
総合評価書骨子（案）

１．評価対象政策（法第10条第1項第1号） 

様々なリスクに対応した総合的な食料安全保障の確立 

２．政策所管部局 

大臣官房政策課食料安全保障室 

【大臣官房政策課食料安全保障室/技術政

策室/環境政策室、大臣官房国際部国際政

策課/国際地域課/海外投資・協力グループ、

消費・安全局植物防疫課/動物衛生課/畜水

産安全管理課、食料産業局企画課/食品流

通課、生産局農業環境対策課/飼料課、農

村振興局整備部設計課、政策統括官付（農

産企画課/穀物課/貿易業務課）、農林水産

技術会議事務局研究調整課/研究開発官(基

礎・基盤、環境)、水産庁資源管理部国際

課】 

３．評価実施主体（法第10条第1項第2号） 

大臣官房政策課食料安全保障室

４．評価実施時期（法第10条第1項第2号） 

平成30年度 

５．評価対象期間 

平成25年度～平成29年度の５年間

（前回評価実施後の５年間を評価対象期間として設定） 

６．政策の目的・目標 

国民に対する食料の安定的な供給については、国内の農業生産の増大を図ることを基

本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせることにより確保することが必要で

ある。また、凶作、輸入の途絶等の不測の事態が生じた場合にも、国民が最低限度必要

とする食料の供給の確保を図る必要がある。

他方、世界的な人口増加等による食料需要の増大、気候変動による生産減少など、我

が国の食料の安定供給に影響を及ぼす可能性のある様々な要因（リスク）が顕在化しつ

つあり、中長期的な食料需給のひっ迫が懸念され、また、自然災害や輸送障害などの一

時的・短期的に発生するリスクも存在している。

このため、不測の事態に備え、平素からこれらのリスクの影響等を分析、評価すると

ともに、不測の事態が生じた場合の具体的な対応手順の整備、関係者による共有を進め

る。また、リスクの分析、評価を踏まえた食料の安定供給への影響を軽減するための対

応策を検討、実施することにより、総合的な食料安全保障の確立を図る。 

７．政策の具体的内容 

 総合的な食料安全保障を確立するため、以下の取組を実施。なお、これらの取組と評

価対象期間に実施された個々の政策手段との対応を政策ツリーとして整理する。 

①食料供給に係るリスクの定期的な分析、評価等

○食料供給に係るリスクの分析・評価
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○「緊急事態食料安全保障指針」に基づく対応手順を検証するためのシミュレーション

