６つ、「Ｂ」が４つということで判定は「③相当程度進展あり」でございました。 

 水産庁からは、以上でございます。 

○上田評価改善課長 それでは、委員の皆様方から御意見、御質問等いただければと思います

が、よろしくお願いいたします。 

○菅家水産庁企画課長 すみません、１点抜けました。 

 事前のレクの際に藤原委員から御質問をいただいておりまして、これについてお答えを申し

上げたいと思います。 

 18ページの15「水産資源の回復」の（１）の①「資源管理の推進」のところ、ここに関連を

いたしまして御質問を頂戴していたところでございます。 

 資源管理をする前提で資源の評価をいたします。魚種ごとに高位、中位、低位と３区分ぐら

いに位置づけをするわけでございますが、その区分の際にいかなる基準でそういった区分けを

しているのかという御質問を頂戴いたしました。 

 ここにつきましては、現在52の魚種、それから84の系群について資源の評価をしているわけ

でございます。この系群と申しますのは、１つの魚種の中でも産卵場とか産卵期、それから回
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遊経路といった生活史の一部、あるいは全部がほかと区別される群というようなものでござい

まして、したがって、同じ魚であっても、例えばマサバであっても太平洋系群とか、マサバは

マサバですけれども、先ほどのようなこういう区分によって太平洋系群以外に対馬暖流系群と

か、こういうふうに区分をして資源評価をしております。 

 現在52魚種84系群について資源の評価をしているわけでございますが、これ全体につきまし

て統一的な基準があるというわけではございませんで、魚種ごとに見ていくということ、そう

いう方法でとっております。その際にそれぞれの魚種ごとに過去20年以上の漁獲量とか、ある

いは資源量の推移からして、今どういった位置にあるのかということを相対的に判断するとい

うことをやっております。 

 例えば、過去の資源量の 大値から、 小値、こういったものを３分割して、今どの立ち位

置にいるのかと、こういったやり方で高位、中位、低位と判断をしておるわけでございます。

そういった判断の結果出てきたものを外部の有識者の御意見も踏まえながら整理をして、高位、

中位、低位と位置づけて毎年評価をしているということになっております。 

 その結果として、先ほど申し上げましたように、25年度におきましては４つの系群が低位か

ら中位に上がったのですけれども、一方で中位から低位に下がってしまったものが５つござい

まして、差し引きマイナス１ということで１つ数字が下がっていると。その結果、57.1％とい

う実績値になったということでございます。 

 以上でございます。 

○上田評価改善課長 それでは、委員の先生方から御意見、御質問ございますか。 

 左近委員、お願いいたします。 

○左近委員 個別のことではないのですけれども、全体見渡して改めてですけれども少し思っ

た感想ですけれども、農林水産省の政策全般見渡して、非常に外的な影響が強い政策分野が多

いなと改めて思います。それは気象であったりとか資源であったりとか、食生活であったりと

か、あるいは外国からの輸入の影響だったりとか、いろいろなものがあると思うのですけれど

も、改めて、仮に外的要因の影響が強いものであっても、あるいは大きいものであっても、政

策課題として解決すべき、あるいは達成すべきものというものに関しては、そこはブレずにと

いうのでしょうか、きちんと政策目標としては、特にこういう実績評価の枠組みの中では外的

要因が多いから目標として外す、あるいは指標として見直すというのは、基本的には余り考え

ないほうが、あるいはそうしないほうがよいのではないかなと。あくまでも成果というのが大

事なので、そこのところはブレないようにしていただきたいなと。 
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 もう一つが仮に外的要因が多いような分野であっても、実際どういう取組をしたのか、ある

いはその取組が効果的であったのかというところの説明については、全体としてもう少しあっ

たほうがいいかなと思われます。 

 それを踏まえて、では仮に外的要因の影響が多い中で今の取組では過不足があるのかないの

か、連携が必要なのか、あるいはやり方の見直しが必要なのか、予算が必要なのか、制度の見

直しが必要なのか、そこまでできるだけ具体的に外的要因が多いからできなかったではなくて、

ではどうすればいいのかというところまで少し踏み込んだような形の検討ですね。仮にそれが

省の判断だけではできないものであったとしても、その方向性ないしは考え方みたいなところ

まで未達成なものに関して、特に外的要因の影響が強いところに関しては少し考えてみてはい

いのではないかなというような気がいたします。 

 その上で非常に厳しいものに関しては、目標値に問題があるという可能性もありますので、

それを検討するというような、少し踏み込むような形での分析があると、この目標未達成、特

に目標未達成の部分の改善のところに資するのではないかなと思います。全般的なことですの

で、特にご回答を求めるというよりは今後の対応ということでご参考にしていただければと思

います。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 貴重な御意見ありがとうございます。今後の政策評価のやり方について、

委員の御意見も踏まえながら実施していきたいと思います。ありがとうございます。 

 ほかに委員の先生方から何かございますか。三谷委員、お願いいたします。 

○三谷委員 16ページの「林業の持続的かつ健全な発展」の中の③で「林業労働安全の向上」

ということで、こちらに「林業労働死亡者数」ということで出ています。私は社会保険労務士

もしている関係で、農業の分野、それから農林業全体でしょうけれども、割とここにもあるよ

うに、労働災害の発生率が高い業種であるということで政府の労災保険制度においても事故率

に対応した形で労災保険料率高い業種になっていると。中でも林業は も高いと認識している

のですが、今日資料を持ってこなかったのですけれども、ついこの間、同業の方の農業関連に

かかわる労働災害を減らそうという組織「日本農業労災学会」（会長 三廻部眞巳）が今立ち

上がるところでございまして、実は同じ労働災害の危険率の高い建設業関連は20年前、30年前

に比べると、労働災害の発生割合が非常に低下してきているんだというデータが出ております。

しかしながら、農業関係においては横ばいで、機械等の近代化で機械等の操作においても安全

面に配慮したような高機能、そういった機械等の製造がなされているにもかかわらず、農業関
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連の労働災害は減っていないというようなデータが発表になってございました。思うに、建設

