
 

 

 

 

 

 

 

平成２７年 

農林水産省政策評価第三者委員会 
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農林水産省大臣官房評価改善課 

 



平成27年農林水産省政策評価第三者委員会 

議事次第 

 

 

日時:平成27年７月29日（水）13:00～16:15  

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27年度実施施策に係る事前分析表（農）について 

（ 2 ） 平成27年度実施施策に係る事前分析表及び平成26年度実施施策に係る政策評価書

（林、水）について 

（ 3 ） 総合評価書骨子（統計）について 

 

４ 閉 会 
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○宮尾評価改善課政策情報分析官 それでは、まだ時間は早いですけれども、委員の皆様方、

お揃いになられましたので、平成27年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。 

 本日は、委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ大変貴重な時間をつくっていただ

きましてありがとうございます。 

 初めに、石田政策評価審議官から御挨拶させていただきます。 

○石田政策評価審議官 政策評価審議官の石田でございます。お暑い中、皆様お集まりいただ

きまして、ありがとうございます。 

 昨年もこの時期に開催させていただきました。その際、「食料・農業・農村基本計画」を策

定中である旨を御説明させていただきましたけれども、本年３月、新しい「食料・農業・農村

基本計画」が策定されました。それに先立ちまして「農林水産業・地域の活力創造プラン」を

策定しておりましたので、それを踏まえ、例えば輸出の拡大、農地中間管理機構のフル稼働、

あるいは米の政策改革、農協等の改革、といった今後の施策の方向性をこの基本計画の中で明

らかにさせていただいたと考えてございます。 

 政策評価については、この新しい「食料・農業・農村基本計画」の政策に沿いまして、政策

の効果に着目した達成すべき目標を設定するとともに、それらの目標に対する実績を測定して、

その節目ごとに達成度合いを評価します。 

 本日は、農業分野では、従来からの政策の継続性にも十分留意しながら、新しい「食料・農

業・農村基本計画」に沿った測定指標を新設、又は見直しを行うといった目標設定について、

それから、林野・水産分野では現行の基本計画に沿った目標設定や実績評価について、 後に、

統計分野の総合評価の骨子（案）につきまして、御議論をいただくこととしております。 

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。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

 本日は政策評価第三者委員の９名の方、それから農林水産省行政事業レビュー外部有識者１

名の方に、お忙しいところ御出席いただいております。 

また、本委員会の資料につきましては、配付資料一覧とともにお手元に御用意させていただ

いております。不足等がございましたら、挙手をいただければ対応させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 
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 なお、本資料につきましては、この会議の終了後に農林水産省のホームページで公表するこ

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

で、発言者の御氏名とともに公表することになっておりますので、あらかじめ御了承いただき

たいと思います。 

 それでは早速ですけれども、資料１「農林水産省政策評価基本計画」、資料２「平成27年度

農林水産省政策評価実施計画」について御説明させていただきます。今回の委員会の趣旨は、

先ほど審議官からも説明がありましたので、簡単に御説明させていただきます。 

 まず、資料１の農林水産省政策評価基本計画でございますが、１ページの基本理念の下のほ

うに 近の情勢をまとめてございます。農林水産行政については、平成25年12月に農林水産

業・地域の活力創造プランが策定されました。さらに、このプランは平成26年６月に改訂を行

っておりまして、先ほど審議官からお話のあったように、平成27年３月には食料・農業・農村

基本計画を農林水産省において策定しております。 

 それから、政府全体では、政策に対する成果目標（アウトカム）を設定し、達成状況を把握

して成果を示す等の対応が進められておりまして、これに加え、農林水産省においては、食

料・農業・農村基本計画に基づいた成果目標の設定をさらに充実させる対応を行ってきている

ところでございます。 

 農林水産省政策評価基本計画の計画期間でございますが、２ページの中央にありますように、

平成27年度から平成31年度までの５年間となっております。 

 それから、３ページに、政策評価の基本的な方式をまとめておりまして、実績評価について、

定期的にその目標に対する実績を測定する旨、記載しているところでございます。 

 続いて資料２の平成27年度農林水産省政策評価実施計画でございます。こちらは１ページに

ありますように、計画期間を平成27年７月17日から28年３月31日までと規定しております。 

 次に、３ページにある政策評価体系に沿って評価を実施していくことになります。これは食

料・農業・農村基本計画等を踏まえた政策評価体系になっております。お手元の資料３「政策

評価体系及び各政策分野における目標・指標一覧」で、食料・農業・農村基本計画の構成、そ

れから基本計画を踏まえたそれぞれの評価の柱を整理しておりますので、本日はこれに沿って

御説明させていただきます。時間の関係がありますので、資料１、２の説明は以上とさせてい

ただきたいと思います。 

 それでは、本題に入らせていただきます。 

まず、議事の１つ目「平成27年度実施施策に係る事前分析表（農）」についてでございます。 
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この中でまずは政策分野①から④及び⑮について担当から御説明させていただきまして、そ

の後、意見交換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、説明につきま

しては簡潔にさせていただき、意見交換の時間をできるだけとりたいと思いますので、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・安全局消費・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Ａ３で配っております資料３を用いまして御説明させていただきます。 

 早速ですが、１ページ目に新たな食料・農業・農村基本計画の構成に沿って作りました新た

な政策評価体系のうち、政策分野①について御説明いたします。 

 新たな食料・農業・農村基本計画の構成の中央のカラムのところの一番上です。（１）国際

的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保、これをそのまま政策分野の①と

して設定しております。 

 次の２ページでございますけれども、この政策分野の①につきましては８つの指標を設定し

ております。中央から少し右に指標というカラムが縦に並んでいます。本日は見直しを行いま

した指標２つ、それから新たに設定しました指標１つについて御説明いたします。 

 まず、指標の欄の上から３つ目のア「ガイドラインに則したＧＡＰ導入産地割合」でござい

ます。前年度までは「ＧＡＰの導入産地数」と「ガイドラインに則したＧＡＰの導入産地数」、

２つの指標を設けておりましたが、取り組みの状況にばらつきがあるので、ガイドラインに則

したＧＡＰの導入を進めると今回の基本計画で新たに記述しましたので、こちらだけを指標と

いたしました。 

 また、目標年度を平成27年度から平成30年度に延長し、産地数を産地割合に変更しておりま

す。 

 次に、指標の欄の上から７つ目のア「生産者における農畜水産物の出荷記録の保存（基礎ト

レーサビリティ）の取組率」でございます。これにつきましては、これまでの実績値を考慮い

たしまして、目標年度を平成27年度から平成31年度に延長し、取組率を100％としておりまし

たものを75％に見直しております。 

 それから、その下のイ「流通加工業者における入荷品と出荷品の相互関係を明らかにする記

録の保存（内部トレーサビリティ）の取組率」につきましては、今回の食料・農業・農村基本

計画で新たに記述したことから、指標として新たに設定したものでございます。 
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 なお、指標の欄の上から４つ目のイ「中小規模層の食品製造事業者におけるＨＡＣＣＰ導入

率」、これにつきましては平成26年度の実績値が確定したことから、この資料３には載ってお

りませんけれども、年度ごとの目標値を再設定しておりますので、事前に御説明した際の数字

を変更して、資料４に記載しております。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○深水食料産業局企画課長 引き続きまして、食料産業局企画課長の深水でございます。政策

分野の②③④、それから政策分野⑮について、御説明させていただきます。 

 まず、政策分野の②でございます。資料３の１ページですが、政策分野の②と③と④、それ

ぞれ新たな食料・農業・農村基本計画の構成の中の２つ目、３つ目、４つ目の柱をそのまま政

策分野として立てております。 

 今回、当局取りまとめの政策分野が４つございますので、新設の指標を中心として御説明さ

せていただきたいと存じます。恐縮でございますが、また２ページにお戻りねがいます。 

 政策分野の②「幅広い関係者による食育の推進と国産農産物の消費拡大、「和食」の保護・

継承」ですが、政策分野といたしましては、今回の政策評価体系の見直しに際しまして新たに

設けられたカテゴリーでございます。 

この政策分野におきましては、２ページ目の②にありますように、全部で５つの政策分野に

係る測定指標を選定しております。ただ、政策分野としては新たにまとめたところですけれど

も、この政策分野に係る施策についてはこれまでも継続して実施しております。そのため、こ

の施策に対応する測定指標といたしましては、従来の指標を継続して選定しております。 

 目標年度につきましては、５つ目のイ「一人当たりの米の年間消費量」につきまして、目標

値の年度を食料・農業・農村基本計画全体の目標年度である平成37年度に合わせておりますの

で、その平成37年度に合わせた目標数値及び目標の年度に見直しを行っております。それ以外

につきましては、基本的に従来からの目標を踏襲しております。 

 恐縮でございますが、３ページに移らせていただきます。 

 政策分野の③「生産・加工・流通過程を通じた新たな価値の創出による需要の開拓」でござ

います。この中では測定指標といたしまして、（１）の６次産業化等の関係で６つの指標、そ

れから（２）の食品産業の競争力に係るものとして４つの指標を選定しております。１つを除

いて継続することとしております。新設する指標は、①のカ「地理的表示が登録されている都

道府県の数」を設定しております。これにつきましては、地理的表示保護制度が昨年６月に法

律が成立しまして、今年の６月から制度として施行しているところでございます。それに伴い
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まして、この地理的表示保護制度の広く普及・周知を図って、活用を促すことが喫緊の課題と

なっていることから、このような測定指標を設定したところです。 

 今回、これまでにない、全く新たな制度であるということもあり、まずはリーディングケー

スとなる実績を作るという観点から、各都道府県で事例を１つずつ登録していただくという目

標を設定し、この５年間で取り組んでいきたいということで、測定指標を選定いたしました。 

 政策分野の④に移らせていただきます。「グローバルマーケットの戦略的な開拓」でござい

ます。グローバルマーケットの戦略的な開拓につきましても、今回の政策評価体系の見直し、

食料・農業・農村基本計画の改定を受けまして、新たに新設した政策分野のカテゴリーでござ

います。輸出の促進、食品産業の海外展開、知的財産の戦略的な活用等を進めていくという観

点で、それを適切に評価するための測定指標を設定する観点で選定しております。 

 測定指標につきましては、輸出、それから海外展開、知的財産の活用、合わせて６個の測定

指標を選定しております。このうち３つが新設の指標でございます。この新設の指標のうち、

１つは先ほど御説明させていただきました、「地理的表示が登録されている都道府県の数」で

すので、先ほどの御説明のとおりとさせていただきまして、あと２つは、上から２つ目、

（２）の②のアですが、「海外展開の支援事業を通じて得た知識・人脈等がその後の企業活動

に活かされたと評価される割合」、それから一番下の「植物品種保護制度に関するＡＳＥＡＮ

各国での研修・セミナー開催回数」です。 

 まず前者ですけれども、これはアジアにおける我が国食品産業の現地法人数とともに、食品

産業の海外展開の促進という目標を達成するための指標として設定したところです。農林水産

省においては海外展開を促進していく観点から、研修の開催等の支援を行っているところであ

り、こうした支援の結果というものがしっかりと食品産業の海外展開の進捗等につながってい

るかという観点から、これを測定指標として選定しております。 

 この目標値につきましては、支援を行った多くの会社がその後の企業活動に活かされたと評

価されるということが、この支援の中身が適切な方向であると評価できると考えましたので、

各年度90％と設定することといたします。これと「アジアにおける我が国食品産業の現地法人

数」の２つの指標によって海外展開の促進に向けての施策の効果を検証していきたいと考えて

いるところです。 

 この指標につきましては恐縮ですが、１点お断りがございます。海外展開の支援事業、平成

27年度から指標として今回選定いたしましたが、この支援を行った会社に対するアンケートを

実施することについて、平成27年度の事業実施主体との契約に含まれておりませんので、実績
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値の把握については平成28年度からとさせていただき、本指標の目標設定も平成28年度から目

標を各年度設定することとして、その各年度の目標につきまして資料の４に記載しているとこ

ろです。 

 続きまして、「植物品種保護制度に関するＡＳＥＡＮ各国での研修・セミナー開催回数」で

ございます。海外に日本の食品の輸出、あるいは食産業の海外展開をしていくに当たっては、

相手国できちんと我が国の品種が保護される状況が確保されることが必要ですので、植物品種

保護制度の整備とともに、新品種登録のための審査技術の向上が必要と考えております。この

ため、保護水準の高い国際基準であるところのＵＰＯＶ条約に準拠したような植物品種保護制

度の整備と運営の促進を図るという観点から、その保護段階が高いＵＰＯＶ91年条約がござい

ますが、それにシンガポールとベトナムを除くＡＳＥＡＮの８カ国が加盟しておりませんので、

こちらに対しまして意識啓発のため法律を整備していくことが必要だという意識啓発のセミナ

ーと、それから研修を着実に実施していくことを目指しております。こうしたセミナーについ

て毎年４回ずつ開催していくことで、累積としては 終的に平成29年度に16回という目標とし

ているところです。 

 資料３の６ページになります。もう１つ、当局が取りまとめをしております政策分野の⑮

「多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出」でございます。こちらにつきまして

は、３つの測定指標を設定しております。測定指標を全て従来からの継続でございますバイオ

マスの活用という観点から、「バイオマス産業都市の構築」、それから「再生可能エネルギー

を活用して地域の農林漁業の発展を図る取組を行う取組地区数」、「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」の３つの指標をもって測定していき

たいと考えているところでございます。 

 短くて恐縮でございますけれども、当方からの測定指標の説明は以上とさせていただきます。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

 ただいま説明のありました部分につきまして、委員の皆様方から御意見、御質問をいただき

たいと思います。ある程度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おり

ます。 

それでは、御意見、御質問、よろしくお願いいたします。 

○大山委員 今、御説明いただいた資料３の２ページの（１）の②のアの「ガイドラインに則

したＧＡＰ導入産地割合」を５年間で23％から70％にする指標ですけれども、ここの目標は

「食料の安定供給の確保」で、施策「科学の進展等を踏まえた食品の安全確保の取組の強化」、
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とりあえずこれを読むと、国内の消費者と国内の食料安定供給という大きな枠組みの中で想定

されている指標かなと受け取れますけれども、ＧＡＰについてはたしか高付加価値農産物、主

に果樹や野菜だったと思うのですけれども、私が取材したときに、いわゆるこのＧＡＰがＪＧ

ＡＰという日本のＧＡＰの任意団体の認定のものと、よく言われているヨーロッパ発祥のＧＬ

ＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.のＥＵＲＥＰＧ.Ａ.Ｐ.と同じ保証というか認証の程度を国際的に認められ

