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資料３食料・農業・農村政策の体系化に関する試案

農林水産政策研究所

Ⅰ．前回との変更点

前回提示した中目標の体系について成果指標等を検討の結果、以下の通り前回提

示の中目標の分離、統合を行う。

１．中目標「食の安全と安心の確保」の分離

食の安全・安心の確保に関する成果指標等にかなりの相違があるため 中目標 食、 「

の安全・安心の確保」を「食の安全の確保」と「食の安心の確保」に分離する。

（注）２．食品産業に関する小目標の設定

大目標２に「農業の持続的な発展」とともに「食品産業の健全な発展」を並列。

食品産業に関する具体的施策の内容を検討すると、施策の目的は

１）施設整備による生産性の向上

２）食品産業に関する技術開発の促進

の２つに集約されることから、中目標「施設等の整備による生産性の向上」と中目

標「技術の開発普及」に農業と食品産業別にそれぞれ小目標を設定。

注： フードシステム」に関する目標については 「フードシステム」という用語「 、

が生産から消費までを包括的に体系化する用語として理解されていることから、

単に食品産業だけを対象とする中目標の名称にはなじまない。

３．農村地域の振興に関する中目標の統合

「 」 、 、中目標 都市農村交流の促進 については 農村経済活性化の１手法であること

成果指標とする適切な統計がないことから、中目標「農村経済活性化」に統合。

中目標「農村地域の福祉の向上」については、適切な成果指標が存在せず、具体

的施策との対応も困難であることから、中目標「農村地域の生活環境の向上」に統

合する。



- 2 -

以上に基づき体系を再整理すると、

食料・農業・農村政策

０ 食の安全・安心の確保

① 食の安全の確保

② 食の安心の確保

１ 食料の安定供給

③ 食育・食生活の改善

④ 輸入の安定確保（備蓄等を含む）

２ 農業の持続的発展・食品産業の健全な発展

⑤ 優良農用地の確保

⑥ 施設等の整備による生産性の向上

⑥－１ 農業の生産性の向上

⑥ー２ 食品産業の生産性の向上

⑦ 担い手の確保

⑧ 経営の安定

⑨ 需給調整・価格安定

⑩ 技術の開発・普及

⑩－１ 農業技術の開発・普及

⑩－２ 食品産業の技術開発

３ 農村地域の振興

⑪ 農村経済の活性化<------------------都市農村交流の促進

⑫ 農村地域の生活環境の向上 <-------農村地域の福祉の向上

４ 多面的機能の維持・発揮

⑬ 自然循環機能の維持・増進

５ その他

⑭ その他

なお、新たに策定した体系と現行の基本計画との対応関係は（参考１）の通り
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Ⅱ．成果（Outcome）指標の設定の考え方

中目標別に、施策の目的等を考慮し、利用可能な統計を勘案しながら成果指標を

設定。詳しくは （参考２ 。、 ）

なお、成果指標はその性格からして必ずしも一意的に決まるものではなく （参、

考２）に示したものは施策の目的等を勘案のうえ、例示したものである。

Ⅲ．成果（Outcome）指標設定と問題点の再整理

以上の成果指標設定に関して全般に渡る問題点は以下の通り。

１．成果（Outcome）指標と Output 指標との関係

施策の効果を国民にわかりやすく説明するためには、成果指標は極力１つである

ことが望ましい。それが困難な場合には 「サブ指標」を設定することも考慮する、

必要。また、数値による成果指標の設定が困難な施策については Output 指標を用

いて評価を行うことを検討。サブ指標や Output 指標を用いる場合には、それぞれ

の指標と数値化が困難な成果指標との関係をロジックモデル等で明確に説明できる

ようにする必要。

２．毎年度評価のあり方

食生活の改善に関する施策のように、その効果の発現までに時間を要すると考え

られる施策については、毎年度評価は行わず、基本計画の終了（例えば５年）を待

って施策の効果の評価を行う必要。

毎年度評価としては、成果指標との関係を明確化し、施策の事前評価により有効

性を検証した上で Output 指標で行うことを検討。この場合、Output 指標は達成度

で評価するが、Input との関係で施策の効率性についても評価することを検討。

３．必要な統計情報の整備

成果指標の設定及び評価に必要であるにもかかわらず、現在未整備の統計（固定

資本、農村の生活環境施設等）については、代替できる統計データの有無を検討の

上、ないものについては早急に整備することが必要。
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特に、過去の施策によって整備された固定資本の現在価値と稼働状況に関する統

