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○三浦評価改善課長 それでは、若干定刻より早いのですが、皆様おそろいですので、た

だいまより「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。 

 私は、６月に評価改善課長を拝命いたしました三浦と申します。本日、司会進行を担当

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは初めに、早速ですが、佐々木副大臣から御挨拶をいただきたいと思います。 

○佐々木副大臣 御紹介いただきました佐々木でございます。 

 皆様方には、大変お忙しい中、平成24年度第２回の政策評価第三者委員会に御出席いた

だきまして誠にありがとうございます。 

 本日は、平成23年度に農林水産省が実施した政策評価について御論議をいただくことに

なっております。平成23年度は、東日本大震災、そして相次ぐ台風、集中豪雨等大規模な

災害が発生した年であり、また、昨年の夏は、記録的な猛暑で農産物の生育にも大きな影

響を与えた年でした。こうしたことから、一部の指標では、残念ながら所期の目的が達成

できなかったと聞いております。 

 まず、東日本大震災でありますが、農林水産業にもかつてない被害を発生させ、被災し

た方々が将来にわたって希望と展望を持って農林水産業を展開できるよう、農林水産省と

しては、引き続き全力を挙げて復旧・復興に努めつつ、農林水産業の一層の発展に取り組

んでいるところです。 

 次に、農業分野ですが、食料・農業・農村基本計画に即した戸別所得補償制度の着実な

実施、そして、食品安全と消費者信頼の確保、そして、農林漁業の６次化による所得の増

大、いわゆる業・食・村の３本柱を中心とした食と農林漁業の再生が早急に実現されるよ

うに取り組んでいるところです。 

 林業分野ですが、森林・林業基本計画、森林・林業基本プランとも関連いたしますが、

木材利用促進法、森林法、国有林野事業法等、法の改正も実施させていただきました。そ

うした着実な実行によって森林・林業の再生を進めているところです。 

 水産分野ですが、新たな水産基本計画に基づく資源管理・漁業所得補償対策を初めとし

た施策を引き続き推進することとしているところです。 

 本日、御論議をいただく政策評価は、こうした施策の効果の検証を行うものであります。

その結果は、農林水産政策の一層の充実に生かしてまいりたいと考えているところです。

委員の皆さん方には、大変お忙しいところ、忌憚のない御意見をいただきますように、よ

ろしくお願い申し上げ、冒頭の御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○三浦評価改善課長 ありがとうございました。 

 佐々木副大臣におかれましては、公務が重なっておりますので、ここで退席いたします。 

（佐々木副大臣退席） 

○三浦評価改善課長 それでは、まず、本日の委員会ですが、畠山委員、福士委員は、所

用により御欠席ということです。 
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 次に、資料です。たくさんありますが、一覧をつけておりますので、不足等がありまし

たら事務局に挙手等でお知らせいただければと思います。 

 簡単に確認いたしますと、議事次第、委員名簿、それから、インデックスのついた資料

１から５というものがありますが、資料３につきましては、ピンクのファイルの方にすべ

てとじ込んでおります。参考の１から３というものが、それぞれまたインデックスをつけ

た形で資料が用意されております。 

 では、早速ですが、議題(1)平成23年度実施政策の評価書の構成について、担当から説

明させていただきます。 

○勝野評価改善課課長補佐 それでは、御説明させていただきます。 

 資料１をご覧ください。「平成23年度実施政策の評価書の構成について」ということで

資料を御用意させていただいております。昨年度の評価書の方と若干、今年度変えており

まして、相違点について御説明させていただきます。 

 平成22年度の評価書との主な相違点ということで、ピンクのファイルの方でご覧いただ

きたいのですが、インデックスの１のところを１枚お開きいただいて、1-3ページをご覧

ください。一番上に「測定指標の達成状況」という欄があります。こちらは昨年度の評価

書にはなかった項目になっておりまして、各政策分野の評価結果、達成度合について、ダ

イジェストでどのような結果になったかというのを書かせていただいております。 

 また、資料１の３ポツ目にありますが、統一様式からのカスタマイズということで、今

年度から総務省が全省庁の評価書について統一様式というものを提示しております。ただ

し、各省によっては政策評価法施行後10年たっておりますので、それぞれやり方が異なっ

ております。そういうことで、各省のやり方でカスタマイズしてよしということになって

いるのですが、鍵括弧の「目標の達成状況」というものが、この場合ですと総務省から提

示された内容になっております。農林水産省の評価書のカスタマイズ版では「測定指標の

達成状況」というものを書いているということで、何か所かこのような記載にさせていた

だいている箇所があります。 

 また、測定指標についての要因分析欄ということで、２ポツ目ですが、1-3ページで言

うとちょうど次のカラムになるのですが、昨年度については、達成度合が悪かったもの、

①、②になりますが、「Ｃ」判定または「有効性に問題がある」、あるいは前年度の実績値

を下回って、かつ「Ａ」判定ではないもの、あるいは「おおむね有効ではない」ものが要

因分析の対象になっておりました。今年度については、それに加えまして、達成度合が

「150％を超えた」ものについても要因分析を行っております。また、要因分析に当たっ

ては、外部要因、内部要因、総合的な要因、今後の対応方向ということをできるだけ記載

するように整理させていただいております。 

 次に、政策手段の一覧についてですが、何ページかめくっていただくと政策手段一覧と

いうことで、１手段-1というページから始まるページがあります。こちらの方については、

まず、事業ごとに関連する指標を明記させていただいております。こちらは、また何ペー
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ジかめくっていただくと、各予算の事業が出てくるページがありますが、そちらについて

は、それぞれの測定指標の関連する番号が書かれております。 

 また、該当する行政事業レビューシート番号というものを一番右端に書かせていただい

ております。こちらは、最終的にホームページで公表する際に、行政事業レビューシート

のコーナーとリンクを張って、両方相互にご覧いただけるようにしたいと思っております。 

 また、今年度、もう一点だけ昨年度と異なっている点が、資料の参考１、参考２という

ものがあります。資料が飛んでしまって申し訳ないですが、こちらの方で、「公益法人に

対する行政の関与の在り方の改革実施計画」という平成14年３月の閣議決定、それから、

参考２の方の「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を法人に係る規制の新設審査及

び国の関与等の透明化・合理化のための基準」という平成18年の閣議決定、この２つの閣

議決定で、公益法人が国の代行機関として検査、検定等の事務事業等を行っているものと

いうことで、対象になる公益法人の事務事業を３～５年に１回、政策評価で評価するよう

にとされております。今年の評価書の先ほど見ていただいた達成手段一覧の中で該当する

法律が出てくるのですが、その箇所に、それぞれの事務事業、該当する法人、そして実績

というものを記載させていただいて、評価をさせていただいております。 

 こちらについては、委員の方に事前の御説明の際に御説明させていただいているかと思

いますので、これから政策分野ごとに説明がありますが、その際に、お気づきの点等があ

りましたら御意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○三浦評価改善課長 ただいまの説明につきまして何か御質問とかありますか。なければ、

引き続きまして、議題(2)平成23年度実施政策の評価に移りたいと思います。 

 まずは、政策分野の1-3、それから、これに関連の深い政策分野の９と、それから成果

重視事業についても併せてまず事務局から説明させていただき、その後、意見交換という

ことにさせていただければと思います。 

 それでは、時間の関係もありますので、説明はできるだけ簡潔にお願いし、意見交換の

時間をとりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、まず政策分野１をお願いします。 

○強
すね

谷
や

消費・安全局消費・安全政策課長 消費・安全局消費・安全政策課の強谷と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 早速ですが、資料２「平成23年度に実施した政策に係る目標等と実績値」の２ページを

ご覧いただきたいと思います。 

 中目標１、食料の安定供給の確保（食料）とあります。この政策分野１、食の安全と消

費者の信頼の確保につきまして御説明いたします。 

 この政策分野は、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の確保を図るため、その下の(1)

また(2)にありますように、食品の安全性の向上とフードチェーンにおける取組の拡大及

び食品に対する消費者の信頼の確保のための施策をそれぞれ実施するものであります。 
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 まず、(1)でありますが、本政策分野全体の達成度合につきましては、上から順に、ま

ず、カドミウムの耐容摂取量及びダイオキシン類の耐容摂取量、これについては「おおむ

ね有効」という達成度合です。 

 次に、GAP導入産地数につきましては、被災県を除いたデータでありますために達成度

合の判定はしておりません。 

 その下のガイドラインに則したGAP導入産地数につきましては、当該ガイドラインを平

成22年４月に策定いたしまして、現在周知の段階にあるということですので、平成24年度

から評価を行うこととしております。 

 その次の中小規模層の食品製造業者におけるHACCP導入率については「Ｃ」の達成度合

です。 

 次に、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、被災県を除

いたデータであるために達成度合の判定はしておりません。 

 続いて、(2)に移りますが、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150％を超えまして、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

「Ｂ」となりました。 

 達成度合が悪かったもの及び先ほど説明にありました150％を超えたものの指標の要因

分析です。 

 まず、オレンジ色で色をつけてあります達成度合が「Ｃ」の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、記載のとおり、設備の投資や人材育成等の支援

を進めてきたものの、年間販売金額が１～10億円と規模が小さい層を中心に、景気低迷に

よる資金難、人材難、この影響が大きく、施策の効果が十分発揮されなかったことが要因

と考えられます。 

 また、緑に色をつけたところですが、これは、達成度合が150％を超えた生鮮食品の

「原産地」の不適正表示率、これにつきましては、表の右側に記載してあるとおり、監視

取締りの強化や表示制度の普及啓発の推進、更に、原発事故の影響による消費者の産地表

示への関心の高まりに伴いまして、事業者の表示についての意識の徹底につながったこと

が要因と考えられます。 

 最後に、青で色をつけた２つの指標でございますが、これは、いずれも被災県のデータ

が把握できていないということです。ただ、資料には記載しておりませんが、ここにあり

ます被災県を除いた実績値でこの目標値と比較いたしますと、GAPの導入産地数の達成割

合は98％となります。また、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

しても、同じように計算しますと149％となります。平成23年度の実績としましては、こ

れは推定ですが、「おおむね順調」であると考えております。 

 なお、今回把握できなかった実績値につきましても、次回の調査時点における震災の影

響等を配慮しまして、可能な限り把握に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 
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○三浦評価改善課長 では、続きまして政策分野２の方をお願いします。 

○中田生産局総務課生産推進室長 政策分野２です。生産局総務課の中田と申します。よ

ろしくお願いします。 

 資料２の３ページをご覧いただきたいと思います。政策分野２は、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ことで、国産の農畜産物に対する需要を喚起するとと

もに、供給面における対応をしっかりやっていこうというものです。 

 大きく施策が２つありまして、施策(1)が農業と国民との結び付きの強化。指標がたく

さんありますが、（キ）の加工・業務向け指定野菜の出荷量、（サ）のチーズ向け生乳の生

産量について、目標値に対する達成度合が「Ｃ」ということになっております。 

 これ以外は、この施策(1)については「Ａ」ないし「Ｂ」となっておりますが、（コ）の

国産花きの産出額については、達成度合は「Ｂ」で、前年の実績値を下回っているという

ことです。 

 それから、施策(2)の地産地消の推進につきましては、①の（ア）の年間販売額１億円

以上の通年営業の直売所の割合が、達成度合は「Ｂ」ですが、前年の実績値を下回ってい

るということです。 

 要因について簡単に御説明します。 

 まず、(1)の（キ）の加工・業務向け指定野菜の出荷量につきましては、まず国内の野

菜需要というのは、最近、加工・業務向けの需要が過半を占めている。ただ、残念ながら

国産野菜の比率が高くないということで、その比率を高めていくということで、実需者の

ニーズの多様化なり変化に即応できるように、中間事業者を介した供給経路を作っていこ

うという取組を平成21年度から始めたところです。それで、平成22年の実績は、目標値90

万2千トンに対しまして78万7千トンということで、目標に届かないということと、昨年の

実績値82万3千トンよりも下回っているところです。この要因は、備考のところに書いて

ありますが、平成22年産の野菜につきましては、猛暑による高温、干ばつの影響を受けて

作柄が総じて記録的な不作になった。加えまして、出荷量が大幅に減少したので、価格が

ものによって大幅に高騰したものもあります。その場合、生鮮野菜の価格よりも低価格を

求めている加工・業務用の実需者にとっては、安価な輸入野菜による原料の価格確保を図

ったということも発生したところです。 

 それから、（コ）の国産花きの産出額につきましては、国産花きの産出額は平成10年あ

たりがピークだったのですが、その後大変大きく落ち込んできております。そういうこと

ですので、国産花きにつきましては、まず、花そのものの需要を増加させる、その上で需

要に対する国産のシェアを増加させるという施策によって、大幅な減少傾向に歯どめをか

けていきたいということで施策を展開しているところです。平成22年度は、目標値4,023

億円に対しまして3,816億円ということで、前年まで大きな減少傾向にあったところに対

しまして、前年3,826億円に対しては10億円の減で、相当な減少傾向は緩和されたのです

が、残念ながら増加に転じることはできなかったということです。平成22年の花の需要、
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これは輸入も含むものですが、これ自体は前年比で101％という微増になりました。ただ、

その中でも国内の花き産地につきましては、春の低温とか夏の猛暑によって作柄が過去10

年で最低で、国産の花の出荷量は平均に比べて12～13％減少したということです。また、

不作によりまして、価格が一時期高騰したことで、もともと円高基調が続く中で輸入花き

の需要が根強くあったのですが、その増加に拍車がかかったということです。 

 今後の対策としては、作柄の安定技術の推進ということをしっかりやっていかなくては

いけないと考えているところです。 

 それから、（サ）のチーズ向け生乳の生産量は、４月の第三者委員会のときにも大体の

状況は御説明して、指標の一部見直しを認めていただいたところです。平成23年度につき

ましては、まず、22年の夏場の猛暑によって乳牛の分娩が遅れたこと、それから、東日本

大震災、原発事故に影響されて約４万トンの生乳の廃棄もあったことで、生乳の生産量そ

のものが対前年比で1.2％の減ということでした。その中で、必要性の高い飲用の牛乳に

生乳が向けられたことで、チーズ向けの生乳の供給量が目標よりも減少したということで

す。これにつきましては、生乳生産全体の安定化ということも必要と考えるところです。 

 それから、(2)の①の（ア）です。年間販売額１億円以上の直売所の割合につきまして

は、毎年度２～３％増加させていくこととしておりますが、平成22年度につきましては、

前年比２％減少の18％となりました。要因としては、備考にありますように、高温や干ば

つ等の気象により品ぞろえが減少したことなどや、あるいは補助事業で事業費5,000万円

以上の比較的大規模な施設整備への支援を行ってきたわけですが、それについて効果が限

定的だったということが考えられます。 

 政策分野２につきましては、説明は以上です。 

○三浦評価改善課長 では、続きまして政策分野３、９、それから成果重視事業をまとめ

てお願いします。 

○國井食料産業局企画課長 食料産業局企画課長の國井です。よろしくお願いします。 

 それでは、私から３分野を御説明させていただきたいと思います。 

 まず初めに、資料２の４ページをご覧いただきたいと思います。政策分野３、食品産業

の持続的な発展という項目です。 

 大きく分けまして、(1)、(2)、(3)とありますが、全体的に申し上げると、基本的には

「Ａ」、それから、今回は判定を行わないというような項目が多かったのですが、その中

で要因分析が必要となったものが３点あります。そこを中心に御説明させていただきます。 

 まず、１点目は、フードチェーンの適切な機能の発揮のところと①の（ウ）です。１中

央卸売市場当たりの取扱金額（下降傾向にある取扱金額を維持する）ということです。目

標値557億円に対しまして、実績値が553億円という結果になっておりまして、達成度合と

しては、定性的評価をしておりますが、「有効性の向上が必要である」という形になって

おります。これは、要因分析ですが、備考欄にありますとおり、東日本大震災、それから

原発事故の影響によりまして、福島県産等を中心に、その周辺県の青果物、それから太平
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洋近海物の水産物に出荷制限等があったということ、それから、それに関連して、風評被