ているか認められないかというのがよく、農産物の輸出増大のところで、結構ヨーロッパの巨

大スーパーマーケットに納入するとか、あと、世界各地のいわゆる高所得層の購買力のある人

へ日本の農産物を高付加価値のものを売り込むときに、非関税障壁的な壁があるような話を聞

いたことがございます。 

 それで、日本の農産物の輸出を５年後に１兆円を目指すというような大きな枠組みの目標も

あるので、ＧＡＰの導入割合というのがＪＧＡＰなのか、ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.とかそうい

うものにつながるのか、その辺の現時点の目標設定の構想というか、そういうものの内容をお

聞きしたいなと思って、よろしくお願いします。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ほかにも何か御質問等ありますか。 

○速水委員 今のＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.とＪＧＡＰの話が、多分、オリンピックの食材に関

してもつながってくると思います。今までＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.のものが使われていたとか、

魚なども同じで、ＭＳＣだとかＡＳＣの認証をとった魚が使われていた。建物なども私、関係

していますけれども、ＦＳＣとかＰＥＦＣの森林認証を、紙と建物、そういう海外の第三者認

証的な制度と日本の制度との違いが今後非常に顕著にというか、障害になるのか、それがグロ

ーバルに展開するときにうまくいくのか。結構オリンピックが一つの試金石になるのだろうと

考えていますので、その辺りも含めてお答えいただければ。 

 今の資料３の６ページの 後に説明いただいたところの政策分野⑮の「多様な地域資源の積

極的活用による雇用と所得の創出」の指標のア「再生可能エネルギーを活用して地域の農林漁

業の発展を図る取組を行う取組地区数」とありますけれども、ここの再生可能エネルギーは、

例えば電力などはそうだと思うのですけれども、単純に熱エネルギー、例えば施設栽培のボイ

ラーの燃料を木質に変えるとか、そういうのも入るのかという質問でございます。よろしくお

願いします。 

○左近委員 ３ページの④の（３）指標のウのセミナー開催回数ですけれども、本来、アウト

カムという面に着目すると、当然ながらセミナー研修が非常に役に立ったとか、あるいは、そ

ういうところで得た知識が組織や制度にきちんと普及・定着・活用されるところまで見ること
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が理想的ですけれども、この開催回数だけでは規模とか対象の内容、効果が全く見えないので、

せめて参加者数ぐらいまでは恐らく把握は可能だと思いますので、この開催回数が10回で対象

が10人なのか、100人なのか、1,000人なのかによって随分変わってくると思いますので、そこ

はもう少し丁寧にとられたほうがより良いのではないかと思いますというのが１点です。 

 もう１点が、基準値が未定とかバーになっているところについて、これが把握されてないの

か、ゼロなのか、どういう意味なのかが指標によってどう理解して良いのかがわからない状況

ですので、そこについて後ほど御説明いただければありがたいです。 

 以上です。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ある程度御質問、御意見をいただきましたので、回答をお

願いします。 

 木戸委員、お願いいたします。 

○木戸委員 ２ページのところですけれども、質問が２点ございます。 

 ２ページの政策分野①の（２）の②「食品トレーサビリティの取組の拡大」で、 後の指標、

「流通加工業者における内部トレーサビリティの取組率」があるのですが、新しい指標とのこ

とですので、消費者の目線で言いますと平成31年度で50％というのは、数字として、半分とい

うのはかなり低いなと直感的に思うのです。 

ただ、内部トレーサビリティというのは非常に難しいことがわかるのですが、記録の保存の

ところに焦点を当てたのはなぜかということと、この50％という数字の根拠は事業者の規模の

関係もあると思いますので、そこのところを具体的にお教えいただきたいのが１点です。 

 それと、政策分野の②「幅広い関係者による食育の推進と国産農産物の消費拡大、「和食」

の保護・継承」、これは新しい課題と政策とのことで、今まで厚生労働省とか、消費者庁とか、

色々なところでこのテーマを取り扱われてきたかと思うのですが、今回こちらの部局に移って

の指標が従来の継続の指標のみというのが若干物足りないなと思っております。やはり消費者

のところで日本型食生活について、よりもっと接点を持っていこうという場合に、実践する人

が３割とか、体験者が３割程度とか、給食で３割というと、非常に限定的な分野での目標・指

標の測定になるのではないか。もうちょっと幅広い意味で、５年、10年スパンで考えるのであ

れば、別の指標の検討をされなかったのかなということをお聞きしたいと思いました。 

 以上です。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 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 今の関連で少し質問をさせていただきたいと思います。 
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 初めに大山委員からＧＡＰのお話がありましたように、ＪＧＡＰと国際基準のＧＡＰという

のは生産者としても非常に関心のあるところでございまして、特にハラールとか、そういうよ

うな関連にもつながっていきますので、色々な観点でこの辺りをはっきり、どっちにするのか

をお知らせいただきたいなと思います。 

 そのほかに色々な基準があるわけですけれども、例えば有機ＪＡＳにしても、日本の有機Ｊ

ＡＳと海外の有機ＪＡＳだとか、色々なものが、国際基準ではない日本基準がたくさんありま

す。そのあたりを、多分、農林水産省としては海外展開をしていくという大きい目標を持たれ

るのであれば、そちらの国際基準に移行していきますよという内容のものがここで出てくるこ

とを期待したいと思います。 

 それから、片や海外には色々な形で持っていくのですが、国内の消費者に消費の拡大という

ような観点がありますと、先ほどもお話がありましたように、国内向けの目標値が期待値より

も若干少なめかなという気がしないでもないです。 

特に米の年間消費量は、これを見てがっくりする生産者の人もいるのではないかなと思うわ

けですけれども、できるだけ、そのためにどうするという裏打ちも必要だと思うのですが、せ

めてこのあたりは何とかしてもらいたいなというのが生産者としての率直な意見であります。 

 もう１つ、６次産業化の、特にバイオマスの関係で色々とあるのですが、６次産業化の市場

が、我々現場の者としては、結局、加工だとか直売だとか色々なことをやることによって、雇

用も生まれ、金額も収入も増えていくのが大きな流れだと思うのですが、 終的な６次産業化

の市場規模10兆円のうち、本当の農産物の加工・直売分野における市場規模が3.2兆円となり

ますと、結局ほかの、バイオマス、再生可能エネルギーとか、そういう市場規模が非常に多い

のかなというような印象を持ちます。 

 結局、その10兆円というのが大きい目標ですごいなと思うのですが、中身は結局、再生可能

エネルギーでいくということであると、国民が普通考えるイメージとちょっと違うかな。特に

農業者から考えるイメージとは違うのではないかなという気がしております。 

ですから、そのあたりをできるだけ６次産業化の市場規模であれば、加工・直売の部分、そ

れからバイオマスの部分はある程度明確化した分離が必要ではないかなと考えております。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 質問がかなり貯まっているので、一旦ここで回答をお願い

します。 

○岡田生産局総務課生産推進室長 生産局の生産推進室長の岡田です。よろしくお願いします。

まずＧＡＰから御説明したいと思います。 
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 ＧＡＰの議論は若干混乱しているという感じはするのですけれども、いわゆる一般的なＧＡ

Ｐというものと第三者認証も含めた認証制度を一緒に議論していると思います。 

もともとＧＡＰ自体は資料３の政策分野の横の施策に書いてあるとおり、「科学の進展等を

踏まえた食品の安全確保の取組の強化」という施策に入っていて、例えば農薬の使用基準をし

っかり守りましょうとか、カビ毒などの防除については農林水産省で行動プラクティスという

指針を出しているわけです。よく基準値行政などと言いますけれども、厚生労働省が出してい

る基準値は基本的にはリスク管理措置の中の一分野でしかないわけです。基本的に大きな部分

は農業の生産分野が担うという考え方に基づいて、例えば安全で言うならば農薬の使用基準を

しっかり守りましょうというものです。 

 もう１つの生産分野の効率化という点で言うと、例えばカレンダー防除、いわゆる何月何日

にカメムシが出るのでこの農薬をまきましょうと言うと、どうしても農家の方は、その日にま

いてしまうのです。でも実際はカメムシがいないところで薬をまいても意味がないので、そう

いうことはやめましょう。カメムシが出ていることを確認してからまきましょう。そうすれば

当然のことながら農薬の使用のお金が減るわけです。そうすると安全の確保プラス生産の効率

化ができ、そういった作業日程全体を見直すことによって、農業の作業自体が、生産性自体が

より向上していくというのがＧＡＰの基本的な考え方です。 

 ただ、残念ながらまだその辺も含めて十分に産地に伝わっているかというと、かなりいいと

ころまではいっている感じではあるのですけれども、まだまだ努力しなくてはいけないところ

があるということで、今回かなり野心的ではありますけれども、ガイドラインに則したＧＡＰ

の導入産地割合を70％という目標にして、今、私が御説明した考え方自体を農家の方にまずし

っかり理解していただいて、全体の安全性の確保と生産性の向上を図っていただくという形で

設定をさせていただきました。 

 もう１つの、オリンピックの話も出ましたけれども、輸出に当たってのいわゆる基準系のＧ

ＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.やＪＧＡＰというのもあるのですけれども、そういうものについては当

然、農林水産省が策定したガイドラインをしっかり頭に入れた後で、例えば自分の産地は輸出

目標に向かって取り組むという場合は、当然そちらにいっていただくということですけれども、

ビジネスベースの部分が強くなると思います。 

 また、第三者認証は項目も多くてお金もかかることなので、農林水産省としてどういう支援

をしていくかということは考えているわけですけれども、この目標とは考え方の根本が違うと

考えております。 
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○深水食料産業局企画課長 何点か御指摘をいただきました。 

 まず、速水委員から再生可能エネルギーの取組に関して、木質バイオマスに熱源だけを変え

るような取組を含むのかという御指摘でございました。ここでイメージしておりますのは、基

本的にはやはり再生可能エネルギーで発電する取組と、熱と電気の熱電供給の取組を含めて考

えているところではございますけれども、政策手段である農山漁村再生可能エネルギー法の対

象からすれば熱だけの取組は対象になっていないところでもございます。 

 ただ、特に農村振興の観点でいえば、地域経済の中で資金の循環を図って、地域経済の活性

化につなげていくことは非常に重要な取組ではございますので、そういう意味では熱も含めて

活用していくことが重要だとは考えております。 

 それから、左近委員から御指摘がございましたセミナーの開催回数に関することでございま

す。参加対象としては相手方の国のビジネスマンとかではなく、法律を作ることとなる相手方

の国の政府関係者を想定しております。ＵＰＯＶに加盟できるような植物保護のための制度を

作っていただくために、こうした制度の内容と必要性を相手国の方に理解していただくという

ことで考おります。そのため、一国当たりのセミナーの参加人数については、大体30名程度を

想定しているところでございます。 

 なお、我々としては開催回数と思っていたところですけれども、今回の御指摘を踏まえて、

セミナーの参加者数というのを指標として設定できるのかということについて、今後、検討さ

せていただければと考えているところでございます。 

 それから、木戸委員から政策分野の②について、新規の政策分野であるのに指標がそのまま

であることについての御指摘がございました。特に食育の部分につきましては、現在、食育推

進基本計画の第３次計画について、所管の内閣府において政府全体としての検討を進めている

ところでございます。ついては、例えば日本型食生活の実践に取り組む人の割合と地場産を使

用する割合の指標が平成27年度までなっておりますのは、現行計画が平成27年度までであり、

現時点で平成28年度以降の目標をまだ立てられないことからそのようにしております。 

当然、今後、食育推進、食育に関する業務が農林水産省に移管されますので、食育推進基本

計画等の内容を踏まえた上で、目標値の数字もそうですし、指標そのものについてもどのよう

な見直しができるかについて、今後、検討していきたいと考えております。 

 そういう意味で、１年ずれている形になってしまっているため、現時点では当座この指標を

置かせていただいているということでございます。 

 あと、婦木委員から米の年間消費量につきまして御指摘をいただいたかと思います。米の年
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間消費量の53キロという数字は、食料・農業・農村基本計画において設定しております平成37

年度の米の消費量の見通しでございます。現在年間８万トン程度、主食用米の消費が減ってい

る中で、それを何とか食いとめていく必要があるという観点から、何とかこの53キロを維持し

ていきたいと考えて設定しているところでございます。閣議決定された食料・農業・農村基本

計画での消費量としておりますので、数字として減ってしまっているところではございますけ

れども、御理解をいただければと思います。 

 また、「６次産業化の市場規模」に関しての御指摘をいただいております。この加工・直売、

農業者の方の取り組みという意味で、加工・直売とそれ以外のバイオマスとか再生可能エネル

ギーのどちらの割合が多いのかとの御指摘だったのですけれども、この６次産業化の市場規模

については、加工・直売だけではなくて、正に農村地域でのものという意味で言えば、都市と

農村漁村の交流ということで、農家レストランだったり、観光農園だったり、そういう取り組

み、あるいは実際に訪日外国人の方が農村部へ行っていただくとか、日本人も農村部で民泊す

るとか、正に農村部の農業者、１次産業者の方が中心となって取り組んでいただくような、そ

ういう取り組みのものの割合というのも非常に大きくなっております。 

 バイオマスと再生可能エネルギーが大半を占めるというわけではございませんし、輸出につ

いても当然、６次産業化の取り組みの１つとして位置づけられますので、そのようなものに取

り組んで10兆円を目指していきたいということで設定をしているところでございます。 

 バイオマスや再生可能エネルギーの割合が高くて、農林漁業者の手元に必ずしも落ちないの

ではないかということで言えば、再生可能エネルギーの取り組みでもできるだけ農村地域にお

金が落ちるように、我々、取り組みを進めさせていただいておりますけれども、先ほど申し上

げたような農林漁業者の方、あるいは農村地域にまさに居住しておられる方が取り組める取り

組みというものを積み上げて、この10兆円を達成していきたいと考えているところでございま

す。 

○吉岡消費・安全局消費・安全政策課長 木戸委員から御質問のありました、内部トレーサビ

リティの50％の目標の考え方でございますが、政策評価をするときに一番難しいのは、目標の

設定もさることながら、どうやって実績値をとるかというところでございます。 

この内部トレーサビリティにつきましては、農林水産省で行っております情報交流ネットワ

ーク事業という全国調査がございます。これは生産者モニター、流通加工業者モニターを選び

まして、そのモニターの方にお聞きして実績を把握しております。 

 内部トレーサビリティにつきましては、流通加工業者の方に御質問して、実施しているかど
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うかを聞いているのですけれども、質問の答えが３つありまして、「おおむね全ての食品で内