計は、少なくとも補助事業によって整備されたものについては、業務統計として整

備し、国としての説明責任を果たす必要。

また、政策評価という新たなニーズに応えるためにも既存統計公表の早期化が必

要 （速報が間に合わないなら、速々報を公表）。

４．その他

施策の効果を適切に評価するためには、施策を行わなかった場合の成果指標の変

化（趨勢値）を予測しておく必要。

Ⅳ．中目標と施策の対応

「政策トゥリー」作成のため、具体的な施策を中目標に対応させる。

その際、各施策はそれぞれ唯１つの中目標に対応するものとして 、政策トゥ（注）

リーを作成。現行農業関係５１の政策分野を中目標に対応させたものが （参考３）、

である。

注：施策の実施により、本来の目的とは異なる効果を及ぼす場合もあり得るが、

そうした「副次的」効果はここでは無視する。



（参考１） 

 

食料・農業・農村基本計画と大目標・中目標との対応関係 

 

 

 

 

望ましい食料消費の姿 

食料自給率・望ましい栄養バランスの実現 

の目標  ・食品の廃棄・食べ残しの減少 

（H22:45%） ・主要品目別の食料消費の姿 

主要品目別の生産努力目標 

 

 

食料の安定供給の確保に関する施策 

食料消費に関する施策の充実 

食品産業の健全な発展 

農産物の輸出入に関する措置 

不測時における食料の安全保障 

国際協力の推進 

 

 

農業の持続的な発展に関する施策 

望ましい農業構造の確立 

専ら農業を営む者等による農業経営の展開 

農地の確保及び有効利用 

農業生産の基盤の整備 

人材の育成及び確保 

女性の参画の促進 

高齢農業者の活動の促進 

農業生産組織の活動の促進 

技術の開発及び普及 

農産物の価格の形成と経営の安定 

農業災害による損失の補てん 

自然循環機能の維持増進 

農業生産資材の生産及び流通の合理化 

 

 

農村の振興に関する施策 

農村の総合的な振興 

中山間地域等の振興 

都市と農村の交流等 

 

 

団体の再編整備に関する施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

食の安全・安心の確保 

 食の安全の確保 

 食の安心の確保 

 

 

 

 

 

 

 

食料の安定供給 

 食育・食生活の改善 

 輸入の安定確保（備蓄等を含む） 

 

 

 

 

 

農業の持続的発展・食品産業の健全な発展 

 優良農用地の確保 

  

施設等の整備による生産性の向上 

① 農業の生産性の向上 

② 食品産業の生産性の向上 

 

担い手の確保 

  

経営の安定 

  

需給調整・価格安定 

  

技術の開発・普及 

① 農業技術の開発・普及 

② 食品産業の技術開発 

 

農村地域の振興 

農村経済の活性化 

 農村地域の生活環境の向上 

 

 

 

多面的機能の維持・発揮 

 自然循環機能の維持・増進 

 

その他 



（参考２） 

 1

中目標名 指標の考え方と例示 指標の問題点 
① 食の安全の確保 
 

・施策の目的は、食品事故による消費者被害を発生させないこと。 
・発生させないことを前提とすると、被害額ゼロを目標とすべきだが、未知の危害（ハザード）の

可能性も否定できず、成果指標としては消費者の食品事故による被害額とし、この指標の最小

化を目標とする。 

・既存の統計に基づく数値指標の設定は困

難。 
 

② 食の安心の確保 ・施策の目的は、食品の虚偽表示の防止による消費者不利益を発生させないこと。 
・不利益額は既存統計になく、推定も困難。 
・現実的には、ＪＡＳ法をはじめとする食の安心に関する当省所管法令違反摘発件数を指標とす

る。 

・指標が大きい方が良いか、小さい方が良

いか自明でない。 

③ 食育・食生活の改善 ・施策の目的は、国民の健康確保のため、健全な食生活に誘導すること。 
・成人病患者数など食生活と関連が深い国民の健康状態を示す指標が適切。 しかし、こうした