業関係は、特に公共工事などを担うということにおいては、労働災害が多発している業者は受

注がとれないというようなこともあって、企業が労働安全教育に関してかなり熱心に取り組ん

でいるという状況も大きな災害の減少に寄与していると思うのですけれども、農林業において

は、そういった自主的な取組の機会が非常に少ないのではないかと感じております。ここは厚

労省の関係かとは思いますけれども、制度的にもう少し労働安全教育、安全衛生教育に関して、

国がもう少し踏み込んでかかわって災害を減らすような仕組みを農水省も含めてご検討いただ

きたいなということで、農林分野における死傷者数をもう少し減らす取組が必要なのかなと。

今日データを持ってこられればよかったのですが、ここ二、三十年間ほとんど、多少ブレがあ

っても死傷者数等が減っていないのがこの分野だというデータがございましたので、ご検討い

ただければと思います。 

○上田評価改善課長 速水委員、お願いいたします。 

○速水委員 関連して。今の労働安全災害の問題ですけれども２点気になることがありまして、

１点は近年安全の教育に使う教科書のレベルが非常に低下しているような気がするんです。い

ろいろなところからそういう苦情が出ていまして、かなり根本的な間違いがあったりして、そ

れは多分林業、それをつくっていらっしゃる組織の中に林野庁の関与が非常に低くなってきた

現状があるのではないかなと思いまして、少し林業の専門的知識を持った方がそういう林業の

労働災害用の教科書をつくるときに関する関与を強めてもらわないと、ちょっとした誤字脱字

じゃない間違いがしばしば見られるようなのがあると私は感じております。 

 それから、死亡者数の変化には、これは全く関係ないのですけれども、事故率、強度率など

を出すときに、当然労働日数と事故の数で計算するのですけれども、林業の場合、事後の届け

出も許されるという部分がありましたよね。作業終わった後、１週間以内か何かに出せばいい

みたいな。事故が無ければ余り、ずっと継続して作業している人は当然そういうことあろうが

なかろうが出し続けるのですけれども、間断的に作業される方が適切に出していない場合も可

能性として出てくるわけです。そういう問題が見ていると起きてきて、結局分母のほうが小さ

くなるので事故率が高くなるという現象もあるので、申請の出し方というのをもう少し考えて

みたらどうだろうかという気がしています。 

 もう１点、さっきの松くい虫、松枯れに対する対応ですけれども、今住民が薬剤散布を嫌が

る、反対されることが多くて、 近は散布しないで枯れた木をくん蒸していくことが多いと思

うのですけれども、その場合と薬剤散布した場合の被害の発生率の違いというのはかなり明確
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に今出ているのでしょうか。そこを教えていただければありがたいなと思います。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。大山委員、お願いいたします。 

○大山委員 水産庁のことで質問というか、教えていただきたいのですが、Ａ３の用紙の 後

の20ページの「17．漁村の健全な発展」の（２）の「水産物の消費拡大と安全な水産物の安定

供給」の①の（ア）と（イ）なんですけれども、両方「Ａ」評価ですから、余り備考や注釈を

書かれていないかもしれないのでお聞きしたいのですが、消費量はおおむねほぼ横ばいという

か、劇的に減ることはないと。それから、（イ）のほうが私も不勉強でイメージがつかめない

ので教えていただきたいのですけれども、「個人経営体の漁労外事業収入及び漁労収入のうち

直売所・自家販売」というのは、69万円の目標値に対して90万円と増えて、おおむね有効です

よね。これは所得的に言うと増えることは良いことと単純に思う反面、その前の19ページの

「新規漁業就労者数」は、いわゆる去年１年間アベノミクスで好景気になって他産業へ人材が

流れたことも考えられるとあって、この３つは因果関係上、単純には分析できないのだと思う

のですけれども、要はあまり漁業をやる人が増えない中で、何か工夫をして平均単位収入みた

いなのは上がる傾向にあると読めるのかどうかというようなことを注釈がない中でお聞きした

いなと思いまして、私の不勉強ですみません。特に個人経営体の漁労外事業収入のイメージと

あと漁労収入のうちの直売所・自家販売というもののイメージが分からないものですから、簡

単にでもいいので教えていただければと思います。 

○上田評価改善課長 ほかにございますか。畠山委員、お願いいたします。 

○畠山委員 水産現場の人間として新規漁業者が減っているということですよね。これは漁業

者だけ、漁業に携わるということは単にお金だけの問題ではなくて、そういうことが好きだと

いいますか、生きている魚をすなどることが好きだという連中が多いわけですから、それは単

純にはいかないことなのですけれども、現場で今深刻な問題は、地盤沈下でやっと土地の造成

が終わって、水産加工場関係が随分立ち上がってきていますよね。そうしたら、水産加工場で

働く人たちがなかなか集まらないという今現実があるわけです。今まででしたら海辺は水産加

工業に従事する人たちがすごく多かったわけですよね。でも、やっと工場ができて、それとい

うことで募集をかけても、なかなか人が集まらない現実が来ていますので、そのことに対して

水産庁としてもどのようにお考えで、どういう手立てをお考えであるかをお聞きしたいと思い

ます。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 
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 それでは、今いただいた委員の先生方の御質問に的確に簡潔にお答えいただけますか。よろ