部トレーサビリティを実施している」、「一部の食品で内部トレーサビリティを実施してい

る」、それから「実施していない」という３択の質問になっておりまして、おおむね全てで実

施しているという方が平成26年度の場合には44％、残念ながらこれは平成25年度からほとんど

増えておりません。 

 ということで、今回新たに指標とし、目標値を設定するに当たりましては、一部の食品で内

部トレーサビリティの取組を実施しているという流通加工業者の方が18％ほどいらっしゃいま

したので、５年間でこの一部で取り組んでいる方々の３分の１ぐらいはおおむね取り組むとい

うことに持っていこうではないかということで、18％の３分の１を上乗せするという考え方で、

平成31年度に50％という目標を立てております。 

○深水食料産業局企画課長 あと、基準値のところがバーというのはどのように整理されてい

るのかという御指摘がございました。 

バイオマスと再生可能エネルギーに関してのバイオマス産業都市の構築数とか、再生可能エ

ネルギーの取組地区数については、バイオマス産業都市はそもそも指標の設定時点ではなかっ

たということであり、再生可能エネルギーの取組地区数については、指標を設定する時点にお

いては数値の把握ができていなかったために、バーとしたところでございます。 

 また、海外展開のアンケートにつきまして、バーとなっておりますのは、今から新たに実施

するアンケートでございまして、現時点で何％ぐらいになるのか不明なものですから、想定で

きないということでバーとしております。以上です。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

日吉委員、よろしくお願いいたします。 

○日吉委員 先ほど速水委員から水産物のＭＳＣなどのお話がオリンピックとも絡んでありま

した。ロンドンオリンピックでは、たしかＭＳＣが主に導入されたと聞いております。また、

輸出に関してもＭＳＣだったり認証との絡みがあると思うのですけれども、そのことについて

お聞きしたい。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 これについてはすぐには難しいので、後でよろしいでしょ

うか。婦木委員、お願いいたします。 

○婦木委員 再度の質問で申しわけないのですが、６次産業化の市場規模の10兆円をどのよう

に想定されているのかだけ教えていただいていいですか。内訳の3.2兆円が加工・直売分野、

あと民宿関係、輸出関係、バイオマス関係とかいろいろとあると思うのですが、その10兆円の
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内訳をどのように想定されているのかを教えていただいていいですか。 

○深水食料産業局企画課長 この10兆円の内訳については、加工・直売につきましては現在の

取り組みがそのまま順調に伸びていく、それから平成25年に設置しましたファンドも含めて、

それらを活用することでこのぐらいの規模と考えておりますけれども、それ以外については厳

密な、それぞれの内訳というのは、現時点でお示しできるような形での設定はしていないとこ

ろでございます。 

 というのは、それぞれの取り組み、でこぼこがある中で、多くの取り組みに取り組む中で10

兆円を達成していこうと考えさせていただいておりますので、この10兆円の中の内訳というの

は、恐縮ですけれども設定しておりません。 

○婦木委員 大体はわかりませんか。 

○深水食料産業局企画課長 大体もちょっと。10兆円の中で特にここに加工・直売3.2兆円と

書かせていただいておりますし、あと、先ほど輸出もという話もさせていただきました。輸出

は１兆円というのはそもそも目標でございますので、その２つで足していただくと4.2兆円ま

でいっているということでございます。 

 したがいまして、６次産業化は、地域の資源を農林漁業者等が主体となって取り組んでいた

だくことが中心でございますので、そういう農林漁業者が主体となる取り組みというのをメイ

ンのボリュームとして、それ以外に地域資源を色々な形で活用して、農村地域の活性化につな

げていければという観点で10兆円を目指していきたいということとさせていただいております。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 大山委員、お願いします。 

○大山委員 ３ページの海外展開の事業支援を通じて知識・人脈がその後活かされたかどうか

のアンケートですけれども、この海外展開の支援事業のイメージがちょっとつかめなくて。先

ほど研修などとおっしゃっていたのですけれども、これをやる主体は、例えば農林水産省とか、

農林水産省に関連する団体が海外展開はこういうやり方があるという、何かイロハ、基礎知識

の研修みたいなのか、それとも、例えば民間事業者の商社の農業部門だとか、全労さん等にも

すごい海外展開のエキスパートがいたりして、そういうイメージがつかめなかったものですか

ら、それによって活かされる、活かされてないというアンケートをとることの意味合いという

のも含めて、どのような事業があるのかをお聞きしたいのですけれども。 

○深水食料産業局企画課長 これについては、事業を委託して、グローバル人材の育成を目的

とした国内での研修会を開催したりとか企業の皆さんがその知識を持ち寄りながら対応してい

ただいたりとか、そのようなことを実施しているところでございます。 
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 また、海外展開に当たっては２国間で、政府同士でビジネスに当たって課題となるようなと

ころについて、民間事業者にも入っていただきながら、合同のフォーラムを実施するというよ

うな形での支援をさせていただいております。 

○大山委員 ありがとうございます。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 申し訳ございません、時間が押してきましたので、次の政

策分野に行かせていただきます。 

 続きまして、政策分野の⑥⑦、それから⑧⑭⑯、そして⑨⑪⑬について担当から説明させて

いただきます。お願いします。 

○村井経営局総務課長 経営局総務課長の村井でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 私からは、お手元の資料３で申しますと４ページになりますが、政策分野の⑥と⑦について

御説明させていただきたいと思います。 

 まず、政策分野の⑥「力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保等」で

ございます。 

 施策といたしましては、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造

を確立することを目的に、認定農業者等の担い手に対して重点的に経営発展に向けた支援を実

施して、認定農業者等の担い手の育成・確保、また女性農業者が能力を 大限発揮できる環境

を整備していこうということでございます。 

 まず施策の（１）「力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保」の目標

①の測定指標につきましては、「農業法人経営体数」を設定しようということでございます。 

これにつきましては、法人経営には経営管理の高度化、あるいは安定的な雇用の確保、円滑

な経営承継、雇用による就農機会の拡大等の面で、効率的かつ安定的な農業経営に向けてメリ

ットも多いということで、食料・農業・農村基本計画においてもこの農業経営の法人化を推進

することとしております。 

 また、日本再興戦略におきましても、今後、10年間で法人経営体数を2010年比で約４倍の５

万法人とすることをＫＰＩとして設定しているところでございますので、これを踏まえまして、

平成35年度の目標値を５万法人として、１年当たりに換算しますと約3,900法人となりますけ

れども、こういった数字を目標として設定させていただいているところでございます。 

 それから目標②の測定指標につきましては、「40代以下の農業従事者数」を設定させていた

だくということでございます。これにつきましては、現在、我が国の農業就業者の高齢化が進

行している、これは御案内のとおりでございますけれども、60歳以上が約７割、50歳未満が約
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１割。年齢構成で申しますと、著しくアンバランスな状況になっているということでございま

す。こういった中で食料・農業・農村基本計画におきましては、将来に向けて世代間のバラン

スのとれた農業就業構造を実現していこうということで、青年層の農業就業者数を増加させて

いこうとしております。 

 この基本計画とあわせて策定いたしました「農業構造の展望」におきましても、構造改革が

進展していくことを前提に、10年後に現在と同程度の生産を維持するのに必要な農業就業者の

数を約90万人が必要と試算しているところでございます。 

既にこれは策定したものでございますけれども、「農林水産業・地域の活力創造プラン」、

これは総理を本部長とする官邸本部で策定したものでございますけれども、この創造プランに

おきましても新規就農し、定着する農業者を倍増し、10年後に40代以下の農業従事者を40万人

に拡大という目標を設定しておりますので、こういったことを踏まえて、平成35年まで、１年

当たりに換算すると8,900という数字になりますけれども、年8,900人増加することを目標とし

て設定しているところでございます。 

 続きまして、次の施策（２）「女性農業者が能力を 大限発揮できる環境の整備」でござい

ますけれども、この測定指標につきましては、「農業法人の役員に占める女性の割合」を設定

しようと考えております。女性農業者、農業就業者の４割を占めているということで、女性が

参画をしている農業経営体ほど販売金額が大きい。また、経営の多角化に取り組む傾向が強い

ことが傾向として出ている。農業経営の発展、６次産業化の進展には女性農業者が大変重要な

役割を担っていると我々認識をしております。女性農業者が能力を 大限発揮できる環境整備

をして、女性が参画する農業経営体を増加させることによって、販売金額の増大なり経営の多

角化がますます進展をしていくことが期待されることから、この測定指標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。 

 その際、日本再興戦略におきましては、これは農業ということではありませんが、2020年に

指導的地位に占める女性の割合を30％に高めていこうと目標を掲げていること、これは御案内

のことかと思いますけれども、こういったことを踏まえまして、今般、「農業法人の役員に占

める女性の割合」を平成32年度に30％まで増加させるということで、平成25年度を基準とする

と、26年、27年で前年比１％増、以降２％増をそれぞれの年度の目標として設定してはどうか

ということで考えているところでございます。 

 続きまして、政策分野⑦でございますけれども、こちらは「担い手への農地集積・集約化と

農地の確保」となっております。この政策分野につきましては、これまでの測定指標を引き続
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き継続していくことを考えております。施策といたしましては、農業の生産性を高めて成長産

業化を図っていくということで、担い手への農地の集積・集約化、それから荒廃農地を再生利

用する取り組みを推進していくということで、荒廃農地の発生防止・解消を図っていこう。ま

た、農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適切な運用を図り、優良農地の確保と有効利用

の取り組みを推進するとしているところでございます。 

 まず、施策（１）でございますが、「担い手への農地の集積・集約化の加速化」で、この測

定指標につきましては、目標①、アとイに分かれておりますが、アといたしまして「担い手が

利用する農地面積の割合」を測定しようとしております。農業の生産性を高め、成長産業とし

ていくためには、担い手への農地集積・集約化をさらに加速化していくことが必要ですが、日

本再興戦略等におきまして、今後、10年間で担い手の農地利用割合を現状の５割から８割に引

き上げることとしております。 

これを実現するために、各都道府県に公的な農地の中間受け皿主体であります農地中間管理

機構を整備した。これを活用して、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

することを目標として現在取り組んでいるところでございます。 

 次に、目標①のイでございますけれども、「農業生産基盤整備地区における地域の中心とな

る経営体への農地集積率」を測定しようとしております。これにつきましては、地域の中心と

なる経営体への農地集積の加速化を推進するため、農地の大区画化、汎用化等の基盤整備を実

施することとしておりまして、基盤整備実施地区における地域の中心となる経営体への農地集

積率を約８割以上に向上させていくことを目標としております。 

 続きまして、施策の（２）の「荒廃農地の発生防止・解消等」、それから施策（３）の「農

地転用許可制度等の適切な運用」でございますけれども、農業振興地域の整備に関する法律に

基づく、国が定める農用地等の確保等に関する基本指針の確保すべき農用地等の面積の目標を

踏まえて設定することとしており、それぞれ「荒廃農地の再生利用面積」、それから「農用地

区域内農地面積」とすることとしております。この農用地等の確保等に関する基本指針につき

ましては、本年３月に閣議決定をされました食料・農業・農村基本計画を踏まえて変更するこ

ととしておりますけれども、先般、成立・公布された第５次地方分権一括法における農業振興

地域の整備に関する法律の改正によって、確保すべき農用地等の面積の目標の設定に当たって

は、都道府県及び市町村に意見を聴くこととされたところでございます。 

 こうした状況であることから、農用地等の確保等に関する基本指針につきましては、新たな

仕組みのもとで変更することとしており、現時点ではそれぞれの目標値の設定ができないため、
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「未定」とさせていただいているということで御理解を賜りたいと思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

○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と申します。よろしくお願い

いたします。 

 私からは、政策分野⑧、⑭、⑯について御説明いたします。時間の制約があるようですので、

簡潔に御説明させていただきたいと思います。 

 まず、政策分野の⑧でございます。資料４ページをご覧下さい。⑧は「構造改革の加速化や

国土強靱化に資する農業生産基盤整備の推進」についてでございます。こちらの⑧につきまし

ては、ご覧のとおり（１）良好な営農条件を備えた農地の確保、（２）農業水利施設の戦略的

な保全管理、（３）農村地域の強靱化に向けた防災・減災対策という３つの施策に分類してお

ります。 

指標、基準値、目標値、それぞれの項目について設定しておりますけれども、これらにつき

ましては基本的にこれまでの、昨年度のものを踏襲する形をとっております。これにつきまし

ては、例えば（２）、（３）をご覧いただきますと、全て平成28年度の数字となっているので

すけれども、これらは現在、平成24年に策定された土地改良長期計画を根拠にいたしまして、

それぞれ数字が設定されているところでございます。 

 この土地改良長期計画につきましては、本年の３月に策定されました食料・農業・農村基本

計画を踏まえまして、新たな土地改良長期計画の策定に向け、本年度より検討を進めていると

ころでございますので、この土地改良長期計画が決まり次第、新たな目標値を定める形をとら

せていただきたいと考えております。 

 次に、政策分野の⑭についてでございます。６ページをご覧いただきたいと思います。 

 政策分野の⑭につきましては、多面的機能の発揮を促進するための取組み、集約とネットワ

ーク化による集落機能の維持等、鳥獣被害対策の推進という３つの施策に分類しております。

これらにつきましても基本的に昨年の指標、また、目標値を踏襲する形をとっております。土

地改良長期計画を根拠としているものが、例えば施策（１）の目標の①、施策（２）の目標の

②がそれに該当し、それ以外のものは昨年、例えば目標を見直したばかりであるとか、食料・

農業・農村基本計画においても施策の方向性において変更がなく、目標年度も先の目標年度に

なっていることから、変更する必要がないだろうということで、昨年度の目標値を基本的に踏

襲したものでございます。 

 次に、政策分野の⑯でございます。同じく６ページの一番下になります。 
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 こちらにつきましては、２つの施策、「都市と農村の交流等」と「都市及びその周辺の地域

における農業の振興」に分類しております。これらにつきまして、それぞれグリーン・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ですとか、都市農業に対する意識・意向調

査の結果ということで設定しておりますけれども、これらにつきましては昨年、目標を見直し

たばかりでありまして、また、目標年度等についても現時点において変更の必要性がないとい

うことで、これまでのものを継続して用いることとしているものでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○岡田生産局総務課生産推進室長 生産局の生産推進室長の岡田です。私からは政策分野の⑨