指標では、食生活以外の要因の影響も大きく、当省の施策との関連が希薄となる可能性。 
・現実的には、食料需給表によるＰＦＣ比率の理想型との乖離率を指標とする。 

・ＰＦＣ比率とする場合、食料需給表の公表

を半年早める必要。（翌年１２月→翌年６月） 
・短期的に効果が現れることは期待できない

ので、毎年度の評価にはなじまない。 
④ 輸入の安定確保（備蓄等を含む） ・施策の目的は、輸入依存度の大きい農産物（穀物、大豆等）について、必要な輸入量の確保に

よって、国内需給を安定させること。具体的には、国際相場高騰期に、輸入価格の高騰の影響

が国内価格へ及ばないようにすること。 
・輸入価格と国内価格との乖離率を指標とする。この指標は卸売り物価指数等から月別に採取

可能。 

 

⑤ 優良農用地の確保 ・施策の目的は、生産要素としての農地面積の確保すること。 
・面積そのものを指標とすれば良いが、具体的施策は、基盤整備とセットであり、土地確保だけ

の施策はない。また、不作付け面積は、生産に寄与しないから、マイナスの成果指標として差し

引くべき。 
・「農地面積－不作付け面積」を成果指標とする（耕地及び作付け面積調査）。 

・水田の保全管理など、意図した不作付け

施策は、「⑨ 需給調整・価格安定」又は「⑬ 

自然循環機能の維持・増進」に格付け。 
・基盤整備に関する施策は、ここ（「⑤ 優良

農用地の確保」）に該当すると思われるが、

土地改良法で「・・・生産性の向上のため・・」

と銘記されており、「⑥ 施設等の整備によ

る生産性の向上」との仕分けが問題。 
⑥ 施設等の整備による生産性の向上 ・施策の目的は、（生産者個人では整備が難しい）大型の固定資本を補助金によって整備し、農

業・食品産業の生産性を向上させること。 
・整備される固定資本は、民間所有といえども社会資本である（土地基盤整備で整備される農地

等と同じ考え方。）。成果指標としては、施策によって増加する固定資本（ ΔＫ）により、生産性

（ ΔＸ）がどの程度向上したか、即ち η＝（ ΔX/X）／（ ΔK/K）を明らかにするものでなくてはなら

ない（生産性の指標としては、生産額以外に、ａ．反収、ｂ．生産コスト、 ｃ．労働時間、ｄ．品質な

どいくつか想定される。）。なお、生産額等に関する統計はマクロ・ミクロともに整備されている

が、過去からの様々な事業によって整備されてきた固定資本の現在価値と稼働率に関する統計

はない。 
・現実的には個別事業単位で計測される「費用対効果分析」の費用と効果を積み上げる手法も

ある。（この中目標に該当する施策はほとんどすべて事業の事前評価の際、費用対効果の指

標、即ち「Ｂ／Ｃ」が計算されているので、こうした方法は不可能ではない。） 

・過去の事業によって補助金で整備されてき

た固定資本の現在価値とその稼働率を明ら

かにすることが必要。 
・効果が現れるまでに一定の期間が必要な

施設もある。 
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 2

中目標名 指標の考え方と例示 指標の問題点 
⑦ 担い手の確保 
 

・施策の目的は、他産業並みの労働時間で他産業並みの生涯所得を確保しうるような農業経営

を確保すること。 
・主業農家あるいは認定農業者のうち、一定の所得以上の農業経営体数を指標とする。 

・ある年の主業農家の所得は、農業経営動

向調査により翌年７月頃公表（平成 13 年度

の農業所得は平成 14 年７月 25 日公表）。

政策評価の時期に合わせて公表の早期化、

または速報化が必要。ただし、既存の統計

では、主業農家あるいは認定農業者のう

ち、一定所得以上の農業経営体数の把握は

困難。 
⑧ 経営の安定 ・施策の目的は、主業農家あるいは認定農業者の経営を安定させること。 

・主業農家あるいは認定農業者の所得の変動率（注）を指標とする。「農業経営動向統計」から推

計。 
（注）変動率については、過去の所得の平均あるいは勤労者所得との格差などいくつかのケースを想定し

うる。 

・いわゆる「セーフティ・ネット」は所得を一定

水準以下に低下させないことが目的。したが

って、率ではなく所得の水準を指標とする考

え方もあり得る。 
・個別品目の価格安定は「⑨ 需給調整・価

格安定」。ここでは、経営全体の所得の変動

率とする。 
⑨ 需給調整・価格安定 
 

・価格形成は需給実勢を的確に反映した市場に任せることが現在の政策の基本スタンスであ

る。 
・生産者にとっては、コストに見合う価格が形成されなければ再生産は困難。一方、消費者にとっ

ても、過度な価格変動は不利益をもたらす。この意味で、生産者・消費者両方のための施策だ

が、消費者価格に行政が介入することはほとんど不可能であり、具体的な施策もない。 
・成果指標としては、生産者受け取り価格の変動率（注）とする（「農業物価指数」）。 