②海外や国内におけるリスクへの対応

ア 国際的な食料需給の把握、分析

○世界の穀物等の需給や短期の見通し等に関する情報の収集、分析及び情報発信

○中期的な食料需給予測の実施、長期（2050年）の食料需給予測システムの構築

イ 輸入穀物等の安定的な確保

○輸入相手国との良好な関係の維持・強化や関連情報の収集

○小麦及び飼料用穀物の適正な備蓄水準の確保

○海外農業投資の促進

○海外からの遺伝資源の円滑な取得の推進

ウ 国際協力の新展開

○開発途上国におけるフードバリューチェーンの構築の推進

○途上国に対する農業生産や食品安全等に関する技術協力及び資金協力、食料援助

○アセアン＋日中韓の緊急米備蓄の体制確立

エ 動植物防疫措置の強化

○家畜の伝染性疾病や植物の病害虫の海外からの侵入防止

○国内の家畜防疫体制の強化

○国内における病害虫の発生予防及びまん延防止

オ 食品流通における不測時への備えの強化

○食品産業事業者、地方公共団体等の連携・協力体制の構築及び事業者の事業継続計

画（BCP）策定の促進と流通拠点の耐震化

○米及び小麦の適正な備蓄水準の確保

○家庭における食料品備蓄の推進

８．評価の観点（法第10条第1項第3号） 

評価の観点には、必要性、有効性、効率性、公平性、優先性の５つがある。

これらのうち、必要性については、国民や社会のニーズからみて必要な取組であった

か等について検証するために選択する。有効性については、期待する効果が発揮された

か等について検証するために選択する。効率性については、投入された予算に見合った

効果が得られたか等について検証するために選択する。

公平性については、政策効果の受益や費用の負担が公平に分配されているかとの観点

であるが、本政策の効果は国民全体に及ぶものであり、また、特定の者に補助金等を交

付する性質のものではないため選択しない。

 優先性については、他の政策よりも優先的に実施されるべきかとの観点であるが、本

政策は海外からの輸入に依存している食料に関する生産状況等の情報収集、ひっ迫が懸

念される世界の食料需給を背景とした海外農業投資や国際協力の推進、動植物の疾病に

対する水際対策、食品流通における不測時への備えの強化等といった国の根幹を支える

ものであり、かつ国が自ら実施すべきものであり、優先性は自明であることから選択し

ない。

９．学識経験を有する者の知見の活用（法第10条第1項第5号） 
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  農林水産省政策評価第三者委員会委員から意見聴取 

10．評価を行う過程において使用した資料その他情報（法第10条第1項第6号） 

  － 

11．政策効果の把握の手法及びその結果（法第10条第1項第4号） 

【政策効果の把握の手法】 

７に掲げる取組の効果について、必要性、有効性、効率性の観点から評価を行う。 

必要性については、政策を行う背景、政策課題、政策目的、食料安全保障（食料の安

定供給）に対してどのように貢献するものであるか、国民や社会のニーズに照らして、

今後も政策を継続する必要があるか等を評価する。 

有効性については、評価対象期間において、どのような政策手段を講じたか、それに

よりどのような効果があったか等を評価する。 

効率性については、投入された予算、人員等の資源量に見合った効果が得られたか、

投入した資源量は妥当であったか、他の方法と比較した場合に節約が図られていたか等

を評価する。 

【結果】 

－ 

12．政策評価の結果（法第10条第1項第7号） 

個別の取組の評価結果を踏まえ、全体として食料安全保障の確立がどの程度図られた

かを評価し、今後の政策への反映の方向を示す。 
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政策評価に係るスケジュール（案）

7月下旬 ・政策評価第三者委員会で

総合評価書骨子案を提示

8月上旬 ・総合評価書骨子確定

8月中下旬
～ ・総合評価書案作成

12月上旬

1月 ・総合評価書案について委員から意見聴取

3月 ・総合評価書公表
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中目
標

政策
分野

基本計画に掲げる取組 政策手段(H25～29）

①食料供給に係るリスクの定期的な分析、評価等

②海外や国内におけるリスクへの対応

ア 国際的な食料需給の把握、分析

イ 輸入穀物等の安定的な確保

国立研究開発法人農業生物資源研究所に要する経費
27-(27)

海外農業投資の促進

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
29-(7),28-(7)

麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費)
29-(20),28-(23),27-(24),26-(19),25-(23,25)

飼料穀物備蓄対策事業
29-(22),28-(25),27-(26),26-(35),25-(33)

麦買入費（輸入飼料）
29-(21),28-(24),27-(25),26-(40),25-(38)

農林水産分野における遺伝資源利用促進事業
26-(26),27-(31),28-(30)

「総合的な食料安全保障の確立」に係る政策ツリー

食料供給に係るリスクの分析・評価

　「緊急事態食料安全保障指針」に基づく対応手順を検証する
ためのシミュレーション

中期的な食料需給予測の実施、長期（2050年）の食料需給予
測システムの構築

不測時における食料安全保障のための演習事業
27-(20)

－

世界食料需給動向等総合調査・分析関係費
29-(24),28-(27),27-(28),26-(22),25-(27)

小麦及び飼料用穀物の適正な備蓄水準の確保

世界の穀物等の需給や短期の見通し等に関する情報の収集、
分析及び情報発信

世界食料需給動向等総合調査・分析関係費
29-(24),28-(27),27-(28),26-(22),25-(27)

商品先物取引法（昭和25年）
29-(6),28-(6),27-(6),26-(6),25-(6)

技術でつなぐバリューチェーン構築のための研究開発
28-(26),29(23)

