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事前分析表［実績目標（大）２］ 

 

 

実績目標の内容及び

目標設定の考え方 

国税庁においては、酒類業の業種所管庁として、酒税の保全及び酒類業の健全な

発達を図るため、酒類の公正な取引環境の整備に取り組むほか、人口減少社会の到

来、国民の健康・安全性志向の高まりや生活様式の多様化などの社会経済情勢の変

化に対応し、消費者、製造業及び販売業全体を展望した総合的視点から必要な施策

を行うとともに、未成年者飲酒防止や酒類容器のリサイクル等の社会的要請に的確

に対応します。また、「日本再興戦略2016」（平成28年６月２日閣議決定）、「未

来投資戦略2017」（平成29年６月９日閣議決定）、平成29年３月に改訂された「日

本産酒類の輸出促進に向けた課題及び対応方針について」等を踏まえ、日本産酒類

の輸出環境の整備に取り組むこととしています。 
 

上記の「実績目標（大）」を達成するための「施策」 

 

実 2-1：酒類の安全性の確保と品質水準の向上への対応 

実 2-2：酒類の公正な取引環境の整備 

実 2-3：日本産酒類の輸出環境整備 

実 2-4：構造・経営戦略上の問題への対応 

実 2-5：独立行政法人酒類総合研究所との連携 

実 2-6：未成年者飲酒防止対策等の推進 

実 2-7：酒類に係る資源の有効な利用の確保 
 

関連する内閣の基本方針等 

○ 「日本再興戦略2016」（平成28年６月２日閣議決定） 

○ 「日本産酒類の輸出促進に向けた課題及び対応方針について」（平成29

年３月改定） 

○ 「未来投資戦略2017」（平成29年６月９日閣議決定） 

○ 「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成28年５月19日農林水産業・地域

の活力創造本部とりまとめ） 
 

施策 実2-1：酒類の安全性の確保と品質水準の向上への対応 

取組内容 

酒類の生産から消費まで全ての段階における酒類の安全性の確保と品質水準の向上を図り、

消費者に安全で良質な酒類が提供できるよう以下の取組を行います。 

 

１．酒類製造業者への指導・相談 

  (1) 市販酒類買上げ調査 

      消費者が購入する段階である小売販売場から市販酒類を買い上げ、添加物などの安全性

に係る成分、品質及び表示事項を調査し、その結果を酒類製造業者への技術指導に活用す

るとともに消費者に情報提供します。 

  (2) 酒類製造業者の製造工程の改善に関する指導・相談 

      市販酒類買上げ調査の結果等を踏まえ、酒類製造業者に対し製造工程の改善や酒類の安

全性に関する技術指導・相談を実施します。 

      なお、製造工程の改善に関する相談については、酒類製造業者から把握したニーズや技

術相談についてのアンケート調査における満足度などの結果を踏まえながら内容の充実を

図ります。 

２．酒類の安全性の確保及び酒類業者のコンプライアンスの維持・向上 

 (1) 酒類の成分の実態把握等 

      国内外において取り上げられている酒類の安全性に係る成分について実態把握を行うほ

か、福島第一原子力発電所の事故を受け、放射性物質に関する調査を実施し、その情報を

○ 実績目標(大)２：酒類業の健全な発達の促進 



- 51 - 

 

提供します。 

      また、食品の成分等に関する国際規格を定めているコーデックス委員会（用語集参照）

において、近年、酒類の安全性に係る成分についても多岐にわたって取り上げられている

ことから、酒類に関係する規格等の策定に参画します。 

  (2) 酒類業者に対する表示事項確認調査等 

      消費者が安心して酒類を購入できるように、酒類業者に対して、酒税の保全及び酒類業

組合等に関する法律（以下「酒類業組合法」といいます。）に基づく酒類の表示義務事項

及び表示基準に基づく記載事項の確認調査や市販酒類買上げ調査を実施し、適正な表示が

なされていない場合には、是正指導を行います。 

      また、酒類業者に対して、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関

する法律」に基づく記帳義務や清酒等に係る原料米の産地情報伝達義務の履行状況につい

て確認調査を実施し、適正に履行されていない場合には、是正指導を行います。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-1-A-1：酒類製造業
者の製造工程の改善
に関する相談の満足
度   （単位：％）                                                    