しくお願いします。 

○佐藤林野庁企画課長 林野庁でございます。御指摘ありがとうございます。 

 特に労働災害についての御指摘でございましたが、御指摘ありましたとおり、林業につきま

しては、ほかの産業に比べましても労働災害発生率が高くなっております。ただ、建設業に比

べても、実はもともとかなり高い水準にございまして、建設業も減らしてきましたけれども、

林業もかつてに比べれば下がってきております。ただ、 近下がり方が弱くなっているという

のは御指摘のとおりだと思います。 

 林野庁といたしましては、従来から労働災害防止ということで新規就業者も含めた各種研修、

県が行う安全巡回指導等への支援、労働災害防止のための装備の導入等について支援しており

ます。さらに 近は新しい機械がいろいろ導入されています。新しい機械が導入されると、手

作業でやっていたときよりは安全だという面もあるのですけれども、逆に新しい機械を扱うこ

とによる危険といったものもありますので、特にそういった高性能林業機械の業務従事者に対

する特別教育の受講支援等々の総合的な対策を講じているところでございます。 

 あともう一つ、先生から御指摘がありましたとおり、事業体経営者の方々の意識を高めてい

ただくということも非常に大事だと思っておりますので、今後とも経営者に対し、安全活動へ

の指導を徹底するよう要請するとともに、特に死亡災害が多発しているようなところについて

は調査をするですとか、そうした経営層を初めとする組織全体の安全意識を高めるための取組、

こういったことも重要だと考えております。 

 その中で速水委員から教科書のレベルが低下しているというお話がございました。安全問題

については、基本的には厚生労働省、あるいは林災防という関係機関ですけれども、ただいま

厚生労働省のほうで27年度からの適用を目指して、林業労働災害防止のための新たなガイドラ

インの策定に向けた検討を行っているところであり、この検討作業につきましては、林野庁も

技術的な助言者として参画するなどしております。 

 また、教科書につきましては、林災防におきまして平成25年度にテキストの作成委員会とい

うのをつくって、今までの教材の問題点を検証しながら、随時教材の改善に取り組んでいると

ころですが、林野サイドでは独立行政法人の森林総研の研究職員等が参画しています。さらに、

必要に応じて林野庁もオブザーバー参加するということにしておりますので、林野庁としても

引き続き厚生労働省や林災防等の関係機関と連携、協力しながら林業労働災害の防止に努めて

まいりたいと考えております。 
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 もう一つ、事故の届け出についての御指摘がございました。これにつきましては、厚生労働

省のほうで把握されていることでございますけれども、事故発生時の報告等を怠ることのない

よう、引き続き林業事業体を指導してまいりたいと考えております。 

 あと松くい虫についての御指摘がございました。松くい虫につきましては、薬剤を散布した

場合の統計そのものについてということでは無いのですけれども、例えば、今まで散布してい

たところについて住民の反対があってやめましたといった地区がありますと、その地区では直

後ぐらいから被害が増えるわけです。ということですので、そういった形で目に見える形でや

らなければいけないということが分かっていただけるのではないかと思っております。 

 林野庁からは、以上でございます。 

○菅家水産庁企画課長 水産庁でございます。 

 まず、20ページの（２）について御質問あったところでございます。 

 （イ）のところで漁労外事業収入とそれから漁労収入のうち、直売所・自家販売ということ

ですけれども、まず漁労外事業収入と申しますのは、漁労収入、魚を獲る活動による収入以外

の水産加工業を営んでいることによる収入とか、民宿の経営とか、あと遊漁船を営んでいる釣

り船を営んでいる方もいらっしゃいますし、あとそういう漁業と農業を一緒にやっている方も

いらっしゃいますので、そういうことによる自営収入を漁労外事業収入と言っております。 

 それから、漁労収入のうち直売所・自家販売ですけれども、まさに直売所とか道の駅とか、

ああいったところで水産物を売ることによる収入、これは獲った魚を売るので漁労収入という

ことに入るわけでございます。それから、自分のうちの店舗を構えて売るとか、あと通信販売

とかインターネットとか、こういったことによる自家販売による収入も自分で獲ったものを売

る収入なので漁労収入ということにカウントしておりますけれども、これを合わせた数字を目

標値として掲げているということでございます。 

 それから、漁業をやる人がなかなか増えない中でという御指摘ですけれども、これに対する

答えというか、方向性の一つは、水産物の付加価値を向上して同じ魚１匹売るにも付加価値を

なるべく付くような形で持っていくことによって、より多くの漁業収入が得られるように、あ

るいは６次産業化ということも１つあるのだろうと思います。 

 それから、漁業者全体を増やすということはなかなか難しいのですけれども、その中でもな

るべく新規の方に入っていただくことによって、実際水産業に携われる方の年齢階層というも

のは放っておけばどんどん高年齢化していきますので、そこにより若い漁業者に入っていただ

くということは、全体として増えない中でもそういうことをやっていくというのは、非常に意
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味のあることだと考えております。 

