
３．政策評価の反映

農林水産省では、政策の実施の結果、国民に対して実際どのような成果が
もたらされたか（アウトカム）を評価する観点から、一定の目標に対する達

、「 （ ）」、「 （ ）」、「 （ 」、成度を測ることにより 企画立案 Plan 実施 Do 評価 Check)
「改善（Action)」のサイクルを確立した政策評価を実施。

（１）実績評価の反映

農林水産省では、平成12年度から、他省庁に先駆けて実績評価を実施して
おり、平成15年度政策の評価に当たっては、５つの大目標、12の中目標、59
の政策分野（142の目標値）という政策評価体系（政策ツリー）を構築した上
で評価を実施した。

その結果 達成ランクＡ 目標達成度90%～150% の指標が83 ランクＢ 同、 （ ） 、 （
50%～90%）の指標が22、ランクＣ（同50%未満）の指標が16となり、十分な要
因分析を行った上で評価結果を平成17年度予算概算要求等に反映させたとこ
ろである。

政策分野一覧）政策ツリー（

大 目 標 中 目 標 政 策 分 野

Ⅰ 消費者が安全な食 １ 食品安全行政の一体的推進や産 (1)食品安全性確保対策

料を安心して購入・ 地段階から消費段階にわたるリス (2)家畜衛生対策

消費できる体制を確 ク管理の確実な実施により、食の (3)飼料の安全性確保対策

立する。 安全を確保する。 (4)農業生産資材品質・安全確保対策

２ 表示の適正化やトレーサビリテ (1)食品等の表示・規格制度

ィの導入・普及、食育の推進など (2)トレーサビリティの導入・普及対策

により、食に対する消費者の安心 (3)食生活のあり方を見つめ直す幅広い活

・信頼を確保する。 動の展開

(4)植物防疫対策

Ⅱ 消費者に対し、新 ３ 我が国の特色を活かし、高コス (1)食品流通対策

鮮で良質な食料及び ト構造を是正しつつ、新鮮で良質 (2)食品産業対策

林産物を合理的な価 な食料及び林産物を安定的に供給 (3)米麦等の生産対策

格で安定的に供給す できる体制を確立する。 (4)畑作物・地域特産物の生産対策

園芸作物の生産対策る。 (5)

(6)畜産物の生産対策

(7)生産資材対策

(8)木材利用の推進と木材産業の健全な発展

(9)特用林産の振興

我が国周辺水域における水産資源の(10)

適切な管理

(11)つくり育てる漁業の推進

(12)消費者ニーズに対応した水産物の流

通・加工

４ 世界の食料需給の安定や地球環 (1)食料・農業・農村に関する国際協力

境の保全を図るための国際貢献に

国際的な水産資源の管理と利用より、我が国の食料安全保障を確 (2)

保する。



Ⅲ 農林水産業の構造 ５ 国民に対して必要な食料が供給 (1)耕作放棄の発生の防止等による優良農

改革を加速化し、効 できるよう、農地、水、漁場など 地の確保

地域の特性に応じた農業生産基盤の整率的で安定的な経営 の生産資源を確保する。 (2)