輸入相手国との良好な関係の維持・強化や関連情報の収集
国際農業協力等委託・補助事業
29-(26)

国際食糧農業問題調査等委託費
28-(33),27-(34),26-(29),25-(32)

国際農業協力等委託・補助事業
29-(26),28-(29),27-(30),26-(24)

海外からの遺伝資源の円滑な取得の推進

遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業
26-(25)

独立行政法人農業生物資源研究所に要する経費
25-(26),26-(21)

様々
なリ
スク
に対
応し
た総
合的
な食
料安
全保
障の
確立

食料
の安
定供
給の
確保
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中目
標

政策
分野

基本計画に掲げる取組 政策手段(H25～29）

ウ 国際協力の新展開

エ 動植物防疫措置の強化

海外農林業開発協力問題調査等委託費
29-(28),28-(32),27-(33)

海外農業農村開発促進調査等補助金
29-(30),28-(35),27-(36),26-(31),25-(34)

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会馬術競技場
における衛生管理事業委託費
29-(35),28-(41)

輸出植物検疫協議の迅速化事業委託費
29-(38)

アセアン＋日中韓の緊急米備蓄の体制確立

国際漁業協力推進事業
29-(27),28-(31),27-(32),26-(27),25-(30)

おみやげ農畜産物検疫受検円滑化支援事業
29-(15), 28-(17), 27-(17)

植物検疫に係る臭化メチルくん蒸の代替薬剤開発事業委託費
29-(34), 28-(39)

家畜の伝染性疾病や植物の病害虫の海外からの侵入防止

国際機関を通じた農林水産業協力拠出金
29-(25),28-(28),27-(29),26-(23),25-(28)

緊急食糧支援事業
29-(31),28-(36),27-(37),26-(32),25-(35)

植物防疫法
29-(1),28-(1),27-(1),26-(1),25-(1)

家畜伝染病予防法
29-(2),28-(2),27-(2),26-(2),25-(2)

水産防疫対策事業
29-(8),28-(8),27-(7),26-(7),25-(7)

家畜衛生対策事業
29-(11),28-(11),27-(10),26-(10),25-(11)

消費・安全対策交付金
29-(13),28-(13),27-(12),26-(12),25-(13)

輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備事業委託費
29-(39)

二国間輸出解禁協議の加速化のための新たな検疫措置の確立、
実証事業委託費
28-(40)

途上国に対する農業生産や食品安全等に関する技術協力、資
金協力、食料援助

国際機関を通じた農林水産業協力拠出金
29-(25),28-(28),27-(29),26-(23),25-(28)

国際農業協力等委託・補助事業
29-(26),28-(29),27-(30),26-(24),25-(29)

国際機関を通じた農林水産業協力拠出金
29-(25),28-(28),27-(29),26-(23)

国際農業協力等委託・補助事業
29-(26),28-(29),27-(30),26-(24)

国際分担金
29-(29),28-(34),27-(35),26-(30),25-(33)

様々
なリ
スク
に対
応し
た総
合的
な食
料安
全保
障の
確立

食料
の安
定供
給の
確保

開発途上国におけるフードバリューチェーンの構築の推進
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中目
標

政策
分野

基本計画に掲げる取組 政策手段(H25～29）

国内の家畜防疫体制の強化

家畜保健衛生所法
29-(3),28-(3),27-(3),26-(3),25-（３）

水産防疫対策事業
29-(8),28-(8),27-(7),26-(7),25-(7)

農林水産業におけるロボット技術安全性確保策検討事業
29-(37),28-(38)

家畜伝染病早期診断体制整備事業委託費
25-(9)

国内における病害虫の発生予防及びまん延防止

植物防疫事業交付金
29-(14), 28-(14), 27-(13), 26-(13), 25-(14)

戦略的監視・診断体制整備推進事業委託費
29-(10),28-(10),27-(9),26-(9)

家畜衛生対策事業
29-(11),28-(11),27-(10),26-(10),25-(11)

家畜伝染病予防費
29-(12),28-(12),27-(11),26-(11),25-（12）

消費・安全対策交付金
29-(13),28-(13),27-(12),26-(12),25-(13)