害による消費の減少とそれに伴う取引低迷が主な要因であったと分析しているところです。 

 今後につきましては、平成22年10月に卸売市場整備基本方針の経営展望というものを策

定しておりまして、そこの効果の発動を、若干時間がかかると思いますが、そちらの方に

よって対応していきたいと考えております。 

 それから、２点目ですが、(2)国内市場の活性化の中で、①の（ア）食品産業の国内生

産額の維持（対前年度減少率）です。これは、平成23年度の目標値0.5％未満、統計の関

係で21年度の実績値を用いて評価を実施しておりますが、実績値が対前年度3.5％減とい

うことでして、達成度合は「有効性に問題がある」という結果になっております。 

 これにつきましては、目標達成に向けて講じた施策としては、平成22年度同様に、金融

税制支援措置等を中心にやっていたわけですが、平成20年９月に起きましたリーマンショ

ック等による景気の後退、それから消費者の低価格志向に加えまして、ここ最近の傾向で

すが、高齢化の進行、それから生産年齢人口の減少等によりまして、１人当たりの食料消

費支出が減少したということで、国民全体の食料消費支出額が低下しているわけです。こ

ういった需要の減少に供給側が対応したことによりまして、施策の効果が十分発揮できな

かったことが要因ではないかと分析をしております。 

 今後につきましては、実はこれは、前年度は0.6％の増ということで目標達成していた

わけでして、今回はそれに比べてかなり落ちるということで、変動が激しい状況になって

いるわけです。正直申し上げて、かなり景気等外的要因に左右される部分が多いと考えて

おりまして、また引き続き注視をしていく必要があると考えております。 

 それから、３点目ですが、(3)海外展開による事業基盤の強化の中の（イ）アジアにお

ける我が国食品産業の現地法人数です。これにつきましては、目標値が639法人というこ

とでしたが、実績値が667法人ということで、達成度合が150％を超えているものです。こ

れにつきましては、長期の円高傾向を受けまして、食品関連企業の潜在的な海外投資マイ

ンドが喚起されて、海外進出企業数が増加したということ、それから各国進出可能性調査、

海外投資研究会等を施策として継続的に実施したことによりまして、企業の海外展開活動

が推進されたことが要因ではないかと分析しております。 

 今後につきましては、ただ、実際この辺につきましても変動が大きいものと考えられま

すので、引き続き、現行目標のもとで注視していく必要があると考えております。 

 続きまして、政策分野９を御説明したいと思いますので、７ページをご覧いただきたい

と思います。資料２の７ページです。政策分野９の農業・農村における６次産業化の推進

です。これにつきましても、全体を総覧いたしますと、実績を翌年度からしか行えない性

格のものが幾つかあるのと、それから達成度合が「Ｂ」以上のものが多かったのですが、

３点要件に該当するものがありましたので、これを中心に御説明いたします。 

 １つ目は、(1)農業者による加工・販売分野への進出等の取組の促進の①の（イ）です。

六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定数です。これにつきましては、目標値を350
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件としておりましたが、実績が709件ということで、ほぼ倍以上ということで達成度合が

「150％超」という結果になっております。 

 この要因等といたしましては、備考欄にありますが、全国各地での説明会等の開催、そ

れから取組事例をホームページで公表するなど継続的な周知を図ってきたこともありまし

て、所得の向上を目指す農林漁業者の間に法認定に関する認知が広がるとともに、また、

平成23年度の施策として６次産業化プランナー等を活用した支援を実施したところですの

で、これらの施策が有効に機能したのではないかと考えております。 

 今後につきましては、目標値が23年目標については大分超える形になりましたので、ま

た今後、この認定数の状況を見つつ、弾力的に考えていくということを考えております。 

 それから、２点目ですが（カ）の農林水産物・食品の輸出額です。これにつきましては、

実績値が4,511億円ということで、「有効性の向上が必要である」というような結果になっ

ております。これにつきましては、皆様御承知のとおりだと思いますが、歴史的な円高、

それから東日本大震災、原発事故に伴う諸外国における日本産食品に対する輸入規制とい

うものが多く行われておりまして、これによる影響というものが大きな要因であると考え

ております。それから、産地証明書等を発行する必要が生じたわけですが、それに関する

人員の不足ですとか、あるいはこれらに引きずられて事業公募の遅延などが生じた他、海

外見本市に出展できないなどの影響も出たものと考えております。 

 今後、証明書発行体制の整備とともに、国家戦略的なマーケティング等を、昨年策定い

たしました戦略に基づきまして図っていくこととしております。 

 ３点目ですが、（キ）植物新品種の品種登録に係る平均審査期間です。これは、目標値

を2.54年ということで設定しておりましたが、実績が2.42年ということになっております。

これは、我が国の出願件数の約８割を占めている草花、観賞樹の出願が、これは景気の影

響を受けやすいということもありまして、世界的な経済情勢の影響などによりまして出願

件数が前年度まで減少したということがあります。他方で、登録等の処理件数が出願件数

を上回ってきたこともありまして、審査の対象となる件数が減少したわけです。それから、

これまで長期審査にかかっていた案件について、積極的に処理を進めてきたこともありま

して、これによって、平成23年度の長期審査案件数の減少につながったことから、結果と

して、審査期間が短縮されたということです。 

 今後については、平成23年度出願件数が少し増えてきたというような実態もありますの

で、またそれがどのように影響するか、引き続き努力をしながら推移を見ていきたいと考

えております。 

 それから、最後ですが、成果重視事業について御説明いたしたいと思います。資料２の

14ページをご覧いただきたいと思います。政策分野としては、農業・農村における６次産

業化の推進、９に属するものですが、成果重視事業ということで２事業が選ばれておりま

す。 

 １つ目が、成果重視事業、バイオ燃料技術実証事業ということで、平成19年度から23年
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度までの５か年実施した事業です。これについては、23年度ですので、事業が終了という

ことになっていますが、成果として掲げた目標については、１つ目が、事業終了時のバイ

オエタノールの製造効率、１トン当たりのキロリットルというもの、それから、２点目に

ついては、バイオ燃料の品質適合度ということで、品確法等に定める品質を満たす割合と

いうことで設定したわけです。 

 これにつきましては、事業目標①の方につきましては、達成度合のところをご覧いただ

くとおわかりのとおり「一部達成」ということになっておりまして、他方、②の目標につ

いては「達成」されたという結果になっております。 

 この点について要因等を御説明いたしますと、備考欄ですが、平成23年度については、

モデル地区３地区において、天候不順による原料不足等がありまして計画量を生産できな

かったわけです。そこで、目標としている３万1,000キロリットルの３分の２以上の約２

万2,237キロリットルのバイオエタノールを製造したところです。このうち、てん菜につ

きましては実績が「―」になっておりますが、これは、８月中旬以降、豪雨、台風によっ

て湿害を受けて不作となってしまいまして、エタノール原料用に調達の見通しが立たなく

なってしまうという事態になったものですから、残念ながら実績なしとなったところです。 

 それから、小麦については、小麦中に含まれる不溶性たんぱく質に起因するプラント運

転の遅れ等の原因がありまして、全体の目標、国として最初に掲げた0.43という目標には

達しなかったわけですが、この事業を行った地区が結局北海道だけでございまして、北海

道の地域特性を考えると、気温が低いということもあって、若干理論値よりは低くなると

いうことで、平成23年度の事業実施計画はもともと0.35と設定していたわけです。これと

比べると0.34という結果ですので、達成とは言えませんでしたが、かなり近い数値は達成

できたということです。 

 そういうことで、あと、非食用米については、２地区平均で0.456ということで、目標

を達成しているわけです。 

 それから、２つ目の事業ですが、成果重視事業ソフトセルロース利活用技術確立事業で

す。これは、平成20年度から24年度までの５か年事業ということで実施しているものです

が、左側にありますように３つの目標を掲げています。原料の収集運搬に係る費用、それ

からバイオ燃料製造に係る費用の合計というもの、それから、バイオ燃料の連続生産日数、

そして、ほ場内でのソフトセルロース系原料の収集運搬時間ということで目標を立ててお

ります。②と③の目標は、どちらかというと手段的なもので、最終的な目標は①の費用合

計というところになるわけです。 

 これにつきましては、結果を御説明いたしますと、これは資料４の３ページのところに

評価の結果ということで書かせていただいておりますので、恐縮ですが、こちらの方をご

覧いただきたいと思います。バイオエタノール連続生産につきましては、北海道、秋田、

千葉と３地区において行ったわけですが、１週間以上連続生産を達成したところです。そ

れから、原料の収集運搬時間については、個々の目標を達成しなかった地区もあったので
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すが、基本的にすべての地区において、１ヘクタール当たり５時間程度以下という目標を

達成することができました。今後、引き続き作業体系を検証しながら、収集運搬費の縮減

に取り組むということです。 

 それから、バイオ燃料製造等に係る費用については、最終年度が平成24年度ですので、

今後、目標達成に向けて、糖化や発酵工程の最適化など、プラント運転手法を確立して、

実用規模を考慮したスケールメリットによるコスト低減等の条件を加味して、翌年度に算

定したいと考えているところです。 

 長くなりましたが、私からの説明は以上です。 

○三浦評価改善課長 では、まず今の説明に関しまして、本日御欠席の福士委員から事前

に御質問をいただいております。この場で御紹介いたしますので、後ほどまとめて回答す

るようにしたいと思います。 

 まず、１点目は、全体についての御意見ということで、震災や猛暑という要因は仕方が

ないが、セーフティーネットの充実など、それに対する支援策の工夫が必要。これは、そ

の他の政策分野にも関係する御意見ですので、該当する指標を担当している局については、

回答をお願いします。 

 ２点目は、中小規模層の食品製造事業者におけるHACCP導入率ですが、景気低迷による

資金難等の影響は、中小規模層の事業者の方が大きく受ける。予算の問題もあると思うが、

その層の事業者を応援していく施策を充実させる必要があるのではないかということです。 

 ３点目は、六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定数についてですが、認定件数が

目標以上に伸びていることはよいが、量だけでなく、１件１件の質も担保されているのか。

この指標のもともとのねらいを還元するような成果が出ているのか。今後、質的なものが

見えるような指標を考えていく必要があるのではないか。 

 以上３点、御意見をいただいております。 

 関連する御意見もあろうかと思いますので、まず、今までの御説明につきまして、各委

員の皆様から御意見、御質問等を一通りいただきまして、切りのいいところで担当から回

答をしたいと思います。 

 それでは、各委員の皆様よろしくお願いします。では、まず山本委員からお願いします。 

○山本委員 ２点ほどお伺いさせていただきます。 

 １点目は、政策分野１の施策(1)の目標②、この（イ）のところの中小規模層の食品製

造事業者におけるHACCP導入率についてです。ただ今、御紹介いただいた福士委員からの

質問とも多少かぶると思うのですが、要因分析について、資料等を拝見しますと、施設設

備に多額の資金がかかる、あるいは運用コストがかかる、従業員研修の余裕がない等の回

答が、実態調査であったということがあげられております。その上で、景気低迷の影響と

いうものが総合的には大きいという分析がされていますが、これに対する対応としては、

人材育成支援の実施が最重要と位置づけられています。そうしますと、この分析された要

因とそれに対する対応というものが、必ずしもうまくかみ合っていないような、もちろん、
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人材育成支援というものも重要かとは存じますが、やはり最大の要因としては資金難とい

ったことが上げられているのに対して、それに対する資金面での対応というものが上げら

れていないような印象を受けました。この点についてはいかがお考えでしょうか。 

 それからまた、１億から50億円の規模の中でも、特に規模の小さい１億から３億円程度

の規模の事業者で導入が進んでいないという分析がされていますので、やはり対策につい

ても１億から50億円という広いレンジではなくて、特に導入の進んでいない中小規模層、

１億から３億円、こうしたところに焦点を当てたような対応というものを御検討された方

がよろしいのではないかといった印象を受けました。これが１点目です。 

 それから、第２点目としましては、政策分野２の施策(2)の目標①の（ア）年間販売額

１億円以上の通年営業の直売所の割合ということですが、平成23年の実績はまだとれない

ため、22年の実績値である18％があげられているという説明をいただきました。これに対

して要因分析としては、平成23年の東日本大震災とか福島第一原発事故の影響による需要

の減少といったことが上げられています。しかしながら、東日本大震災が発生したのは平

成23年3月ですので、22年に18％になったということの要因として、この震災あるいは原

発事故を上げられるというのは、どういう趣旨なのか御説明いただければと存じます。 

 以上です。 

○三浦評価改善課長 ありがとうございました。ある程度まとめてお答えしたいと思いま

すので、他の委員の方。それでは、大熊委員お願いします。 

○大熊委員 私も何点かあります。まず、政策１の(1)の②の（イ）HACCPのところです。

私も山本委員、福士委員と同じような意見なのですが、やはり中小に関して言えば、特に

売上高の低いところにすると、設備に多額の資金というのが一番大きなハードルではない

かと思います。これを何とか克服するには、やはり今は、本当になかなか導入できない理

由として多額の資金、導入後の運用費用のコストが高い、従業員研修の余裕がない、いっ

ぱい、いっぱいの人でやっているのでなかなか研修に回すだけの人材がいない。この中で、

先ほども言いましたように、設備の多額の資金というものが一番大きなハードルであるか

と思いますので、これを何とかハードルを下げる。施策の中でも、壁ではなくてカーテン

にかえたというように、何か置きかわる、設備投資の資金ができるだけ減るような何らか

の具体的な施策が必要ではないかと思います。 

 あと、導入後の運用コストが高いというのは、これはそのとおりだと思いますが、去年

でしたか、赤福の視察に行ったときに、あそこもHACCPを導入して、非常に高い効果、従

業員の士気も高まったし、会社自体が非常にやる気に満ちたという導入後の思いがけない

効果があったとおっしゃっていました。これは、やはり受ける側の事業主体が前向きに捉

えるか、後ろ向きに捉えるかで、やらされ感が強かったり、非常に効果があったという受

けとめ方になるかと思います。是非こういった成功例を具体的に会社に伝えて、会社自体

の士気が高まるという効果もあるのだということも併せて情報として伝えられてはいかが

かと思います。このままだとちょっと打つ手がないままで、加入率が伸びていかないと思
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いますので。 