会計年度 平成26年度 27年度 28年度 29年度 30年度目標値 

目標値 90 90 90 90 90 

実績値 91.6 93.3 91.8 93.4  

（出所）課税部鑑定企画官調 

（注１）数値は、技術相談に関するアンケート調査において、「極めて良かった」から「極めて悪かった」までの７段

階評価で上位評価（「極めて良かった」又は「良かった」）を得た割合です。 

(注２) 平成30事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.62に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

酒類製造業者に対して実施した製造工程の改善や酒類の安全性に関する技術相談の満足度を測定す

るため、相談者に対するアンケート調査の結果を指標として設定しています。目標値は、過去の実績

値を踏まえ、平成29事務年度の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標１「市販酒類買上げ調査件数」 

○参考指標２「酒類製造業者の製造工程改善に関する指導相談件数」 

定性的な測定指標 

 

 

実2-1-B-1：酒類の安全性の確保への対応及び酒類業者のコンプライアンスの維持・向上 

（平成30事務年度目標） 

酒類の安全性の確保のため、酒類の安全性に関して問題を把握した場合には、その原因究明を迅速

に行い再発防止に向けた適切な対応を行うとともに、酒類業者のコンプライアンスの維持・向上を図

るため、酒類の表示に関する指導や講習会での周知等を行います。 

（目標設定の根拠） 

酒類の安全性に関して問題を把握した酒類については、その原因究明を迅速に行い再発防止に向け

た適切な対応を行うことが酒類の安全性を確保するために重要であり、また、酒類の表示に関する指

導や講習会での周知等を行うことが酒類業者のコンプライアンスの維持・向上を図るために重要であ

ることから目標として設定しています。 

○参考指標３「酒類業組合法に基づき義務付けられた主な表示事項の表示がない酒類の割合」 

○参考指標４「酒類業者に対する表示事項確認調査実施件数」 
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施策 実2-2：酒類の公正な取引環境の整備 

取組内容 

酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、平成29年３月に「酒類に関する公正な

取引に関する基準（用語集参照）」（以下「取引基準」といいます。）を制定するとともに、

「酒類に関する公正な取引のための指針（用語集参照）」を改定しました。酒類業者に対し

て、これらの周知・啓発を行い、酒類業者の自主的な取組の推進を図ります。 

また、取引基準等に照らし問題があると疑われる場合には、取引状況等実態調査を実施し、

改善を指導するほか、必要に応じて公正取引委員会とも連携しつつ、酒類の公正な取引環境の

整備に取り組みます。 

  なお、取引状況等実態調査において改善を指導した酒類業者に対して、改善状況を確認する

必要がある場合には、フォローアップ調査を実施し、取引の改善を促します。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-2-A-1：酒類の取引
状況等実態調査によ
る指示・指導事項の
改善割合(単位：％)                                                   

事務年度 平成26年度 27年度 28年度 29年度 30年度目標値 

目標値 90 95 95 95 95 

実績値 95.8 100 99.1 N.A.  

（出所）課税部酒税課調 

（注１）数値は、フォローアップ調査を実施した場数のうち、改善指導を行った取引等の全て又は一部が改善された場

数の割合です。 

（注２）平成29事務年度実績値は、平成30年７月末までにデータが確定するため、平成29事務年度実績評価書に掲載予

定です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

酒類の取引状況等実態調査において指示や指導をした事項が改善されているかを測定するため、そ

の改善割合を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値を踏まえ、平成29事務年度の目標

値を引き続き設定しました。 

○参考指標１「酒類業者に対する酒類の取引状況等実態調査件数」 

 