 それから、被災地での水産加工業の復旧に伴う労働力の確保について、御指摘がございまし

た。これは非常に重要な問題でありまして、せっかく復旧に伴って、水産加工業の工場とか、

そういうハードが整ってきたのはいいのだけれども、人がなかなか集まらないんだという話は

結構聞くところでございます。これについて、予算で人が集まるようにということを直接支援

するのはなかなか難しいのですけれども、１つのこういったことの答えになるのかもしれませ

んが、結構水産加工業の現場というのは外国人の方が技能実習生という形でたくさん入ってお

られました。宮城県や岩手県にもおられるところでございます。この制度が今拡充の方向で見

直しが進んでいるところでございまして、業種の工場の規模ごとに受け入れ人数というのが制

限がかかっているわけでございますが、優良な団体、優良な技能実習者につきましては受け入

れの人数を拡大するとか、あと現在は３年間ということで技能実習が認められているのですけ

れども、この３年につきましても優秀な方については５年まで延長するといった方向で今法務

省、厚生労働省のほうで見直しが進められておりまして、来年あたりには法案化されて実施の

段取りになるのではないかと考えてございますが、こういった制度も活かしながら、ぜひ被災

地の水産加工業の復興ということに我々もしっかり関与してまいりたいと考えております。 

○上田評価改善課長 いただいた意見、一通り御説明させていただいたところですが、ほかに

ございますか。 

 大山委員、お願いいたします。 

○大山委員 １つだけ。今日時間がないと思うので、分からなかったら後で教えていただくの

で構わないのですけれども、さっきの個人経営体とか漁労外収入の販売実額が増えているじゃ

ないですか。例えば、原油の値段とかが１ドル80円だったのに去年なんか104円とかになって、

かなりコストの上乗せになって、それを転嫁しているからちゃんと販売実額の額が増えている

のかとか、そういう細かいことで、政策評価の数値のアウトプットの中では分析になっていな

いのかもしれないのですが、そういうことも気になったものですから、もし、いつか分かれば

教えていただけたら大変ありがたいなとは思っています。 

○菅家水産庁企画課長 すみません、ちょっと勉強させていただければと思います。 

○大山委員 ありがとうございます。 

○上田評価改善課長 藤原委員、お願いいたします。 

○藤原委員 藤原です。 

 農業と漁業は、人材育成の指標の中で新規就農、就労者の人数書いてあるんです。林業の場
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合は、ニューフォレスターの育成人数ですけれども、この間ＮＨＫのニュースで林業、新規の

就労者が若年の方が増えているか、相対的には先ほどもあったように、そういうのがありまし

たので、何か林業のほうもそういう新規就労者の人数を出していただくほうが分かりやすいの

ではないかなと思います。それぞれ何か育成に関して補助金出していたりしますよね。だから、

その効果がそれぞれの業種によって若年者の就農に反映しているのかどうなのかということも

見やすいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○佐藤林野庁企画課長 ありがとうございます。 

 今御指摘いただきましたとおり、 近の統計で林業従事者数で見た場合ですと、昔は15万人

ぐらいだったのですが今５万人ぐらいに減っています。ただ、 近は５万人ぐらいで横ばい状

態で、一方で新規就業者数については、特に過去10年ぐらい見ると非常に増えております。ち

ょうどこの10年間ぐらい「緑の雇用」事業という新規就業者に対する支援措置を講じて、それ

を充実させてきており、そういった意味では、指標にはないのですけれども非常にいい効果を

上げているということだと思います。なぜ今まで指標になかったかということも含めて過去の

経緯等を確認しまして、今後どうするか検討させていただきたいと思います。 

○上田評価改善課長 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、林水の分野についてはこれまでとさせていただきまして、 後でございますが、

農林水産分野の研究開発の総合評価書について御説明させていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○松尾技術会議事務局技術政策課長 農林水産技術会議事務局の技術政策課長の松尾でござい

ます。よろしくお願いします。 

 資料５に基づきましてご説明申し上げたいと思います。 

 前回、骨子案で御説明させていただきましたけれども、平成22年の３月に私ども農林水産研

究基本計画というものを策定しておりまして、この基本計画に基づき研究開発を進めておると

ころでございます。 

 この基本計画では６研究領域を設定して、それを13分類に分けて28の重点目標を定めており

ます。資料の別紙１にその28の重点目標をお示ししておりますけれども、例えば「食料安定供

給研究」においては、「地域の条件・資源を活かした高生産性水田・畑輪作システムの確立」

等々の研究テーマといった課題が設定されているところでございます。 

 今回、この研究基本計画を見直すということになっておりまして、26年度末に期限を迎えて

いるということで、この見直しに資するため、重点目標ごとに22年度から24年度までの３カ年
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間の期別の達成状況を各事項に含まれる諸課題の進捗状況も考慮いたしまして検証して各目標

を全体的に俯瞰するという総合的判断を行いました。 

 評価に当たりましては、農林水産技術会議の下に学識経験者や農業者の方を構成員とした評

価専門委員会を設けて、その重点目標の進捗状況の検証を行いました。 

 別紙２を御覧ください。別紙２に28重点目標についての判定を整理してございます。「Ｓ」

「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」の４段階としておりますけれども、「Ｓ」は特に計画を上回って進捗して

いる。「Ａ」は順調等々、この判定基準、右の下のほうに書いてございますけれども、こうい

った判定をしているということでございます。 

 判定結果は、28のうち３つの目標につきましては計画を上回って進捗している「Ｓ」でござ

いまして、残りの24の目標につきましては全体として順調に進捗している、１つの目標につき

ましては進捗がやや遅れているという「Ｂ」評価になってございます。 

 この研究基本計画の目標全体の進捗状況につきましては、一部の研究開発において研究の出

口までの見通しが十分でなかったこと等から研究を途中で中止した課題といったものも見られ

ますけれども、総じて申し上げますと順調に進捗しているとされたところでございます。 

 この研究基本計画の重点目標に関する評価結果につきましては、総合評価として、この農林

水産省第三者委員会の委員の先生方にもご検討いただき、ご助言を賜ることになっております。 

 続きまして、ここからは個別の重点目標の検証結果の概要につきまして簡単に御説明いたし

ます。 

 別紙３に文章編といたしまして、進捗状況と検証評価をまとめております。その参考といた

しましてパワーポイント横の紙が図表等々を使って分かりやすく整理しておりますので、これ

を用いまして御説明をいたします。 

 まず、１ページ目を御覧ください。 

 一番 初の「食料安定供給研究」におきましては５つの中分類ございますけれども、全体と

して順調に進捗しております。１ページ目の全体の進捗状況、１から４については順調に進捗

ということで「Ａ」評価をしているということでございます。具体例を挙げますと、先ほど申

し上げましたけれども、生産コストを４割程度削減可能な「イネ-ムギ-ダイズ」の２年３作輪

作体系、これはちょっと専門的で申しわけありませんが、日本海側の産地でイネの後にムギを

裏作で植えて、その後にダイズを植えるという輪作のシステムがございます。西日本のほうで

すと、「イネ-ムギ」「イネ-ムギ」を繰り返す二毛作なのですけれども、２年で３つの作物を

植えるといったことでコストを下げるという技術開発をしました。 
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 それと、例示として挙げていますのは、高能率キャベツの収穫機をつくりましたといったよ