 それと、政策３(2)の①の（ア）食品産業の国内生産額の維持ということですが、これ

は、やはり今の消費者の低価格志向の中で、なかなか国産の原材料を使った加工品、製品

というのは、価格的に高いので手が出ないということだと思います。ということは、輸入

の原材料を使った製品化のものを消費者は食べているということになると思います。結果

的に、これは農林水産省、私たちが目指す自給率の向上どころか低下につながっていきま

す。ここを何とかしていかなければいけないと思うのですが、これはもう有効な施策とい

うか具体的な何か施策をお持ちなのかということをお聞きしたいのが１点。あと、これは

対前年比で3.5％減となっているのですが、金額にしたらお幾らなのか、具体的金額で教

えていただきたいと思います。 

 ３点目です。少し戻りますが、政策２の(1)の①の（キ）加工・業務向け指定野菜（ば

れいしょを除く）の出荷量ということですね。これも、高温、干ばつの影響を受けたとい

うのもあると思うのですが、やはり加工業者が、安い原材料である輸入のものにシフトし

ていっているという傾向があると思うんです。この中にセーフティーネットの措置という

ことで、生産者や中間事業者へのセーフティーネットの措置ということなので、これは国

から助成金を出すと、何らか金銭的援助かなと受けとめました。もし価格が暴落した場合

に、生産者に対して補助をする、あるいは価格が高騰した場合、中間業者に何らかの補助

をするという意味でのセーフティーネットということであれば、その市場の価格変動に左

右されるのは、天候とか、その年の経済などで非常に変動幅が大きいかと思います。例え

ば、同じセーフティーネットとして助成金を出すのであれば、市場の価格に左右されない、

再生産可能な価格で、市場が上下しても一定の価格で生産者と中間業者が契約を結べるよ

うな、そこに助成金を少し出せるような、そうすると生産者側も安定して作れますし、中

間業者も安定して購入できるというメリットがあるかと思います。少しそちらの方のセー

フティーネットもお考えになられてはいかがかなと思います。すみません、説明が下手な

のですが、御理解いただけましたでしょうか。 

 最後です。これも政策９の(1)の①の（イ）六次産業化法に基づく総合化事業計画の認

定数ということで、これは150％を超えたという非常に効果があったものなのです。これ

は福士委員の質問にもあったとおりなのですが、一気に増えたということですか。これは、

多分この事業をする前から全国で既にこういった事業をやっていた生産者たちが、事業化

が行われたところで認定を出した、もともとやっていた人たちが申請を出したということ

でぼんとはね上がったのではないかと思います。これがこのまま右肩上がりで続くと分析

されているのでしょうか。それとも、こういったことはある程度鎮静化されて、また、落

ちついて推移していくとお考えなのかということを質問したいと思います。もし、これが

一時的な効果であって、その後、右肩上がりで上がっていくということであれば、申請、

認定だけではなくて、その後どのように継続していくのかということも大事だと思います。

今までやっていた人たちは、もう実績があるのでそのまま継続だと思うのですが、新規の
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掘り起こし、新しい人たちが、この事業が行われたことによって申請してきたという場合

は、うまくいくかどうかということで、多分その後、やめられるところも出てくるのでは

ないかと思います。なので、是非終わった後の、申請後の検証も行っていただきたいと思

います。もしやめるところが出てきた場合は、やめた理由の分析、続いている場合は、そ

のときの効果の分析を行って、是非、増えたが、また減ってしまったということのないよ

うに、その後の検証ということを是非行っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○三浦評価改善課長 では、ある程度質問が出ましたので、ここで１回回答をさせていた

だきたいと思います。まず、HACCPの関係、山本委員、大熊委員、それから私が申し上げ

ました福士委員のものとありますので、この関係の説明をお願いします。 

○國井食料産業局企画課長 それでは、HACCPの関係でいただきました御質問についてお

答えさせていただきたいと思います。 

 まず、福士委員からいただいた御質問ですが、確かに、御意見いただいたとおり、また

分析のとおり、中小規模層のHACCPの導入率というのは、平成18年度の16％に比べれば、

23年度27％ということで、年々伸びてはいます。しかし、掲げた目標のためには、更に普

及を進めることが必要な状況であるということです。 

 それで、他の委員の皆様方の質問にも関連するのですが、基本的に、資金難ということ

については、もともと平成10年にHACCP支援法というものをつくったときから、長期低利

融資というものを施策の柱として掲げておりました。要は資金難といいますか、実際の設

備投資にお金がかかる場合に、有利な資金で御協力しようということで進めてきたわけで

す。ただ、なかなか金利等も最近低くなってきていて、余り他の金融機関とそう変わりな

いということもあるので、なかなか融資実績が伸びていないというような実績があるわけ

です。それに加えて、これはこれまでの進め方とも関連するのですが、基本的にHACCPと

いうのは、必ずしも多額のお金をかけなくてもできるものでありまして、それが、先ほど

委員の先生からも少しありましたとおり、要するに低コストでも導入できる場合があると。

先ほど、隔壁の代わりにカーテンというようなお話もありましたが、最近は、そういう低

コストの手法というものを過去の事業で、開発というほどではないのですが、考えて、そ

れを普及するというようなことをやっております。例えば、乾麺の事業者さんで、いいも

のでやれば数百万円ぐらいかかると思っていたところを、ビニール方式でやったところ60

万円ぐらいでできたというような、１事例ですが、上がってきております。そういうこと

で、必ずしもお金をかけなくてもできるのだということをこれまでも普及を進めてきたつ

もりですが、今後も引き続き行っていきたいと考えております。 

 それから、人材育成については、導入しようとしておられる企業相手の動機づけの研修

と、それから、指導者層がいないというような声にお応えして、指導者層を育成するため

の研修等をこれまで進めてきたわけです。そういう人材育成のための研修を、課題に応じ

て重点化しながら、引き続き進めていきたいと考えているところです。 
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 それから、今年度、平成24年度につきましては、基本的にその事業内容はそれほど変わ

るわけではないのですが、輸出の促進にも関連して、やはりこれまでは国内の中小企業者

に特に差を設けずに事業を実施してきたわけです。そこで、24年度は、輸出対策の一環に

もこのHACCPの事業を位置づけまして、輸出に取り組む意欲のある事業者の方を特に優先

的にといいますか、中心にお声がけをして、HACCPの導入を進めようということで、ター

ゲットをそういった方向に絞り込むというような事業内容に変えております。そういった

ことで、これまでと違った切り口も今年度導入して、引き続き成果が上がるようにしてい

きたいと考えているところです。 

 それから、大熊委員から赤福の例をいただきました。それは貴重な御意見として、我々

もこれまで、そういった成功事例については伝えてきたつもりだったのですが、まだこれ

からも、そういう成功例といいますか、そういう導入しようとする企業さんのモチベーシ

ョンが上がるような施策を引き続き考えて、推進していきたいと考えております。 

 それから、HACCPの関係は、山本委員から御質問の１点目は、先ほどお答えしたつもり

ですが、２点目の１～３億円の特に小さいところに焦点を当ててやるべきであるという御

意見についてです。おっしゃるとおり、更に階層を分けてやるとそういった結果が出てお

りますので、引き続きそういったところを中心に力を入れてやっていきたいと考えており

ます。手法としては、どうしても先ほど申し上げたような形が中心になると思いまして、

なお新しい手だてがあれば、また引き続き考えていきたいと考えております。 

 HACCPの関係は大体以上だったと思います。それから、次は直売所の関係で山本委員か

らいただいた御質問で、平成22年は震災、原発の影響はなかったのではないかということ

でした。これは、完全にそれがすべてだったというわけではなくて、22年度の最後に御承

知のとおり起きたものですので、あくまで一部影響があったという意味ですので、全面的

にこれが要因だったと言っているわけではないということです。 それから、あと６次化

の関係です。まず最初に、事前に福士委員からいただいた御質問にお答えいたしますと、

１件１件の認定計画の量だけではなくて質も担保されているのかということですが、これ

については、基本的に総合化事業計画の認定については、外部有識者で構成される認定審

査委員会を開催いたしまして、事業計画について専門的知見からの評価を得ることで１件

１件の質を評価するとともに透明性を確保しているというつもりでおります。 

 ただ、それが何か結果的にわかるようなものはないかという御質問だったのですが、そ

れにつきましては、簡単に言うと、質がいいということは、６次化の場合、それによって

いかに経営状況が向上するかということだと思うのですね。その点については、別の（ア）

の農業者の経営の多角化による事業収入の 指標というものも別途そこのところで設けて

おりますので、要するに立てた計画の質がよければ、それで利益も上がっていくというこ

とになると思いますので、そちらの事業収入が経営の多角化によりどれぐらい上がってき

たかということの指標をもって、一定程度把握することができるのではないかと考えてい

るところです。 
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 それからもう一点は、大熊委員から、同様に６次化の認定の関係で御質問がありました。

これについては、おっしゃるとおり、当然施策の効果というものは図っていかなければい

けないということです。前段の方であった御質問で、今までやっていた人と、それから、

新たに本当にゼロから始めた人はどうなのだということだったのですが、狭いといいます

か、形式的に言いますと、新しい取組に対して認定するということなので、基本的に、認

定されたものは全部新しい取組です。恐らく御趣旨は、例えば今まで加工などをやってい

たのだが、この法律ができて、認定が始まったので、新しい試みを、やっていたものの延

長というか改良というか、そういう形で申請してきた人もいるのではないかというような

ことだと受けとめました。ただ、そこのところは、今のところ、計画の中身で、認定の際

に、今まで何がしかのことをやってきた方かゼロからの方かというのまで分類していませ

んので、現時点ではそういうデータはないということです。 

 ただ、後段でおっしゃられた、要は認定後のフォローアップが重要だということについ

ては、まさに御指摘のとおりでありまして、私どもとしても、フォローアップをしながら、

増加の要因分析なども引き続きしていきたいと思っています。 

 それで、先ほどもおっしゃいましたが、６次化の先達であるボランタリー・プランナー

とか、あるいは経営面で助言を行う６次産業化プランナーというサポートする人材という

ものを用意しておりますので、こういった方々を活用しながらやっていきたいと思います。 

 認定後の実施状況というのは毎年報告をいただくことになっていますので、計画の進度

とか経営分析とか、きちんと続いているかとか、やめる方がないのが望ましいのですが、

そういった点についてはしっかり分析をして、フォローを行っていきたいと考えていると

ころです。 

 それから、あと１点、食品産業の規模の関係でやはり大熊委員から御質問があったと思

います。おっしゃるとおり、最初の説明でも申しましたが、かなり目標設定自体が広い目

標で捉えておりますので、有効な施策があるのかという御質問については、正直なところ、

決定打というようなものは、国際状況、景気の動向等に左右されますので、なかなか決定

的なものは考えにくいというのはそのとおりです。ただ、これは、実は前年上がっていま

して、前年がかなり上がっていたものですから、それと比較してかなり落ちたというのが

目立っているという事情もあります。その前年が上がっているというのは、実は、原料作

物の高騰等によって、やはり食品企業が、さすがにそのコストを負担し切れなくなって、

要は商品価格に転嫁をしたわけですね。それを消費者の方がある程度のみ込んでくれたの

でちょっと上がったというような事情があって、それがまた、だんだんそれが鎮静化して

くると、低価格化志向で、それを反映してやはり価格も安くしなければいけないので、そ

うすると全体として生産高が落ちる、そういったようなことで、もろもろの事情でなかな

か変動しやすい指標です。決定打があればそれに越したことはないのですが、そういった

ものだということも考慮に入れながら、これまで講じてきたような施策を何か今後も打て

ないか考えていきたいと思います。 
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 ただ、この食品産業の関係については、今年の３月に「食品産業の将来ビジョン」とい

うものを策定いたしまして、そこで、政府だけでなく事業者も一体となっていろいろなこ

ういうことに取り組もうということを政府としては、我々としてはお示ししていますので、

それに基づいて官民一体となって目標を達成できるように努力していきたいということで

す。 

 それから、最後、数字の関係でどれくらい増えたのか、要は率ではなくて数字で示して

ほしいということだったのですが、これは、事前にちょっとそういう御意見をいただいて

いたこともあって、資料３の本体の評価書の方には既に入れさせていただいているところ

です。3-4というところですが、金額を入れてあります。3-4の一番上のところです。対前

年度3.5％減のところに「82.1兆円→79.2兆円」ということで括弧書きで入れています。

そういうことで反映させていただいておりますので、よろしくお願いします。 

 私からは以上です。 

○三浦評価改善課長 それではあと１点、指定野菜の関係の回答をお願いします。 

○中田生産局総務課生産推進室長 天候の変化をある程度織り込んだ上でどのような支援

策があるのかということですね。天候以外の要因も含めて説明せよということではないか

と思います。順番に野菜から説明していきます。 

 まず、作物全般に、農林水産省としては、毎年２月から３月ごろ、主要な品目ごとに、

各種の災害に対する技術上の基本的な留意事項を都道府県に対してお示しして、これを現

場での指導に役立ててもらうということを必ずやっております。併せまして冷害とか高温

とか、気象情報が発出されるわけですが、そういったものが発出されたときなど、適宜、

その度に生育状況に応じた技術対策、例えば肥培管理とか資材の利用とかについて、これ

も都道府県なり関係団体にお示しをして、また現場の指導に役立てていただくという取組

を基本的にやっているところです。ただ、そういった作柄の安定化の課題に対して、平成

22年についてはなかなか対応し切れなかったということです。 

 野菜について言えば、平成22年は高温でこういったような問題がございましたので、一

部補正予算を組みまして、全部の地域というわけにいきませんが、高温対策に役立つ資材

とか技術の導入の支援を図ったところです。基本的には、こういった問題については、ま

ず施設面でいわゆる低コスト耐候性ハウスとか気候に左右されにくい栽培ができる施設の

整備とかリースでの導入、あるいは新しい栽培技術を習得したり、気象変動に強い新品種

の導入を実証的にやってもらう、そういった取組に対する支援をしているところです。 

 野菜につきましては、作柄の安定化という問題と、契約取引にかかわる問題があります。

もともと加工・業務用の実需者に対して、周年でできるだけ安定供給を図るという点で、

例えば産地連携によるリレー出荷とかに取り組む中間事業者、生産者と実需者の間をつな

ぐ中間事業者の育成をしていこうとしていたわけです。これは、いろいろな実需のニーズ

に、多様なニーズに応えていけるということと合わせまして、季節とか天候の変動によっ

てどうしても供給量が変動するのを、全国いろいろな産地、多くの産地と取引をすること
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によって、できるだけ産地間の出荷量の変動を調整していこうという機能があると思いま