⑪⑬を御説明いたします。お手元の資料の５ページになります。ここに全て掲載しております

ので、このページをご覧下さい。 

 まず、政策分野⑨「需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革」です。この中では

「飼料用米等の戦略作物の供給拡大」が 初の目標になります。ここに新しく「飼料用米・米

粉用米の生産量」、「小麦の生産量」、「大豆の生産量」の３つの指標を設定しました。いず

れも食料・農業・農村基本計画に掲げられました生産努力目標をそのまま設定しています。 

 続きまして、目標②「畜産クラスター構築等による畜産の競争力の強化」です。そのうちの

アの指標が新設、イ、ウは継続です。 

 アは「搾乳牛１頭当たり年間労働時間」です。酪農については御案内のとおり、年間を通じ

て毎日お乳は出るため、休めないので、労働が重く後継者の確保が難しい中において、現在、

畜産クラスターという形で色々な省力化、分業化、また放牧の推進などをしております。そう

いうものにしっかり取り組んだ上で、この労働負担の軽減を図ることによって生産基盤を強化

しようという目標にしております。その意味で、測定指標としては年間労働時間を設定してあ

ります。 

 次の目標の③「園芸作物等の供給力の強化」です。分野が多岐にわたるのですけれども、野

菜の指標ア「指定野菜における加工・業務向け出荷量の増減率」とイ「野菜の市場入荷量の変

動の抑制」は継続です。ウ「消費者・実需者ニーズに対応した優良果実の供給拡大」は一部見

直しております。今までは植替えなどにより優良品種などに転換した面積を目標としていたの

ですけれども、本年４月に「果樹農業振興基本方針」が出ましたので、これにあわせる形で、

単に品目・品種を変えるだけではなくて、優良果実の供給拡大、生産性の向上に不可欠な園内

道の整備や小規模の園地整備の推進も基本方針に入りましたので、これらの面積もあわせて優

良果実の供給面積として指標を一部変更しております。 
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 次のエ「国産花きの産出額」についての指標は継続となります。 

 その次のオのお茶についてですけれども、これについては「茶の輸出額」を新たに設定して

おります。お茶については全体の輸出計画である農林水産物食品の国別・品目別輸出戦略の中

で150億円という数字を掲げておりますので、この数字をそのまま採用しております。 

 その次の④「有機農産物や薬用作物の生産拡大」です。アの「市町村における有機農業の推

進体制の整備率」については継続になります。イが新設ですけれども、 近、需要が高まって

おります「薬用作物の収穫面積」を指標として設定しております。 

 続きまして、政策分野の⑪「先端技術の活用等による生産・流通システムの革新等」になり

ます。 

 「省力化・低コスト化技術等の導入」が１番目の目標になります。 初のアの指標が「農林

水産業・食品分野において省力化等に貢献する新たなロボットの導入機種数」になりますけれ

ども、ロボットについては今年の２月に経済再生本部の決定としてロボット新戦略が打ち出さ

れております。ここの中で新たに20機種以上の導入を目指すことが書かれておりますので、そ

れをそのまま測定指標として設定しております。 

 その次にイ「米の生産コストにおける生産資材費と労働費の削減」になります。これも何度

か出てきましたけれども、日本再興戦略で生産コストについては４割の削減を目指すことにな

っておりますので、それを測定指標として設定しております。 

 続いてウ「国内のハウス設置面積のうち複合環境制御装置のある施設の割合」です。現在、

施設園芸は、高齢化や労働力不足というものが伸展しているわけですけれども、先ほども少し

お話があったと思いますが、農林水産省でも木質バイオマスとか地熱とか、そういうものを活

用した次世代施設園芸拠点の整備を現在進めています。これにあわせる形で、複合環境制御装

置といいまして、あまり馴染みがないと思いますけれども、例えば温度が上がったら自動的に

窓を開けるなどの装置を備えたある種高度な施設の割合を高めるというものを測定指標に設定

しております。 

 次のエ「ガイドラインに則したＧＡＰの導入産地割合」は先ほど御説明したとおりになりま

す。 

 その次の「高温等の影響を回避・軽減できる適応技術や品種の普及」においては、１つだけ

指標を設定しておりまして、「気候変動適応技術数」になります。現在、事業においてこの技

術の実証に取り組んでいるわけですけれども、現在、産地においてかなり温暖化の影響などを

受けているものがあるとのことですので、しっかりその温度の変化に対応した栽培技術を確立
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しようということで、６技術を実証・開発しようと進めておりますので、それを指標として設

定しております。 

 その次の目標が「農作物の収量の向上・高位安定化のための地力の強化」で、地力の問題で

す。これについては土壌分析・地力を診断してから地力を強化することが基本ですので、新た

な指標として「土壌分析の実施点数が増加した単位農協の割合」を設定しておりますけれども、

現在調査中なので数字が出ておりません。調査が終わり次第基準値・目標値を設定するという

ことになります。 

 その次の「農作業事故による死亡者数」の指標は継続になりますので、説明を割愛させてい

ただきます。 

 後のところになりますけれども、政策分野⑬「農業の自然循環機能の維持増進とコミュニ

ケーション」になります。 初の目標の「温室効果ガスの排出削減」の指標である「温室効果

ガス排出削減にも資する施設園芸・農業機械の省エネ化」ですけれども、まだ政府として具体

的な目標が設定されていませんので、基準値・目標値とも「未定」とさせていただいておりま

す。政府として目標が設定され次第、改めて設定することを考えております。 

 その次の「環境保全効果の高い営農活動の推進」では、ア「エコファーマー累積新規認定件

数」、イ「市町村における有機農業の推進体制の整備率」がありますが、これは２つとも継続

ですので、説明は割愛させていただきます。 

 以上です。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

それでは、委員の皆様方から御意見、御質問をいただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○林委員 政策分野⑦の「担い手への農地の集積・集約化」の「担い手が利用する農地面積の

割合」の目標値について、現段階で基準値が49％で、目標値が80％ですけれども、非常に高い

目標値のように思えますが、その算出根拠についてです。現在、出し手も受け手も需要があっ

て、農地中間管理機構でも努力されていることは存じているところですけれども、そのあたり

の算出根拠を教えていただければと思います。 

 同じ点で、40代以下の農業従事者数が年間8,900人の新規の就農という数値、その根拠等も

あわせて教えていただければと思います。 

○左近委員 私ごとですけれども、 近、地方創生の関係の仕事を幾つかやらせていただいて

いて、自治体の計画策定の支援をお手伝いさせていただいていて、その中で農業従事者の方と
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か、あるいは畜産関係の人から直接お話を聞く機会が昨今、非常に多くありまして、改めてで

ございますけれども、農業現場の方の声を随分聞かせていただく機会があります。 

 その関係で４ページの、先ほど御指摘がありました40代以下の農業従事者数のところが31.1

万人から40万人まで増やす。これは考えられるのが親の仕事を受け継ぐことと、あと新規就農

だと思いますけれども、その内訳みたいなものとか、あるいは国としてこれを高めるためにど

ういう具体的な施策を打っていくのかを教えていただきたいのと、６ページの政策分野⑭の

（２）の①ですけれども、同じく人口の社会減を減らす目標が示されていますけれども、これ

に関しても農林水産省としてどのような取り組みによって、これを実現しようとしているのか

に関して、少し具体的な御説明をいただければありがたいかなと思います。 

 以上です。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ほかにはいかがでしょうか。 

○三谷委員 まず１つは、５ページの⑪の（１）の①「省力化・低コスト化技術等の導入」の

イの測定指標ですけれども、現状の60キロ当たりの生産コスト9,117円。平成33年には４割減

とのことでございますけれども、私が三、四年前にたしか農林水産省の資料で調べたところ、

60ｋｇ当たりの生産コストはそのころで１万3,500円ぐらいでした。北海道が全国で一番安く

て、本州県の中では、私は山形県ですけれども、山形県が一番低いということで調べた経緯が

ございまして、それからそんなに時間が経っていないのに、この9,117円のコストはどういう

根拠でこういう数値が出ているのだろうということと、それから10年後に４割減にするための

具体策というふうなことでの指針というか、そういったものはあるのでしょうか。それがまず

１つです。 

 それから、飼料用米についてですけれども、５ページ、⑨の（１）「国産農畜産物の競争力

の強化」の①「飼料用米等の戦略作物の供給拡大」で、アの「飼料用米・米粉用米の生産量」

が、12年後にほぼ10倍近い数値を目標にしているとのことですが、前回の第三者委員会でもこ

の内容を取り上げたことがあったと思うのですが、農林水産省でもたしかマッチングがうまく

いっていないという中で、かくも大幅な増産目標をもって、果たして生産はすれども消費がき

ちんと、畜産の農家の皆さん方にうまくマッチングが図れるのかがまず１つ。 

 実は私は山形県の中で一番大きなブロイラー生産業者の経理を拝見していますけれども、生

産するとブロイラーの買い取り業者が買い取るわけですけれども、実は今のところ非常にトン

当たりの飼料価格が高いことから、生産者も大変厳しい経営をしています。そうした中で、近

場から飼料用米で手当てができれば、相当コストを下げることができるとわかっています。 



 

 23

私も米生産農家の転作で飼料用米をつくっているところを御紹介したりしていますけれども、

実は買い上げる業者がトレーサビリティの関係で米を使っては困るというようなことを言って

いまして、農業新聞などを見ると、地域で豚の生産には相当飼料用米を使って、むしろ逆にブ

ランド化して、付加価値をつけて売っているのに、鶏はなぜだめなんだ、３割ぐらいは大丈夫

だといった農業新聞の記事などもあるのですけれども、現場ではそんな状況です。 

 そうすると、国なりで豚だけではなく鶏、もしくは牛などもそうですけれども、どの程度ま

で飼料用米を与えても肉質に影響なく、むしろいいお肉になる、そういった試験結果をきちん

と公表して、買い取るブロイラー業者にデータをきちんと提供してもらいたいです。そして、

そういったことが証明されれば買い取りもしてくれるでしょうし、ミスマッチ、飼料用米を生

産したけれども、輸送用コストがかかって遠方まで運ぶには、要は実需が伴わないと、生産計

画ばかり10倍近くに上げても、実際は行きどころがあるのかということも含めて質問させてい

ただきたいと思います。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ほかに御意見等ございますか。 

婦木委員、お願いいたします。 

○婦木委員 皆さん色々な御質問をされているので、１点だけお願いしたいと思います。 

 政策分野⑨の施策「国産農畜産物の競争力の強化」の乳牛の関係ですが、以前からずっと乳

量が非常に減っていることは皆さんご存じのとおりだと思いますが、ほかの色々なものにつき

ましては、生産量といった指標が非常に多いのですが、酪農の関係だけが年間労働時間で、非

常に違和感を持って見ております。 

以前はチーズ工房の数が指標になったことがあるのですが、本当に、この年間労働時間が指

標でいいのかというのが非常に疑問を持っています。105時間から102時間、２％ぐらい減った

というぐらいの規模、数値なわけですが、現実にはバター不足だとか、色々な関係で酪農の状

況が厳しくて、乳量が非常に減っていることは、多分国民の皆さんがご存じの部分だと思うの

ですが、それを少しでも食いとめるような指標にすべきではないのかが私の意見です。 

 以上です。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

木戸委員、お願いいたします。 

○木戸委員 政策分野⑥の（２）の女性の活躍推進で、農業法人の役員に占める女性の割合を

30％にする指標について、よく一般企業ではこの目標数値が割合、ある程度ひとり歩きして、

どの企業も掲げている状態ですけれども、農業法人の役員の女性もこの一律３割ということで
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当てはめるのが大きな政策分野の目標、女性農業者が能力を 大限発揮できる環境の整備に即

つながる指標になるのか。現場の就業者の40％を占める女性の方がいらっしゃっていて、色々

な多角化とか、付加価値の高い商品を工夫されているのはよく聞く話なのですが、役員に置く

ことで即つながって達成しましたよ、と言えるのか、もっと別の手立てを講じたり、別の意味

で何かこの政策分野でなさっている施策があれば、役員レベルではなくて女性従事者という形

の中での能力発揮というところで何か数値化できるものはなかったのかなと思いましたので、

ここのところ説明をお願いいたします。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 この辺りでそれぞれ回答できるところからお願いしたいと

思います。 

○村井経営局総務課長 経営局でございます。 

 まず、林委員から、農地の集積・集約化の目標値についての御質問がございました。それで、

繰り返しになりますけれども、非常に農業者の高齢化が進んでいる中で、この５年、10年、15

年で考えていった場合に、相当な方のリタイアが出てくるということで、このリタイアする方

が今耕作されている農地をいかに担い手に円滑に集積していくかが、結局、日本の産業として

の農業の力を維持・発展させていくためには不可欠だという認識でございます。 

 そういった中で、この農地の利用集積でございますけれども、過去10年間で見た場合に３割

から５割、２割増加しているところでございます。これをさらに、今後こういった年齢構成の

問題もございますので、加速化させていかなければいけないという前提のもとに、これまでの

ペースを約1.5倍に加速させようということで、現状からのプラス３割の増加で、８割を設定

させていただいたと御理解を賜れればと思います。 

 それから、40代以下の農業従事者数の関係でございますけれども、これは新しい食料・農

業・農村基本計画とあわせて策定しました「農業構造の展望」の中でも少し分析といいますか、

考え方を出しているわけですけれども、結局これも今現在の農業就業者の年齢構成を前提に、

今後このすう勢で移行していった場合に、大体どれぐらいになるかが出てくるわけですけれど

も、そうするとこのすう勢値でいけば平成37年には60代以下の農業就業者が90万人を切るよう

な状況になってしまう。これも産業としての農業の生産力を維持するためには、やはり60代以

下の農業就業者の数が90万人以上、確保が必要ではないかということを前提に、この40代以下

のところで40万人を確保していくことが必要だということで設定しているところでございます。 

 ただ、基幹的農業従事者、あるいは雇用者として入ってこられる方、色々な形態があるわけ

ですけれども、この内訳までは現在設定はしていないということで、御理解いただければと思
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います。 

 このための施策についての御質問がございましたけれども、現在どのようなことを実施して

いるかを少し御紹介させていただきますと、平成24年度からになりますけれども、原則45歳未

満の方を対象に、就農に向けた研修を受けている就農希望者に対する給付金、これは準備型と

いう言い方をしておりますけれども、給付金を用意したり、またさらには経営開始直後の青年

就農者に対する給付金、これは経営開始型と呼んでおりますけれども、あわせて青年就農給付

金ということで、そういう事業の名称になりますけれども、こういった施策を用意させていた

だいております。 

 また、農業法人等に雇用される形で農業の世界に入ってくる形もあるわけでございますけれ

ども、こういった動きに対する支援で、農の雇用事業と、こういった施策を現在実施して、新

規就農者の確保なり定着を支援しているということで、御理解を賜れればと思っております。 

 左近委員からの御質問も今のことで大体カバーさせていただいたかと思っています。 

 それから、木戸委員から女性農業者についてございましたが、この点について私からあわせ

て回答させていただきたいと思います。 

 いただいた御指摘、ごもっともなところもあるかと思います。ただ、お話あったように、農

業就業者の４割を女性が占めていることで、他産業に比べてもかなり女性のパワーというのが

非常に重要な産業分野になっていると思っています。現在、農業女子プロジェクトといった形

で、農業界で活躍されている女性を巻き込んで、色々な企業とのコラボだとか、そういった取

り組みを進めているところでございまして、そういったところで非常に農業界の活力を女性か

ら与えていただいている動きといいますか、そういったところが、かなり国民の目にも見える

ような形になってきているかなと考えております。 

 そういった中で、他産業と同じがいいのかどうかの議論は御指摘のあったとおり、これから

色々なところで出てくるかと思うのですけれども、ただ、今申しましたように、他産業と比べ

ても非常に女性の活躍が重要だと我々考えておりますので、そういった中で今後、農業法人、

この農業法人の推進についてもこれ１つ指標だということで御説明させていただいております

けれども、これからの日本の農業構造は、基本的に農業というのは確かに家族経営の形態を中

心にこれまで発展してきているわけですけれども、高齢化、これまで農業を支えていただいて

いた世代の方々のリタイアが相当な程度出てくるといった中で、やはり産業としての農業の生

産力、あるいは地域での雇用力、そういったことをトータルで考えていった場合に、やはり農

業経営の法人化の推進というのは進めていかなければいけないとあわせて考えておりますので、
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そういったことを総合的に考えた場合、農業法人の中でも女性というのは活躍していただく必