備・保全が大宗を占め、魅力

のある産業に育成す (3)農地海岸の保全と良好な海岸環境の形成

る。 (4)土地改良区組織の見直し

６ 持続可能な農林水産業を担う意 (1)認定農業者等意欲ある農業者の育成

欲ある経営体を育成・確保する。 (2)新規就農の促進

(3)農山漁村における男女共同参画社会の

確立

(4)高齢農林漁業者の役割の明確化と福祉

対策

(5)担い手への農地利用集積の推進

(6)効率的かつ安定的な林業経営の育成

(7)効率的かつ安定的な漁業経営の育成

(8)漁業生産を支える人材の確保・育成

(9)農業協同組合系統組織の見直し

(10)漁業協同組合の事業･組織基盤の強化

７ 過度の農産物の価格変動や災害発生 (1)農業災害補償

による経営への悪影響を防止するため (2)米の需給政策

の需給調整やセーフティネットにより (3)麦の需給政策

持続可能な経営の実現を図る。 (4)畜産物等の需給政策

８ 農林漁業者が主体的にその技術 (1)新たな農政の展開方向に即した技術開

水準の向上が図れるよう、農林水 発の推進

産分野の研究・技術開発の高度化 (2)効果的・効率的な普及事業の展開

を図る。 (3)森林・林業に関する研究開発の推進

(4)水産技術の開発

９ 農山漁村の魅力の向上や都市と (1)都市と農村の交流Ⅳ 都市と農山漁村と

農山漁村のつながりの強化を図り、 (2)中山間地域等の振興の対流（ 人・もの・「

農山漁村地域を活性化させる。 (3)子どもたちが農林漁業への理解を深め情報 ）を促進し、都」

るための教育の推進市と農山漁村が共生

１０ 都市と農山漁村の生活環境の (1)農村地域の総合的整備の推進しうる社会を構築す

格差を是正し、豊かで住み良い農 (2)山村地域の活性化る。

山漁村を創造する。 (3)漁村における総合的整備の推進

(4)農山漁村地域の情報化の推進

Ⅴ 国民のすべてが １１ 農林水産業の有する自然循環 (1)農畜産業の環境保全対策

農山漁村において 機能を維持増進させ、持続的利用

バイオマスの利活用の推進行われる適正な生 が可能なバイオマスの利活用を一 (2)

産活動や森林を含 層拡大させるとともに、自然環境

む自然環境の適正 を適正に管理することにより、将 (3)森林の整備

な管理により生ず 来にわたって多面的機能を発揮さ

る多面的機能を享 せる。 (4)森林の保全

、受できるようにし

将来にわたって持 (5)国民参加による森林づくりと森林の多

続的に発展可能な 様な利用の推進

社会を実現する。 (6)地球環境保全対策

１２ 農林水産統計・情報の的確な (1)政策ニーズに対応した統計の作成と利

収集・提供及び行政の情報化を通 用の推進

情報の受発信の推進じた効率的で透明性の高い行政運 (2)

営を図る。



実 績 評 価 結 果 反 映 の 具 体 例

大目標Ⅰ：消費者が安全な食料を安心して購入・消費できる体制を確立する

≪主要政策分野の評価結果≫

【食生活のあり方を見つめ直す幅広い活動の展開】

①脂質の熱量割合（供給熱量ベース ： ％・15年度目標： ） 28.2

679 kcal②国民１人当たり供給熱量と摂取熱量の差：

・達成ランク：①C ②C

・評価結果 ：脂質の熱量割合は若い世代の摂取量が相対的に多くなっていること等から、引

き続き増加傾向にあり、また、食品の廃棄や食べ残しは減少しているものの、依然目標値には

及ばず、ともに低い達成度。

・改善の方向：達成度が依然低位にとどまっていることから、消費者の摂食行動の変化等の要

因を詳細に分析し、食料自給率の向上の観点も踏まえ、施策のあり方、展開方法、目標値のあ

り方について検討が必要。

〈１７年度予算概算要求等で改善を行った政策手段の例〉

・にっぽん食育推進事業（新規） ８００（０）百万円

食生活の見直しの重要性を踏まえ、国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、

判断する能力を養うため、１７年度から新たに、日本版フードガイドやマスメディアを活

用した情報提供等、我が国の食料消費に関する理解の増進とそれを踏まえた食生活の見直

し等を通じた強力な啓発活動を実施する。

・ゆたかさ発見食育実践対策（新規）

食の安全・安心確保交付金 ４，２８７（０）百万円の内数

食生活の見直しの重要性を踏まえ、食について専門的な見識を持つ食育推進ボランティ

アによる様々な活動を推進するとともに、１７年度から新たに食に関する様々な体験活動

や地域の特色ある農林水産物等への理解の促進等を通じた強力な啓発活動を実施する。



大目標Ⅱ：消費者に対し、新鮮で良質な食料及び林産物を合理的な価格で安

定的に供給する

≪主要政策分野の評価結果≫

【米麦等の生産対策】

10a 126.8 /10a・15年度目標：①米の 当たりの生産コストの削減： 千円

（代替指標）水稲作付面積 以上層の作付面積シェア： ％7ha 14.00
73.4②小麦の製めん評点の向上：

60kg 8.6 /60kg③小麦の 当たりの生産コスト削減： 千円

④交付金対象大豆における契約栽培数量を増加： 万 千㌧2 3
⑤大豆の 当たりの生産コスト削減： 千円60kg 17.0

・達成ランク：① Ｃ（代替指標） ②集計中③ Ａ ④ － ⑤集計中

・評価結果 ：生産コストについては、米は土地の流動化が進んでいないこと等から低い達成度、

小麦は達成度は高いものの前年よりわずかに生産費が増加。大豆の契約栽培数量は国産の需

要の高まりにより超過達成。

・改善の方向：米については、農地利用の集積を加速する観点からも産地づくり対策の適切な運用

が必要。小麦、大豆については加工適性の高い品種への作付転換を図り、団地化、農地利用

の集積により、生産の効率化を図る必要。

〈１７年度予算概算要求等で改善を行った政策手段の例〉

・競争力強化生産総合対策（新規)