す。そういう意味では一定のセーフティーネットという面があろうと思います。ただ、平

成22年については、そういった取組もまだ始まったばかりだったということと、また、そ

ういった取組をやっている産地でもなかなか対応し切れなかったところがあります。実際

に農林水産省で支援をしている産地の中でも、22年の状況においても量が確保できた産地

と確保できなかった産地があります。それぐらい、かなり厳しいものがあったということ

です。 

 それから、先ほど大熊委員からもありましたが、契約取引において、何かの収入面のセ

ーフティーネットをとれないのかという面もありますので、平成23年度から、これはまだ

モデル事業ですが、豊作や凶作にかかわらず、契約数量と価格の双方の変動に伴う収入減

少に対応したセーフティーネットの支援を、一部ですが始めているところです。これは、

今後どういうふうに進めていくかというのが大きな課題であろうと思います。 

 それから、花についてですが、作柄の安定化の取組については、野菜とほとんど同じで

す。これにつきましては、先ほど申し上げたように、まず需要が落ちているのを食いとめ

ようということで、例えば花に対する正しい知識をみんなに知っていただくとか、あるい

は花育と言っていますが、子どもに花に触れる機会を増やしてもらっていろいろ気持ちを

育んでもらうという取組をしています。こういった取組をしながら、需要額全体が少し前

年より増えたところです。 

 また、その中でも、国産の需要を増やしていこうということで、日持ち保証販売の取組

を実証的にやっています。これはまだ事例ですが、取り組んでいただいたところでは、売

り上げが伸びたということでなかなか好評で、今後これは伸ばしていく可能性があると思

っております。 

 花につきましては、作柄の安定が非常に重要ですので、野菜と同じことになりますが、

いろいろな施設なり資材の支援とか、技術的な支援を引き続きやっていくということだと

思います。 

 それから、生乳につきましては、非常に猛暑ですと、家畜が快適に過ごす温度を超える

と生産性に悪影響を及ぼすということがありますので、家畜の体感温度を適正に保ってい

ただくという対策は重要です。これにつきましては、今年もこういう天候ですので、指導

通知を出しまして、こういった取組をしてくださいというお勧めをしています。例えば、

畜舎の温度を低下させて環境を改善しましょうということで、遮光ネットとか、屋根に断

熱材を入れる取組とか、換気扇とか扇風機とか散水をするとか、具体的な取組をお知らせ

しながら、できるだけ現場で暑熱対策に取り組んでいただくということをしているところ

です。 

 それから、生乳につきましては、生乳全体の中で飲用に振り向ける分、チーズに振り向

ける分等の需給調整がかなり難しい面がありますので、安心してチーズ向けに作っていた

だけるように、チーズ向けの生乳の供給量に応じて助成金を交付するという仕組みを用意
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しておりまして、今年度につきましても十分な額を用意しているところです。 

 以上です。 

○三浦評価改善課長 それではまず、今までの私どもの説明に対しまして、更に何か御質

問とか御意見とかございましたら。では、堀口委員お願いします。 

○堀口委員 先ほどの続きになりますが、すべて今回、作物の方が、原因として東日本の

震災の影響、それから猛暑と、あと人口の高齢化という大きな３つがあるのですが、東日

本の場合は特別な要因ですが、猛暑とか冷夏というものは、もう毎年同じ課題として上が

っております。それから、少子高齢化で非常に人口の変化がありますので、この評価の際

に、やはり分けて判断した方がいいのではないかと思っています。 

 今、猛暑に対する取組をいろいろされておられるので、やはりそれを織り込んだ上での

評価と、それでなくて、それ以外に対しての評価みたいなものをやはりやっていただかな

いと、毎年、記録的な猛暑ということが理由になる限り改善するようには感じませんので、

これは意見になりますが、そこを少し分けて評価するような指標を来年は少し作っていく

方がいいのではないかと思いました。 

○三浦評価改善課長 ありがとうございます。 

 他にありますか。では、まず左近委員お願いします。 

○左近委員 よりよい実績評価という観点から２点ほど意見を申し上げたいと思います。 

 １点目が、把握すべきデータの一部が欠ける指標ということで、各指標とも暫定的な数

字が記載されているという点については、これは非常によいことだと思います。この備考

欄のところ、この欠けている状況で、さて省庁としてどう判断するのか、これは順調なの

か順調でないのか、あるいはこのデータを除いた、あるいはその欠けている部分を推定し

てでも構わないのですが、何らかの分析ですとか判断ですとか、そういうものがあった方

が良いのではないかと思います。データがないからということでなおざりにならないとい

う意味では、もう少しこのあたりも、評価というのは単なる数字集めだけでもないですし、

よりよい政策、施策につなげていくという意味においては、実績評価のかっちりした数字

で、因果関係まできっちり分析するというものではないので、推定値を含めてでも結構で

すので、そのあたりも少し踏み込んで御検討された方がよりよいのではないかと思います。 

 同じような観点なのですが、先ほども御意見があったように、猛暑とか、そういう天候

とかの影響についてなのです。これは資料の３ページのところに３つほど並んでいるので

すが、これで言うと、チーズ向け生乳の生産量のところに関しては、４万トンが廃棄され

たということで具体的な影響の度合というものが書いてあるのですが、それ以外に関して

も、では、実際にその猛暑等によってどの程度の影響があったのか、それが目標値に対し

てどう影響しているのか。これも厳密な因果関係の分析というのは非常に困難だと思うの

ですが、推定でも結構だと思いますし、あるいは関連性の分析を含めて、もう少し丁寧に

分析された方が、猛暑だから行かなかったのだというある種、繰り返しのことでの作文に

ならないような、少し丁寧なストーリー展開というか分析を心がけた方が、よりよい施策
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にもつながっていくのではないかと思います。 

 以上です。 

○三浦評価改善課長 では、続きまして、速水委員どうぞ。 

○速水委員 ありがとうございます。７ページのところの政策分野９の（１）①（イ）の

ところの六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定数の150％を超えたところです。こ

れは、６次産業化プランナー等が活躍したという話が出ていて、それがポイントなのかも

しれないのですが、709件と目標値をはるかに超えて成績が良くなっています。この709件

のうちで、すべてプランナーがかかわったのですか。その辺の数字が、つまりプランナー

の効果というものが一体どのぐらい出ているのか、かかわった件数くらいちょっとお教え

いただきたいと思います。 

 それから、その下の、今度は「有効性の向上が必要である」と書いてある（カ）農林水

産物・食品の輸出額のところです。備考のところの要因分析等のところの下から２行目の

ところに、「今後は、証明書発行体制の整備」と書いてありまして、その体制というのは

一体どういうことを考えているのだろうかというのがちょっとわからない。さまざまな民

間等の制度とかも動いているときはあったりして、こういう制度があるのかどうかわから

ないですが、国がそういう制度をとるべきところと、もし何か民間のようなものがあれば、

そこに頼ってしまうということで、国の負担を下げて、そこに新しいビジネスチャンスを

作っていくということもあるのだろうなと考えながら読みました。その２点に関して御意

見をいただければありがたいと思っております。 

○三浦評価改善課長 それでは、続けて御質問いただきます。阿部委員お願いします。 

○阿部委員 それでは２点ほど私からお話をさせていただきたいと思います。 

 ９の(1)の①の６次産業化についてです。６次産業化の数値がすごくいい結果に表れて

いるということで拝見させていただきました。この６次産業化の、まるきり農林漁業者独

自の６次産業化なのか、それとも、逆というか、農商工連携、そういう立場での６次産業

化をされている方もいらっしゃると思うんですね。それらの６次産業化の中で、独自の６

次産業化の経営的な中身がどういう状況にあったのか、それとも、農商工連携で提携して

６次化を図った方の経営的な面で指標がどのようになっているのか、分析されているもの

があれば、その辺のお話を教えていただければと思うのが１点。 

 それから、先ほど皆様からもお話がある猛暑と高温による自然現象で果たして済ませて

いいのかなという、ここ近年、本当に夏場の猛暑、それから冬場の大雪等、これはもう自

然現象ということで捉えるだけでいいのだろうかと思うんですね。もう猛暑に対する対策

は当初からやっていかなければいけないのではないかと考えるのですが、いろいろ御説明

はいただいているのですが、その辺の取組について、もう少し突っ込んだところで話をい

ただければと考えます。よろしくお願いいたします。 

○三浦評価改善課長 新福委員はよろしいですか。 

○新福委員 各委員の皆さんが御質問、御意見をされた中で重複しておると思いますが、
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ただ、総評でいけば、農林水産省のそういう考え方というのは、ここ20年ぐらいおつき合

いをさせていただいていますが、農業者でも、大分スピードが出たなというのが総評です。

ただ、その中で末端市町村までこの国の事業、施策が浸透しているか、農業者という現場

の意見からすれば問題が多々が残っていると。例えば、いろいろ今出ていますが、加工・

業務用指定野菜と、これはセーフティーネットも、この問題は、私が平成16年度から農林

水産省に提案したものなのです。多少なりとは取り組めるようにはなりましたが、実は私

たちも去年、新燃岳で１週間で野菜に2,800万円の影響が出て、赤字が出ておるわけなの

ですが、そういうものが国のセーフティーネットでできたらなと。 

 ただ、末端市町村になると、昔のJAさんとか、今のJAさんでもそうなのですが、末端市

町村が事務管理、そういう現場の管理のアウトソーシング先が、どうしても私たちみたい

な企業型農業は排除されたようになっているのですね。そういう中で、これだけは改善し

てくださいという中で平成16年度から提言はしているわけなのですが、どうしても事務管

理機能というものは、そういう経済連、全農さんに置いておられますので、こういう意見

の相違があっても、実際、現場の意見としては、宮崎県も一般農業法人まで含めて約700

社弱存在している事実関係があるわけですから、そういうセーフティーネットも含めてや

っていただけたらということです。 

 また、六次産業化法とか、いろいろ今度の成長ファンド、私ども農業者としてはいい施

策、事業をしてくださったなと。どうしてもそれを利用して、先ほどの人材の問題、商品

開発の問題、そういう中では、こういう１つの評価の中で、私たちもそれに参加して利用

していきたいというのが実情です。よろしくお願いいたします。 

○三浦評価改善課長 それでは、大分予定の時間も過ぎてきましたので、説明の方は簡潔

にお願いして、あと足りない分は、また追って御連絡するということで進めさせていただ

ければと思います。 

 最初に、分析あるいは評価の方で、暑さとか、あるいは震災とか、もうちょっと細かく

という話がありましたので、まずそちらの方から回答を、よろしいですか。時間がかかり

ますか。他のものを先にやった方がいいですか。 

○中田生産局総務課生産推進室長 すみません、作柄の安定化の問題と、それ以外の問題

に分けて先ほど御説明したつもりだったのですが、ちょっと私の説明が足りなかったのか

と思います。野菜について言えば、作柄の安定化の問題があるということと、それから、

契約取引の仕組みについていろいろ支援をしてきたが、それぞれ問題点があったという整

理で先ほど御説明したつもりです。 

 それから、花につきましては、需要の増という点では何とか少し伸びている中で、国産

を増やす取組、これまでやってきた取組はある程度成功しているが、作柄の安定化の課題

が不十分だったという整理です。 

 それから、生乳につきましても、生産の安定化の問題と、農家に対する手取りの問題が

あって、手取りの問題については措置をしているが、生産の安定化については課題があっ
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たということです。それぞれ今できる範囲のことをやっていきながら、また次に何ができ

るかということに取り組んでいるということを説明したつもりだったのですが、不十分で

あれば、また個別にお問い合わせいただければ、詳細な御説明をさせていただきたいと思

っております。 

○三浦評価改善課長 政策の説明というより、その分析とか評価をもうちょっと細かくで

きないかというのが皆さんの御意見だったと思うので、それは持ち帰っていただいて、ど

こまでできるかというのをちょっと検討いただければと思います。 

○中田生産局総務課生産推進室長 実は、資料３に相当いろいろなデータをつけておりま

して、時間の関係で相当省略して説明したものですから、非常に抽象的なことを申し上げ

ているように聞こえてしまったと思います。例えば資料３の２の参考資料に個別の指標ご

との数値を経年変化なども含めまして記載させていただいております。例えば２参考-7で

ありましたら、指定野菜全体の中で加工・業務用の量がどうなっているかという数値の分

析をしております。 

 トータルの数値が１つで出てくるものですから、それをまた要因に分析して、例えば気

象がどれぐらいきいたのか、契約の問題がどれぐらいきいたのかというのはなかなか難し

いものですから、例えば気象の問題であれば、全体の作柄がどうだったかということ、そ

れから、契約取引の話でいけば、実際、契約取引に取り組んでいた、例えば私どもの補助

事業で取り組んだところがどんな結果だったかという分析になろうと思います。その辺も

かいつまんで御説明したつもりだったのですが、十分お伝えすることができなかったのか

なと思っております。 

○三浦評価改善課長 それでは、６次産業化と輸出の関係でちょっと御質問があったと思

いますが。 

○國井食料産業局企画課長 それでは、私から御説明したいと思います。 

 最初に、速水委員からの認定計画にプランナーがかかわった件数というかそういうデー

タはないのかということでした。その辺については、現時点では残念ながらデータ等を持

ち合わせておりません。 

 それから、同じ速水委員の御質問で輸出の関係がありました。証明書発行体制の整備の

関係で実際にどういうことをやっているのかということと、民間に頼れるところがあれば、

ビジネスチャンスをつくる意味でやってもらったらいいのではないかという御質問だった

と思います。証明書の発行については、現在、都道府県等の協力を得て行っているところ

でありますが、各県によって求められる書類が違っていたりとかという問題がありますの

で、国の方で各県に対して情報提供等を行っているところでございまして、これが体制整

備の一番大きな中身です。 

 それから、民間の発行する証明書についてですが、相手国の対応が国によって違ってい

まして、先方の国が民間の発行する証明書を認めるかどうかというのは、やはり各国の判

断があると思います。規制緩和・撤廃の働きかけを今行っておりますが、その中で検討し
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てまいりたいと考えているところです。 

 それから、阿部委員から６次産業化の関係で、農業者が独自の取組なのか、農商工連携

との関係はどうだというような御質問がございました。基本的に、農商工連携も農商工等

連携法という別の法律で認定している仕組みで、仕組みは違うわけです。ただ、６次産業

化の方は農業者が中心となってやるものなのですが、促進事業者という位置づけで商工業

者が関与してくるところもあるわけなので、そういう意味では、似ていてちょっと違うと

ころもありまして、結論から言うと、ちょっとそこの御質問のような分析というのは、現

時点では把握はしていないということです。 

 以上です。 

○三浦評価改善課長 それでは、時間の関係でこちらの説明が十分でなかったところが。 

○速水委員 ちょっと１点だけ。さっきのプランナーの数字が出てこないのだったら、こ

こに書いてある平成23年度施策として６次産業化プランナー等を活用した支援を実施した

ことが要因だというのは、一体何なのだという形になりませんか。 

○國井食料産業局企画課長 実際に６次産業化プランナー、それからボランタリー・プラ

ンナーという仕組みを整備して、実際の計画認定に向けた支援等をやってもらっていると

いうところは事実です。しかしながら、おっしゃるとおり、その寄与度というか、それが

どのくらいの効果があったかということについて言えば、確かに実際のかかった数がない

とおかしいのではないかという御質問でしたが、そこのところは、ある面、そこまでの精

緻な分析になっていないというか、外形的なところから結論を出しているという面がもし

かしたらあるかもしれません。そこのところは、そういうことだということでお答えさせ

ていただきます。 

○三浦評価改善課長 それでは、時間の関係で説明が足りなかった分等については、また

ちょっと改めて御照会等に応じてお知らせしたいと思いますので、政策分野の１から３ま

でと９、それから成果重視のところはこれくらいで、次に移らせていただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 堀口委員どうぞ。 