要があるだろうと、今般、「日本再興戦略」にある女性の活躍に関する指標も踏まえながら、

30％という指標をまずは立てさせていただいたということで、御理解を賜ればと思っておりま

す。 

 農業女子プロジェクトの話をしましたけれども、それだけではなくて、現在、指導的地位を

担うことができる次世代リーダーとなり得るような女性、農業者の育成に向けた取り組みです

とか、あるいは６次産業化でも女性の力が非常に有効になってまいりますので、６次産業化に

チャレンジする女性農業者に対する色々な事業による後押し、それから女性農業者にさらに参

画してもらうというようなことで、例えば「人・農地プラン」の検討の場に女性農業者、積極

的に参画して下さいというようなことでの取り組みですとか、そういったもろもろの政策を今

展開しておりますので、こういう各般の政策を総合的に講じながら、女性農業者の効力が 大

限発揮できる環境の整備に向けて我々も取り組んで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。 

○前島農村振興局農村計画課長 農村振興局です。私からは、左近委員からありました６ペー

ジの農村地域における人口の社会減の抑制という目標、こちらの関係で目標値、平地農業地域、

中山間農業地域、それぞれマイナス0.52％、マイナス0.72％と年間減少率を抑えるという目標

を立てておりますけれども、これについての具体策はどうするのかという御質問、御意見があ

ったかと思っておりますので、そちらについてお答えいたします。 

 やはり農村地域に人に留まっていただく、また新しく人に来ていただくためには、そこで働

く仕事があって、そこに住む、「まち」がきちっと機能を維持していってその上でそこに人が

流れてくる、または、そこで生まれ育った方がそのまま暮らし続けるという流れをつくってい

くことが重要なのではないかと考えております。 

 そういうことで言いますと、仕事をつくるということでいえば、当然、農村地域の中心産業

というのは農林水産業になろうかと思いますので、ここに幾つも掲げられておりますけれども、

農林水産省の施策をある意味総動員して、農林水産業の振興、または今、６次産業化に取り組

んでおりますけれども、これも含めて農山漁村地域の仕事の充実を図っていくことがまず一つ

必要になってくるだろうと。 

 その上で、「まち」づくりということでは、これは国土交通省を始め、各省との連携になっ

てきますけれども、この通常国会で地域再生法の改正案が成立いたしましたけれども、制度的

なものも含めて小さな拠点という取り組みを進めることになっております。こういったことを
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通じて、極力、農村地域に暮らす方々が日常生活を行うのに困らない、そういった機能を集約

していくことで、住む場所を確保していくことを、農村の住環境の整備などとあわせて進めて

いくことを考えております。 

 また、そうした上で、当然そのようなことを通じて、できるだけ生まれ育った方に留まって

いただくこととともに、都会に生まれ育った方に農村地域に来ていただく。 近は田園回帰と

呼ばれるような動きも出てきておりますけれども、これを後押しするような取組みとして、例

えば総務省が中心になりますけれども、『地域おこし協力隊』です。農林水産省では昨年度ま

で『田舎で働き隊！』という取組みをやっておりますけれども、これは両省あわせて進めてい

くことになっておりますので、このような取組みも通じて地方から人が出ていくのを留めると

いうだけでなく、都市部、特に若い人たちに農村に回帰していただくという動きをつくってま

いりたいと考えております。 

○岡田生産局総務課生産推進室長 続きまして、５ページの一連の御質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず１点目、ちょっとテクニカルなお話になりますけれども、生産コストの削減のところで

すけれども、御指摘のとおり、60ｋｇ当たりの米の生産コスト（生産費（副産物価格差引））

だと１万3,000円が新しい数字になりますけれども、一方、ここに掲げる目標は、生産コスト

のうち生産資材費である農機具費、肥料費、農業薬剤費と労働費に着目しておりまして、これ

を足し上げると9,117円となり、これの４割減ということで目標を立てさせていただいており

ます。 

 これはどのように達成するのかということですけれども、まず規模拡大による労働費と生産

資材の低減です。また、農機具の低コスト化を図るため、例えば基本性能に絞り込んで、海外

向けにそのような機械が開発されていますけれども、こういうものを導入できないかというこ

とです。また、肥料についても未利用の資源を活用できないかと考えております。さらに、担

い手農家が利用できるようにコスト低減技術等を取りまとめた「稲作技術カタログ」というの

がありますけれども、あまり御案内でないかもしれないですけれども、これを、技術の追加を

行いしっかりと周知していきたい。やはり、ただ目標を立てるだけでは意味がないので、しっ

かりそれを現場に周知して、目標の達成に向かって頑張って頂きたいと思っております。 

 その次の御質問は、酪農における労働時間の削減ではなくて数量にしたほうがいいのではな

いか、今はバターも足りないしという御指摘だったかと思います。そういう議論も当然あると

は思っていましたけれども、御案内のとおり、現在、生乳の生産量はかなり落ち込んだ中で、
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それを加工に回すということが難しくなっているわけですけれども、まずやらなければいけな

いのは、先ほど私が御説明いたしましたが、やはり酪農関係だと労働がきつく、しかも休みが

ないということで、まずここをしっかり改善しないと、幾ら目標を立てても結局はやる人がど

んどん減っていくという悪循環から抜けられないと思っています。 

 今後、畜産クラスターという仕組みを活用するのは当然ですけれども、プラスして、例えば

搾乳ロボットの導入による規模の拡大や、休みがないという問題を解決するためのコントラク

ターといった外部支援組織の拡充というものに農林水産省としても支援しているところですの

で、当面、生産量というよりは、100時間を越えています労働時間を削減する目標としていま

す。ちなみに、麦だと10アール当たり労働時間は10時間を切っていますので、そういうものと

比較すればかなり厳しい。これは年間の１頭当たりの労働時間で、これだけかかりますので、

その削減にしっかり取り組むのが目標としていいのではないかと考えて設定しておりますので、

御理解いただければと思います。 

 後に、幾つか複合した御質問がありましたが、今回 も野心的な数字になると思うのです

が、飼料用米の目標です。今は麦も本作と言いますけれども、私も昔、転作と言われた時代に、

現場をいろいろ回った経験もありますが、この飼料用米については大豆や麦とは違って、設備

投資がそれほど要らない。既存の施設において、コンタミネーションがないようにすれば飼料

用米生産に取り組みやすいということで、どうにかならないかというお話は随分前からあった

わけですが、今回、農林水産省としてはこれを本作に位置づけたところです。 

また、大きな目標を掲げた方向性はいいとは思うのですけれども、需要があるのか、需要が

ないと引き取り手がいないのではないかという御指摘についてです。 

 平成27年産については、当面、飼料会社からは100万トンぐらいは引き取れますというお話

も承っておりますし、日本飼料工業会からは、中長期的には価格の折り合いが当然ありますけ

れども、200万トンは可能というお話をいただいているので、当面の行き先はある程度大丈夫

であると思います。また、御指摘があったトレーサビリティ、安全のことだと思いますけれど

も、そこの細かいところまで、申し訳ございませんが、私、担当していないのでお伝えする形

になってしまいます。やはり、需要はあっても要は横持ち・輸送費や輸入トウモロコシと比べ

て価格で見合うのかという問題が当然起こってくることは承知しております。 

そのため、たくさん生産する、多収をすればある程度コストも下がりますし、マッチングも

近場でしっかり引き取ってもらうのが一番良いというのは御指摘のとおりです。点の動きです

けれども、牛だと「まい米牛」という、出雲でブランド化しているものもありますし、鶏は、
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お米を食べさせると卵の黄身の色が白くなってしまいますが、もともと黄身の黄色はトウモロ

コシの色ですけれども、それが消費者の方に御理解いただけないというところで、何だこの卵

白いじゃないかという話もあるのですが、そこも含めて差別化、もしくはブランド化を進めて

いる産地も幾つかございます。私は生産推進室長をやっておりますけれども、生産の効率化な

どの支援も含めて、全体一丸となって取り組みながら目標達成したいと思っております。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

それでは、今の回答以外にまだ御意見ございましたらよろしくお願いします。 

特にございませんでしょうか。 

○婦木委員 今ずっと政策を見ていきますと、いわゆる産業としての農業のあり方という観点

で政策が立てられていって、指標もそれに関係するような指標にどんどんなっていますね。そ

ういう中で、片や農村の維持という関係のものもあります。その２点が大きく分ければ集約で

きると思うのですが、法人化なりそういう産業としての農業のあり方という点では、色々な目

標値が立てられて色々なことができるのですが、片やそれにこぼれている兼業農家と言われる

一般の普通の農家の人たちをどう位置づけるか。例えば、大きい農家が１軒ぼんとあったら、

そこの集落が全部賄えるかというと、そうでもないわけです。 

 実際、農村に入りますと、兼業農家のほうが圧倒的に多いわけです。しかも耕作のどれだけ

の面積を所有するかといったって、兼業農家のほうが圧倒的に多いわけです。そういう兼業農

家のいろいろな努力があって、地域ブランドだとか、農村の景観とか、色々なものが守られて

きて、これからそれを使って産業化しようという話になっていくのだと思うのです。その、い

わゆる兼業農家なり農村を維持・発展させるための農家の皆さんを農林水産省の政策としてど

う位置づけるかという視点を常に持っておく必要があるのではないかなと思っています。です

から、農村の維持という観点の中に、そのあたりのものも織り込む必要があるのかなと思って

おりますのと、もう１つは先ほど田園回帰の話がありました。 

 都会の人がどんどん農村に入ってきます。私は丹波というところですけれども、ものすごく

たくさんの若者が丹波に来ていまして、10軒のシェアハウスがあって、そこに都会から来た若

い男の子とか女の子がみんな住んで、自分たちで仕事を起こして、農家とか色々なところに勤

めたり、自分たちでそれを販売する仕事を手がけたり、デザインをしたり、色々な仕事を自分

たちでつくっている。そういうような動きが非常にあるわけです。ですから、色々なところで

仕事があって、お金が儲かれば人が来るということが、本当にそうなのかなとこの頃思ってい

ます。 
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 ちなみに、私のところの息子２人は今年の春に就農しました。それなら私のところがそんな

に儲かっているかって、そんなこと全然なくて、ところが彼らは自分たちで、こんなところで

言うのもあれですが、リヤカーでそこら辺に販売しに行って、毎月、結構お小遣いを稼いでい

るわけです。そうやって自分たちでできることを自分たちで考えてやれる、そういう場所、そ

れから環境、そういうものを整えるのがまず必要ではないかなとこの頃思っています。ですか

ら、そういう考え方というのが若干これでいいのかなという疑問を持ちながら、これから政策

なりを考えていく必要があるのかなというのを現場で思っておりますので、一言つけ加えさせ

ていただきます。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

以上でよろしいでしょうか。これで政策分野の①から⑯の説明と意見交換は終了とさせてい

ただきます。 

 ここで10分間、休憩を挟ませていただきたいと思います。３時３分まで休憩としたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

（休憩） 

 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 それでは、委員の先生方お揃いですので、会議を再開させ

ていただきたいと思います。 

 議題の２つ目でございます。「平成27年度実施施策に係る事前分析表（林、水）及び平成26

年度実施施策に係る政策評価書（林、水）」について、まずは担当から説明をさせていただき

ます。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。よろしくお願いいたします。 

 林野庁関係につきましては、まず先に資料８によりまして、平成26年度に実施した政策の実

績評価について御説明させていただきます。政策分野番号では⑫から⑭までの３つとなります。 

本日は各政策分野の目標の達成度合い及び要因分析を行った測定指標を中心に御説明させて

いただきます。 

 それでは、資料８の３ページをご覧下さい。まず初めは政策分野⑫「森林の有する多面的機

能の発揮」でございます。この分野では（１）から（６）の６つの施策において、計15項目の

指標を設けております。この15項目の各指標の達成度合いでございますが、10指標がＡ評価、

５指標がＢ評価となっており、政策分野⑫全体の達成度合いの評価としては４ページの一番下
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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。 

 続きまして、５ページをご覧下さい。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⑬全体の

達成度合いの評価としては、一番下の欄にありますように「③相当程度進展あり」となってお

ります。 

 後に６ページの政策分野⑭「林産物の供給及び利用の確保」でございます。５項目の指標

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⑭全体の達成度合いの評価とし

ましては、一番下の欄にありますとおり「③相当程度進展あり」となっております。このうち

１項目、オレンジ色の部分でございますが、指標（イ）「公共建築物の木造率」については、

平成25年度の木造率の実績は8.9％となっております。本指標につきましては、昨年までと同

様、統計資料の関係上、実績値が１年遅れでしか把握ができないため、今回の評価でも平成25

年度の実績値を用いて評価を行っておりますが、平成24年度の9.0％よりも0.1％下回る結果と

なりました。達成度合いは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。 

 木造公共建築物の床面積でございますが、平成24年度の176万㎡から平成25年度には206万㎡

へと増加していることから、施策による効果は現れ始めていると考えておりますが、木造化の

ハードルが高い中高層の公共建築物の床面積が16％増加しましたことから、これが公共建築物

全体の木造率が低位となった主な要因であると分析しております。 

 一方で、目標達成のためには今後もさらに木造化の働きかけを進め、特にコスト面や技術面、

ノウハウ面等、木造化に向けた各種課題に対応していくことが必要と考えております。 

 また、国が整備する低層の公共建築物につきましては、「公共建築物等における木材の利用

の促進に関する法律」に基づき定められた基本方針がございます。この基本方針において、原

則として全て木造化を図ることとしておりますが、各省庁の判断により、非木造が選択された

ケースも多く見受けられ、これらのうち半数近くの施設については木造化が可能であったもの

と判明したことから、今後は各省庁への働きかけ等により、このようなケースをなくしていく

ことも必要であると考えているところでございます。 

 以上が平成26年度の実績評価でございます。 

続きまして資料６により、平成27年度の目標設定について御説明させていただきます。林野

庁の政策分野番号については、平成27年度に農業分野の政策評価体系の見直しがございました

ので、これに伴い、⑰、⑱、⑲に変更されておりますが、その内容に変更はございません。 
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 一方で、これらの政策の達成状況を図るための指標とその目標値につきましては、いくつか