強い農業づくり交付金 ６４，３３０（０）百万円の内数

その他 ５，３５０（０）百万円の内数

担い手への農地・農作業の集積や土地利用型作物の生産性を向上させる観点から、産

地の気象や立地条件等を踏まえ、稲・麦・大豆に係る先進的な省力・低コスト生産方式

の確立に取り組む産地をモデル的に支援する。また、麦・大豆については、多様な実需

者ニーズに即したきめ細やかな品質管理などをより一層推進することにより、消費者重

視・市場重視の考え方を徹底し、自立的な産地づくりを誘導する。

大目標Ⅲ：農林水産業の構造改革を加速化し、効率的で安定的な経営が大宗

を占め、魅力のある産業に育成する

≪主要政策分野の評価結果≫

【認定農業者等意欲ある農業者の育成】

・15年度目標：経営改善計画の認定数： 万経営体21.4
・達成ランク：Ａ

・評価結果 ：達成状況は順調であるものの、市町村で認定の仕方にバラツキがある、経営改善の

取組状況が十分把握されていない等の課題。

・改善の方向：認定農業者制度の運用改善のためのガイドラインに基づき、施策の集中を図るべき

主体である認定農業者の認定の透明性確保や認定後のフォローアップの徹底等が必要。



〈１７年度予算概算要求等で改善を行った政策手段の例〉

・担い手総合支援（新規） 強い農業づくり交付金 ６４，３３０（０）百万円の内数

認定農業者の育成、農業経営の法人化、集落営農の組織化等を支援する事業を統合・総

合化し、全国、都道府県、地域の各段階において、農業団体及び地方公共団体等により設

置される協議会とコーディネーターを核として、フォローアップ体制の強化による認定農

業者の体質強化等の取組みに対して各種支援策を重点的・総合的に実施する。

大目標Ⅳ：都市と農山漁村との対流（ 人・もの・情報 ）を促進し、都市と「 」

農山漁村が共生しうる社会を構築する

≪主要政策分野の評価結果≫

【都市と農村の交流】

・15年度目標：①グリーン・ツーリズム人口 ： ～ 万人1,120 1,300

②市民農園の整備促進： 区画168,379

③三大都市圏の農業産出額の全国に占める割合： ％6.0

（代替指標）農業粗収益： 万円319

・達成ランク：①Ｃ ②Ｂ ③Ａ

・評価結果 ：グリーンツーリズム人口が受入側の情報発信が十分でないこと等によりここ 年同4

水準にとどまるなど、達成状況は不十分。

・改善の方向：企画力や行動力のある人材や組織の育成、受入環境の整備、効果的な情報受発信等

の受け皿づくりが重要であり、観光立国の取組との連携や構造改革特区制度の活用等の積極

的な取組が必要。

〈17年度予算概算要求等で改善を行った政策手段の例〉

・グリーン・ツーリズムセンター機能の確立（拡充） ９３（９２）百万円

インターネットにおける、ニーズにあった分類と情報を容易に検索することが可能なシ

ステムの構築について検討し、検索システムの更なる改良を進めるとともに、情報収集の

強化と登録件数の充実を図る。

・グリーン・ツーリズムビジネスの育成（拡充）

元気な地域づくり交付金 ５９，１５７（０）百万円の内数

その他 ８３（８０）百万円

各地域の研修に対するニーズの把握を行い研修内容の重点化を行う。また、研修終了後

の取組事例の公開及び研修終了後の参加者へのフォローアップを行い、人材バンクの活用

性をより一層高める。



【漁村地域における総合的整備の推進】

・15年度目標：①漁業集落排水施設による処理人口比率： ％程度31
②地域住民等の漁村整備に対する満足度： ％100

・達成ランク：① Ａ ② Ｂ

・評価結果 ：漁業集落排水施設については順調な達成となっているが、漁村整備に対する地域住

民の満足度は８割にとどまっているところ。

・改善の方向：漁村における生活環境の改善に資するような着実な事業の推進が必要。なお、地域

住民の満足度の一層の向上に向けた施設整備計画の改善が必要。

〈１７年度予算概算要求等で改善を行った政策手段の例〉

・漁村再生交付金（新規） ３，０００（０）百万円

漁村の健全な発展を図るため、地域の裁量権を拡大し、地域が主体となり創造力を活か

した水産基盤の整備等を効率的に行う新たな仕組みを創設する。

大目標Ⅴ：国民のすべてが農山漁村において行われる適正な生産活動や森林

を含む自然環境の適正な管理により生ずる多面的機能を享受できるように

し、将来にわたって持続的に発展可能な社会を実現する

≪主要政策分野の評価結果≫

【森林の整備】

・15年度目標：① 民有林における

ア 複層林等多様な森林の造成： 千 年242 ha/4
イ 育成複層林造成（樹下植栽 ： 千 年） 23.8 ha/4