○堀口委員 ここで、最後でもいいのかもしれませんが、一般政策の特に色がついていな

い１の(1)の①のところで、食の安全のところで今、国民が一番興味があるのが放射能の

影響についての評価がどうなっているのかという点です。去年の政策には入っていません

でしたので特に評価はないと思うのですが、これが一般に公開されるときに、そういうこ

とをどう考えているかというのは、１本添えておいた方がいいのではないかと思いました。

カドミウム、ダイオキシンもそうですが、今、最も私たち１つの企業として問われている

のはそこですので、そちらも何らか添えていただけるとありがたいと思います。 

○強谷消費・安全局消費・安全政策課長 放射性物質の取組ですが、この４月から放射性

物質の基準値が新しく設定されました。これに伴いまして、検査計画の考え方というもの

が見直されまして、汚染されているところが高そうだなというところを重点的に検査する
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体制をしくこととなりました。まさに、作物がこれから収穫時期を本格的に迎えますので、

これから動こうとしているところです。そういう意味では、今、手探りで、どういう状況

になるかというのがまだはっきり見えてこない段階なものですから、評価というところま

でまだたどり着ける段階ではないのかなと思っております。 

 これが進んでいけば実績が出てきますので、その形の中でいろいろ判断ができる時期が

来ると思いますが、今の段階は想定しておりません。 

○三浦評価改善課長 それでは、今までのところはここでちょっと一区切りつけまして、

続きまして、政策分野の５から８について説明させていただきます。最初に、政策分野の

５と６をお願いします。 

○浅川経営局総務課長 経営局総務課長の浅川です。よろしくお願いいたします。 

 政策分野の５は、資料２の５ページになります。全体的な結果を申し上げますと、ほぼ

目標達成していると言えると思いますが、震災の影響によって把握すべきデータの一部が

欠けたために評価していないものが１件、あと「有効性に問題がある」ものが１件という

結果になっております。 

 簡単に御説明いたしますと、(1)の①の（ア）から（ウ）までですが、こちらは目標値

と実績値を比較して、それぞれ「おおむね有効」という結果が出ております。 

 また、(2)の「人材の育成・確保等」の①の（ア）「新規就農青年」については、目標値

の１4.75千人に対して実績値が１3.2千人となっております。データが、被災地の県が欠

けているものになっておりまして、達成度合の判定を行っておりません。ただ、前年度の

実績値に比べましても減っているという結果が出ております。この要因ですが、農家の子

弟の方の自営就農が大きく減少していることが影響していると考えております。 

 次の「家族経営協定」については、目標値、実績値を比較したところ、達成度合は「Ａ」

になっております。 

 次の「女性の登用組織」については、女性役員の登用の目標に対して実績値が57.9％で

あり、達成度合は「Ｂ」になっております。 

 ④の「農作業事故の死亡者数」ですが、目標値が394人以下となっておりますが、実績

値が398人で、「有効性に問題」という結果になっております。 

 この分析について右に書いてあり、先ほども議論がありましたが、１つは、猛暑による

熱中症で死亡者数が増えていまして、平成22年度は26人の方が亡くなっており、前年と比

べて19人も増えております。従って、この19人の増加が無かりせば、目標値といいますか、

そういう話というのは１つ言えると思いますが、ただ、仮にこれが熱中症というものを差

し引いたとしても、80歳以上の高齢者の方による事故というものが、構造的な要因として

増えてきておりますので、こういう方たちというと、やはり体力とか注意力が衰えたり、

安全という面では、慣れもあって対策が不十分だということもありますので、こういう方

たちに対する安全教育というようなことはしっかり行っていきたいと考えております。 

 次ですが、「意欲ある多様な農業者による農業経営の特性に応じた資金調達」ですが、
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こちらについては「おおむね有効」という評価になっております。 

 次の「農業災害の損失の補塡」ですが、こちらも目標値を達成しております。 

 次に、政策分野の６です。こちらは、全体の達成度合に４つ指標がありますが、うち３

つは震災の影響でデータの一部が欠けているために判定は行っておりませんが、残りは

「Ａ」になっております。 

 上から順番に御説明いたしますと、「計画的な土地利用の推進と転用規制の厳格化」で

すが、データが欠けているため達成度合の判定は行っておりませんが、平成22年に国の方

針の変更等を受けて、市町村農振整備計画の全体見直し等を行いました。その結果、農地

を農用地区域から集落内や山間部に点在するものについて除外されましたので、目標値自

体を下回るという傾向になっております。 

 次の「耕作放棄地」については、目標値0.6万ヘクタールに対して実績値が上回り、達

成したと考えておりますが、データが欠けておりますので達成度合の判定は行っておりま

せん。 

 ３番目の「農地集積」ですが、まず、（ア）の「農地利用集積円滑化事業による集積面

積」については、目標値５万ヘクタールに対して実績値1.7万ヘクタールになっておりま

して、データの一部が欠けておりますので、全体的な評価を行っておりませんが、減少の

結果を分析してみますと、こちらは算定の方式を「農地利用集積円滑化事業全体の集積面

積」で今まで算定しておりましたが、平成23年度から対象を絞り、「規模拡大加算」を利

用して集積した面積を効果としてカウントすることに変更したことによりまして結果が減

っております。 

 最後に、「農業生産基盤整備地区における意欲ある多様な農業者への集積率」について

は、実績が目標値を達成している状況になっております。 

 以上です。 

○三浦評価改善課長 続きまして、政策分野７をお願いします。 

○野村農村振興局農村計画課農村政策推進室長 農村振興局農村政策推進室長の野村です。 

 それでは、引き続きまして政策分野の７番、農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保

全管理・整備についてです。 

 この分野は、施策として農業水利施設の安定的な用排水機能等の確保、それから、良好

な営農条件を備えた農地の確保と２つ施策があります。その中の指標、急速に劣化が進行

する基幹的農業用用排水施設、これの診断済み割合についてですが、右の達成度合をご覧

いただきますとわかりますように、目標を超えて達成しております。 

 それから、農地の確保についてですが、基盤整備を実施した農地における耕地利用率、

それから（イ）の排水対策を実施した水田における麦・大豆の作付率ともに、目標を達成

もしくは少し超えて達成ということで「Ａ」という結果になっております。 以上です。 

○中田生産局総務課生産推進室長 政策分野８の持続的な農業生産を支える取組の推進で

す。 
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 まず、施策(1)の環境保全効果の高い営農活動の推進につきましては、（イ）と（ウ）が

それぞれ150％を超える達成度合となっております。 

 それから、(2)有機農業の取組の拡大、有機JAS認定農産物の生産量が「Ｃ」評価となっ

ております。この要因ですが、資料３の8-2も併せてご覧いただければと思います。 

 資料３の8-2です。まず、酪農経営の苦情の発生割合です。これは、昨年の第三者委員

会で関連する政策の指標の見直しをさせていただいたものです。この目標値につきまして

は、直近５年間の苦情発生割合の５中３平均2.9％を平成27年度までに減少させて2.5％と

するということでやっているところです。23年度の実績値は2.65％で、23年度目標値が

2.82％だったために、比較すると減少の幅が大きくて、計算すると結果的に150％を超え

る達成度合になったということです。ただ、27年度に設定しました目標値2.5％にはまだ

達しておりません。そういった意味で、引き続き施策を実施していく必要はあろうと思っ

ております。実績値の推移をしっかり見ていく必要があろうと思っているところです。 

 それから、化学肥料の使用量の低減です。これにつきましては、目標値を大幅に下回り

ましてといいますか、成果としては大きく出ているところです。これは前年の平成20年に

おきまして相当な使用量の減少がございました。21年はそれよりも若干増加したのですが、

目標値から比べるとかなり低い値になっているということです。これは、20年に肥料の原

料価格が高騰しまして、20年、21年と全国的に化学肥料の買い控えがあったということ、

また、こういったことをきっかけにして、リン酸やカリ成分を抑制した低成分肥料への切

りかえが相当いろいろな地区で進んだということが反映されたものではないかと思ってお

ります。化学肥料の低減というのは、いろいろな意味で今後も重要ですので、さまざまな

取組を今後とも進めてまいりたいと考えております。 

 それから、有機JAS認定農産物の生産量です。これは、成績は余りよくなかったわけで

す。平成22年度は５万6,415トンということで、目標に達しなかっただけではなく、前年

度よりも減少したということです。 

 説明はこの文章編の一番下のところに書いておりますが、取組面積そのものは前年度に

比べて3.5％増加しているということで、それだけとってみれば目標値にふさわしい取組

が進んでいるということです。ただ、残念ながら、これも高温の影響ですが、これも分析

しておりますが、特に、有機農産物の中で約７割近くは野菜ですが、先ほど加工野菜のと

ころで御説明しましたが、非常に影響を受けた。特に露地物を中心に影響を受けたという

ことです。 

 それから、お米につきましては、お米は２割ぐらいなのですが、高温障害です。特に有

機で栽培したお米は、１株あたりの穂数が高温のときに通常よりも減少するということが

あります。これは、肥料成分のきき方の問題があります。そのあたりが分析されておりま

す。 

 こういったことを踏まえまして、栽培技術を体系化して、できるだけ伝えていくことが

重要ではなかろうかということで、現在その取組をしているところです。作目別に栽培技
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術の手引の作成に取り組んでいるところです。 

 以上です。 

○三浦評価改善課長 それでは、今までの説明の関係で、福士委員からの御意見を１点紹

介させていただきます。 

 農作業事故による死亡者数について、農業機械による死亡者数は減少したのに熱中症に

よる死亡者数が増加していることを考えると、他にもリスクがあり得るのではないか。そ

のリスクへの対応を考えていく必要があると思うという御意見でした。 

 それでは、今までの説明で各委員の皆様から御意見、御質問があればお伺いいたします。

山本委員お願いします。 

○山本委員 今の農作業事故による死亡者数についてなのですが、こちらの要因分析等を

見せていただくと、農作業機械の安全対策については効果を上げているが、猛暑のために

熱中症で亡くなる方が多かったために目標を達成することができなかったと、全体的には

そういった印象を受けます。この死亡状況について、評価改善課の方から追加資料をいた

だきまして、そちらを見ますと、確かに乗用型トラクターの死亡者は122人から114人と減

ってはいるのですが、歩行型トラクターの事故の死亡者は36人から、逆に50名に増えてい

て、結局トラクター事故で亡くなっている方というのは、むしろトータルでは21年から22

年で６名増えています。また、その他、農用運搬車とか動力刈り払い機等の農作業機械作

業に係る事故件数というものは、21年から22年で270名から278名に、機械事故で亡くなっ

ている方はむしろ増えています。そうすると、農作業機械の安全対策については効果を上

げているという総括というのは、果たしてこの数字から見て妥当なのかという印象を受け

ました。 

 また、熱中症で亡くなった方が多かったので目標達成できなかったというようなことで

すが、機械や施設以外の作業に係る死亡者数というのは120から106名と逆に減少している

ということで、この統計数値を見ますと、要因分析というものがちょっとしっくりと来な

い印象を受けたのですが、その点、御説明いただければと存じます。 

○三浦評価改善課長 他にいかがでしょうか。大熊委員どうぞ。 

○大熊委員 私もちょっと機械事故のところなのですが、いただいた資料を見ますと、ポ

スターとかリーフレット等で訴えた結果、機械事故の減少を見たと書かれていました。や

はり今、農家さんたちは高齢化に向かっていますので、ポスターとかリーフレットで安全

対策がとれた人たちはいいのですが、そうではなく漏れてしまった人たちというのは、こ

れから高齢化が進んでいく状況を考えますと、こういった施策だけではなくて、もっとこ

まめな、グループごとあるいは個人別の何か対策というものがなければ、どうしてもこれ

は、総体的に見たら減る傾向かもしれないが、なくならないという状況にあるかと思いま

す。是非そういったこまめな対策というものをしていただきたいと思います。 

 それと、８の持続可能な農業生産を支える取組の推進というところで、８の(1)の①、

これは酪農経営の苦情の件なのですが、苦情件数が減ったので環境保全効果の高い営農活
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動に取り組む農業者が増加したと言ってしまっていいのでしょうかということなのです。

苦情というのは、前にも私はこの委員会で意見を言わせていただいたと思うのですが、そ

の土地の人間関係で苦情を言える、言えないというのもありますし、風向きですとか気候

ですとかによっても違いますので、苦情件数が減ったから環境対策ができたのだというの

は、ちょっと短絡ではないかと思います。やはりこれはきちっと現地調査をなさった方が

いいのではないかと思います。その結果、苦情件数も減ったということであれば、ダブル

チェックのような形で環境対策も進んだねと言えるかと思うのですが、ちょっとこれは、

目標に対して検証が矮小化しているのではないかと思います。 

 あと、化学肥料の使用量が減ったというのは、化学肥料の値段が上がったということも

あるのですが、やはりここは、消費者側にも低化学肥料のものを買うことが環境対策にも

貢献するんだよという消費者側のニーズの啓発も必要ではないかと思います。それによっ

て生産者側は、消費者ニーズが高まっていて環境対策にもなるなら、というつくる動機づ

けが出てくると思います。化学肥料の価格の高い、安いだけに頼った対策というのは、や

はり長続きしないと思いますので、是非その辺の啓発活動もしていただければと思います。 

 以上です。 

○三浦評価改善課長 他にいかがでしょうか。では、阿部委員お願いします。 

○阿部委員 １点お伺いしたいと思います。人材の育成・確保ですが、(2)の③のところ

で、女性の役員の登用についての増加率というところなのですが、地域農業マスタープラ

ンに女性を検討委員の中に入れて検討するようにというようなことをうたっていらっしゃ

ると思います。そういうことからすると、もともとここのところの数値が上がっていかな

いと検討委員会の方で苦労していくのではないかと危惧されるのですが、その辺について

はいかがか教えていただきたいと思います。 

○三浦評価改善課長 それでは、一旦ここで回答の方を進めさせていただきたいと思いま

す。農作業事故の関係が多かったので、そちらの方からお願いします。 

○中田生産局総務課生産推進室長 農作業事故の件です。まず、乗用型トラクターの話が

出たのはなぜかといいますと、全体の中でも比較的占める割合が大きいということで、こ

れに焦点を当てて取組をした結果、こういうことになりましたということを申し上げてい

るわけです。それですべてのことが解消するというようなつもりではありません。毎年の

変動を見ますと、先ほど歩行型トラクターの話がありましたが、これも少ない年とか多い

年とか、いろいろあります。そういった意味で、必ずしも１つのものだけをとって、これ

で解消するということではないのですが、１つ代表的なものとしまして、特にこの平成22

年度には、農林水産省が旗振りをした運動の初年度ということもありまして、そういった

ものに重点的に取り組んでみたということです。 

 事故の原因は非常にたくさんございますので、この資料３の5-4のところにも書いてい

るのですが、事故の原因を明確にして効果的な対策をとっていくためには、ケーススタデ

ィーをしっかりやらなくてはいけないということで、平成23年度からですが、ケーススタ
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ディーを専門家の力をかりまして、対面調査で実施しています。事故で亡くなられた方の