の見直しを行っておりますので、その内容について御説明させていただきます。 

 まず初めは、１ページ目の政策分野⑰「森林の有する多面的機能の発揮」でございます。こ

の分野では、施策（３）の目標①のうち、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」について見直しを行うこととしております。 

これまでは、この都府県の割合を毎年度100％とすることを目標として設定し、当該目標の達

成に向け取り組んできたところでございます。しかしながら、平成25年度におきまして、主に

気象等の要因により、松くい虫被害が増加し、このため被害率が微害である都府県の割合が、

平成24年度の78％から平成25年度は63％まで大きく減少いたしました。一度被害が増えた松林

において被害を微害のレベルに抑えるには、過去の例からは数年以上かかることが明らかとな

っております。このため、現状では単年度での目標達成は現実的でないことから、 終的な目

標として100％とすることについては変わりはございませんが、こうしたこれまでの実績も踏

まえつつ、現実的かつ政策目標の達成に向け有効と考えられる目標値へと見直しを行いました。 

 具体的には、今後、各種防除対策により段階的に成果を上げていくこととし、実績値が安定

的に上昇していた平成20年度から24年度、この期間における 大上昇値は５％でございました

ので、平成26年度の実績値71％から毎年度５％程度増加させることにより、32年度に100％と

することを目標として設定しております。 

 続きまして、２ページをご覧下さい。政策分野⑱「林業の持続的かつ健全な発展」において、

１つの指標を新設し、１つの指標の目標値を見直しております。 

 まず指標の新設ですが、目標②「人材の育成・確保」において、指標（エ）「安全かつ効率

的な技術を有する新規就業者数」を新たに設定しております。本指標につきましては、昨年度

の政策評価第三者委員会におきまして、林業分野でも新規就業者に関する指標を設定したほう

がよいのではないかとの御指摘をいただいたことを踏まえ、新設したものでございます。 

具体的には、「森林・林業基本計画」に掲げられている平成32年の木材供給量の目標達成に

向け、それを支える事業体の事業量の増大が必要とされている中で、安全かつ効率的な森林整

備の技術を身につけた現場技能者を増加させ、そしてこれらの者が供給体制の中核を担うこと

が重要であるという考え方に立ちまして、緑の雇用現場技能者育成対策事業による研修１年目

の林業作業士、フォレストワーカーと言っておりますけれども、その育成人数を新規就業者に

関する目標値として設定しております。 

 目標値の1,200人につきましては、平成32年の木材供給量の目標達成には５万人程度の林業
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労働者を確保することが必要と試算しており、これをベースに、林業就業者の年齢構成と定着

率を踏まえまして、平成32年までの間に毎年必要とされる１年目研修生の人数を試算したもの

となっております。 

 次に目標値の見直しでございますが、目標③「林業労働安全の向上」で、指標（ア）「林業

労働災害被災者数」について平成27年度の目標値の見直しを行いました。本指標につきまして

は、平成26年の実績が1,611人となっております。これは 終年の平成29年の目標値である

1,612人より少ない数値でございます。このため、減少した被災者数をこれ以上増加させない

という考え方のもと、平成27年の目標値につきましては、平成26年の実績値をさらに下回るこ

とを目標としまして、対前年比減を目標として再設定しております。 

 以上が林野庁関係の御説明でございます。 

○菅家水産庁企画課長 続きまして、水産の関係について御説明申し上げます。水産庁企画課

長の菅家と申します。よろしくお願い申し上げます。 

 まず、資料の８をご覧いただきたいと思います。資料の８によりまして水産関係の平成26年

度の実績評価の結果概要、要因分析について御説明申し上げます。 

 ７ページをご覧いただきたいと思います。７ページにまず政策分野⑮、「水産資源の回復」

という項目がございます。この中に測定指標が４つございまして、このうちＡが３つ、Ｃが１

つということで、全体では「③相当程度進展あり」でございましたが、１つ、中位または高位

水準の魚種の比率という指標が「Ｃ（有効性に問題があり）」となりました。この要因といた

しましては、海洋環境の変化等によりまして、平成26年度は中高位水準にある魚種が42系群と、

平成25年度より６系群減少したためでございます。 

 ８ページをご覧下さい。８ページの政策分野⑯、「漁業経営の安定」という項目がございま

す。この中に指標が４つございまして、Ａが３つ、Ｂが１つで、全体での達成度合いは「③相

当程度進展あり」となっております。 

 次に９ページをご覧下さい。政策分野⑰「漁村の健全な発展」でございます。これは指標が

10ございまして、このうちＡが５項目、Ｂが３項目、それからＣが２項目となっております。

このＣ評価になっている項目につきましては、要因分析を御説明申し上げたいと思います。 

 まず（２）の①のアにございます、「魚介類（食用）の消費量」でございます。これがＣと

なっておりますけれども、この要因としましては、円安による魚介類の輸入量が減少いたしま

して、これによって魚介類の国内用消費量が減少して、結果、１人当たりの魚介類の供給量が

減少したことが原因だろうと分析をしております。 
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 次に、その下の（イ）「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」でございます。これの要因としましては、目標設定時、平成23年でございます。この時点

における直売所、自家販売収入について、特定の海区、階層において、通常より高い値が出て

おりましたから、結果としてこの目標値が非常に高い数字になっている。これが原因であると

考えております。 

 政策評価の結果概要、要因分析の御説明は以上でございます。 

 続きまして、資料６をご覧いただきたいと思います。「指標の新設・見直し等について」と

いう資料でございます。 

 水産関係におきましても見直しをさせていただきたいポイントが２つございます。まず３ペ

ージをご覧いただきたいと思います。政策分野㉒の「漁村の健全な発展」、この１つ目が

（ア）「魚介類（食用）の消費量」、この達成度合いの判定方法でございます。見直し理由は

赤字で書いてございますけれども、現行の目標値を使用した場合には、仮に消費量が減少を続

け、平成34年度の目標値からの乖離が大きくてもＡ判定になる可能性があることから、34年度

の目標値の到達度合いを適切に評価できるようにするために見直しをさせていただきたいとい

うことでございます。 

 ２つ目でございます。この（イ）でございます。これは現行の「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」という指標を「水産物の輸出額」に改めるというも

のでございます。この理由といたしましては、「農林水産業・地域の活力創造プラン」におき

まして、2020年までに国内水産物の輸出額を3,500億円に倍増することを目標として設定した

ことを踏まえて、その目標にこれを変えさせていただきたいということでございます。 

 説明は以上でございます。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

ただいまの説明につきまして、委員の皆様方から御意見、御質問をいただきたいと思います。 

大山委員、お願いいたします。 

○大山委員 林業のことは不勉強なところが多々ありますので、教えていただきたいことも含

めて質問しますが、Ａ３の資料８の６ページの、いわゆる公共建築物における木造率の件です

けれども、これは国が関与したり国が所管する公共建築物だけではなく、基礎自治体が関与す

るものについても目標を定めているのか。というのは、多分、公立の小学校とか中学校は基礎

自治体が主体のことが多くて、想像するに、地方だと小中学校などはもう統廃合のほうは多い

けれども、新設は少ないように想像でき、それ以外には、例えば公民館とか、それに準ずるよ
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うな基礎自治体を持つようなものもこれから爆発的に増えるとは思えなくて、地域によっては

コンパクトシティ化したときに新たに公共建築物の整備とかあるのかもしれませんけれども、

これは目標達成のためにこれから増やしていくことは、具体的に宣伝も含めてどうやっていく

のかをお聞きしたい。 

 例えば道の駅などは、公共には入らないのかなとか、あれは多分、第３セクターとか地域の

事業体等がやっていることが多いのかもしれませんけれども、これを、目標を耐火性なども問

題ないことをもう一回きちっと踏まえて増やしていくという点で、どのような方策と目標達成

を目指すかをお聞きしたいなと思います。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

それ以外に何かございますか。日吉委員、よろしくお願いいたします。 

○日吉委員 資料８の７ページの、資源管理の推進についてですが、先ほどの説明では、海洋

変化によって資源が傷んでいるような言い方だったと思うのですけれども、実は、漁獲圧力が

現場で明らかに高いが、ある研究機関はよく資源が傷んでいるのは気象の変化だと言います。

気象の変化も多少はあるでしょうけれども、現場では明らかに漁獲圧力が強いという認識があ

ります。今日も、私は沖へ行き、漁獲していますけれども、やっぱり資源管理は徹底的に国が

指導しなければならない。私がわかるのは沿岸ですけれども、現状は非常に資源が傷んでいま

す。気象の変化とよく研究者が言い始めていますけれども、気象の変化で今の状況を説明する

には不備があると思います。 

 それともう１つあります。９ページの個人経営体で漁労外の事業収入が目標に達していなか

ったことです。それについては、よく農林水産省が推進してくれている６次産業化というもの

があると思います。漁業では、なかなか６次産業化が難しいところがあります。例えば１つ例

を挙げますと、産地市場に私たちが獲ったものを水揚げします。産地市場に水揚げしたものは、

入札にかけられます。漁獲物を産地市場からどこに出荷するかは、漁業者でない方が行ってお

り、農業の方は私よく分かりませんけれども、30年も前からかな、スーパーに行くと生産者の

ラベルが貼ってあったり、色々な６次産業化のようなことが行われていたと思うが、未だに漁

業ではそういうことすら行われていないので、この数値を設定してくれたのは漁業者としては

嬉しいですけれども、漁業現場では、漁業者を育てるような施策をしていただかないと、漁業

の６次産業化は難しいのではないかと思います。 

 もう１つあります。漁業経営の安定という分野がありましたが、ここで１つ、近年、すばら

しい制度を水産庁が出していただいて、積立ぷらすという制度があります。どういう制度かと
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言いますと、直近の５年間の水揚げで、一番良い年一番悪い年を除いた３年を平均した漁獲を

基準にとって、不漁があったときにそれを補塡するという制度です。どういう制度で良いとい

うのは漁業者にも応分の負担があって、国が援助してくれるという制度で、やっとこの積立ぷ

らすになりまして、漁業生産のセーフティーネットみたいなものができたと、浜では漁業者み

んなが褒めている制度だと思っております。 

 生産量を基に比較している加入率ですが、実は沿岸の漁船漁業者の加入率が非常に低い状態

です。せっかくすばらしい制度なので、ぜひ沿岸の漁業者にも、経営体が小さい漁業者にもこ

の積立ぷらすや漁獲共済を推進していただけないかなということです。 

 以上です。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

ほかにありますか。 

○速水委員 １点は資料８の３ページの⑫の（１）④の「持続的な森林経営の推進・確保」で

す。経営の推進・確保のところで、達成率が72％のＢになっている指標ですが、森林経営計画

は、作る過程で私も色々な議論に関わって、色々な問題がありながらできてきて、できた以上

はこれを中心に持っていこうということで、私どもも努力をしているのですけれども、私は三

重県ですけれども、三重県自体もそういう努力をしようとやっていたのですけれども。 

少しずつ林野の方針が変わってきて、森林経営計画を立てるメリットがあまり見えなくなっ

てきている現状があるような気がします。県の施策などを聞きましても、経営計画が立ってい

なくても使えるような、例えば補助事業などを推進されたりする傾向があって、この森林経営

計画自体が林野のどういうポジションに変わっていったのかが、今の政策の中でちょっとポイ

ントが見えなくなってきているので、今後これの普及、達成率が非常に将来的には高くみてい

るものが本当にそういくのかというのが、今のやり方だとちょっと疑問だなという気がします。

そこで一つお答え願いたい。 

 それと、先ほど質問が出ました公共建築物の木造率の話ですけれども、ここにも書いてあり

ますように、建った後で、もうちょっと頑張ったら木造ができたねというのはかなりあるのは

私も分かります。そのときに、公共建築物の木造化に関しての法律ができて動くぐらいの、国

としては非常に重要なポイントで、林業政策としては重要なポイントとしてやったと思うので

すけれども、事前にチェックしない限り絶対無理だと思います、木造化というのは。どうして

も今までの感覚であれば、木造でないものを建てるのが当たり前であって、木造が非常に特異

な部分、特別なものだといった捉え方を皆さんされることがまだあると思います。そこを打破
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するためには、いや、そんな建て方だったら木造がいけるよといった事前のチェックの機能を

どこかに極力持たせないと、なかなかこれ難しいなという感じがします。 

 それと公共建築物の話が出ていますけれども、今後は軀体全部が木造ではなくて、極力、そ

れは当然やってらっしゃるのは分かりますけれども、内装に木造を使っていく形にしていかな

いと、木材需要自体が構造ばかり担う木材需要ではなくなってきていますので、そういう意味

ではビルの内装、床も含めた、そういうものに木がどんどん使われるようにしていかないと、

なかなか木材の需要拡大は難しいだろうなという気がします。そういうことを意見として、対

応をどう考えるかを伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

ほかに御意見はございますか。婦木委員、よろしくお願いいたします。 

○婦木委員 林業関係で２点ほど。 

 今の木造化の件につきましては、私のところも実は認定こども園とか、そういう形で、新し

い形でどんどん新規の建物が建つのですが、残念ながら木造にならないとなりまして、子供た

ちの触れるそういう建物につきましては、ぜひそのような形での、更なるＰＲをしていただき

たいなと思います。 

 それともう１つですが、林業の関係で、一番初めに土壌を保持する能力や水を育む能力の維

持・向上という目標があります。そこでＢという判定ですが、実は昨年、私が住む丹波市で大

規模な災害がありました。非常にたくさんの土砂が山から流れまして、250カ所余りの土砂崩

れが起こりました。残念ながら亡くなった方が１人いらっしゃって、川も埋まってしまい、橋

も落ちたということで、立ち木が結局橋を壊したというような大規模な災害がありました。 

 そういうものを見ておりますと、実は山の奥のほうからどっと崩れるというのもあるのです

が、いわゆる近くの里山的なところから非常にたくさん崩れている。私自身も山林の持ち主で

はありますので、そういう中から山の手入れができていないから崩れたんだという意見が非常

に多いわけです。 

 そういう中で、私、山持ちの一人としては、とてもじゃないけれども、山の手入れなんかし

ていなかったよねというのが非常に今度問題になってまいりまして、それを何とかしないとい

けないのではないかと、地域でも話し合われるようになって、つい 近ですが、私のところの

地域でも木の駅というのをやりまして、森の健康診断、それから森の棚卸しというような事業

を始めよう。いわゆる自伐の林家、農家でありながら冬場は山に行けるよという、そういう山

を持っている、自分で切ったりする、そういう専業林業者ではないのですが、そういう方が少
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しでも山に入って維持をしていかなければならないのではないか。自分たちの地域の山は自分