うなこともあります。ここにつきましては「Ａ」でございます。 

 ２番目につきましては、茎葉型発酵粗飼料というのですか、これは茎葉と籾を全部発酵させ

て家畜の餌にするのですけれども、そういった水稲品種といたしまして「たちすずか」といっ

たような品種を育成し、実際の豚の肉質や乳牛における給与可能レベル等を解明して、それを

現場の農家の方が使いやすいように飼料用米生産・給与技術マニュアルとして公表したという

ことでございまして、「Ａ」の評価をしているということであります。 

 ２ページ目を御覧ください。 

 次は園芸作物でございますけれども、保温性に優れた、高強度な次世代型パイプハウスでご

ざいます。 

 布団状の被覆資材を使いまして、暖房燃料費をこれまでの２重ハウスというのですけれども、

３分の１にまで低減可能な省エネ型のパイプハウスを開発したといった、こういう実例があり

ます。 

 それから、土壌の無毒化というのでしょうか、そういったものに臭化メチルというのを使う

のですけれども、その土壌くん蒸剤から脱客するために脱臭化メチル栽培技術といったものを

開発してマニュアルを作成しましたということでございます。これも「Ａ」評価にしておりま

す。 

 ３ページ目を御覧ください。 

 これが「食料安定供給研究」の１－１の 後でございますけれども、アジアで発生した口蹄

疫ウイルス、これは非常に怖い病気でございまして、全ての血清型に対する抗原検出方法を開

発した等々の成果が出ており、評価は「Ｓ」ということになってございます。先般も鳥インフ

ルエンザが九州で発生いたしましたけれども、迅速検査技術というものも開発をして、被害を

小さくとどめることができたというようなことでございます。 

 ４ページ目を御覧ください。１－２は水産関係です。昨日土用の丑の日ということもあって

ウナギが大分ニュースに出ておりましたけれども、ウナギの完全養殖を成功させましたという

大きな成果ではなかろうかと思います。 

 それから、効率的な漁業生産技術及び漁業形態の体質強化を図るためのシステムの開発とい

うことで、スサビノリのゲノム・遺伝子情報を解読して、ノリの品種を識別するためのＤＮＡ

マーカーを発見しました。この２つは「Ａ」評価でございます。 

 ５ページ目を御覧ください。 
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 高度生産・流通管理システムの開発ということ、これも全体として順調に進捗をしていると

いうことでございまして、ＧＰＳを活用した高精度な施肥機を開発しました。それから５ペー

ジの右の下のほうに書いてございますけれども、農業用アシストスーツといいまして、高齢者

の方や女性の方でも重たい荷物を容易にというのでしょうか、30キロぐらいの荷物を20キロに

感じさせて運ぶことができるようなアシストスーツをつくっております。これは今実証段階に

入っておりまして、これからの普及が期待されるということでございまして、これにつきまし

ても「Ａ」評価をしているところであります。 

 次は、６ページ目でございます。食品の安全と消費者の信頼の確保というようなことでござ

いまして、お米でカドミウムといったものが非常に問題になっておりましたけれども、これを

イオンビーム照射といいまして、放射線を当てることによって品種改良を行いまして、カドミ

ウムを吸わないコシヒカリといったものを作出いたしました。これは、秋田県とか富山県とか

新潟県、カドミウムに苦しんでいる産地にとっては、これは快挙になるというようなことでご

ざいまして、今後の普及が期待されるということでございます。 

 それから、消費者の信頼確保のための技術の開発ということで、さまざまな迅速にどこのコ

シヒカリか分かるようなものといったものを開発したということでございます。これは２つあ

わせまして順調に進捗ということで「Ａ」になってございます。 

 大きな話題の２つ目は「地球規模課題対応研究」でございます。これは、温暖化への対応と

それから国際的な協力といったものが２つの柱に分かれておりますけれども、７ページ目につ

きましては、これは温暖化対応の研究でございます。総じて順調に進捗といったことです。ま

ず１番目といたしましては、土壌中の炭素の動態を計算するローザムステッド・カーボン・モ

デルというのがあるのですけれども、これを日本型に改良いたしまして、予測精度を大きく向

上させたということでございます。 

 それから、バイオ燃料というと普通はエタノール等々が考えられますけれども、木質バイオ

マスに含まれていますリグニンを使って繊維を製造する技術を開発しております。この２つの

成果で「Ａ」評価をしております。 

 それから、８ページ目でございますけれども、開発途上地域の農林水産業の技術向上のため

に、全体として研究は順調に進捗をしていると。特にリン酸欠乏、これ肥料の三要素、窒素、

リン酸、カリウムがあるのですけれども、そういったところの欠乏耐性をもたらす遺伝子の機

能を解明したといったことで、途上国地域における生産性向上に寄与しているのではなかろう

かということでＡ評価をしてございます。 
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 ９ページ目でございます。「新需要創出研究」という大きな柱がございますけれども、これ