関係者とか、あるいは事故でけがをされた方に、直接専門家がお伺いして、どんな場面で、

どんな原因でそういったことが起こったのかということを調査して、これをできるだけ共

通の財産にしていくということと、そういったところで得た知識を、皆さん気をつけまし

ょうということで、早速リーフレットのような形で示すという取組をしております。原因

は非常に多様ですので、一つひとつそういった調査をしながらお知らせをしていくことが

重要ではないかと思っております。 

 それから、リーフレットだけではだめではないかというのはそのとおりです。そういっ

たことがありますので、いろいろな取組をしているわけです。例えば１つの例としては、

地域活動をもっとやっていただこうということで、地域といってもいろいろあると思いま

す。例えば現場の集落とか生産組織の単位でこういった取組をしていきましょうという取

組方のマニュアルですね、まず自分たちの作業のいろいろな場面を見直す中で、どこに危

険があるのか見つけましょうとか、それに対してどのような手が打てるのか考えましょう

ということをできるだけきめ細かく取り組んでいただけるような支援も進めているところ

です。 

 農作業安全につきましては、平成22年からの運動で、ようやく端緒に立ったところで、

なかなかこれだけをもって効果がありましたというようなことは、我々も言えないと思っ

ております。引き続ききめ細かく、いろいろな原因に対して、いろいろなレベル、高齢者

に対してとか、あるいはそれ以外の方に対していろいろな原因があると思いますので、ケ

ーススタディーをよく見ながら、きめ細かく対応していきたいと考えております。 

○山本委員 すみません、よろしいですか。御説明の趣旨はよくわかるのですが、資料フ

ァイルの5-4ページとか、あるいはこちらの要因分析のところで、「農作業機械の安全対策

については効果を上げている」と総括されています。しかし現実の数字の問題として、確

かに乗用型トラクターの死亡件数は減っていますが、農作業機械作業による死亡件数とい

うのは270から278に増えているわけです。これを前提にして安全対策について効果を上げ

ているというまとめ方について、果たして適切なのかということについて若干の疑問を持

っております。また、こちらの一覧表の横のところでも、「トラクター事故の死亡者数は

近年最小となる」と書いてありますが、確かに乗用型トラクターの事故は減っていますが、

歩行型トラクターと合わせると、トラクター事故の件数自体は前年度より増えているわけ

です。そうしますと、やはりこの説明というのは若干ミスリーディングな印象を受けるの

ですが、その点についてはいかがなのでしょうか。 

○中田生産局総務課生産推進室長 恐縮ですが、もう一度そこは詳細を再点検して、必要

があれば修正をかけたいと思っております。御指摘どうもありがとうございました。 

 それから、大熊委員から御意見をいただいている酪農の苦情の指標の問題です。これは

昨年も委員から御指摘を受けたというのを承知しておりまして、いろいろな検討をしてお

りました。まず、昨年のこの指標見直しの経緯からいきますと、一定の事業に取り組む酪
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農家の数というような、特定の事業の割合だけで判断するのではなくて、できるだけ、そ

の波及効果も含めて取組が実施されれば、あるいは取組が徹底されれば解決されるであろ

う指標として何かないかということで、苦情の発生割合に着目したものです。これにつき

ましては、昭和48年から市町村や家畜保健衛生所、あるいは都道府県の出先機関などの公

的な機関に寄せられた苦情を経年的に集計しているものです。 

 最近の酪農経営の問題として、規模拡大であるとか、地域で混住化が進む中で、苦情の

多くは悪臭や水質汚濁ということですので、これに対応することが、畜産の発展なり、あ

るいは環境保全に対して重要だということ、併せまして、堆肥の適正還元とか放牧の実施

のような取組を通じて、悪臭や水質汚濁に関連する苦情の発生は抑制されるだろうという

２つのことを想定して設定したものです。 

 確かに、おっしゃるとおり、発生件数というのは主観的なもの、それから近隣の住民と

酪農経営との、例えば物理的な距離とか、あるいは人間関係みたいなことも含めて地域性

が影響するのは事実だと思います。ただ、これは経年的に見ている指標ですので、１つの

指標としては、この変化を見たときに、そういった要素が急激に変動するというのはなか

なか考えにくいので、これが例えばゼロになったからすべての問題が解消したとは言いま

せんが、前年に比べてどうかということは、１つの指標になるのではないかと思っている

ところです。 

 では、具体的にもっと現地を見るべきというのはおっしゃるとおりだと思います。これ

もいろいろ聞いてみますと、なかなかその地点、地点で状況が違っておりまして、これは

痛しかゆしの面なのですが、おっしゃるように、例えば風向きの関係で、水平方向に臭気

が住宅地まで流れたので発生したというようなこともございます。これは、ある年はそう

ではなくて、ある年はそういうことが起こるというようなことがありまして、おっしゃっ

ている趣旨はよくわかるのですが、現実にそれを使って何かできるかというのが今、非常

に難しいなと感じているところです。おっしゃっているような話も含めて実は検討もいた

しました。 

 それから、例えば科学的なデータはないかというようなことでおっしゃっていましたの

で、これは、ある意味で事業所における事業活動に伴って発生する悪臭です。そういった

意味では、悪臭防止法のようなスキームも考えられるわけですが、これも特定の施設の問

題であれば、その物質を測定するというようなこともあるのかもしれませんが、これも、

先ほど言いましたように、例えば風向きで非常に変わってくるというようなことが、混住

化が進む中で発生してきております。なかなかきれいに解消する指標を見つけるのが難し

いなと思っております。ただ、これはあくまで経年変化ですので、この指標を見るという

こと自体は、意味がないことではないと思っているところです。 

 それから、消費者への啓発ということですが、例えば有機農業ですと、消費者の理解を

深めるために、各メディアにいろいろ有機農業の意義とか役割について情報提供を実施し

て啓発をするということで、環境保全に役立つ農業について、消費者に理解していただく
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という取組を進めているところです。 

 以上です。 

○浅川経営局総務課長 女性の登用については、目標値に置いています農業委員会や農業

協同組合では、選挙で役員が選ばれますので、女性の登用を進めるためには、女性のみな

らず、その組織関係者や男性の理解が不可欠だと考えております。 

 こういうところでの女性の登用を進めることで、地域全体の女性を活用するという意識

醸成を進めていき、それを通じて、最終的には地域農業マスタープランについても女性の

活用を進めていきたいと思っています。マスタープランについては、農業協同組合や農業

委員会と違いまして、選挙という枠がなく、地域に住んでいる女性の方の知恵を積極的に

使っていこうということで、多少は緩やかになっていますので、マスタープランと指標で

ある組織の両方で女性の登用を進める運動をし、それぞれの相乗効果で意識全体を高めて

いきたいと考えております。 

○三浦評価改善課長 今までのところで大体よろしいでしょうか。 

 それでしたら、続きまして、政策分野の10と11の方に移らせていただきます。説明の方

をお願いします。 

○野村農村振興局農村計画課農村政策推進室長 それでは、政策分野10、資料２の７ペー

ジ、都市と農村の交流及び都市とその周辺の地域における農業の振興についてです。 

 ここには施策といたしまして２つありますが、都市と農村の交流等の部分につきまして

は、グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数というものを指標としております。平成

23年度は震災の影響がありましたが、これを持ち直しまして、目標を達成したという状況

になっております。 

 それから、２つ目の都市、農業の振興の部分ですが、市民農園の区画数を指標としてお

ります。達成度合はかろうじて「Ｂ」ということになっておりますが、前年度から比較し

まして実数で約2,000区画は増えております。その前の年度が7,000近く伸びておりまして、

年度によるぶれが発生したと考えているところです。 

 続きまして、次の８ページですが、政策分野11番の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す。ここには施策が(1)から(5)まで５つありますが、見ていただき

ますとわかりますように、達成度合といたしましては、数字が震災の関係で把握できない

以外の部分につきましては、達成度合「Ａ」ないし「Ｂ」というところで、目標をおおむ

ね達成しております。 

 (4)の快適で安全・安心な農村の暮らしの実現についてです。１つ目が農業集落排水事

業による生活排水処理人口の増加という目標です。被災地が甚大な被害を受けているとい

うことで震災地域のデータが把握できない訳ですが、それを除いた部分ということで見ま

すと、327万人が前年度実績値であり、精査中ではあるものの平成23年度は被災地除きで

326万人ということで、約１万人減っているということになります。これは、新たな施設

の稼働による処理人口の増加はあるものの、10万人未満の小都市の地域でそれを上回る人



31 

 

口減少がありその結果として人口が減少したというのが要因です。 

 それから、その下のところですが、（イ）津波・高潮被害が発生するおそれのある農用

地面積から（オ）海辺の再生の割合のところも、同じくデータが把握できないところです

が、被災地を除いた数値で見ていただきますと、例えば（イ）津波の関係、（ウ）地震の

おそれのあるところ、いずれも、着実に進捗しているということが被災地除きのデータで

言えようかと思っております。 

 ここで、前回の委員会の際に、この(4)の部分、まさに今、御説明したところです。こ

れは、社会資本整備重点計画の目標と連動しておりまして、前回４月の評価第三者委員会

の時には、この計画の見直しが始まったということで、平成24年度目標についても、この

計画の検討状況に応じて考えていきたいと思っていますということでお話をさせていただ

きました。参考の３をご覧いただきたいと思います。その中に、「新たな社会資本整備重

点計画（案）の概要」という資料の抜粋を添付させていただいております。これを１枚め

くっていただきまして、「2.見直しの経緯と今後のスケジュール」というところをご覧い

ただきますと、計画としては本年度から５か年間の計画ということで策定しようとしてお

ります。まさに先月の20日に案が提示されておりまして、今、関係機関との調整中という

ことですが、この夏に閣議決定をしたいという予定で今進んでいるところです。内容とし

ては、24年度目標と連動するということで、簡単に中身を御説明させていただきたいと存

じます。 

 次のページですが、右下に２と書いておりますが、新たな社会資本整備重点計画につき

ましては、３ページに「選択と集中」の基準というものがあり、厳しい財政等も踏まえま

して、こういったものに選択と集中して資本整備を行うこととしております。２ページの

基準を踏まえ、重点目標として１から４を目標として定め、必要な事業整備を行うという

ことが提示されております。 

 この中で、農水省の事業としては海岸事業がございまして、先ほど申し上げました津波

ですとか地震時の備えということであるわけですが、６ページに、重点目標１「大規模又

は広域的な災害リスクを低減させる」という目標の下に、「東海・東南海・南海地震等大

規模地震が想定されている地域等における海岸堤防等の整備率」を、それから、同地域に

おきまして「今後対策が必要な水門・樋門等の自動化・遠隔操作化率」という、２つの目

標を掲げるということになっております。 

 それから最後、10ページですが、重点目標の４「社会資本の適確な維持管理・更新を行

う」といった部分につきましても、67番、長寿命化計画の策定率等ということを目標とし

て海岸堤防等の率をこのように定めていくことになります。 

 このようなことで、現在、政府計画の調整を行っているということですので、この分野

につきましての平成24年度目標といいますのも、この計画が決定され次第、見直しをした

いと考えております。また、計画が閣議決定されましたら、委員の皆様には評価改善課を

通じまして御連絡を差し上げたいと思っておりますので、その際はよろしくお願い申し上
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げます。 

 簡単ですが、以上です。 

○三浦評価改善課長 それでは、ただいまの説明に対する御意見、御質問等がありました

らお願いいたします。 

 特段ありませんでしょうか。それでしたら、今の説明をもちまして政策分野11まで意見

交換を終了したということにいたします。 

 大分時間が長くなってきましたので、ここで10分休憩をとらせていただきまして、５時

20分から残りを続けさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（ 休  憩 ） 

 

○三浦評価改善課長 それでは、当初、休憩10分と申し上げましたが、委員の皆さんがも

うお戻りのようですので、よろしければ続きを始めさせていただきたいと思います。 

 それでは、後半は政策分野の12から14について、まず御説明させていただきます。 

○安東林野庁企画課長 林野庁です。よろしくお願いします。 

 資料２の９ページから11ページが林野庁の担当になります。こちらの方で全体の達成度

合の傾向について御説明して、資料３の方で、要因分析を行った指標について説明させて

いただきます。 

 まず、資料２の９ページ、政策分野の12番、森林の有する多面的機能の発揮につきまし

て、９ページから次の10ページの中段まで、(1)から(6)の６つの施策別に目標値に対する

実績値が記載されておりまして、右の方に達成度合の欄がありますが、ほとんどが「Ａ」

や「Ｂ」となっております。９ページの(2)の②海岸林・防風林の関係につきまして、達

成度合が15％ということで「Ｃ」となっておりますので、この要因分析につきましては、

資料３の方で後ほど説明させていただきます。 

 続きまして、10ページの下の方が政策分野の13番、林業の持続的かつ健全な発展ですが、

達成度合の欄を見ていただきますと、すべて「Ａ」もしくは「おおむね有効」となってお

ります。 

 続きまして、11ページ、政策分野の14番、林産物の供給及び利用の確保ですが、達成度

合の欄を見ていただきますと、１つだけ「Ｂ」で、残りはすべて「Ａ」となっております。 

 それでは、資料３の方、インデックスの12番の６ページをご覧いただきたいと思います。

下の方に12-6と書いてあって、測定指標についての要因分析とあるところです。12-6にな

ります。先ほど達成度合が「Ｃ」評価と説明させていただきました機能が低下した海岸

林・防風林等の回復率の要因分析についてです。この項目につきましては、前年度、つま

り平成22年度に発生した災害により被害を受けた海岸林等が、平成23年度末までにどのく

らい機能が回復しているかを測定指標としております。 

 そのページの１番の外部要因の４行目、パラグラフ２つ目に書いてありますが、平成22
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年度に被災した海岸林・防風林の総延長のうち約９割が、平成23年３月に発生した東日本

大震災による津波の影響により被災した海岸防災林となっておりまして、この東日本大震

災分につきましては、そこの外部要因の上の１行目から３行目にありますように、被害が

甚大だということと、一部ガレキ置き場として使われていたということ、更に、２の内部

要因のところの１行目に書いてありますが、海岸林だけではなくて、海岸部の町自体が壊

滅的な被害を受けておりますので、地域の復興計画をまず立てていただいて、その中での

整理が必要だということと、そこに「技術的方針検討が必要」と書いてあります。海岸林

の被害自体もかつてない規模ですので、どのような復旧方法が適当かということをまず整

理する必要があったということから、行われているのは、基本的には、再度の津波・高潮

被害防止のための応急措置にとどまっておりまして、この部分が回復率で見るとわずか

４％にとどまっております。他方、総合的な要因のところに書いていますが、その他の被

害の回復率は93％となっておりますが、東日本大震災分のウエートが非常に高いというこ

とで、全体では15％となったところです。 

 最後に、事前の説明の際に大熊委員、山本委員から、この指標に関連する御質問をいた

だいておりますので、その点についてちょっと御説明させていただきます。 

 大熊委員から、ガレキの活用について御質問をいただいておりますが、林野庁としまし

て、ガレキをきちんと海岸防災林の復旧再生に当たっても利用していきたいと考えており

まして、ガレキを分類、無害化して、安全性が確認された再生資材を盛り土材などとして

積極的に活用する方針です。こういうふうにガレキを使って盛り土をすることによって、

高さが３メートルとか５メートル、あるいは幅が50メートルとか200メートル規模の海岸

防災林を整備して、災害による被害の軽減効果が大きく強化されるものと考えております

し、その上の植栽に当たっては、NPOや企業などと積極的に連携して取り組んでいきたい

と考えています。 

 それから、山本委員から、機能が低下した海岸林・防風林というのはどういう基準で定

義しているのかという御質問を受けておりました。機能の低下というのは、津波や高潮な

どにより海岸林の塩害、それから暴風などによる防風林の風倒被害などを受けた保安林の

ことを指しておりまして、定性的な話で具体的な数値基準があるわけではないのですが、

都道府県なり森林管理局が、被害を受けた海岸林なり防災林について、保安林の指定目的

が発揮できないと判断したものが、機能が低下した海岸防風林に該当するという整理でや

っております。 

 以上、林野庁からの説明とさせていただきます。 

○三浦評価改善課長 それでは、御質問、御意見等あればお願いいたします。では、山本

委員お願いします。 

○山本委員 御説明よくわかりました。これは、実績値が15％ということで、回復未了の

85％については翌年度にまた繰り越されることになりますね。また、平成23年度に被害を

受けたものの９割以上が東日本大震災の津波の影響によるものということで、ガレキ置き
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場になっているとか、技術的検討の必要があるため直ちには回復できない状況にあるとい