たちで守らないといけないのではないか。そういう動きが起こっております。 

 そういうようなことを考えますと、もちろん林業、いわゆる、先ほどの農業にもリンクしま

すが、産業としての林業のあり方、それから自伐林家の人たちがその地域を守るために行う、

そういう林業のあり方、そういうものが両方あってもいいのではないかと感じておりまして、

私自身もそういうような木の駅のいろんな運営に携わったり、森林ボランティアの人と交流し

たり、また、林業女子と言われる人と交流したり、色々なことをやり始めるようになって、初

めて山に入って、山がこういうふうになっているのかというのを教えてもらうような日々でご

ざいます。 

 ぜひ、そのような、いわゆる林業というものも必要ですが、そうでない国土の維持・保全と

いう観点から言いますこの部分をどう地元の人たちが担っていくのかというものも｡少しこの

ような中身に入れていただいて考えていく必要があるのではないかなと思っておりますので、

ひとつよろしくお願いしたいです。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

ほかに御意見ございますか。松田委員、よろしくお願いいたします。 

○松田委員 ちょっと質問みたいな形になってしまうと思うのですけれども、資料６の新しい

指標の中で、２ページ目にフォレストワーカー育成の話がありました。それで、この目標に関

連して下の説明文のところで、林業就業者、必要な方が５万人のための年齢構成と定着率をも

とに設定をされましたという話だったのですが、定着率は現在どれぐらいで見込まれているの

か教えていただきたいのと、これは毎年1,200人のうち、定着率でどれぐらい残ることになる

のかというあたりにつながるかと思うのですが、御質問ということでお願いいたします。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

それでは、そろそろこの辺りで順次回答をお願いしたいと思います。 

○佐藤林野庁企画課長 それでは、林野庁から委員の御指摘にまとめてお答えをさせていただ

きたいと思います。 

 まず、大山委員から公共建築物の木造率についての、本指標が対象とする公共建築物は国が

整備する建築物だけなのかという御質問でございましたけれども、公共建築物につきましては、

国または地方公共団体が整備する公共の用または公営に供するものもありますし、それに加え

まして、国や地方公共団体以外の者が整備する学校ですとか、あと道の駅につきましても対象

としております。 
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 我が国においては、建築物全体では木造率が今でも４割ぐらいなのですが、公共建築物に限

ると１割以下ということで、非常に低くなっております。これは今までの経緯ですとか、ある

いは比較的、中高層の建物が多いとか、色々な理由があるとは思いますが、一方で我が国の建

築規制も 近変わってきておりますし、そういった中高層の建築物にも対応できる木材製品の

開発も進められてきております。 

 そのような中で、我々としましては、特に公共建築物についてはまだ木造率を上げる余地が

あるのではないかと思っておりまして、現在のような目標の設定をしまして、先ほど速水委員

からお話しのありました法律を作りまして、支援措置ですとか、あるいは今申し上げた技術開

発や規制の見直しなどを行ってきております。さらにこれもお話しがございましたけれども、

関係者の方々の中には、まだまだ木造は危ないのではないかとか、そういった意識を持ってい

らっしゃる方も多いですので、いや、そうではないです、逆に木材を利用することはこんなに

メリットがあるんです、といったことをＰＲすることも含めて進めていきたいと思っておりま

す。 

 次に、速水委員から森林経営計画についての御質問がございました。これは御案内のとおり、

平成23年の森林法改正で盛り込まれて、平成24年から施行されている制度でございますが、今

でも森林経営計画が森林法に基づく計画制度の根幹をなすものでございまして、特に森林経営

計画を立てるためには、ある程度施業や経営を集約化していただく必要がございますが、そう

いった取組が非常に大事だと思っております。 

 一方で、森林経営計画の制度が施行される前後から、なかなかすぐに集約化をするのは難し

いというお声もありますし、あるいは、この制度導入以前から行われている補助金制度等もご

ざいます。ただ、そういった施策を実施する際も、 終的に目標とする森林の多面的機能の発

揮、あるいは林業の発展のためには、個々にばらばらに施業していてはなかなか効率も上がら

ないし、森林整備も効率的でないということですので、森林経営計画を主体として、そういっ

た方達もちゃんと入れて推進していきたいと思っています。その中で、森林経営計画の達成率

の目標に向けて引き続き頑張っていきたいと思っております。 

 速水委員からもう１つ、公共建築物の木造化については事前のチェックが必要ではないかと

いう御意見がございましたが、これは建築物については御案内のとおり、建築基準法に基づい

て建てられているものでございまして、制度上は建築確認があれば原則としては建てられるこ

とになっております。そこで木造率が何％だから建築確認をおろさないとか、林野庁としては

そこまでできればいいなという気持ちもないわけではないのですが、世の中、木材利用オンリ
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ーでできている世界でもありませんので、そこまでは難しいところもございます。ただ一方で、

先ほどちょっと話に出ましたけれども、委員の皆様は、現在の森林・林業あるいは近年の木材

利用をめぐる状況についてよく御理解された上でそうおっしゃっていただいているのですけれ

ども、世間一般の方々の意識というのは、木は切ってはいけないとか、木を使うのはもったい

ないとか、まだまだそういった意識が根強く残っているところもありますので、そこはそうで

はないという話を、例えば森林・林業白書とか、あるいは他の機会も使いながら、国民全体の

認識なり意識を変えていただくといったことも重要であると考えております。もう１つは、な

かなか全国の公共建築物を一緒にというわけにもいかないのですけれども、少なくとも国が整

備する建築物については、毎年私どもがフォローアップをさせていただいておりまして、そこ

で、これ木造化できましたよねといったような事例があれば、それはその都度申し上げていく

とか、そういった取組も含めて地道にやっていきたいと思っております。 

 その取組の中には、構造材に木材を使うということではなくて、御指摘にありましたような

内装の木質化も重要と考えており、農林水産省の図書館も 近、ささやかですが内装を木造化

したところでございます。ほかの省庁、あるいはより広く公共建築物、国や地方公共団体以外

が整備するものについても、実際、居心地という点ではどう考えても木造の方がいいですので、

あとは建てる方のコスト等を踏まえた上での判断になると思いますけれども、委員の御指摘の

とおり、構造材よりも内装の方が入れやすいといった面もあると思いますので、そういったこ

とも視野に入れながら進めていきたいと思っております。 

 あと、婦木委員から、こども園についても木造にならないかという、更なるＰＲが必要とい

う話があったのですが、おっしゃるとおりでございまして、子供さんとか、あるいは高齢者の

方が入るようなところは木造にしたほうがいいという声が比較的利用者の方からも多いところ

でございますけれども、そこはやはり施設を建てる方に実際に木造の施設を見ていただくとか、

あるいは逆に子供さんなり親御さんの声をもっと聞いていただくようなことが必要かなと思っ

ております。そういった中で、林野庁として何ができるのかについてでございますけれども、

そこは先ほどの繰り返しになりますが、あるいは今、委員から御指摘がありましたとおり、

色々な形でＰＲなり意識改革というか、実際事実はこうなんだといったことを粘り強く、普及

啓発といったらおこがましいかもしれませんけれども、続けていくことも重要かと思っており

ます。 

 それともう１点、産業としての林業だけではなくて、自伐林家のような地域としての林業と

いいますか森林管理が重要だという御指摘がございました。これもおっしゃるとおりでござい
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まして、林野庁の今の施策としましても、昔は林業中心の時期もありましたが、今の林野庁の

施策体系は「森林・林業基本法」を平成13年に作りまして、そこで政策レベル、法律レベルで

も何が大事かというと、まず森林の多面的機能の発揮が大事であり、そこでもちろん林業が重

要な役割を果たすわけでございますけれども、林業だけではなくて、今お話のありましたボラ

ンティアの方ですとか、あるいは地域としての取組、そういったことも重要だという考え方で

取組を進めているところでございます。 

 そういった中で、特に先ほど速水委員の御指摘とも関係するのですけれども、日本の森林の

場合には所有者の方が比較的小規模な方が多くて、それも森林管理にあまり関心がない、ある

いは、そもそもその場所に住んでいない方が非常に多くて、そういった方々にどうやって関心

を持っていただき、一方で日本は所有者の権限というのが法体系の上では強いところでござい

ますので、やはり基本的には所有者の方にそういった意識を持っていただくことが非常に重要

だと思います。そういった中で、所有者の方自ら取組をされることもすばらしいと思いますけ

れども、なかなか全ての所有者の方がそういうわけにいかないと思いますので、そういった場

合にはただ放っておくのではなくて、自分で管理できないのであれば、ほかの人に委託をする

とか、委託先は森林組合もあるでしょうし、あるいは他の林業事業体の方がいらっしゃると思

いますので、そういった取組を進めるといったことも重要だと考えております。 

 後に、松田委員からフォレストワーカーについての定着率の御質問がございました。これ

につきましては、緑の雇用事業における新規就業者に対する研修修了者のうち、３年後も就業

している者は大体７割となっております。これを高いとみるか低いとみるかというお話はござ

いますけれども、大卒者、あるいは高卒者の方が一般的に３年後に離職しているかどうかの率

と比較すると、それよりは定着率は若干高くなっておりますので、私どもとしては決して低い

率ではないと考えております。 

 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。日吉委員から３点御指摘をいただきましたので、

それについてお答え申し上げたいと思います。 

 まず１点目で、資源評価に関連して、資源管理についてのお話がございました。資源管理に

つきましては、今さら申し上げるまでもなく非常に重要な、水産庁の今後の 重要課題の１つ

といってもいい位置づけだと考えております。 

昨年、水産庁におきましても「資源管理のあり方検討会」を開催し、様々な立場の御意見の

方に入っていただいて、侃々諤々の御議論をいただいて取りまとめをしたという経緯もござい
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ます。その取りまとめの結果を踏まえて、今、幾つかの施策を実施しているところでございま

して、例えば太平洋のマサバの試験的なＩＱの実施とか、それから資源状況が悪化しているス

ケソウダラについては、ＴＡＣとＡＢＣを一致させるというようなこと、それから太平洋のク

ロマグロについては小型魚の漁獲を厳しく抑制する、こういったことを今実施しているところ

でございます。 

 今後ますます水産行政における資源管理の重要性というのは高まっていくものと考えており

ますけれども、委員の御指摘も踏まえてしっかり取り組んでまいりたいと考えております。 

 それから、２点目で６次産業化と漁業というお話かと思いますけれども、農林水産省全体と

しては６次産業化ということで旗を振っているわけでございますが、確かに漁に出なくてはい

けない漁業者が加工、それから販売まで全部手がけるのはなかなか難しいのではないか。そう

いったご事情もあろうかと思います。 

 そこで、必ずしも６次産業化に限るということではなくて、例えば漁業者の方が加工業者と

か流通業者の方と連携をして売り込んでいくとか、そこは色々なやり方もあろうかと思います

ので、そういう６次産業化に限らない、幅広いやり方も含めて推進をしてまいりたいと考えて

おります。 

 それから、３点目の経営の安定の関連で、積立ぷらすのお話がございました。大変評価して

いただいてありがとうございます。この加入状況につきましては、現在は生産金額のベースで

見ているところでございますけれども、確かにおっしゃるように、中小の漁業者の方々の加入

状況がどうかということもございますので、金額ベースで見れば今、65％弱ぐらいの水準まで

きているわけでございますが、そういった個々の経営体ベースで見た場合の加入率もあろうか

と思いますので、そういった方々の加入促進も今後引き続きしっかり進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

日吉委員、よろしくお願いいたします。 

○日吉委員 前半で速水委員と私が聞いたＭＳＣなどの水産物の認定制度とオリンピックの話

について、いかがでしょうか。 

ロンドンオリンピックのときには、ＭＳＣ認証の水産物が主に使われたと思うのですけれど

も、東京オリンピックのときにはＭＳＣに限らず、認証を受けた水産物をどのように扱うのか

について、国ではどう考えているのでしょうか。 
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○菅家水産庁企画課長 ロンドンオリンピックのときの水産物の調達基準としては、ＭＳＣで

なければだめということではなくて、例示としてＭＳＣが挙げられていたところでございます。 

それでロンドンオリンピックがあって、来年リオのオリンピックがあって、このオリンピッ

クの 近の流れを見ますと、水産物については持続的な資源管理がなされたものを調達する流

れになってきておりますので、恐らく東京オリンピックでもそういう流れになっていくことは

想像に難くないと考えております。 

 具体的にどういう調達基準で、東京オリンピックで水産物を調達するのか。これはまだ決ま

っておりません。東京オリンピックの組織委員会事務局で今後ご検討されて、決定をされてい

くわけですけれども、水産庁としてはそこに色々意見を申し上げていきたいと考えております。

いずれにしてもＭＳＣだけですよとか言われると、これは困ってしまいますので、なるべく幅

広く、ＭＥＬとか、そういった我が国独自の認証基準もございますので、我が国の水産物がな

るべく多く出せるような、そういった基準になるように、一方で、世界的な流れとして持続的

な漁業生産に配慮するといったものもありますので、両者の調和をとりながら、なるべくたく

さんの日本の水産物を、和のおもてなしとして提供できるような形にしてまいりたいと思って

おります。 

○速水委員 オリンピックに限らず、今は輸出の話がよく出ていっています。水産もそうです

し、なかなか木材の輸出というのは難しいにしても、 近は輸出も可能ですし、農産物は当然、

今かなり頻繁にそういう議論があります。その中で農林水産省全体的に言えると思うのですけ

れども、日本独自のさまざまな認定であったり認証であったり、あるいは基準であったりとい

うものは、私からすれば非常によくできているなとは思いますけれども、と言いながら、例え

ばさっきのＧＡＰの話を伺っていても、ＧＡＰというのは幾つかのＧＡＰがありますから、認

証ＧＡＰじゃないですよ。ＪＧＡＰだとかＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.だとかという話はそれとは

別ですという話になってしまって、今のお話も、色々な日本の基準の中で持続性を担保したよ

うな、魚だったら使えるようにしたい。しかし、世界的に見ればＭＳＣだけではないですが、

ＡＳＣだとかＭＳＣだとか、あと幾つかの基準があると思うのですけれども、やはり民間主導

の第三者認証の環境配慮なり、労働者の労働環境の配慮、あるいは、時には先住民の生活への

配慮だとか、そういうことを含めた、かなり広い視点での認証が国際的にはかなり動いている

わけです、既に。 

多分、輸出するためのそういう持つべき武器として認証を持っているのですけれども、私と

してはオリンピックが今後の試金石だろうと思うのです。 
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 そういう意味では、確かに今からＡＳＣだとかＭＳＣだとか広げていったら大変なことなの