につきましても全体として順調に進捗しているのではなかろうかと考えております。 

 例えば、食品に含まれる機能性の解明をいたしまして製品化に結びつけているというような

ことが例示として挙げられております。ウンシュウミカンに特徴的に多いβ-クリプトキサン

チン、もう既に市販されておりますけれども、これは女性の骨粗鬆症の予防効果があるという

ようなことがございます。ミカン３個分を１日食べると本当はいいのですけれども、そうしま

すとカロリーオーバーになりますので、ミカン３個分のβ-クリプトキサンチンを濃縮する技

術を開発いたしまして、そういったことで市販化を進めているということでございます。 

 それから、２番目のところに書いてございますけれども、ブランド化、これは産地にとって

非常に重要な戦略の一つです。高品質な農林水産物・食品の開発をした例といたしまして、日

本麺用の小麦といたしまして「きぬあかり」等を育成したということを例示してございます。

これら３つのことで一応評価としては「Ａ」をつけております。 

 それと、10ページ目でございます。 

 新分野への展開ということで、さまざまな生物の機能を農業以外の分野でも活かすというよ

うなことをやっておりまして、これも全体としては順調に進捗してございます。例えば、絹糸

で人工血管をつくるということも出来ましたということでございます。普通は、フッ素樹脂の

チューブ等を使って人工血管使うのですけれども、これは血栓が出来やすいという欠点がござ

います。これを絹糸にすることによって、体とよくなじんで血栓も出来にくいというような人

工血管をつくりました。これはまだ実用化に向けてこれから進めていかなければいけませんけ

れども、将来こういった人工血管、絹糸の血管の普及が見込まれるということでございます。 

 それから、免疫不全ブタの作出にも成功しました。これはちょっと難しいのですけれども、

免疫機能を落としたブタを実験動物として用いまして、さまざまな抗体や医薬等の開発に有効

になるというようなことでございます。 

 以上を踏まえまして「Ａ」の評価をしてございます。 

 11ページ目でございます。 

 「地域資源活用研究」ということで農山漁村におけるさまざまな資源をどう使っていくかと

いったようなことについて評価してございます。これにつきまして、11ページ目の全体の進捗

状況を御覧ください。 

 １につきましては、進捗に遅れといったことがございます。２番目につきましては、全体と

して順調に進捗でございますけれども、１つ目は、農地・森林・水域の持つ多面的機能に関す
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る研究開発でございましたが、実を申しますと、この研究に参画していた研究開発法人で事業

仕分けによる指摘を踏まえまして研究の一部を中止したといったことで、この目標に対しては

進捗に遅れが見られているということでございます。これに伴いまして「Ｂ」評価としており

ます。２つ目につきましては、順調に進捗ということで「Ａ」評価をしてございます。 

 12ページを御覧ください。 

 ４－２でございますけれども、この２つのテーマにつきましても順調に進捗してございます。

森林が有する多面的機能を発揮するための森林整備・保全技術の開発ということで、人工林の

広葉樹林化に関する技術的な研究成果を取りまとめたガイドライン。これが一番大きな成果で

はなかろうかと考えております。 

 それから、木材の分野では２番目でございますけれども、１時間の耐火性能を有する木造建

築部材を開発したということで、これがもっと実用化が進んでまいりますと、木材を使って高

層ビルが建ちます。１時間ですとまだ足りないのですけれども、その糸口をつくったというこ

とでございまして、評価としては「Ａ」をつけております。 

 13ページでございます。「シーズ創出研究」ということで説明してございますけれども、こ

れは非常に難しい話でございましてあれなのですが、ゲノムの解読を進めたといったことで、

トマトの全ゲノム配列を解読したということに着目いたしまして、評価としては「Ａ」をつけ

ております。 

 それから、α-1,3-グルカンというのがございまして、多糖で表面を覆うことによって、イ

ネの生体防御システムの一つであるメカニズムを解明したということがございまして、評価と

しては「Ａ」をつけております。 

 繰り返しますけれども、農林水産生物の生命現象の生理・生化学的解明につきましては

「Ｓ」の評価をしているということでございます。 

 同じく「シーズ創出研究」の２つ目、14ページでございますけれども、ＷＥＢ版の農業景観

調査情報システムの開発と公開を行いましたといったことで「Ａ」をつけてございます。 

 それから、４つ目の項目といたしまして、気象データからイネの葉で働くほぼ全ての遺伝子

を予測することに成功したということでございまして、これにつきましても「Ａ」評価をして

ございます。 

 15ページ、これは「シーズ創出研究」の 後でございますけれども、植物遺伝資源と環境資

源の収集・保存・情報化と活用をしております。研究全体としては順調に進捗をしているとい

うことでございます。 
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 これは、今後の育種、品種改良に必要な育種の素材をジーンバンクにおいて保存しておるの

ですけれども、こういったもののデータベースをきちんとつくって、広く普及を図っていると

いうことで「Ａ」評価をしてございます。 

 後でございます。６番目の「原発事故対応研究」におきましては、22年の研究基本計画に

入ってございませんでしたが、３・11の原発事故を受けまして、追加的に対応したという研究

でございます。 

 大きく分かれまして、高濃度の汚染土壌をどうやって除染するかといったことだとか、それ

からモニタリングという２つの研究テーマがございますけれども、 初の高濃度汚染土壌の農

地周辺施設等の除染技術の開発につきましては、ここに書いていますとおり、畦畔表土削り取

り機、地面というか、放射性セシウムに汚染された農地の表土を剥がす機械だとか、それから

法面といいまして、傾斜をしているところの表土を削り取るというような作業機械を開発して、

もう既に福島の被災地と申しましょうか、そこではもう実用化されているという技術でござい

ます。 

 それから、お米や大豆、そば等で放射性物質の濃度が高まる原因といったものを解明して、

例えばカリウムの肥料をまけば有効ですよといった吸収抑制技術を開発してございます。そう

いったことを踏まえまして、評価としては「Ｓ」にしてございます。 

 それから、このような技術の開発の前に必要なモニタリングということにつきましても、農

地土壌の放射性セシウム濃度を分析して、そのマップをつくったというようなこともございま

して、これにつきましては評価「Ａ」にしてございます。 

 以上のような評価結果を踏まえまして、今後の新しくつくります研究基本計画における目標

全体の構成について検討してまいりたいと考えております。 

 なお、その見直しに当たりましては、現在同時並行で見直しが行われております食料・農

業・農村基本計画と歩調を合わせつつ、しっかり新しい研究基本計画を策定してまいりたいと

考えております。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○上田評価改善課長 それでは、時間が大分超過しておりますが、総合評価、農林水産分野の