施策 実2-3：日本産酒類の輸出環境整備 

取組内容 

平成29年６月に閣議決定された「未来投資戦略2017」、平成29年３月に改訂された「日本産

酒類の輸出促進に向けた課題及び対応方針について」等において、日本産酒類の輸出環境整備

に取り組むほか、日本食と日本産酒類を効果的に連携させた海外展開を推進することとされて

います。国税庁では、関係府省等と連携しつつ、国際交渉を通じた貿易障壁の緩和・撤廃に向

けた働き掛け、各種国際会議のレセプション等への国税庁職員の派遣などによる日本産酒類の

特性・魅力の発信等に取り組むほか、酒類業者に対して輸出に必要な情報提供を行うなど、日

本産酒類の輸出を支援する取組を実施します。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実2-3-B-1：日本産酒類の輸出環境整備への対応 

（平成30事務年度目標） 

関係府省等と連携しながら、貿易障壁の除去に向けた働き掛け、海外への日本産酒類の情報発信等

に取り組むほか、戦略的な取組となるよう酒類業者の輸出を支援する取組を実施します。 

（目標設定の根拠） 

 平成29年６月に閣議決定された「未来投資戦略2017」、平成29年３月に改訂された「日本産酒類の

輸出促進に向けた課題及び対応方針について」等において取り組むこととされた、日本産酒類の輸出

促進に向けた総合的な輸出環境整備を関係府省等と連携して取り組むことは、日本産酒類の輸出環境

の整備のために重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「酒類の輸出金額及び伸び率」 
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施策 実 2-4：構造・経営戦略上の問題への対応 

取組内容 

酒類業者の経営改善等については、酒類業組合等の要請に基づき、経営指導の専門家等によ

る研修を実施するほか、活性化・経営革新の取組事例や各種中小企業支援施策に関する情報提

供を行うなどにより、経営改善に向けた自主的な取組を支援します。 

また、日本酒造組合中央会（用語集参照）では、清酒製造業及び単式蒸留焼酎（用語集参

照）製造業の近代化に資するため、「清酒製造業等の安定に関する特別措置法」に基づき、国

内外に対する清酒及び単式蒸留焼酎の正しい商品知識の普及や東日本大震災により被災した清

酒製造業者に対する利子補給等の各種事業を行っています。これらの事業については、補助金

の交付によりその活動を支援します。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 実2-4-B-1：構造・経営戦略上の問題への対応 

（平成30事務年度目標） 

酒類業者の経営改善についての支援等のため、業界動向を把握・分析した結果を情報提供するほ

か、経営指導の専門家等による研修を実施します。 

（目標設定の根拠） 

中小企業が多数を占める酒類業界において、有用な情報提供や研修を実施することは、酒類業の経

営改善等を図るために重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「経営活性化研修の開催回数・参加人数」［新］ 

 

施策 実 2-5：独立行政法人酒類総合研究所との連携 

取組内容 

酒類は、原料・製造方法等によりその品目及び税率が定められていることから、酒税の適正

課税や適正表示を確保するための分析・鑑定を実施する必要があるほか、その安全性を確保す

るためにも分析を実施する必要があります。これらのうち、国税局で実施できない高度な分

析・鑑定について、独立行政法人酒類総合研究所（用語集参照）と連携して実施します。 

また、酒類の品質水準の向上への対応及び酒類製造業者の技術力の維持強化の支援のため、

国税局で実施する酒類の品質評価会や研究会等への審査員や講師の派遣を依頼するほか、その

研究成果を講習会資料の作成に活用するなど、独立行政法人酒類総合研究所と連携した取組を

実施します。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 実2-5-B-1：独立行政法人酒類総合研究所との連携による支援 

（平成30事務年度目標） 

酒類の適正課税や適正表示の確保、品質・安全性の確保並びに酒類製造者の技術力の維持強化のた

めの支援等に独立行政法人酒類総合研究所と連携して効果的に取り組みます。 

（目標設定の根拠） 

独立行政法人酒類総合研究所は、酒類に関する高度な分析・鑑定や酒類及び酒類業に関する研究、

調査及び情報提供等を行うことにより、酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資するとともに、酒類業