かもしれないけれども、やっぱり１つは農林水産省が民間認証なんだ、第三者認証なんだから、

直接関与しないというスタンスをいつまでも続けるのではなくて、やはり上手に民間の認証を

使って行政負荷を下げていく、そして行政目標をちゃんと達成するんだというふうな視点に入

ってこないと、多分、グローバルな農林水産物の動きについていけないような気がします。 

日本独自の基準の中ですばらしいものをつくって作っていても、それを、評価をどこからも

得ない形になってしまうというと、今の内閣が進めているような輸出だとか、木材だって昔は、

この間までの大臣は家具を輸出しろまでおっしゃっていましたから、そういうことを含めて私

はそこの対応が、農林水産省全体にわたって少し、言葉が悪いですけれども、とろいのではな

いかという感じがします。意見だと思って下さい。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

ほかに、特にございませんでしょうか。 

 それでは、この議題についてはここで終了させていただきます。 

 では、次に３つ目の議題でございます「総合評価書骨子（統計）」について、まず担当から

説明をさせていただきます。 

○清水統計部統計企画管理官 資料10をご覧になっていただきたいと思います。「政策ニーズ

に対応した統計の作成と利用の推進」ということで、評価書の骨子の案をまとめさせていただ

いております。担当は統計部統計企画管理官、清水でございます。 

 評価の時期でございますが、平成27年度となっておりまして、対象期間は平成23年度から平

成27年度までとなっております。これは「食料・農業・農村基本計画」の基本計画が５年ごと

に見直されておりますので、私どももその周期にあわせて評価を行うこととしているところで

ございます。 

 前回も５年前の平成22年に検討を開始いたしまして、さかのぼる５年度分について平成23年

に取りまとめ、公表をしているものでございます。 

 ６の「政策の目的・目標」についてですが、農林水産統計は統計法に基づく公的統計でござ

いまして、政策を支える情報インフラとして施策に必要不可欠なものとなっております。目立

たないけれども、政策のエビデンスとして重要なものになっているわけです。 

 あわせて国民にとっても情報基盤ということで、公共財と書いておりますが、広く利用推進

を図ることとしているものでございます。 

 ７に「政策の具体的内容」を書いております。（１）は今申し上げたことを書いているので
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すが、（２）（３）は私どもの事情を書いております。人がどんどん減っていくという事情で

ございます。そのため、限られた人員で新たな政策ニーズにも対応していくことが必要になっ

ております。 

職員が自ら調査の現場に行く機会をできるだけ少なくして、調査員調査、郵送調査、オンラ

イン調査を導入し、市場化テスト、これは公共サービス改革法に基づく民間委託でございます

が、そういったアウトソーシングも行ってきているところでございます。 

 さらに地方統計職員が高齢化しておりまして、今後も人数が減っていく。具体的には50代が

半数以上という年齢構造になっておりまして、10年後に半数以下になってしまうという状況で

す。そのような中で質の高い信頼性のある統計データを提供していくことが目標になっており

ます。 

 経営統計調査、生産統計調査については、非常に重要な調査で、職員調査で行ってきている

わけでございますが、これも職員が自ら行うことが非常に難しい状況になってきております。

そのために専門調査員と呼ばれる高い専門知識、能力を持った方々を任命いたしまして、平成

27年度からこのような制度を活用させていただいております。 

この専門調査員には職員が研修ＯＪＴを行いまして、また一度に全員を切り替えるのではな

く、徐々に専門調査員に切り替え、10年後にはベテランの専門調査員が新人の専門調査員を指

導するというような形で技術伝承をしていきたいと考えているところでございます。 

 （４）は将来における見直しの話を書いておりまして、「農林水産業・活力創造プラン」、

「食料・農業・農村基本計画」の着実な推進を図るため、統計調査の見直し検討会を設置して

検討を進めているところでございます。 

 （５）は結果の公表の仕方について書いております。データに対する接続可能性や比較可能

性を高めるために、農林水産省だけでなく、ほかの省との比較も可能にするｅ－Ｓｔａｔ、政

府統計の総合窓口からデータを提供しております。 

 （６）は中立性を確保するための取り組みでございまして、統計法の規定に基づきまして、

毎年度、公的統計基本計画の進捗状況、公的統計の作成状況等について総務省に報告しており

ます。この計画というのは、正式名は「公的統計の整備に関する基本的な計画」と言いまして、

５年に一度閣議決定される公的統計の計画でございます。 

総務省は報告された内容を統計委員会に報告し、統計委員会は必要に応じて意見を述べるこ

とができる仕組みになっております。 

 この統計委員会は、公的統計に関する第三者機関でございまして、その委員は学識経験のあ
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る者のうちから内閣総理大臣が任命することになっております。 

 評価の観点につきましては、８に書いてある３つの観点でございまして、まずは必要性とし

て政策ニーズとの関連、公共財としての役割、効率性については見直しの状況、専門調査員の

導入、見直し検討会における検討状況、有効性については結果の公表状況、結果の利用状況と

なっております。 

 その後のスケジュールでございますが、今現在、お手元にあるのは骨子でございますが、そ

れを膨らませた総合評価書本体の案を12月頃、委員の皆様にご覧になっていただきまして、御

意見を伺いたいと考えております。その後、御意見について対応・調整をいたしまして、来年

３月に総合評価書をホームページで公表したいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問がありましたらよろしくお願いし

ます。 

左近委員、お願いいたします。 

○左近委員 御説明ありがとうございます。 

総合評価に関しては私自身も諸外国の例も含めて非常に幅広く見てきている状況であります

けれども、こういう統計をテーマにしたものはほとんど見たことなく、ユニークなものだなと

感じております。 

 その中でせっかく法律に基づいて実施する統計の政策としての効果をきちっと検証するとい

った観点においては、せっかくの機会ですので、特に重要なのが、こういう統計が情報インフ

ラとしてきちんと整備していくことも大事ですけれども、それがどう活用されているのか、も

しくは役に立っているのかといったところまでしっかり検証できれば非常に意義のある評価に

なるのではないかなと思います。 

 具体的には、役所内でどう統計情報が使われているのか、あるいは不備、もしくは本当に役

に立っているのかという観点、あるいは地方公共団体もそうでしょうし、さらに言えば恐らく

よく使うのは研究者の方かと思いますので、主要な研究者が実際この統計をどう見ているのか、

どう活用しているのか、あるいは欠けている点はないかといったところを、インタビューなど

できっちりとその検証をして、それを改善につなげていけば非常におもしろいのではないかな

と思います。 

 さらに言えば、特に利用の状況が一体どれぐらいウェブサイトでダウンロード、あるいは閲
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覧をされているのかに関して、もし可能なのであればほかの統計との比較のようなものもあれ

ば、相対的な利用状況も可視化できて、そういうのも見られればおもしろいかなと思いました。 

 以上でございます。 

○日吉委員 先ほども水産庁から資源管理政策については非常に重要な政策だと話がありまし

たが、この資源政策をつくるに当たって、先ほど言った調査機関ももちろん重要でしょうけれ

ども、現場に水産庁の職員の方が、先ほど人員も減っているというお話だったので、あえて言

わせていただきますけれども、もうちょっと資源管理を本格的にやるには、やっぱり人員を配

置して、現場に出るような、また、資源状況を現場に行って確認するようなことをやっていた

だかないと、国民の財産でもある水産資源を守るということはなかなか難しいと思います。ぜ

ひ水産政策に限っては、人員を動員して、データをとるようにしていただきたい。 

○林委員 この統計のことですけれども、２ページ目の７の（４）で、統計調査の見直し検討

が進められているとのことでございますが、もちろん財政状況の厳しいときでございますけれ

ども、統計に必要な正確性と継続性という観点で、特に先ほど左近委員からもお話がありまし

たように、非常にユニークな日本の官公庁の業務統計の継続性に関してもぜひ御留意いただき

たいと思います。 

これは要望でございます。 

○大山委員 総合評価書に係る統計については、いわゆる５年に一度、農林業センサスとは別

ですよね。 

○清水統計部統計企画管理官 農林業センサスに関する評価も含めてという意味です。 

○大山委員 そうすると農林業センサスの規模とか、どういう統計をとるとか、そういうこと

も含めて、全部が包含されているということでいいですか。 

○清水統計部統計企画管理官 はい。 

○大山委員 わかりました。 

○木戸委員 ちょっと不勉強で、こういった統計があることも初めて知ったのですけれども、

やはり評価するのでしたら、色々な面で今後、国際比較も重要ではないかと思います。国から

出てくる色々なすばらしい資料は、言いたいことを補強する資料としては非常に見やすいので

すけれども、やはり言葉１つ、自給力、自給率をとっても、どのように比較したらいいのかと

か、元となるデータがどこに、どうあるのか探すのが非常に大変ですので、公共財の観点から、

ウェブサイトに公表するのであれば、どういった形で公表して、どのように国際比較にも資す

るものなのかという視点も入れていただければということで、要望でございます。 
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○速水委員 ありがとうございます。 

私、統計ってすごく大事だと思っていて、これがちゃんと出せるか出せないかって、近代国

家の勝負なのだなという意識も持っているぐらいですけれども、予算削減で結構統計って厳し

いところにあるというのは、国勢調査も含めて感じておりますが、継続性は非常に大事ですけ

れども、結局、使ってもらってなんぼみたいなところもありますので、例えば、非常に古いデ

ータも含めて見たいなと思うときには結構見にくかったりするので、ちゃんとしたところに見

にいけばいいのですけれども、ウェブサイトだけだとある一定の期間しか出ていないとか、や

っぱり２ページの（５）にあるような、いかに使いやすく公表していくのかが、こういうもの

を評価していく一つの基準になってくるのだろうなと思いますので、そういう公表の仕方を大

事にしていただきたいのと、森林関係などはすごく長い間の産業ですので、需要があるとき途

切れちゃっているのだけれども、また需要が出てきているみたいなものがあったりして、統計

は途中で切れてもいいから、また新しく統計とるときには、似たような、調べてみると過去に

そういう統計を調査していたということがあったりするんですよね。例えば薪炭利用とか、途

中で切れているのですけれども、 近少し動いてきた。 

 そうすると、過去のデータとうまく比較できるようなとり方なり出し方なりという、これは

それだけではなくて、注意をしておかないと、そういう意味で途切れたけれども継続性がある

というぐらいのものまでやっておかないとだめなのだろうなと感じております。 

よろしくお願いします。 

○婦木委員 実は我が家は昭和30年ぐらいから農家経済調査の家庭でございまして、詳細なデ

ータを毎日毎日記帳しなければいけないということで、はっきり言ってかなりの負担もありま

す。ただ、これは非常に重要なことですよとのことで、ずっとお世話になっているわけですが、

残念ながら畜産、酪農をちょっと一時とめたので、そこで畜産の関係の経済調査だったので、

一旦とまってしまっているのですけれども、これ、利用する立場でもちろん書かれているので

すが、我々情報を出す側からしますと、出す側としてどれだけのメリットがあるのかがどうし

ても必要で、例えばオンラインでやればものすごく便利ですが、普段はそれでいい、その代わ

りメールでやりとりするだとか、色々な合理化はできると思う。 

ただ、何回かは来られて、色々と話をしたりすることが我々の自分のところの経営を見直す

事にもなりますし、そういうデータの蓄積が今の経営のもとになっているのも確かでございま

す。 

 強いて言えば、税務署とうまくリンクしていただくと助かるな。例えば、項目を同じにして
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いただくと、私どもとしても非常にメリットがあるなと思いますので、その辺りも含めて、デ

ータを出す側の意見として聞いていただいたら嬉しいと思います。 

○三谷委員 今、婦木委員から 後に少しありましたけれども、来年からマイナンバー制度と

いうことで走り出しますね。そういった中で、平成29年からは、マイナポータルで、磁気カー

ドのＩＣチップを導入した情報のやりとりができますよね。そういったところに今、婦木委員

がおっしゃったような、いわゆる、税務情報と農水との情報連携だとか、それから調査員、も

ちろん現場に行ってお調べするのも大事でしょうけれども、平成30年10月からは民間利用も含

めた幅広い利用を検討している中に、そういった省庁を超えた情報の連携、マイナポータルの

中で情報収集なども上手に組み込むことをぜひ検討していただければいいのではないかなと思

います。 

 あれは相当、国も予算配分して、実質的に有効な活用をしていこうといった、多額の予算を

投入していると聞いていますので、そういったところで国民の立場から言いますと、役所の方

は極力減らしてもらいたい。そのかわり国民として行政の効率運営のためには協力させていた

だきたいといった考えを持っております。 

ぜひその辺り、省庁を超えて有効に活用できるような枠組みというか、プランニングという

か、そういった視点で今から、国税庁も含めてなのか、平成30年頃にはそういった効率化をぜ

ひ念頭に置いていただきたいと思います。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ほかにございますか。 

今いただいた御意見についての回答などがあればよろしくお願いします。 

○清水統計部統計企画管理官 簡単にまとめて御説明させていただきたいと思います。 

 利用については12月に向けてどのような活用をされているかをできる限り詳しく調べていき

たいと考えております。 

時系列がうまくつながるかどうかについては、利用されているかどうかを調べた上でになっ

てきますので、全部が全部つなげるわけではないのですけれども、よく利用されているものに

ついては継続性も維持していきたいと考えております。 

 それから、調査に御協力していただいている委員の方もいらっしゃるということで、助かっ

ております。利用可能性と国民負担はトレードオフになっておりまして、よいデータを得るた

めには協力をしていただかなければいけないということで、できるだけ負担にならないような

形でやっていきたいと考えているのですけれども、ある一定の精度を得るためにはそれなりに

御協力いただかなければいけないという状況かと思います。 
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 しかしながら、私どもも税務情報は別として、行政記録などで使えるものはどんどん使える

ようにしていきますし、また、マイナンバーについても検討が進められておりますので、まだ

基本的な情報しか入らないという段階で、農林水産統計の細かい部分までリンクできるような

状況ではないのですが、将来に向けてどういう方向があり得るかを検討し始めたところです。 

 そのほかＩＴ関連で色々、ドローンとか、作物の管理システムとか、ウェアラブルグラスと

か、色々な機器が出ておりますので、そういった情報から得られたビッグデータを活用できな

いかとか、そういったことも見直しの段階で検討しているところでございます。 

  国際比較については既に国連、ＦＡＯからデータ整備の方針のようなものが出ていまして、

それにあわせて供給するにはどうしたらいいかというようなことを検討しておりますし、また

実際ホームページにデータも出ておりますので、そういった観点も含めてきちんと対応してい

きたいと考えているところです。 

 簡単ですが、以上です。 

○宮尾評価改善課政策情報分析官 ありがとうございました。 

 それでは、以上で３つ目の議題についても終了とさせていただきたいと思います。 

予定していた議事につきましては、これで全部終了いたしました。 

特段何か御意見等はありますでしょうか。 

 それでは、限られた中での御説明、意見交換となりましたけれども、以上で平成27年農林水

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。 

本日はありがとうございました。 
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