（注）過去の平均値に対する変動率。 

・対象農産物は、具体的な施策の対象とな

っている農産物に限定すべき。 
 

⑩  技術の開発・普及 
 

・施策の目的は、論文、特許、品種、普及に移しうる成果などの研究成果を作ること。 
・成果指標としては、生産に直接寄与するものとして、特許・品種とする。 

・防衛的特許も多く、実用化に結びつかない

ものも多い。売れた（使用許諾請求のあっ

た）特許に限定する考え方もある。 
・過去の特許・品種が生産増加にどの程度

寄与してきたか、検証が必要。 
・一般的に、成果が現れるまでに時間がか

かるものが多い。 
⑪ 農村経済の活性化 ・施策の目的は、農村の（農業だけでなく）経済全体を活性化させること。 

・農村部の経済活動を捉える最低単位は市町村。農村部といっても、市町村の総生産に占める

農業のシェアは２０～３０％程度。農業の指標だけでは市町村全体の経済活動はわからない。 
・市町村の経済活動は、「市町村民経済計算（国民経済計算の市町村版）」で全体を把握可能

（ただし全市町村は揃わない。公表時期も遅い。）。便法として、「農業粗生産額（１次）＋製造品

出荷額（２次）＋小売業年間販売額（３次）」という指標も考えられるが統計が揃うのは２年遅れ。 
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 3

中目標名 指標の考え方と例示 指標の問題点 
⑫ 農村地域の生活環境の向上 
 

・施策の目的は、都市と比較して整備が遅れているインフラ施設を農村に整備し、快適な居住環

境とすること。 
・都市と比較可能なインフラとして、例えば下水道普及率などが指標となりうるが、全農村を網羅

する既存統計はない。 
・当省の施策との関係で適切なインフラ施設（複数）を選び、調査し、指標化が必要。 

 

⑬  自然循環機能の維持・増進 ・施策の目的は、農業・食品産業の生産活動を通じて発生する環境負荷を低減させること。な

お、環境負荷としては、空気、水、土壌に関する指標が代表的なもの。 
・成果指標としては、当省（官房企画評価課環境対策室）が推計している農業からの排出Ｃｏ２と

する。ただし、食品産業については別途推計が必要。あるいは農業・食品産業部門への化石燃

料投入量。（熱量換算ｏｒ石油換算） 

・水、土壌に関する環境負荷指標も検討す

る必要。 
 
 

⑭ その他 
 

・施策の目的は、行政情報、統計情報の作成・発信である。 
・行政情報、統計情報とも単に発信するだけでは意味がない。どの程度使われたかを検証可能

な指標とする必要。 
・使用件数の指標は直ちにとれないので、成果指標としては、ホームページアクセス件数とする。 
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大目標及び中目標に基づく政策分野の割付