うことであれば、平成24年度も100％目標達成するのはおよそ不可能で、達成割合という

のは当然低くなることになろうかと思います。そうであれば、この震災による津波被害と

いうものは非常に特異なものですので、むしろ震災関係によって被害を受けたものとそれ

以外のものに分けて目標を設定した方が実効的なのではないのかという印象を受けました

が、そうした見直し等については御検討されているのでしょうか。 

○安東林野庁企画課長 今までのやり方ですと、来年の評価というものが、平成23年度に

起こった被害について24年度中にどう処理できたかということで、東日本大震災分が大量

に残っているにもかかわらず分母に入ってこないということになります。ちょっとそれだ

と適切な評価が難しいと思いますので、東日本大震災分をどう評価の中で捉えていくのか

という、何らかのやり方で捉える方向での検討になるかと思いますが、そういうことも含

めて検討したいと考えています。 

○三浦評価改善課長 よろしいですか。他の委員の方はいかがでしょうか。速水委員お願

いします。 

○速水委員 海岸林のこの数字自体は実態なのでこれで結構かと思います。再生の過程の

中で、かなりいろいろな議論が多方面で出ているというのが正直なところで、一部、松で

なければいけないという方もいらっしゃれば、他のもっと広葉樹でなければダメだとかな

り強硬にはっきり言われる方もいらして、地域の方々に伺うと、いろいろ意見があってね

という話があって、特に企業が絡むと、どうも松ではなくて広葉樹の方が自然に近い状態

があるから、それにお金を出したいと。私自身もそういう企業のお話を何件かお伺いした

記憶があります。その辺が、林野庁として、より松がいい部分と、広葉樹も可能性がある

部分と、あるいは非常に南の植生を求められたりするようなところがあって、現実的に私

も、今度の震災が原因でではなくて、以前に他のところでそういう植生を植えられたとこ

ろの現場を拝見したりして、さまざまな問題も出ているなという感じがあります。ある程

度技術的な部分をオープンにしていかないと、企業の方々は、やはり何か広葉樹が良いの

だみたいなところが強いような気がするのですね。それが適切であれば、それはそれで全

く問題ないのでしょうが、もしそれが違うならば、より明確に、こういう問題があります

よ、こういう問題がありますよという、ある程度樹種によっての考え方みたいなものが明

確に出せる資料が出てくるといいなという気がいたしておりますが、いかがでしょうか。 

○安東林野庁企画課長 海岸林の再生の在り方については、震災直後から検討会を作って、

大学の先生とかに入っていただいていろいろ御議論していただいています。その中で、や

はり何を植えるかという話ですが、基本的には、やはり潮風についての耐性ということで

松類が中心になると。特に海側の部分は基本的には松類で、ただ、林帯幅にもよりますが、

陸側の方は、ある程度広葉樹を植えても大丈夫なのではないかという議論があって、そう

いった方向も示させていただいています。 

 ただ、その場合、郷土樹種ということをきちんと考えなければいけないということもそ
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ういう方針の中に入れさせていただいていますので、その辺、実際の復旧再生に当たって

は、地元の方々あるいは御参加いただける方々とよく話をして取り組んでいかなければい

けないと思います。 

○速水委員 安心しました。ありがとうございます。 

○三浦評価改善課長 他の委員の方はいかがでしょうか。堀口委員どうぞ。 

○堀口委員 評価にはもう「Ａ」評価になっているのですが、ちょっと教えていただきた

いのは、14番の(1)の①の（オ）の「木づかい運動」への参加で、実はフードアクション

の方もあったのですが、これらの企業が今、増えてきているということでした。どのよう

なところが増えてきて、それによってどれぐらい効果が出ているのかが、何か数値的なも

のでわかれば、これによってどんな人たちが普及する、もしくは国内木材の生産量が増え

たという何か可視化できるものがあればと思います。なければ、どのような企業が参加、

今回、この「木づかい」の方は登録料みたいなものが要るみたいなので、その辺をちょっ

と教えていただければと思います。 

○安東林野庁企画課長 「木づかい運動」の参加団体が増えたところの内訳なりがちょっ

と今、手元にありませんので、後ほど送らせていただきます。 

 直接的に「木づかい運動」でどれだけ木材の使用量が増えたかという１対１の関係には

ないので、なかなかこの効果がどうという御説明はできません。しかしながら、前提とし

て、全体の国内の木材の使用量というのは、平成21年に１回リーマンショックで落ちまし

たが、その後、22年、23年と増加しております。我々の目標は10年間でこの倍ぐらいにす

るという目標なので、そこにはまだちょっと遠いのですが、最近は着実に増加しておりま

す。 

○三浦評価改善課長 他にいかがでしょうか。 

 そうしましたら、林野関係は以上で終わらせていただきまして、続きまして、政策分野

15から17について御説明いたします。 

○新井水産庁企画課長 水産庁です。資料２の12ページ以降の15、16、17が水産庁に当た

っておりまして、それにつきまして御説明させていただきたいと思います。 

 政策分野15、それから16、17ということで、水産庁の測定指標は全部で14あります。そ

の中で８項目が「Ａ」判定、「おおむね有効」ということでして、４項目につきましては、

被災県のデータがないということで判定せずということになっております。 

 本日御説明いたしますのは、政策分野15の(1)の③ということで、主な栽培漁業対象魚

種及び養殖業等の生産量の確保というところで、これが東日本大震災によりまして、漁村、

漁船、それから養殖施設等が甚大な被害を受けたということで「Ｃ」判定ということです。

その要因につきまして御説明させていただきたいと思います。 

 資料３の政策分野15参考-3というページをおめくりいただきたいと思います。 

 この15参考-3の下の表にありますとおり、平成23年度の実績は141万4,000トンというこ

とで、対前年の18％、31万トン減っております。これに伴いまして指標の実績値でありま
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す直近３年間の年計の平均値も166万5,000トンということになりまして、対前年７％、12

万トンの減ということになりまして、結果といたしまして「Ｃ」判定ということになって

おります。 

 この最大の要因は、昨年３月に起きました東日本大震災でして、養殖施設、漁港施設が

非常に甚大な被害を受けております。中でも養殖施設は、津波が１メートル、２メートル

でも被害を受けるということです。被災地ということで思い浮かべていただきます岩手、

宮城、福島だけではなく、実は北海道から沖縄まで被害を受けております。三重県、それ

から高知県等でも被害を受けているということです。養殖の被害は、まず全国的に及んで

いるということです。そういう意味で、今回の指標は養殖が中心になっておりますので、

非常に数字が落ち込んでいるということです。 

 特に見ていただきますと、対前年比、栽培養殖の対象魚種が全国生産量48万トンは、前

年の54万トンに対しまして６万トン減っております。魚種で見ていただきますとサケ・マ

ス、ホタテガイということです。サケ・マス、ホタテガイ、この被災３県の割合を見させ

ていただきますと、実際のこの全体の減少量の中の被災３県の割合が、サケ・マス類であ

りますと約３分の１が被災３県だったということもありまして、復旧を急いでおりますが、

非常に被害が甚大だったということです。 

 それから、海面養殖魚を見ていただきますと、これも前年が111万トンに対しまして、

23年は86万トンということで25万トン減っております。中でも魚種がホタテガイ、カキ、

ノリということでして、これは、減少量に占める被災３県の割合が非常に高いというもの

です。海面養殖の中でもブリがありますが、これは西が中心ですので、ブリについてはほ

ぼ前年並みということで生産量が減っていないということです。ホタテガイは全国の減少

量のうち被災３県の割合が18％、それからカキ、今日は畠山委員がいらっしゃいませんが、

カキは全国の減少量のうち被災３県の割合が97％ということでして、しかもカキは、１年

ではなく、２年もの、３年ものというもので収穫しておりますので、これにつきましては、

戻るまでに長い期間かかるのかなと思っております。 

 それから、ノリ、ワカメ類も被災３県は割合が高くなっておりますが、これは比較的初

期投資コストが低いということ、それから１年でとれるということです。ワカメにつきま

しては岩手、宮城でそれぞれ被災前の８割近くがこの春の収穫を迎えておりまして、そう

いう意味では、今後きちんと復旧してくるのかなと思っているところです。 

 実際、私ども３月に水産の基本計画を立てましたが、養殖につきましては、平成24年度

末までに再開希望者全員の施設を整備するということを考えておりますので、ワカメ、そ

れからサケ、ノリにつきましては、来年度の漁期にはきちんと回復する、それからカキに

つきましては、先ほど申し上げましたが、収穫までに１年、２年を要するということです

ので、ちょっと時間がかかるのかなと思っています。いずれにいたしましても、これら養

殖、それから栽培漁業につきましては、できるだけ早い復旧をと思っております。 

 つけ加えますと、栽培漁業の種苗の生産の方につきましては、24年度ではなくて、27年
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度末までに被災前の水準に回復させるということですので、またちょっと時間がかかると

考えているところです。 

 最後に、大熊委員から事前説明のときに御質問を２ついただいておりますので、お答え

させていただきたいと思います。 

 震災の影響として、来年度以降の生産量はどの程度になるのかという御質問でして、こ

れは、今申し上げましたとおり、復旧を非常に急いでおりますが、生産量がある程度戻る

までにはやはり時間を要するのではないかと思っているところです。特に、今申し上げま

したが、投資コストが高くて収穫に時間を要するカキ等につきましては、養殖の復旧まで

には若干の時間がかかると思っております。 

 それからもう一つ、水産物の放射性物質の検査手法ということで事前に質問をいただき

ました。頭とか尾とか皮を除去した部分だけを計測していると聞いたがということでした

が、今、食品衛生法に基づきまして、都道府県、各市町村、それから回遊する魚につきま

しては水産庁でそれぞれ調査をしております。食品中のセシウム137と申しますのは、基

本的に筋肉に強く残るということが知られておりまして、いずれにいたしましても、厚生

労働省が定めたマニュアルに従って文部科学省が定めた試料前の処理法に準じて行うとい

うことになっております。 

 魚について御紹介させていただきますと、シラスなどいわゆる小魚、全部を食べるとい

うものにつきましては、可食部分の骨も全部すりつぶしてやるということになっておりま

すし、大・中型の魚、全体を食べないというものにつきましては、頭部、内蔵、骨を除い

て、いわゆる可食部分の筋肉だけを試料として検査をするということになっております。

いずれもそれに基づいて、食べるやり方に従って検査をしているということでして、その

辺につきましては御理解をいただきたいと思います。 

 それからもう一つ、最後ですが、農村振興局のときに御説明があったと思いますが、参

考３のところで公共事業の関係です。これは、事情が全く農村振興局と同じでして、国土

交通省の社会資本整備重点計画というものが間もなく閣議決定をされるということになっ

ておりますので、その閣議決定を受けまして、海岸防災、それから減災等の指標につきま

して見直しをいたしたいと思っております。これにつきましては、農村振興局の農地海岸

と同じような扱いで見直しをさせていただきまして、皆様に御連絡をしたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 水産庁からの説明は以上です。 

○三浦評価改善課長 それでは、水産の関係ですが、最初に福士委員からの御意見という

ことで、先ほどの評価の関係とちょっと重複するのですが、震災という要因があることに

ついては仕方がないが、セーフティーネットの充実など、それに対する支援策の工夫が必

要との御意見をいただいております。 

 それでは、委員の皆様から何か質問、御意見等があればお願いいたします。大熊委員ど

うぞ。 
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○大熊委員 事前に質問させていただいた放射能検査の件だったのですが、農産物に関し

ては、ある程度検査も進み、消費者側としても理解が進んできています。しかしながら、

消費者側が今、非常に不安に思っている、私が消費者に対して聞き取りをした限りでは、

水産物に関して非常に不安感が強くて、福島第一原発は、ある程度収束したとはいいなが

ら、依然として収束していないわけですし、汚染もされ続けているので、海産物に関して

の汚染状況はどうであるかということが不安になっているのです。なので、供給量として

は、これから長くかかっても回復していくのだと思うのですが、食べる側の問題として、

ただでさえ魚を食べる率が落ちている中で、この放射能問題がきちっと理解されないと、

回復はしたものの食べる人が減ってしまっているということになりかねないと思います。

やはりそこはきちっと検査体制をしていただくのと、あと情報公開をきちっとしていくと

いうことを徹底してやっていただきたいと思います。不安の払拭のためにもお願いしたい

と思います。 

○新井水産庁企画課長 まさにおっしゃるとおりでありまして、水産物について、この４

月以降ポイントを増やしております。私ども、情報公開というときに、その日の情報を今

までベタで公表しておりましたが、４月から、データが相当蓄積してまいりましたので、

今、魚種ごとにグラフにしております。ですから、見ていただきますと、どういう魚種が

放射能がたまりやすい、たまりやすくないというのが実はわかるようになっております。

例えば、今、福島で試験操業をしておりますが、軟体類、イカとかタコにはほぼ出ないと

いうことが明らかになっておりまして、そういう意味で、福島はそちらを先に、今、福島

市場、それから、これから東京市場にも売るというような活動をしております。そのマッ

プ等につきましても、消費者の方の団体、それから市場関係者にも今、広くお話をしてお

りまして、情報公開をわかるような形で、まずわかりやすくやっていくということで心が

けたいと思っています。 

 しかしながら、海の状況はなかなかコントロールできないということもございます。そ

ういう点では、農産物よりも相当長い期間を水産の関係者は覚悟しなければいけないとい

う非常に悲しい状況にあります。そういうときに、消費者の方々あるいは流通業者の方に

理解いただけるよう、私どもも精いっぱいやっていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○三浦評価改善課長 速水委員どうぞ。 

○速水委員 養殖がかなり被害を受けたという話で、三重県なんかも被害を受けました。

この評価とはちょっとずれるのですが、木でいかだをつくるんですね。鉄のいかだより木

のいかだの方が波をいなすというかで、私は10年以上足場材なんて生産したことがないの

ですが、足場材が足りないから、ちょっと無理してでも作ってくれないかと頼まれました。

今年の春ぐらいから、今しか皮がむける時期がないので今しかとれなかったのですが、し

かし、とれるだけは短期間にとれるだけとって、伊勢志摩の業者さんに流そうということ

でやりました。値段も、向こうもきっちり払いますよみたいな話だったので、うまくお互
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いにいったのです。 