② 国有林における

ア 複層林等多様な森林の造成： 千 年31.2 ha/3
イ 複層林・長伐期林の整備面積： 千 年32.4 ha/3

B B A A・達成ランク：①ア イ ②ア イ

・評価結果 ：民有林については、林業の採算性が更に悪化したことにより、達成度は更に低下。

・改善の方向：健全な森林の整備を推進することは地球温暖化防止のためにも重要であり、木材の

利用推進等と一体となった取組を推進することが必要。また 「森林整備保全事業計画」等を、

踏まえ、目標の見直しが必要。

〈１７年度予算概算要求等で改善を行った政策手段の例〉

・水土保全林整備事業（拡充） ４３，３２３（３５，１７４）百万円の内数

・資源循環林整備事業（拡充） １７，０８３（１３，９１７）百万円の内数

間伐遅れの森林を集中的に解消するため、間伐団地の対象齢級や間伐木の搬出集積

に係る要件の一部見直しを行うとともに、間伐率を全般的に引き上げることにより、

より効率的で効果的な間伐と搬出ロットの拡大による間伐材利用を推進。



（２）政策手段別評価の反映

実績評価を補完するものとして、個々の政策手段を対象に、その必要性、
有効性及び効率性の観点からの評価を行う政策手段別評価を実施し、その結
果継続としたものが２、改善・見直しが必要としたものが57（廃止を前提に
検討が必要とした18の政策手段を含む ）となった。。
改善・見直しが必要とされた57の政策手段については、平成17年度予算概

算要求に当たり、そのすべてについて改善・見直しを行った。
政策手段別評価結果を踏まえた改善・見直しの反映状況及び政策手段の例

は以下のとおりである。

○ 政策手段別評価結果反映状況総括表

一定の改善・評 価 廃 止 合 計
見直しが必要

57予算関連手段数 39 18

36改善を行った手段数 36 －

3 18 21廃 止 した 手段数

注： 廃止」には一部廃止を含む。「

総合食料対策民間団体事業推進費評価対象事業名：
補助金のうち 外食産業経営基盤整備事業費
［事業担当課：総合食料局食品産業振興課］

【政策評価総括組織の所見の概要】
〈有効性の改善〉
・ 本事業については、必要性・効率性は認められるものの、ＢＳＥや高病原性
鳥インフルエンザの発生による国民の食の安全・安心に対する関心の高まり等
を受け、ニーズに応じた調査研究、情報提供を通じて外食産業の体質強化が図
られるよう、有効性の改善を図る必要がある。

【政策評価結果の反映状況】 ４９（１５）百万円
外・ 平成17年度予算においては、ニーズに応じた調査研究、情報提供を通じて

ため、中小外食事業者の担い手を育成するための「中食産業の体質強化を図る
小外食担い手育成事業」及び外食事業者の経営安定を図るための「経営安定推
進事業」を実施することとし、事業メニューの抜本的な見直しを行う。
なお、本事業の有効性を検証するため、アンケート調査等を実施するなどし

て本事業の成果物の活用状況等を把握することとする。



評価対象事業名：林業生産流通振興事業費補助金

［事業担当課：林野庁研究普及課］

【政策評価総括組織の所見の概要】

〈廃止(一部 〉）

・ 林業普及指導事業の重点化、効率化が求められている実態を踏まえ、後継者

も含めた林業経営の担い手の育成及び確保、そのための林業普及指導職員の高

度化を図るなど本事業の目的を達成するために必要なメニューの見直しを実施

し、本事業の重点化を図る必要がある。

【政策評価結果の反映状況】 ４３６（３５５）百万円

・ 平成１７年度予算においては、林業後継者を含めた林業経営を担い得る人材

を対象とする事業に重点化する観点から、森林・林業教育総合推進事業の一部

及び、森林づくりボランティア活動普及教育支援事業を廃止する。

また、次代の森林経営を担う人材の育成を図る事業について、インターシッ

プの推進等真に林業後継者の育成に資するものに重点化するとともに、森林所

有者等の技術向上を図るための事業に統合を図る。

評価対象事業名：

わかめ養殖業構造調整支援技術等緊急開発調査事業

［事業担当課：水産庁栽培養殖課］

【政策評価総括組織の所見の概要】

〈廃止〉

・ 本事業の目的はおおむね順調に達成されており、今後は、実用化に向けて、

本事業の成果を広く関係者に公開することにより、技術の評価を受けることが

適当であることから、廃止を前提に検討する必要がある。

【政策評価結果の反映状況】 ０（６５）百万円

、 、 、・ 本事業については 所見を踏まえ 平成１６年度をもって廃止することとし

また、その成果については広く関係者に公開するものとする。