食料・農業・農村政策の大目標（０～５ 、中目標（①～⑭）を設定、現行の1～51の）

政策分野を各分野に含まれる主要な施策に着目して割り付け、以下の通り体系化し、併

せて主要な政策手法、政策対象を整理する。

食料・農業・農村政策 手法 対象

０ 食の安全・安心の確保

① 食の安全の確保

2 食品安全性・品質確保対策 規制 企業

18 飼料対策 規制 企業

19 植物防疫対策 規制 企業

20 家畜衛生対策 規制 企業

24 農業生産資材対策 規制 企業

② 食の安心の確保

3 食品等の表示・規格制度 規制 企業

１ 食料の安定供給

③ 食育・食生活の改善

1 食生活のあり方を見つめ直す 広報 消費者

幅広い活動の展開

45 米の消費関係政策 広報 消費者

④ 輸入の安定確保（備蓄等を含む）

7 食料・農業・農村に関する国際協力 資金拠出 国際機関等

２ 農業の持続的発展・食品産業の健全な発展

⑤ 優良農用地の確保

21 耕地利用の向上 補助 生産者

38 耕作放棄の発生の防止等による 規制 国民

優良農地の確保

39 立地条件に即した整備 補助 生産者

43 土地改良区組織の見直し 補助 生産者

⑥ 施設等の整備による生産性の向上

⑥－１ 農業の生産性の向上

8 米の生産政策 補助 生産者

9 麦の生産対策 補助 生産者

10 大豆の生産対策 補助 生産者

（参考３）
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⑥－２ 食品産業の生産性の向上

5 食品流通対策 補助 地方自治体

⑦ 担い手の確保

26 認定農業者等意欲ある農業者の育成 補助 生産者

27 農業者年金 補助 生産者

28 農地流動化施策の推進 補助 生産者

29 新規就農の促進 補助 生産者

31 子供達が農林漁業への理解を 補助 生産者

深めるための教育の推進

32 農山漁村女性の地位の向上 補助 生産者

33 高齢農林漁業者の役割の明確化と 補助 生産者

福祉対策

37 農業経営に関する体系的・ 補助 生産者

総合的な対策の推進

⑧ 経営の安定

36 農業協同組合系統組織の見直し 規制 生産者

34 農業災害補償 補助 生産者

35 災害復旧 補助 生産者

⑨ 需給調整・価格安定

11 果実対策 補助 生産者

12 野菜対策 補助 生産者

13 砂糖・甘味資源作物対策 補助 生産者

14 畑作物・地域特産物対策 補助 生産者

15 花き対策 補助 生産者

16 酪農乳業対策 補助 生産者

17 食肉鶏卵対策 補助 生産者

46 米の需給政策 補助 生産者

47 麦の需給政策 補助 生産者

⑩ 技術の開発・普及

⑩－１ 農業技術の開発・普及

25 種苗の生産・流通対策 規制 企業

30 効果的・効率的な普及事業の展開 補助 生産者

44 新たな農政の展開方向に即した 補助 研究機関

技術開発の推進

（参考３）
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（参考３）

⑩－２ 食品産業の技術開発

4 食品産業対策 補助 企業

３ 農村地域の振興

⑪ 農村経済の活性化

41 中山間地域等の振興 補助 住民

42 都市と農村の交流 補助 住民

⑫ 農村地域の生活環境の向上

40 農村地域の総合的整備の推進 補助 住民

48 農林水産分野の情報化 補助 住民

４ 多面的機能の維持・発揮

⑬ 自然循環機能の維持・増進

6 食品廃棄物対策 補助 企業

22 農業の持続的発展に資する 補助 生産者

生産方式の定着・普及

23 家畜排せつ物の適正な管理・利用 補助 生産者

の促進

51 地球環境保全対策 補助 生産者、企業

５ その他

⑭ その他

49 行政情報化の推進 直轄 国民

50 統計情報の収集・提供 直轄 国民



　大　　　目　　　標
食の安全・安心の確保

食品事故の防止 食品の虚偽表示の防止

 中　　目　　標  中　　目　　標
食の安全の確保 食の安心の確保

「食の安全の確保」に関する成果指標 「食の安心の確保」に関する成果指標
1 成果指標の例 1 成果指標の例
・食品事故による消費者被害額（既存データなし） (1)虚偽表示による消費者不利益額（既存データなし、推定困難）

(2)法令違反摘発件数（実績データ）
2 問題点
・消費者被害を発生させないことを前提とすると被害額ゼロを　 2 問題点
　目標とするべき。ただし、未知の危害の可能性も否定できず、 ・法令違反摘発件数が大きい方が良いか、小さい方が良いかが
　被害額の最小化を目標。 　自明でない。

大目標「食の安全・安心」に関する成果指標の設定について
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　大　　　目　　　標
　農村地域の振興

 雇用の確保・増大 快適な地域社会の形成

就業機会の確保・増大 　居住性の向上
　良好な景観の形成

 中　　目　　標  中　　目　　標
 農村経済の活性化 農村の生活環境の向上

「農村経済の活性化」に関する成果指標 「農村の生活環境の向上」に関する成果指標
1 成果指標の例 1 成果指標の例
　地域の総生産（国のGDPに相当） 　生活インフラ指標（下水道整備率等）
（例）市町村民経済計算（都道府県が作成）、農業産出額、
　　工業製品出荷額、小売業年間販売額 ２ 問題点

(1) 全市町村を網羅する生活インフラ関係の統計データがない
２ 問題点 (2) 景観を評価する指標
(1) 市町村民経済計算を未作成の県がある
(2) 統計データの公表時期
(3) 農業自体の総生産に占めるシェアは小（最大でも2～3割）

大目標「農村地域の振興」に関する成果指標の設定について
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