の健全な発達を図ることを目的としています。当該研究所と連携することは、高度な分析・鑑定、安

全性の確保と品質水準の向上を図ること及び酒類製造業者の技術力の維持強化の支援等の実施のため

に重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「国税庁から独立行政法人酒類総合研究所に対する依頼分析点数」 

○参考指標２「独立行政法人酒類総合研究所からの審査員・講師派遣件数」［新］ 
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施策 実 2-6：未成年者飲酒防止対策等の推進 

取組内容 

未成年者飲酒防止等の社会的要請に対応するため、酒類販売管理研修実施団体に対して適切

な酒類販売管理研修の実施について指導するとともに、酒類の販売管理調査において酒類販売

管理者（用語集参照）選任状況や未成年者の飲酒防止に関する表示基準の履行状況を確認し、

問題点が認められた場合は改善指導を行うなど、酒類の適正な販売管理の確保を図ります。 

さらに、関係各省庁と連携して全国的な広報啓発活動を行うほか、酒類業界が取り組んでい

る未成年者飲酒防止キャンペーンや酒類自動販売機撤廃の取組等について支援するなど、国民

の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚等を図ります。 

また、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を目的としたアルコール健康障害

対策基本法において毎年11月10日から同月16日を「アルコール関連問題啓発週間」としている

ことを踏まえ、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、関係各

省庁と連携して全国的な広報啓発活動を行うほか、不適切な飲酒の誘引を防止するための酒類

業界の自主的な取組が促進されるよう支援していきます。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 実2-6-B-1：未成年者飲酒防止対策等の推進の取組 

（平成30事務年度目標） 

未成年者飲酒防止等を推進するため、酒類の適正な販売管理の確保を図るほか、広報啓発活動や酒

類業界の取組の支援等の各種取組を行います。 

（目標設定の根拠） 

社会的要請に対応し、酒類の適正な販売管理体制の整備に取り組むとともに広報啓発活動を行うこ

とは、未成年者飲酒防止等を推進するために重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「酒類販売管理協力員（用語集参照）による酒類販売場の確認場数」 

○参考指標２「酒類販売管理調査場数」 

○参考指標３「酒類自動販売機の設置状況」 

  

施策 実2-7：酒類に係る資源の有効な利用の確保  

取組内容 

酒類業者や消費者に対する酒類容器のリサイクルや酒類の製造過程において発生する食品廃

棄物の発生抑制等への取組の一層の推進について、10月の「リデュース・リユース・リサイク

ル推進月間」等において、酒類業団体等を通じて周知・啓発を行います。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 実2-7-B-1：酒類に係る資源の有効な利用の確保への対応 

（平成30事務年度目標） 

酒類容器のリサイクルや酒類の製造過程において発生する食品廃棄物の発生抑制等について、酒類

業者の取組が促進されるよう、周知・啓発活動を行います。 

（目標設定の根拠） 

社会的要請に対応し、酒類容器のリサイクル等についての周知・啓発活動を行うことは、酒類に係

る資源の有効な利用の確保のために重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「酒類業組合等に対する行政施策の説明回数」 

 

今回廃止した測定指標とその理由 

 該当なし 
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参考指標  参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

 

実績目標に係る予算額 平成27年度 28年度 29年度 30年度当初 
平成 30年度行政 

事業レビュー番号 

 

酒類業の健全な発達の促進

に必要な経費 
677,867千円 743,550千円 773,269千円 784,018千円  

 
清酒製造業近代化事業費

等補助金 
632,965千円 600,989千円 598,267千円 597,874千円 0011 

独立行政法人酒類総合研究

所運営費交付金に必要な経

費 

953,698千円 976,993千円 1,444,612千円 961,193千円  

 
独立行政法人酒類総合研

究所運営費交付金 
953,698千円 976,993千円 1,444,612千円 961,193千円 0012 

合 計 1,631,565千円 1,720,543千円 2,217,881千円 1,745,211千円  

（注）「実績目標に係る予算額」の表中には、実績目標(大)２に係る予算額を記載しています。 
 

担当部局名 課税部（酒税課、鑑定企画官） 実績評価実施予定時期 
平成31年10月 

(2019年10月） 

 