植物防疫法
29-(1),28-(1),27-(1),26-(1),25-(1)

消費・安全対策交付金
29-(13),28-(13),27-(12),26-(12),25-(13)

動物疾病基幹診断施設のISO17025等外部精度管理支援事業費
29-(36),28-(42)

国際共同研究による重要家畜伝染病対策事業委託費
29-(37),28-(43)

家畜伝染病予防法
29-(2),28-(2),27-(2),26-(2),25-(2)

獣医療提供体制整備推進総合対策事業費
29-(9),28-(9),27-(8)

薬用作物等地域特産産物向け防除体系の確立推進事業
29-(33), 28-(38)

農産物輸出促進のための新たな防除体系の確立・導入事業委託
費
28-(15), 27-(15)

無人ヘリコプター重量規制緩和の効果を活かした新たな防除技術
等の確立事業委託費
28-(16), 27-(16)

地域特産作物への農薬適用拡大加速化事業
27-(14)

発生予察の手法検討事業委託費
26-(8), 25-(8)

LED光源を利用した予察等の実用化事業委託費
29-(16), 28-(18), 27-(18)

様々
なリ
スク
に対
応し
た総
合的
な食
料安
全保
障の
確立
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の安
定供
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中目
標

政策
分野

基本計画に掲げる取組 政策手段(H25～29）

オ 食品流通における不測時への備えの強化

加工原材料用政府所有米穀導入促進事業
29-(19),28-(22),27-(23),26-(18),25-(22)

米及び小麦の適正な備蓄水準の確保
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
29-(7),28-(7)

米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費)
29-(17),28-(20),27-(21),26-(16),25-(18,19,20)

麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費)
29-(20),28-(23),27-(24),26-(19),25-(23,25)

学校給食用政府備蓄米支援事業
29-(18),28-(21),27-(22),26-(17),25-(21)

家庭における食料品備蓄の推進

食品産業事業者、地方公共団体等の連携・協力体制の構築及
び事業継続計画（BCP）策定の促進と流通拠点の耐震化

－

緊急時に備えた食料の安定供給対策推進事業
26-(15)

緊急時における食料の安定供給対策事業
25-(17)

様々
なリ
スク
に対
応し
た総
合的
な食
料安
全保
障の
確立

食料
の安
定供
給の
確保

資料５－9



食料供給に係るリスクの分析・評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
「緊急事態食料安全保障指針」に基づく対応手順を検証するためのシミュレーション・・・13

世界の穀物等の需給や短期の見通し等に関する情報の収集、分析及び情報発信・・・・・・15

中期的な食料需給予測の実施、長期（2050年）の食料需給予測システムの構築  ・・・・・23

輸入相手国との良好な関係の維持・強化や関連情報の収集
海外農業投資の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

小麦及び飼料用穀物の適正な備蓄水準の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

海外農業投資の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

海外からの遺伝資源の円滑な取得の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

開発途上国におけるフードバリューチェーンの構築の推進

途上国に対する農業生産や食品安全等に関する技術協力及び資金協力、食料援助・・・・・42

ＡＳＥＡＮ＋日中韓の緊急米備蓄の体制確立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

家畜の伝染性疾病や植物の病害虫の海外からの侵入防止
国内の家畜防疫体制の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

家畜の伝染性疾病や植物の病害虫の海外からの侵入防止・・・・・・・・・・・・・・・・51

国内における病害虫の発生予防及びまん延防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

食品産業事業者、地方公共団体等の連携・協力体制の構築及び事業者の事業継続計画
（ＢＣＰ）策定の促進と流通拠点の耐震化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

米及び小麦の適正な備蓄水準の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

家庭における食料品備蓄の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

資料５－10



資料５－11



資料５－12



資料５－13



資料５－14


	資料５－１
	資料５－２
	資料５－３
	資料５－４
	資料５－５　上
	資料５－５　下
	資料５－６
	資料５－７
	資料５－８
	資料５－９
	資料５－10
	資料５－11
	資料５－12　上
	資料５－12　下
	資料５－13
	資料５－14