研究開発について委員の先生方から御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いします。 

 速水委員、お願いいたします。 

○速水委員 ありがとうございました。鋭意すばらしい研究は進んでいるのですけれども、森

林に関して気になるのですが、先ほどのカラー刷りの12ページです。森林の広葉樹林化に関す
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るガイドラインの策定というものができて、それはそれでなかなかいい資料ですけれども、今

林業界で広葉樹林化のところで問題になっているのは、これから皆伐って、全部切ってしまう

ことは、かなり広がってきているわけです。そのときに、次の針葉樹を植えないで再造林をし

ないという、再造林放棄地というのが全国的に広がっていまして、そこに広葉樹が入ってきて

いる。ある意味後追い技術みたいなところなんです。それはそれで広葉樹林化するので、そう

いう技術もちゃんと確保しようという、そういう流れの中では正しいのですけれども、今度は

経営のほうから見ると、木材価格に再造林コストを見ないまま市場に売ってしまう丸太という

のが、当然再造林しなければ、そういう丸太がマーケットに出てくるわけです。片や一生懸命

再造林をしようという人がいると、それは当然木材価格は安いほうに流れますから、再造林コ

ストが出てこないのです。もうずばり悪貨は良貨を駆逐するという状態が今日本全国で起きて

いる。 

 そういう意味で、こういうものをつくるときに、本来であればもう少し俯瞰的な、広葉樹林

化することによって持続的な森林経営がどう影響するのか、あるいは阻害されている部分だっ

てあるのですけれども、そういう全体を見渡すような研究を一緒にやっておかないと、これ自

体は技術指針として大変結構な話だけれども、そういう経済性をしっかり見たような研究をや

っておかないと、これはこれで「Ａ」評価でいいのかもしれないけれども、本当は違うのだろ

うという感じがするんです。それは多分全体的にほかのもそうだと思うのですけれども、技術

開発の指針として目標を持ってやってくる開発はいいのだけれども、一体それが本当の農業に

どこまで影響するのかとかというところの 後の 後の評価みたいなものが必要だし、それを

普及させるための研究みたいなものも一緒にくっついていないと、こういう研究というのは、

生産者にとってなかなか評価されにくいのだろうという気がします。林業の場合はそういうこ

とが気になったので、今のような発言をさせていただきました。ありがとうございました。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 左近委員、お願いいたします。 

○左近委員 こういう研究開発の評価に関して、私個人が余りしっかり踏み込んで勉強させて

いただく機会というのは、これまでは余りなかったのですけれども、全体を見た感想としてな

んですけれども、横並びでこういう「Ａ」なり「Ｂ」なり「Ｃ」なりで全体を俯瞰できるとい

うような形での整理というのは良いと思われます。 

 一方で、この内容を見ていますと、実際の研究成果が世の中とか社会、人々にどう繋がって

いくのか、影響していくのかというところに関しては、公的研究である以上、非常に重要なこ
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とだと思いますので、その中で特に数字で示せるようなものですとか、あるいは数字で示せな

くても将来何に繋がっていくのかというところまで整理をしていただけると非常に分かりやす

い、もしくは公的資金を投じた価値というのが非常に可視化できるのではないかなと思います。 

 例えば、 初のところの生産費の４割程度削減可能な「イネ-ムギ-ダイズ」の２年３作輪作

体系を構築と書いているところなどは、例えば４割削減することでどれぐらいの価値を見出し

ているのかというのを試算としても恐らく出すことはできるだろうと思われます。そういうも

のが幾つか散見されております。 

 あるいはイワシ類の大規模な資源変動を概ね４年前に予測する技術を開発と成果としては書

いてある。研究成果としてはそうなのでしょうけれども、ではそれがどう繋がっていく、何に

プラスになるんだというところまで整理していただける、そこは、研究の成果からその先にま

で、まだステップはあると思うのですけれども、せっかくですので、そのあたりまで踏み込ん

でこういう評価の場面、もしくは今後のマネジメントの場面で意識していただけると非常に良

いのではないかなと改めて思いました。どうもありがとうございます。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。金子委員、お願いいたします。 

○金子委員 １点だけ。別紙１を拝見しまして、国がやる研究ですので、何らかのインセンテ

ィブを持たせて民間ではやりにくい研究というのに重点、比重があっていいのではないかと個

人的には思いましたので、１－４ですとか６－１という安全、特に農林、水産で見た場合に農

産物、水産物、私たちが食べるものですので、おいしいおいしくないとか経済ベースに乗る乗

らない以前の根本的な話として安全性の確保というのが自分を含めて次世代を考えた場合非常

に重要かと思いますので、１－１の５番とか、そういうのも関係あるなと思いながらお聞きは

していたのですけれども、もう少しそういうところを強く打ち出していただいてもいいのかな。

国じゃないと多分できない分野だと思いますので、それをお願いしたいという個人的感想でご

ざいます。 

 以上です。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 婦木委員、お願いいたします。 

○婦木委員 私は、この資料をいただいて細かくずっといろいろなものを見させていただいて、

非常におもしろい研究をされているのだなと非常に感心をさせていただきました。 

 昨日、日経新聞を読んでおりますと、ニュージーランドかどこかの乳業メーカーが北海道に
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大きい牧場をつくりますと。牛たちにやる粗飼料につきまして、それを独自で研究していくと