 東北は杉が主なのですが、それこそ今日御欠席の畠山さんも、杉の丸太をかき集めるの

に苦労されて、林業部門というものを作ってやっていらっしゃいました。その辺の連携を

是非、水産の方も森林側と連携を、ここで連携と言ってもなかなかあれですが、地域で連

携がとれる仕組みを是非提案していただいて、林野の方からもそういう、養殖の回復のた

めにも材をうまく供給できる仕組みみたいなものを内部で少し検討していただいて、どう

いう材が欲しいのかというのは、山側には余りわからないのですね。我々もそんな注文が

来るとは思いもよらなくて、来て、では、すぐつくりますよと作れたのですが、情報共有

されて、早く復活させていただければと思っております。よろしくお願いします。 

○新井水産庁企画課長 今回の大震災で本当に何十年ぶりかで資材が一挙に必要になった

という状況です。そういう意味で、今は大分緩和されてまいりましたが、いかだでありま

すとか、ロープでありますとかが供給できないという状況が本当に長い時間続きました。

そういう点で、まさに木材を使うところは、いろいろな工夫が実は地域で行われているか

と思います。残念ながら、私どもそういうことまで手というか目が回らない状況でしたの

で、これから地域の状況をもうちょっときちんと見ていきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

○三浦評価改善課長 他にいかがでしょうか。 

 それでしたら、水産の関係は以上で終わりたいと思います。 

 最後になりましたが、今年度実施予定の総合評価、それから農林水産分野における地球

環境対策の評価方針につきまして御説明させていただきます。 

○榎本環境政策課長 環境政策課です。今回、総合評価ということで、ここに骨子を御用

意させていただいております。資料５をご覧いただければと思います。１枚紙のＡ４の紙

ですが、資料５です。 

 そこで、農林水産分野の地球環境対策ということですが、中身を申し上げますと、地球

温暖化対策、これが一つと、もう一つが生物多様性に関する施策です。 

 ２にありますように、政策所管部局が多岐にわたっておりまして、大臣官房環境政策課

がとりまとめということですが、以下にありますように、国際部、食産局、消費・安全局

等々、経営局以外は全部ここに上がっているのではないかと思います。 

 評価の実施時期、本年度、総合評価を行うということで予定しているわけでして、評価

の対象期間ですが、過去５年ということで、平成19年から23年度を念頭に置いております。 

 政策の目的・目標のところにありますように、温暖化につきましては、農林水産業自身

も、その生産活動が温暖化の要因の一部であるというのもありますが、やはり農林水産業

に対しまして深刻な影響を及ぼすということが予想されるわけです。京都議定書の第２約

束期間は私ども入っておりませんが、第１約束期間におきまして６％の温室効果ガスの削

減ということを約束したわけです。こういった諸情勢、世界的な情勢の中に置かれている

というのが１つです。 
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 また、生物多様性につきましても、世界的な森林の減少、あと種の絶滅の危機感といっ

たようなものを背景に、平成４年になりますが、生物多様性条約が採択されております。

こうした中で、我が国におきましてもその条約を批准しておるわけですが、国家戦略を定

めまして、生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた取組を進めていくということとな

っているわけです。 

 一方、農林漁業、農山漁村は、こういった生物多様性の面では非常に重要な役割、機能

を持っているわけですし、温暖化対策についても同様です。ただ、昨今の高齢化、耕作放

棄地の増大、そういう中で機能を十全に発揮できないといったような面もあります。そう

いう中で、生産振興、地域振興といった施策を各局が行っておりますのと併せまして、こ

うした温室効果ガスの吸収の対策、排出削減の対策、また、生物多様性の保全、持続可能

な利用についての施策を推進していくこととしているところです。 

 また、温暖化につきましては、やはり全体的な話の中でどうしても避けられない温暖化

ということが徐々に起こってきておりますので、それに対します適応策といったようなも

のの取組も進めているところです。併せまして、我が国の海外支援、海外協力の一環とい

たしまして、我が国の技術を活用した温暖化対策への協力についても貢献していこうとい

うこととなっております。 

 そこで、７のところにもう少し具体的に書いておりますが、まず、地球温暖化対策につ

きましては、まず温暖化防止の方の観点です。森林吸収源対策、あと農林漁業分野からの

温室効果ガスの排出を削減するための対策、あと地球温暖化防止に関しますさまざまな技

術開発等を講じているところです。また、温暖化が避けられない部分につきましては、適

応策といたしまして、そのための技術開発等の施策を講じているところです。 

 一方、生物多様性の関係ですが、田園地域、農業関係です。そういった地域での保全、

森林におけます保全、あと里海・海洋におけます保全、こういった地帯別の生物多様性の

保全の取組を行っています他、森林、田園地域、里地里山、森・川・海が相互に関連して

いるということもありますので、漁場保全のための森林整備ですとか、森・川・海を通じ

た生物多様性保全のための取組等の施策を講じているところです。また、農山漁村におけ

ます資源の持続可能な利用を図るための取組を推進するという施策もあります。 

 ８にあります評価の観点です。以下の３つの観点から評価を行っていこうと現在考えて

おります。 

 まず、(1)の必要性の観点ですが、この２つの政策につきましては、政府全体の方針が

ございます。ともに閣議決定されているものですが、京都議定書目標達成計画、あと生物

多様性国家戦略というものがありますので、それに即した真に必要な取組となっているか

どうかという観点から必要性を分析していきたいと考えております。また、適応策につき

ましては、地球環境変動の中で、予想される変動に対しまして、的確な目標設定をして、

技術開発をしているかどうかといったような観点から分析していきたいと思っております。 

 次に、(2)の効率性ですが、体系的な施策の推進によりまして効率化が図られ、重複や
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無駄のないような施策体系になっているかどうか、また、効率的な政策展開となるように、

幅広い政策手法を検討したり、また新しい政策を導入したりして行っているかどうかとい

ったような観点からも見ていきたいと考えております。 

 (3)の有効性ですが、吸収対策、排出削減につきましては、それにきちんと貢献するた

めの施策が十分なものがあって、それが着実に推進されて効果を得ているかどうかという

観点から、生物多様性につきましても同様に、貢献に向けて関連施策の充実がきちんと図

られて推進が着実に図られているかどうかといったような観点から、適応策につきまして

も、同様に適応のリスクを踏まえまして、技術の実用化が着実に実行されているかどうか

という観点から、これから分析をしていきたいと考えております。 

○三浦評価改善課長 それでは、ただいまの説明に対する御質問なり御意見とかがありま

したらお願いいたします。左近委員お願いします。 

○左近委員 私も政策評価の分析等々、いろいろ実務でもやらせていただいている中、こ

の温室効果ガスの削減という分野に関してはちょっとタッチしたことがありません。そう

した中、あまり技術的に詳細なことは申し上げられないものの、この有効性のところをざ

っと見る限り、貢献に向けて取組が図られているかどうかというところも大事なのですが、

それによってどれだけ温室効果ガスの排出削減に寄与したのかみたいなところの、いわゆ

るアウトカムの視点が含まれるように分析をされる、その技術的な問題もあるでしょうし、

実際どこまで正確にとらまえられるかという問題もあると思います。今回の評価の中で、

是非そこはチャレンジしていただく工夫があってもいいのかなと。更に言えば、それぞれ

の施策に対して効果がどれだけなのかという費用効果も見られるようなところまで行けれ

ば非常にいいのかなと思っていますので、是非しっかりとその効果が見えるような形の分

析を実施されることを期待したいと思います。 

 以上です。 

○榎本環境政策課長 大変分野が広い政策の評価になりますので、いろいろと政策の、例

えば因果関係とか、また、他の要因をどうやってそこから排除するかといったような面は

非常に難しい面があるのですが、確かにアウトカムがどう上がっているかといったような

観点は非常に重要です。そこは、できる限りチャレンジはしてみたいと思っております。 

 また、費用効果、これも同様かと思いますが、個々の施策と最終的なゴールが非常に大

きなものとなっておりますので、そこの全体を総合的に評価するのと、併せて個々の施策

が具体的にどのような費用効果を持って達成されているのかという観点、例えばそういっ

たような観点からもチャレンジはしてみたいと思います。 

○三浦評価改善課長 では、速水委員。 

○速水委員 今の地球温暖化と、それから生物多様性をメーンにここに書いておられます

が、農林水産業というのは輸入の物資が結構多いわけですね。生物多様性国家戦略の中に

も多分入っていたと思うのですが、海外の多様性にある程度依存した形での日本国内の消

費という捉え方があるわけです。それを逆に考えれば、国内で農林水産業が国産のものを
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適切に生産してマーケットに供給すること自体は、海外での生物多様性とかそういう部分

に関してのリスクを下げるという捉え方というのが、最近各国で非常に言われ始めている

わけです。つまり国産を使うこと自体が日本のためにいいというのではなくて、国内のも

のを使うことが海外の多様性とか、あるいは温暖化の問題、排出の問題なんかも含めて、

地球規模でやはりメリットがあるのだよという捉え方というものが、そろそろこういう中

に表現されてきてもいい時代ではないかと常々考えていまして、そういう表現が近い将来

使えれば、あるいはそういう捉え方ができれば、国内の農林水産業者にとっても、自分た

ちの生産自体が地球環境を守っているのだ、日本だけではないのだよという捉え方ができ

ないかなという期待をしています。 

○榎本環境政策課長 環境省が作っています国家戦略もそうですし、私ども農林水産省も

出しました生物多様性国家戦略の中でも、やはり日本が輸入している量が過度に大きくな

ると、また海外の生物多様性に対する影響もないわけではありませんので、そういったこ

とに対する配慮というのは必要だと私どもも認識して政策に当たっているわけです。 

 全体的な体系の中で、いろいろな政策がとにかくこの中にぶら下がっていますので、そ

れを捉えて、今、速水委員がおっしゃったような観点でも何かできないか考えていきたい

と思います。 

○速水委員 １点よろしいですか。差し当たってそれで何かやってほしいという考え方で

はなくて、その考え方の基本のところに、そういう海外の多様性というものと国内での生

産というものの関連がついているのだよということをより明確に打ち出せることが、まず

第一歩欲しいなということです。海外から持ってくることがいけないという捉え方ではな

くて、より国内で使った方がそういうリスクが下がるよというぐらいの捉え方をまずでき

ないかなと思った次第です。 

○榎本環境政策課長 一つ付言いたしますと、先般の名古屋の会議でもABSという協定が

結ばれまして、海外から遺伝資源を持ってくるときに、例えばどういうルールでやるのか

とか、その場合の収益をどうやってシェアしていくかといったような枠組みづくりがされ

てきているわけであります。委員おっしゃるように、持ってくることも必ずしも悪いわけ

ではないのですが、それが海外に悪影響を及ぼさない形でどういう形でやっていくかとい

うのも１つ大切な政策かと考えております。 

○三浦評価改善課長 他の委員の方はいかがでしょうか。大熊委員どうぞ。 

○大熊委員 環境対策ですが、１例なのですが、北海道ではYES!cleanという、特別栽培

の野菜を作って、YES!clean制度というような形で、道ですとか、JAですとか、ホクレン

ですとか、研究施設などが協力して、全体で化学肥料、農薬などを３割削減して、収量は

落とさないという特別栽培技術をやってもう10年ぐらいたちます。その委員の１人が北大

の先生だったのですが、会議の席上で、北海道の襟裳の方でこういったYES!clean栽培制

度を使った実験を行ったところ、年間で１ヘクタールあたり２トンのCO2削減に成功した

と。場所によっては５トンの削減につながったという実験結果が上がったということを報
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告されていました。 

 これは北海道の実験圃場での成果なのですが、こういった化学肥料・化学農薬を削減し

ていくような、それで収量を落とさない技術栽培と一緒に進めていけば、農業が環境保全、

温室効果ガス削減に非常に貢献できるという農業の持つ潜在能力の高さといいますか、そ

ういったところでも貢献していけるのではないかと思いますので、是非実験をしてみると

いうようなことも含めて、具体的な何らか策を講じていければと思います。そうすると、

環境保全も進んでいくわけですから、二重三重に効果があるかと思うのですが。 

○榎本環境政策課長 今、委員のおっしゃられたCO2を削減したものを見える化して、そ

れを農林水産業の中で使っていこうということは、発想としてはここしばらく出てきてお

りまして、制度化されているのはJ-VER（ジェイバー）という制度がございまして、これ

は二酸化炭素を例えば吸収できるような間伐を行った場合に、実際その吸収量について認

定を受けると。それは、実際上、今、日本国内で市場でも取引ができる形ができてきてお

ります。 

 また、農業については、そこのJ-VERをとっているものが、まだ森林に比べると少ない

のですが、徐々に出てきておりますし、例えば見える化の関係で申し上げますと、諸外国

でカーボンフットプリントという制度が出てきておりまして、これは農業に限ったもので

はないですが、二酸化炭素がその製品をつくるときにどのくらい、例えば電化製品をつく

るときにどのくらい出ていたか、これを例えば農業の方にも当てはめて、今、委員がおっ

しゃったような環境保全型農業をやることによって、そのカーボンフットプリントがどの

くらい下がるかとか、そういったようなことを見える化できないかということは、実はこ

こ数年、私どもも勉強会を立ち上げてやらせていただいております。その辺の今の状況に

つきましても、評価の中で御説明させていただきたいと思います。 

○三浦評価改善課長 他に御意見などありますでしょうか。 

 そういたしましたら、ちょうど予定の時間を過ぎたところですので、本日の議事につき

ましてはすべて終了させていただきます。委員の皆様方には、長時間にわたり熱心な御議

論をいただきありがとうございました。 

 なお、時間が限られておりましたので、ここで御発言いただいた他にも御不明な点等あ

りましたら、事務局までお知らせいただければ、また対応させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 また、本委員会の資料は、会議終了後、農林水産省のホームページ上で公表することと

しております。 

 また、議事録につきましては、委員の皆様にそれぞれの御発言内容等を御確認いただい

た上で、発言者の氏名とともに公表することにしておりますので、あらかじめ御了承願い

ます。 

 それでは、最後に後藤政策評価審議官から御挨拶いただきます。 

○後藤政策評価審議官 政策評価審議官の後藤です。 
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 冒頭の佐々木副大臣の御挨拶にありましたように、平成23年度の政策評価につきまして

は、東日本大震災の影響もあり厳しい結果となりました。委員の皆様方におかれましては、

長時間にわたり活発な御議論をいただきましてどうもありがとうございました。 

 さて、現在の政策評価第三者委員会委員の皆様は、一部の方を除きまして、平成22年８

月に委嘱をさせていただいております。したがいまして、ちょうど今年の夏で委嘱から丸

２年の任期を迎えることになります。委員の皆様におかれましては、この間、本日を含め

まして計６回の第三者委員会に御出席いただきました。委員の皆様におかれましては、政

策評価の客観性を確保し、多様な意見の反映を図るとともに、評価手法及び透明性の向上

を図るという第三者委員会の目的に合致した有意義な御意見をこれまで多々いただきまし

たことに、厚く御礼を申し上げます。 

 本日でこのメンバーによる第三者委員会は終了ということになりますが、どうか引き続

き、地域の農林水産業の発展、農林水産施策の推進に御協力をいただければ誠に幸いに存

じます。 

 なお、本日御議論いただきました平成23年度実施政策に係る評価書につきましては、委

員の皆様方からいただきました御意見を反映してとりまとめを行い、８月末に公表したい

と考えております。この点に関しまして、本日以降も何かと御相談を申し上げたいと考え

ておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はどうも大変ありがとうございました。 

○三浦評価改善課長 それでは、以上で終了いたします。 

 