いう報道がありました。ニュージーランドの乳業メーカーは、本来牛は草で育てるものである

ので、その草を徹底的に研究してコストを下げた牛乳の生産をするんだというのが目標で日本

に入ってきたということです。 

 研究をされるときに、将来も含めてどういう農業像というか、そういうものを描いた上で企

業なんかは非常に集中的に研究していきますので、そういうやり方というのは、私らはそれを

聞いたときに、ああ、さすが企業は違うなという感じもしたのですけれども、そういう点で国

としてやる研究と企業でやるのは若干違うかもしれませんが、そういう企業が目指す、もちろ

ん営利がありますのであれなのですが、徹底した研究をされると思いますので、その点で残念

ながら遅れをとったら、これはあかんなという、そういうようなイメージを持ちました。 

 農業でも何でもですが、営利というのは 終的な目標になりますので、十分それに見合う、

そういう研究であってほしいなと思いました。 

 それともう一点ですが、これは全体を見渡させていただいて、私的外れなことを言うかもし

れないのですが、研究としては非常にすばらしいです。私自身が現場でおって、こういう部分

はどうなのかなと思ったのは、人に対しての研究というのが余りないなと思っている。この技

術なりいろいろなものを使うのは人ですよね。その人とそれから地域の組織だとか、いろいろ

なそういうものが 終的に農村の機能を高めたり、農業経営をすばらしい方向に持っていった

り、あるいは担い手をどういうふうにつくっていったりとか、そういう人に対する研究という

のがこの中に入れるべきなのかどうなのかというのは分からないのですけれども、そういう部

分の研究というのも是非いろいろな角度でお願いできればいいのかどうか分からないのですけ

れども、そういう部分にも着目をしていただいたらいいのかなと思いました。 

○上田評価改善課長 ありがとうございました。 

 それでは委員の先生方からいただいた意見に簡潔に御説明いただけますか。 

○松尾技術会議事務局技術政策課長 御指摘ありがとうございます。 

 何人かの委員の先生方からは研究の出口をちゃんと見ているのかというような御指摘があっ

たと考えております。この研究基本計画、ややもすると、シーズ研究というのですけれども、

シーズのほうからアプローチをしていまして、こういう研究テーマをつくったという反省点が

あるのではなかろうかと思っています。今後の新しい研究基本計画を定めるに当たりましては、

先ほどどのような農業像を描くのかとか、どういった農村の課題に対して、どういった問題を

解決していくのかといったようなことに着目いたしまして、バックキャスト型と今我々は言っ
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ているのですけれども、ニーズのほうから研究開発を進めていくようなものに体質を切りかえ

ていく必要があるのではなかろうかと考えてございます。そういったことによって、今回の研

究基本計画は「これをやりましょう」、「出来ました」で終わっている、ではなくて、「これ

が出来ましたので使ってもらえるようなものをちゃんと作ります」といったものに変えていく

必要があると強く思っておりまして、次の研究基本計画でそういったものを盛り込んでまいり

たいと思います。 

 あとガイドラインのお話がございました。これも本当に技術開発のみで言っておりまして、

現場での評価というのは十分ではなかったのではなかろうかと思いますので、そこにつきまし

ては社系、社会科学系の研究者等も含めまして、どんな改善策があるかにつきまして検討して

まいりたいと思います。 

 それから、金子委員から目標についてお話がございました。これは実を申しますと、オール

ジャパンの研究基本計画だと我々は標榜しておりまして、国がみずからやるもののみではない

のですけれども、こういった大きな方向づけをする以上、役割分担をはっきりさせなければい

けないと考えてございます。したがいまして、今後の研究基本計画におきましては、こういっ

た目標を定めまして国が主に担うべき研究、それ以外のものにつきましては何らかの形で峻別

できるようなものにできればいいのかなと考えてございます。 

 大体以上でございます。 

○上田評価改善課長 よろしいでしょうか。 

 それでは、先ほど大山委員から御質問があった件について水産庁から簡潔に御説明願います。 

○菅家水産庁企画課長 すみません、先ほど大山委員からの御質問でデータを確認いたしまし

たので、御説明申し上げます。 

 この実績値が非常に高くなりましたのは、これは漁労外事業収入が非常に伸びたためでござ

いました。漁労外事業収入というのは、先ほど触れましたけれども、民宿業とか遊漁船、釣り

船とか、あるいは漁業の傍ら農業もやっておられる場合の農業収入とか、こういった自営収入

がふえたことによるものでございまして、もし、直売所とか自家販売、こちらが伸びてトータ

ルが増えたということであれば大山委員がおっしゃるようなことだったのですが、残念ながら、

そういう結果ではございませんでした。ただ、まさしく私どもの政策の方向性といたしまして

は、大山委員がおっしゃるような、そういうコストが高くなっても、それを適切に消費者に評

価していただけるように、うまく転嫁をして収入を確保していきたいということでございます

ので、そういった方向性で我々努めてまいりたいと考えております。ありがとうございました。 
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○上田評価改善課長 それでは、予定していた議事は以上でございますが、よろしいでしょう

か。 

 それでは、時間を大分超過してしまいましたが、本日の議事は終了ということで、限られた

中での説明、意見交換となりましたが、以上で平成26年第２回農林水産省政策評価第三者委員

会を終了させていただきたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 
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